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第 3 章 冒認商標が韓国で出願されたときに利用すること

ができる規定と手続き 
 

冒認商標が韓国に出願された場合、当該冒認商標が登録される前であれば、情報提

供及び異議申立手続を活用することができる。当該冒認商標が登録された後には、商

標登録の無効または取消を求める審判手続きを利用しなければならない。17 

 

第 1節 冒認商標の発見時に取ることができる対応措置 

 

1.1. 冒認商標の登録前に取ることができる措置 
 

 情報提供 異議申立 

誰が 誰でも可18 誰でも可 

いつ 商標出願に対する登録決定がある前

であればいつでも可 

出願商標が公告された日から 2 ヶ月

以内 

どのよう

に 

商標出願が拒絶されるべき理由を記

載した書面（記載方法自体は自由）

と、それを裏付ける証明資料を提出 

（拒絶理由の内容は後述） 

特許庁に異議申立書を提出。以降の

手続きは、特許庁の定めた時期・書

類記載方法などににより、自身の主

張やそれを裏付ける証拠を提出 

(異議理由の内容については後述) 

判断する

者 

該当出願の審査を担当した審査官 該当出願の審査を担当した審査官は

審理せず、異議申立を担当する他の

審査官が審理 

理由 商標法上のすべての拒絶理由 商標法上のすべての異議申立理由 

フィード

バック 

審査結果を情報提供人に通知 異議決定書の送達 

不服申立 情報提供の使用結果に対する不服申

立は不可。ただし、審査の結果、公

告された場合は異議申立が、さらに

登録された場合は無効・取消審判が

可能 

異議決定に対しては不服申し立ては

不可。ただし、登録された場合は無

効・取消審判が可能 

費用 費用：なし 

ただし、代理人を使用した場合、代

理人手数料が発生。手数料は、特許

法人ごと、拒絶理由ごとに異なる

が、例えば、出願商標が自身の先登

費用：50,000 ウォン/1商品類 

代理人手数料は、異議申立書につい

ては情報提供費用と同等。また、答

弁 ・ 弁 ぱ く 書 提 出 の た び に

USD1,500～2,500 程度の追加費用が

                                                   
17 情報提供及び異議申立の手続きと要件、注意点については『模倣対策マニュアル』(2012 年

JETRO 発行、韓国編)の P.125(情報提供)及び P.128(異議申立)を参考し、無効審判及び取消審

判については P.125～132を参照 
18 国内に住所または営業所がない在外者は、その在外者(法人の場合にはその代表者)が国

内に滞在する場合を除き、商標出願等の商標に関する手続きを直接行なうことができない。

したがって、このような在外者は特許管理人(在外者の代理人として国内に住所または営業

所を有する者)または委任による代理人(弁理士)により商標出願等の手続きを行わなければ

ならない。特許審判院の手続き及び特許法院に対する訴の提起も同様である。 
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録商標と類似することを主張する場

合には、約 USD1,500～3,000、先使

用商標の周知性の主張をしなければ

ならない場合には USD3,000～5,000

程度 

発生 

長所と短

所 

手続きが簡易であり、費用が相対的

に低廉である。また、情報提供者が

一般に公開されないという長所もあ

る。しかし、審査官がどの程度考慮

するか保証はなく、特に先使用商標

の周知性に基づいた拒絶理由を主張

する場合には、実効性が劣るきらい

がある。 

正式な紛争手続きであることから、

情報提供に比べて手続保障を受ける

ことができる。ただし、情報提供に

比べて費用が相対的に高く、手続き

も複雑となる。 

 

1.2. 拒絶理由・異議申立理由及び無効事由 19 
 

韓国商標法上の拒絶理由と異議申立理由、及び無効事由は、いくつかの例外を除け

ば同一である。 

 

条項 理由 

第 2条 商標として出願することができない標章 

第 3条 国内で商標を使用する意思がないと認められる場合 

第 5 条の

24 

外国人のうち韓国に商標権を享有する権利がない者による出願 

第 6条 商品の普通名称、慣用標章、性質表示標章、顕著な地理的名称(その略語

または地図)、ありふれた姓または名称、簡単でありふれた標章のみから

構成された場合等、識別力がない商標 

第 7条 先登録商標と抵触する商標;国内または外国で需要者に認識されている、

あるいは顕著に認識されている、または著名な他人の先使用商標と抵触

する商標等 

第 8条 先出願商標と抵触する商標等 

第 10 条第 1

項 
商品類または商品名称を過って指定した場合等 

第 12条 商標登録出願を商品別に分割移転したが、類似する指定商品を共に移転

しない場合等 

第 23 条第

3 項 

国内または外国で登録された商標の権利者から許諾を得ず、その代理人

または代理人であった者(出願日前 1 年以内に)が登録商標と類似する商

標をその指定商品と類似する商品に対して商標出願をした場合 

 

 第 10 条第 1 項は、拒絶理由・異議申立理由となるが、一旦登録されれば無効や取

消事由とならない。 

 第 23 条第 3 項は、審査時の情報提供または異議申立がある場合にのみ拒絶の根拠

                                                   
19 団体標章、地理的表示団体標章、証明標章に固有の拒絶理由、異議申立理由、無効事由は除

く。また、無効事由、異議申立理由は拒絶理由とほとんど同一であるため、ここで共に説明す

る。 
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になり得る。登録されれば取消事由となる。 

 無効審判の無効事由により 5 年の除斥期間の適用を受ける場合がある。除斥期間

が適用される無効事由は、1)著名な他人の氏名等を含む商標、2)先登録商標と抵触

する商標、3)消滅して 1年が経過していない登録商標と抵触する商標、4)国内で周

知の商標と抵触する商標、5)ワイン及び蒸留酒の産地に関する地理的表示と抵触す

る商標、6)先出願主義に違反する商標であって、基本的に公的理由ではない私的理

由と関連する無効事由がこれに該当する。 

 

 

1.3. 冒認商標が登録されてしまった後に取ることができる措置 

 

1.3.1. 取消審判 
 

商標登録取消審判は、適法に登録された商標であっても、商標登録後に商標の使用

が商標法規定に反する、または登録だけしてそれを使用していない場合に、商標権自

体を取消す制度である。商標権の取消事由は様々であるが、最も多く主張される取消

事由は、1)不使用、2)不正使用である。 

 

 不使用 不正使用 

誰が 誰でも可 利害関係人 

いつ 商標登録後いつでも請求可 登録後 3年が経過した後に請求可 

どのよう

に 

特許審判院に審判請求書を提出。以降の手続きは、特許審判院が定める時

期・手続きによる。当事者間の紛争手続として審判手続によって進行さ

れ、すべての手続きを保障 

判断する

者 

特許審判院において審判部(通常 3名の審判官)を構成して審理 

理由 商標権者が登録商標をそのまま使わ

ず、故意に類似する商標を使用した

りする等により、商品品質の誤認、

や出所の混同を生じさせた場合 

正当な理由なく、登録商標をその指

定商品に対して取消審判請求日の前

に 3 年以上国内で使用していない場

合 

立証責任 不正使用に対する立証責任は、審判

請求人が負う 

登録商標の使用に対する立証責任

は、被請求人が負う 

部分取消 不可 登録商標が複数の商品を指定して登

録を受けている場合、一部商品に対

する取消審判の請求化 

 

不服申立 

 

審決送達日から 30日以内に特許法院に訴を提起 

 

費用 費用：240,000ウォン/1商品類 

代 理 人 手 数 料 ： 審 判 請 求 時

USD3,000～5,000、その後、答弁・

弁ぱく書提出のたび USD1,500～

2,500 程度。口頭審理が開かれる場

合には、1 回当り USD500～1,500 程

度の追加費用が発生 

費用：240,000ウォン/1商品類 

代理人手数料：審判請求時 USD500

～800、その後、相手方の主張に対

し争う場合、最初の意見書提出

USD3,000～5000、以降 1 回の書面提

出ごとに 1,500～2,500 ドルが追加

で発生。口頭審理が開かれる場合に
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は、1 回当り USD500～1,500 程度の

追加費用が発生 

取消の効

果 

1) 商標権は、取消審決が確定した日に消滅 

2) 取消審決が確定した場合、商標権者及び商標使用者は、審決確定日か

ら 3 年間、取消された登録商標と同一または類似する商標をその指定商品

と同一または類似する商品(地理的表示団体標章の場合は、同一または同

一と認識されている商品)に対して商標出願禁止 

3) 審判請求人の出願商標に対する

先登録商標との類否判断時期につい

て、出願時ではなく審査時に変更さ

れる特例あり（取り消された登録商

標によって審判請求人の出願商標が

拒絶される事態が回避される。） 

 

 

 

1.3.1.1. 取消事由 

 
商標法上の取消事由は、すべて第 73 条第 1 項に規定されている。このうち団体標章、

地理的表示団体標章、証明標章に固有の取消事由を除けば、一般商標に対する取消事

由は、以下のとおりである20。 
 

 

条項 理由 

73条 1項 

第 2号 

商標権者が故意に指定商品に登録商標と類似する商標を使用したり、指定商

品と類似する商品に登録商標またはこれと類似する商標を使用することによ

り、需要者に商品の品質の誤認または他人の業務に係わる商品との混同を生

じさせた場合 

同第 3 号 商標権者・専用使用権者または通常使用権者のうち何人でも正当な理由な

く、登録商標をその指定商品に対して取消審判請求日の前に 3 年以上国内で

使用していない場合 

同第 4 号 商標権の分割移転時に類似商品を共に移転しない場合、共有者全員の同意な

しに持分譲渡または質権を設定した場合、業務標章を譲渡した場合等 

同第 7 号 国内または外国で登録された商標の権利者から許諾を得ず、その代理人また

は代理人であった者(ただし、出願日前 1 年以内)が登録商標と類似する商標

をその指定商品と類似する商品に対して商標出願をした場合 

同第 8 号 専用使用権者または通常使用権者が指定商品またはこれと類似する商品に

登録商標またはこれと類似する商標を使用することによって、需要者に商

品の品質の誤認または他人の業務に係わる商品との混同を生じさせた場

合。ただし、商標権者が相当な注意をした場合を除く 

第 9号 商標権の移転により類似する登録商標がそれぞれ異なる商標権者に属する

ことになり、そのうち 1 人が自身の登録商標の指定商品と同一または類似

する商品に不正競争を目的に自身の登録商標を使用することによって、需

要者に商品の品質の誤認または他人の業務に係わる商品との混同を生じさ

せた場合 

                                                   
20 団体標章、地理的表示団体標章、証明標章に固有の取消事由は除く。 
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1.3.1.2. 取消審判請求のときの注意事項 
 

冒認商標が既に登録されている場合、冒認商標を消滅させるために最も手軽に活用

できる制度は、実務上、外国で有名な商標の保護規定(商標法第 7 条第 1 項第 12 号)な

どではなく、登録商標の「3 年不使用」を理由とした不使用取消審判請求21することで

ある。審判請求人の立場において、この取消審判の請求時に要求される事項は、単に

利害関係の証明だけであるところ、利害関係は、取消対象商品を生産、販売する同種

業者であることを証明すれば十分であり、また仮に自身の出願商標が相手方の冒認商

標により逆に意見提出通知（拒絶理由通知）を受けているのであれば、一般的に取消

審判を請求する利害関係があると認められる。一方、被請求人は、商標の使用に対す

る立証責任を負うため、自身の登録商標と「同一商標」をその指定商品と「同一商品」

に対して「審判請求日から溯及して 3 年以内に」使用したことを立証しなければなら

ない負担が生じる。 

目的は、相手方の冒認商標を消滅させることであるところ、このように、まず、不

使用取消審判の利用を検討することが実務上望まい。 

 

不使用取消審判を請求する前にチェックしなければならない事項は以下のとおりで

ある。 

 

①使用調査 

冒認商標が韓国で使用されている否かを事前に詳細に調査しておく必要がある。こ

れは、基本的に不使用取消審判請求の請求成立可能性を予めチェックするために必要

であるが、さらに、被請求人が実際事実と異なる主張を行なうことに備える側面にお

いても重要である。被請求人が提出した使用証拠の適法性を争う場合、審判請求前に

予め調査しておいた証拠があれば大変役に立つためである。そのため、取消審判請求

前の使用の調査は、単に「不使用」のみを確認する水準を越えて、冒認商標の商標権

者及び商標権者が営為する事業範囲、商標使用形態等の全般的な事項について詳しく

調査しておくことが望ましい。 

 

②検索 

冒認商標を消滅させた後は、自身の商標を韓国で登録しなければならないわけであ

るから、先行商標がないか等、拒絶される可能性を予め検討しておかなければならな

い。韓国審査実務上、出願商標と明らかに同一または類似する商標がある場合、それ

以外の類似商品に関する商標までは、意見提出通知書（拒絶理由通知）に引用しない

場合がある。これにより意見提出通知書上に挙げられた引用商標さえ消滅させれば良

いと考えると、後に問題となる場合がある。したがって、不使用取消審判を請求する

前に再検索を実施し、冒認商標の出願人がどのような商標をさらに登録しているのか、

その他に自身の商標登録に障害となる商標がさらにあるかなどを細密に調査しなけれ

ばならない。 

 

③反撃に対する備え 

自身が冒認商標に対する取消審判を請求する場合、商標権者も自身の商標権に対す

る攻撃を検討することになる。そのため、自身の登録商標のうち不使用状態が持続し

                                                   
21 取消審判の手続き及び要件についても『模倣対策マニュアル』(2012 年 JETRO 発行、韓国編)

の P. 125～132 を参照 
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ているようなものがある場合は、当該取消審判を請求する前に、これに対する備えを

先ず講じておく必要がある。これに備える最も良い方法は、不使用状態の部分の商標

登録を放棄してしまうか、または登録商標を再出願しておくことである22。  

 

④出願 

冒認商標が発見されたとき韓国に自身の商標をまだ出願していない場合、直ちに出

願しなければならない。すなわち、商標法改正前には23、登録商標の取消が確定する

前に先登録商標と同一または類似する商標を出願した場合、例外なしに拒絶されてい

た（韓国商標法では、出願商標と登録商標との類否判断を出願時にしているため、相

手方の先登録商標が取消審判で消滅しても拒絶となっていた。）ところ、商標出願人

が商標出願後に先登録商標に対して「不使用を理由とする」取消審判を請求し、その

取消審決が確定した場合、当該不使用取消審判請求人の出願商標に対しては、例外的

にその類否判断時期を出願商標の登録可否決定時とすることとされたため、該当の不

使用取消審判により取り消された商標は、既に消滅した状態となり、拒絶理由を回避

することができるようになったためである。 

 

1.3.2. 無効審判 
 

1.3.2.1. 無効審判の手続き 
 

 不使用 不正使用 

誰が 利害関係人 

いつ 商標登録後いつでも可。ただし、無効事由により 5年間の除斥期間あり 

どのように 特許審判院に審判請求書を提出。以降の手続きは、特許審判院が定める

時期・手続きによる。当事者間の紛争手続として審判手続によって進行

され、すべての手続きを保障 

判断する者 特許審判院において審判部(通常 3名の審判官)を構成して審理する。 

理由 本マニュアル第 3章第 1節 1.2. 参照 

部分無効 登録商標が複数の商品を指定して登録を受けている場合、一部商品に対

する無効を請求可 

不服申立 審決文送達日から 30日以内に特許法院に訴を提起 

費用 官庁へのオフィシャルフィー：240,000ウォン/1商品類 

代理人手数料：審判請求書提出時の証拠資料の量に応じて USD3,000～

7,000、その後、相手方が答弁する場合、1 回の書面提出ごとに 1,500～

2,500 ドルが追加で発生。口頭審理が開かれる場合には、1 回当り

USD500～1,500程度の追加費用が発生 

無効の効果 商標登録は出願日にさかのぼって消滅 

 

 

                                                   
22 登録商標を再出願する場合、字体を変えたり色彩を変えるなどして「完全に同一」な商標を

出願することは避けなければならない。既に登録された商標と完全に同一な商標を同一商品に

出願すれば、自身の商標に対する再出願であっても商標法第 10条規定により拒絶される。 
23 商標法が 2013.7.30.法律第 11962 号に改正される前のものをいう。改正法の関連規定は

2014年 1月 31日以降の商標出願に対して適用される。 
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第 2節 冒認商標の拒絶及び無効に適用される規定及び要件分析 

 

2.1. 冒認商標を発見したときの段階的検討 
 

上述の不使用取消審判のほか、外国企業の立場において自身が使用する商標と類似

する商標が韓国に出願または登録されたことを発見した場合には、次の事項を段階的

にチェックして対応方案を模索する必要がある。 

 

 

冒認商標が自身の韓国先出願または先登録商標と商標が同一また

は類似し、また指定商品が同一または類似するか？(商標法第 7

条第 1項第 7号、第 8条第 1項) 

 

 (YES)自身の商標の周知性に関係なく冒認商標の無効を主張す

ることができる。 

 

 

冒認商標が韓国に出願または登録されたことを発見した場合には、先ず冒認商標よ

り先に出願された自身の商標登録の有無、そして冒認商標が自身の先登録商標の権利

範囲に属するか否かを検討しなければならない。 

 

自身の先出願/先登録商標を引用商標として提起することができる無効請求は、いわ

ゆる「類似範囲」に限り認められる。すなわち、無効対象商標と引用商標が互いに商

標が類似し、またその指定商品が類似することを要件とする。 

 

しかし、冒認商標の出願日より先に韓国における先出願/先登録商標がなかったり、

先出願/先登録商標があっても指定商品が「類似範囲」から逸脱する場合には、「日本

など外国で登録された商標」や、「先使用商標」を引用商標とするしかない。そこで、

まず、外国で登録された商標に基づく取消審判を検討する。 

 

 

外国に登録された商標と同一または類似の冒認商標であって、そ

の最初の出願人が出願当時自身の商品を輸入して販売する等の代

理商などであったか？(商標法第 23条第 1項第 3号) 

 

 (YES)出願日から 1年以内に自身の商品を輸入したことがあれ

ば、冒認商標に対する取消審判を請求することができる。 

 

 

 

また、このような登録商標が存在しない場合には、「先使用商標」による攻撃を考

える。もっとも、これらの方法は、各適用条項により著名性・周知性などに差がある

ものの、いずれにせよ自身の先使用商標の周知性を主張・立証することが重要な勝訴

要件である。 

 

STEP1 

STEP2 
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自身の先使用商標が韓国の国内需要者に著名な商標であるか？

(商標法第 7条第 1項第 10 号) 

 

 (YES)冒認商標が先使用著名商標と類似しないが、商標の構成

やモチーフに関連性があって先使用著名商標を容易に連想さ

せる場合にも無効請求ができる(事例 41参照) 

 (YES)冒認商標の指定商品が先使用著名商標の使用商品と類似

しないとしても、両商品間に経済的関連性が認められる場合

にも無効請求ができる(事例 42参照) 

 
 

 

 

自身の先使用商標が著名ではないとしても、韓国の国内需要者に

特定人の商品を表示する商標として知られているか？(商標法第 7

条第 1項第 11号) 

 

 (YES) 自身の先使用商標が著名ではないとしても、特定人の

商標と知られていると認められる場合には無効請求ができる

(事例 44参照) 

 (YES) 冒認商標の指定商品が先使用商標が使用された商品と

類似しないとしても、両商品が互いに密接な関連性があって

冒認商標をその指定商品に使用する場合、需要者が先使用商

標の使用者に使用されることによって商品出処誤認、混同を

起こすおそれがある商品に対しても無効請求ができる(事例 

45参照) 

 

 

  

STEP3 

STEP4 
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自身の先使用商標が日本など国外で特定人の商品出処として知ら

れているか？(商標法第 7 条第 1項第 12号) 

 

 (YES) 自身の先使用商標がたとえ著名ではないとしても国外

で特定人の商標で知られていれば無効請求ができる(事例 48

参照)。ただし、冒認商標が不正な目的の下に出願されたこと

を立証しなければならない 

 (YES) 冒認商標の指定商品が先使用商標が使われた商品と類

似ではないとしても、互いに経済的関連性があれば無効を請

求できる(事例 47 参照) 

 
 

 

さらに、攻撃力は限定されるが、いわゆる公序良俗に反するとの主張もあるだろう。 

 

冒認商標の出願または登録がその他公正な秩序と善良な風俗に反

すると認めるに値する事情があるか？(商標法第 7 条第 1 項第 4

号) 
 

 事例 30、31、32、33、34、35、37、38、39、40参照 

 
ここでは、一般的に攻撃の効果が高いものをステップごとに紹介したが、状況に応

じて、無効・取消可能性の最も高いものを一つないし複数選び、攻撃をすれば良い。 

 それぞれの事由に対する具体的な判決事例、考え方等は、次項目以下を順次参照さ

れたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP5 

STEP6 
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2.2. 日本企業が請求した無効審判の無効事由の分析 

 
日本企業が請求した 83 件の無効審判のうち、審判請求人が韓国に商標を先出願また

は先登録していないケースは、全 50 件(C_type、[表 1]参照)である。この事件におい

て審判請求人が提起した無効事由は[表 2]のとおりである。 

 

[表 10] 無効審判の請求理由 2_無効事由 

 

 

[表 11] 無効事由認容、排斥現況 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

[表 2]及び[表 10]によれば、全 50 件の無効事件のうち、1 件を除く 49 件で、審判

請求人は、無効対象商標が韓国商標法第 7 条第 1 項第 12 号に該当することを主張して

いる。また、次に多いものは、同条同項第 11 号を主張した事件であり、全 24 件であ

る。 

条項 無効事由 件数 

公序良俗に反する

商標 

(第 7条 1項 4号) 

商標それ自体または商標が商品に使用されている場合、需要

者に与える意味と内容等が一般人の通常的な道徳観念である

善良な風俗に反したり公共の秩序を害するおそれがある商標 

 

 

7件 

 

 

国内の周知商標と

抵触する商標 (第 7

条 1項 9号) 

他人の商品を表示するものであると需要者間に顕著に認識さ

れている商標(地理的表示を除く。)と同一または類似する商

標であって、その他人の商品と同一または類似する商品に使

用する商標 

3件 

国内著名商標と混

同する商標  

(第 7条 1項 10号) 

需要者間に顕著に認識されている他人の商品や営業と混同を

起こすおそれがある商標 
2件 

需要者欺瞞商標 

(第 7条 1項 11号) 

商品の品質を誤認させたり、需要者を欺瞞するおそれがある

商標 
24件 

外国の周知商標を

模倣した商標  

(第 7条 1項 12号) 

国内または外国の需要者間に特定人の商品を表示するもので

あると認識されている商標(地理的表示を除く。)と同一また

は類似する商標であって、不当な利益を得ようと考えたりそ

の特定人に損害を与えようと考える等の不正な目的をもって

使用する商標 

49件 

無効事由条

項 
件数 

審判機関の最終判断 

認容 排斥 判断なし 

7条 1項 4号 7 件 - 4 3 

7条 1項 9号 3 件 - - 3 

7 条 1 項 10

号 
2 件 - - 2 

7 条 1 項 11

号 
24 件 3 13 8 

7 条 1 項 12

号 
49 件 31 17 1 
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さらに請求認容率をみると、商標法第 7 条第 1 項第 4 号、9 号、10 号主張を受け入

れて登録商標の無効を言渡したケースは 1 件もない一方、外国での周知性に基づいた

商標法第 7 条第 1 項第 12 号を引用して登録商標の無効を言渡したケースが最も多かっ

た24。 

 

このように、韓国に商標を出願または登録していない商標の先使用者にとって、最

も有効に主張できる理由は、統計的に、商標法第 7 条第 1 項第 12 号であるといえよう。

これに関する詳しい分析は、後述第 3節で説明する。 

 

  

                                                   
24 ただし、商標法第 7 条第 1 項第 12 号により無効とされた事件であっても、他の無効事由が

ないということを意味しない。すなわち、外国での周知性に基づいた無効事由を認めた場合、

他の無効事由は審理、判断されないためである。上記[表 9]で「判断なし」と表示された事例

はまさにこのような事情を反映している。 
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2.3. 無効事由の要件及び事例の検討 
 

冒認商標に関する商標法規定の適用要件を考察するために韓国法院がいかなる基準

によってそれぞれの要件を判断するのかを調査した。ただし、要件分析が目的である

ため判例を選定することにおいて日本企業の事件に限定しなかった。 

 

2.3.1.公序良俗に反する商標(第 7条第 1項第 4号) 

 
法律上の規定: 商標それ自体または商標が商品に使用される場合、需要者に与える

意味と内容等が一般人の通常的な道徳観念である善良な風俗に反し

たり公共の秩序を害するおそれがある商標 

判断基準時: 無効対象商標の登録決定時 

除斥期間: なし 

請求人適格: 利害関係人(無効) 

大法院の説示: その商標の構成自体、またはその商標が指定商品に使用されると

き、一般需要者に与える意味や内容が社会公共の秩序や善良な風俗

に反したり、その商標を登録して使用する行為が一般的に公正な商

品流通秩序や国際的信義と商道徳等の善良な風俗に反したり、その

商標の出願・登録過程に社会的妥当性が欠如して、その登録を認め

ることが商標法の秩序に反するものとして容認することができない

場合をいう。(大法院 2012.10.25.言渡 2012 フ 2104 判決) 

 

商標法第 7 条第 1 項第 4 号は、いわゆる「公序良俗に反する商標」をいう。本規定

が適用される代表的な例は、わいせつな図形、暴力的な絵、煽動的な文言等から構成

された商標、特定の国やその国民を侮辱することと同じ国際信義に反する商標など25

であって、「その商標の構成自体またはその商標が指定商品に使用される場合、善良

な風俗に反する場合」である。しかし、その他不正競争の目的で周知・著名な商標を

模倣した商標、国内では周知・著名ではないが外国では周知・著名な商標を模倣した

商標、他人の創作性ある図形商標を模倣した商標、他人の著作物を商標として出願し

て登録された商標、当事者間の契約に違反したり特定人との関係において信義誠実の

原則に反する商標に対しては、「商標の出願・登録過程に社会的妥当性が顕著に欠如

して、その登録を認めることが商標法の秩序に反するものであって、到底容認するこ

とができないと認められる場合」に限り適用されるに過ぎないとされている。 

  

                                                   
25 「商標法第 7 条第 1 項第 4 号の適用範囲対象判決:大法院 2006.2.24.言渡 2004 フ 1267 判決」 

チェ・ソンジュン、ソウル大学校技術と法センター発行『LAW & TECHNOLOGY』第 2 巻第 2号 
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韓国国内に広く知られていない商標を模

倣した商標は？ 

 

2.3.1.1. 韓国国内に広く知られていない商標を模倣した商標と公序良俗 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[事例 30] 登録商標 模倣の元となった商標 

商標 
  

指定商品/使用商品 [第 16類] 書類フォルダ外 ペーパーホルダー 

商標法第 7条第 1

項第 4号適用可否

に対する大法院の

判断 

(2002 フ 1362) 

上記認定事実のみでは、本事件登録商標の登録決定日である

2000.8.31.に、対象商標が国内で一般需要者間に被告の商標として

顕著に認識されたといえないため、… 原審が対象商標が国内で周

知・著名ではない以上、本事件登録商標が単に対象商標を模倣した

ことのみでは商標法第 7条第 1項第 4号に該当しないと判断したこ

とは正当26である。 

 

[事例 31] 
登録商標 

(40-321649) 
模倣の元となった商標 

商標 
  

指定商品/使用商品 [第 21類] 圧力釜外 雑誌 

商標法第 7条第 1

項第 4号適用可否

に対する大法院の

判断 

(99 フ 1669) 

記録と原審判決理由によっても、引用商標は、本事件登録商標の

登録出願当時や登録決定時において、米国で広く知られた著名商標

であるに過ぎず、韓国では 1992 年頃からその雑誌の韓国語版が発

行、配布され、それ以前に多くの商品類を指定商品にして商標登録

されてはいたが、本事件登録商標の登録出願当時まで、かかる製品

が実際に生産・販売されたり、広告・宣伝された事実がなく、本事

件登録商標の登録決定当時にも国内で取引者または需要者間に原告

の商標であると顕著に認識され得る程度に知られた周知・著名商標

                                                   
26 本事件において模倣対象商標は国内における著名性は認められなかったが、外国において特

定人の商標や商品を表示するものであると顕著に認識されていたと認められ、その結果、商標

法第 7条第 1項第 12号が適用されて無効となった。 

模倣対象商標が外国で著名な商標であっても国内で周知•著名で

はない以上、単に対象商標を模倣したのみでは公序良俗に反す

る商標といえない。 
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他人の創作性ある商標を模倣した商標

は？ 

であるとみなし難いといえ、かかる事情の下では、本事件登録商標

が外国で周知・著名な引用商標を模倣して登録出願したものである

としても、これのみでは商標法第 7条第 1項第 4号に該当するとは

いえない。27 

 

2.3.1.2. 他人の創作性ある商標を模倣した商標と公序良俗 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[事例 32] 
登録商標 

(40-434505) 
模倣の元となった商標 

商標 

  

指定商品/使用商品 [第 25類] ティーシャツ外 化粧品 

商標法第 7条第 1

項第 4号適用可否

に対する大法院の

判断 

(2002 フ 1362) 

商標の構成態様によると、本事件登録商標が引用商標をそのま

ま模倣したことは事実といえるが(原告は引用商標を模倣していな

いと主張するが、特殊なデザインをされた構成が完全に同一である

ため、模倣せずに本事件登録商標を製作したとみなすことは難し

い)、上記説示のとおり引用商標が本事件登録商標の登録決定日を

基準として周知・著名ではない以上、単にこれを模倣したとの理由

のみから商標法第 7条第 1項第 4号に違反して登録されたといえな

い。28 

 
                                                   
27 本事件登録商標が出願された 1991年は、「国内では広く知られていないとしても外国では

広く知られた商標」を保護する制度(商標法第 7条第 1 項第 12 号)が導入される前である。した

がって無効事由として提示された「公序良俗に反する商標」(商標法第 7 条第 1項第 4号)主張

が受け入れられなかった結果、本事件登録商標は登録が維持され、その後無効審判請求人に譲

渡された。 
28 本事件登録商標の出願日は 1996年 3 月 27日であって、「国内ではは広く知られていないと

しても外国では広く知られた商標」を保護する制度(商標法第 7条第 1項第 12号)が導入される

前である。本事件登録商標は無効請求が受け入れられず登録が維持されたが、2006年 3年間の

不使用を理由とする取消審判が受け入れられて商標登録が取消された。 

模倣対象商標が国内で周知•著名ではない以上、他人の創作性あ

る対象商標を模倣したことのみでは、公序良俗に反する商標と

いえない。  
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他人の著作物を模倣した商標は？ 

2.3.1.3. 他人の著作物を模倣した商標と公序良俗 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[事例 33] 
登録商標 

(40-316966) 
模倣の元となった著作権 

商標 

  

指定商品/使用商品 [第 29類] 味付け鶏肉料理外  

商標法第 7条第 1

項第 4号適用可否

に対する特許法院

の判断 

(2002 ホ 6671) 

商標法には他人の著作権の目的となる図形を含む標章の登録を差

し止める規定がなく、著作権は商標権と異なり、その発生において

無方式主義を採択しており、商標審査段階においてその出願商標が

既に発生した著作権と抵触するのか否かを審査することは現実的に

困難であり、商標法第 53条が商標権と著作権の抵触関係に関して

別途に規定している点等を勘案すると、他人の著作権の目的であえ

る図形等を商標として登録すること自体を、公共の秩序や善良な風

俗を乱するものとして直ちに商標法第 7条第 1項第 4号の不登録事

由に該当するということは難しい。29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
29 本事件登録商標は現在有効に存続している。 

模倣対象商標が他人の著作権の目的である図形等を商標として

登録したものとしてもこれを公序良俗に反する商標といえな

い。 
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他人の著作物を模倣した商標は？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

[事例 34] 
登録商標 

(40-278089) 
模倣の元となった著作権 

商標 

 

 （裁判資料では原告主張の著作

物不明のため未掲載） 

指定商品/使用商品 [第 25類] 児童服外  

商標法第 7条第 1

項第 11 号適用可否

に対する大法院の

判断 

(98 フ 843) 

引用商標は、アニメーションの主人公を指称するものであって、

テレビ放送等を通じて国内に広く知られていると認められるが、か

かる資料等のみでは引用商標が具体的にどのような商品に使用され

たのか、またその使用により国内需要者にどの程度知られているか

どうかを把握することができず、本事件登録商標は、引用商標と商

品出処に関して誤認・混同を起こすおそれがあると断定することは

できない。31 

                                                   
30 したがって、キャラクター図形が他人により商標として出願されたときには、キャラクター

自体の著名性を主張・立証するだけでは不足し、該当のキャラクターがライセンス事業を通じ

て商標として広く使われたという点も共に主張・立証しなければならない。 
引用商標 "ミニーマウス"はミッキーマウスと共にウォルトディズニーのアニメーションの主

人公名であって、韓国を含め全世界的に周知著名なキャラクターである事実、被告はミッキー

マウスに関しては、1934 年米国での商標登録を含み、現在まで全世界のほとんどの国に商標登

録をしており、引用商標であるミニーマウスに関しては、1932 年英国での商標登録を含み本事

件登録商標 "miss minnie"の登録出願前に全世界に渡り 143件の商標登録をした事実、被告は

1933年頃から本格的なライセンス事業を始め、現在全世界に渡り約 3,000個を超えるライセン

シーにより商品化事業が行われている事実、被告は韓国でも 1979 年から衣類、学用品、玩具等

多くの商品に関してライセンシーを通じて活発に商品化事業を展開することによってミッキー

マウスと共に引用商標が商品の表示として広く使用されている事実、その商品化事業の結果、

国内の一般需要者には引用商標が本事件登録商標の出願日前に既に被告または同一商品化事業

を営為するグループの商品表示として顕著に認識されている(大法院 2001.11.30.言渡 99フ

918判決【登録無効(商)】)。 
31 本事件登録商標は無効請求が受け入れられず登録が維持された。しかし、その後 2003年 3

引用商標がキャラクターを主題とした商標の場合、キャラクターはそれが

有する顧客吸引力のためこれを商品に利用する商品化(いわゆる character 

merchandising)が成立することになり、商標のように商品の出処を表示す

ることをその本質的な機能としないため、そのキャラクター自体が広く知

られているとしても、かかる事情のみでは直ちに引用商標が一般需要者や

取引者に特定人の商標として広く認識されているとみなし難い。30 
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当事者間における信義誠実の原則に反す

る商標の出願登録は? 

2.3.1.4. 当事者間における信義誠実の原則に反する商標と公序良俗 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[事例 35] 
登録商標 

(40-792248) 
模倣の元となった商標 

商標 송석 송석 
指定商品/使用商品 [第 19類] 建築用石材外 建築用石材 

商標法第 7条第 1

項第 4号適用可否

に対する大法院の

判断 

(2011 フ 1722) 

先使用商標は、1994.9.26.訴外 1により先登録されてから

2004.9.27.存続期間満了により登録が消滅したが、その 3年 7ヶ月

後である 2008.5.14.に、被告(商標権者)は、先使用商標とその標

章及び指定商品が同一・類似する本事件の登録商標を出願して登録

した後、訴外 1から訴外 2を経て先使用商標に対する権利を譲受し

た原告を相手取り商標権侵害の疑いで告訴を提起したとしても、か

かる事情のみでは本事件登録商標が商標法第 7条第 1項第 4号に該

当するといえない。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

年間の不使用を理由とする取消審判が請求され、取消審判請求後、商標権者が商標登録を更新

しなかったことにより消滅した。 

商標の構成自体が善良な風俗または公共の秩序に反する場合でない商標の

出願・登録が上記規定に該当するためには、商標の出願・登録過程に社会的

妥当性が顕著に欠如し、その登録を認めることが商標法の秩序に反するもの

として到底容認することができないと認められる場合に限り、他人の商標・

サービス標や商号等の信用や名声に便乗するために、無断で他人の標章を模

倣した商標を出願して登録受けたり、または商標を登録して使用する行為が

特定当事者間の契約に違反したり特定人に対する関係において信義誠実の原

則に反する等の事情のみを聞いて、直ちに公序良俗に反する商標であるとい

うことはできない。 
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[事例 36] 
登録商標 

(41-74644) 
模倣の元となった商標 

商標 

  
指定商品/使用商品 [第 43類] レストラン業 レストラン業 

商標法第 7条第 1

項第 4号適用可否

に対する特許法院

の判断 

(2004 ホ 5870) 

本事件登録サービス標の構成自体やその意味が社会の公共の秩序

に反したり、社会一般人の通常的な道徳観念である善良な風俗に反

すると認められないことは明らかであり、比較対象サービス標であ

る原告サービス標が、上記のとおり本事件登録サービス標の登録当

時、国内で周知・著名なサービス標ではない以上、被告が原告サー

ビス標を模倣した本事件登録サービス標を同一の指定サービス業に

出願したこと自体のみでは、社会の公共の秩序や善良な風俗に反す

ると認めれず、また、原告が主張するとおり被告会社の代表取締役

が原告を訪問して数回に渡り原告とフランチャイズに関する交渉を

行ったとしても、かかる事実のみでは被告の本事件登録サービス標

の出願行為が、一般民法上の信義誠実の原則等に反するのか否かは

別論として、商標法第 7条第 1項第 4号でいう「公共の秩序または

善良な風俗」に反するとは認められない。32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
32 無効紛争で敗訴となった先使用商標の使用者(審判請求人)は、無効審判の敗訴確定後、登録

商標の 3 年間の不使用を理由とする取消審判を請求したが、再び敗訴となった。以後被審判請

求人が所有していた本事件登録サービス標を含みすべての商標/サービス標登録は審判請求人の

関係社と思われる米国会社に譲渡された。 
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[事例 37] 
登録商標 

(40-543908) 
模倣の元となった商標 

商標 

  

指定商品/使用商品 [第 32類] ビール外 ビール 

商標法第 7条第 1

項第 4号適用可否

に対する大法院の

判断 

(2004 フ 1267) 

 で構成された原告商標の使用商品を原告から国内に輸入

して販売した被告 1が、2000 年 6月頃、訴外人に原告商標の使用

商品と関連する製品に関する国内輸入権と独占権、及び自身が運営

する訴外会社の営業一切を有償で譲渡したにも拘らず、2002.1.14. 

で構成された本事件登録商標を出願し、2003.3.26.登録後、

原告に原告商標の使用商品が本事件登録商標の商標権を侵害すると

の理由によりその輸出を中止せよとの警告状を送り、スウォン税関

に原告商標が使用された商品に関して、商標権侵害憂慮物品輸入事

実通報書を提出すると同時に、訴外人に譲渡した会社に対しては、

ソウル地方法院に原告商標の使用中止を求める仮処分を申請、本事

件登録商標を共同で登録を受けた被告 2は、被告 1が原告及び訴外

人との間に、前述した過程を経て、本事件登録商標を出願して登録

された事実を把握していた認められるため、被告の本事件登録商標

の出願・登録と、その商標権の行使が、原告や訴外人に対する関係

において、商道徳や信義に反されたといえないため、被告が本事件

登録商標を出願・登録した行為が、上記の特定当事者以外の者に対

する関係においても、一般的に商道徳や信義に反したといえず、本

事件登録商標は、商標法第 7条第 1項第 4号が定める「公共の秩序

または善良な風俗を乱すおそれがある」商標に該当するといえな

い。33 

 

  

                                                   
33 上記大法院の判決後に開かれた特許法院差戻審(2006 ホ 2424)において、特許法院は模倣対

象商標が“本事件登録商標の登録決定日である 2003.3.24.当時、国内の一般需要者に原告(請

求人)の KGB 商品に対する商標と認識され得る程度に知られていた”と認め、商標法第 7 条第 1

項第 11号を適用して再び無効を言渡した。商標権者は上告したが、大法院は特許法院の第 7条

第 1項第 11 号適用を支持した(2006 フ 2448)。本事件登録商標は特許審判院差戻審(2007 ダン

46)を通じて最終的に無効が確定した。 
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商標の出願・登録過程に社会的妥当性が顕著に欠

如しており、その登録を認めることは商標法の秩

序に反するものであって、到底容認することがで

きない場合とは？ 

2.3.1.5. 出願・登録過程に社会的妥当性が顕著に欠如する商標と公序良俗 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  許浚34の一族と関係のない者が密接な関連があるも

のと認識される本事件登録商標を独占的に使用する意図により、

無断で出願・登録して使用することは、許浚の名誉を毀損するお

それがある行為に該当し、指定商品も漢方医学と相当な関連があ

り、これは需要者の購買を不公正に吸引しようとするものであっ

て、公正且つ信用ある商品の流通秩序や商道徳等の善良な風俗を

乱すおそれがあるため、商標法第 7 条第 1 項第 4 号に該当する。

(特許法院 2011ホ 7560) 

 

 

  画家が彼の美術著作物に表示した署名は…著作者で

ある画家が自身の著作物の内容に対する責任の帰属を明白にする

と同時に、著作物に対して与えられる社会的評価を著作者自身に

帰属させようとする意図により表示するものであるので、その署

名が世界的に周知・著名な画家の作品として彼の美術著作物に主

に使用してきた関係により広く知られた場合であれば、その署名

と同一・類似する商標を無断で出願登録して使用する行為は、著

名な画家としての名声をはずかしめてその画家の著作物に対する

評価は勿論、その画家の名誉を毀損するものであって、その遺族

の故人に対する追慕敬愛の心を損傷する行為に該当し、社会一般

の道徳観念である善良な風俗に反するばかりでなく、かかる商標

は著名な故人の名声に便乗して需要者の購買を不公正に吸引しよ

うとするものであって、公正且つ信用ある商品の流通秩序を侵害

するおそれがあるといえるため、かかる商標は、商標法第 7 条第 1

項第 4号に該当する。(大法院 97フ 860) 

 

 

                                                   
34 許浚は朝鮮中期の医官であって、『東医宝鑑』を編纂し、彼の一代記が何度もテレビドラマ

に放映される程度に、漢方医学分野における韓国の代表的な人物である。 

事例 38 

事例 39 
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本事件登録商標サービス標の出願経緯、及び訴

外人氏名35の著名性等を考慮すると、原告が故意に著名な訴外人

の氏名の名声に便乗するために無断で本事件登録商標サービス標

を出願・登録して使用する行為は、著名なビデオアート芸術家と

しての訴外人の名声をはずかしめて彼の名誉を毀損させるおそれ

があり、社会一般人の道徳観念である善良な風俗に反する。それ

だけでなく、訴外人の名声に便乗して需要者の購買を不公正に吸

引しようとするものであって、公正な商品流通秩序や商道徳等の

善良な風俗を乱するおそれがある。(大法院 2012 フ 2104) 

 

 

2.3.1.6. 公序良俗に関する整理 
 

韓国大法院の判例を基準にすると、上記で考察したとおり、まず「公序良俗に反す

る商標」であるためには、冒認された商標が国内において需要者に広く(顕著に)知ら

れており、他人がこれを模倣して出願登録を受けたという事実だけでは不足である。

大法院は冒認された標章の周知著名性に加えて、商標の出願･登録過程に社会的妥当性

が顕著に欠如してその登録を認めることは商標法の秩序に反するものであって、到底

容認することができない場合に該当するときのみ本規定を適用している。しかし、到

底容認することができない場合には、1)韓国国内に広く知られていない商標を模倣し

た商標は勿論、2)他人の創作性ある商標を模倣した商標、3)他人の著作物を模倣した

商標というだけでは足りず、さらに、4)当事者間における信義誠実の原則に反するこ

とが明白な商標であってもこれに含まれず、公序良俗の判断は、きわめて限定されて

いるといえよう。 

実際、これまで韓国大法院が公序良俗に反する商標と認めた事例は、世界的に著名な

芸術家(故人)の署名を商標として出願した( )、世界的に著名な芸術家の氏名

を商標として出願した( )、韓国需要者に著名な故人の本家であると

誤認・混同させる商標( )等に限定される。 

 

したがって、日本企業の立場において他人が韓国で出願・登録した冒認商標を「公

序良俗に反する商標」であることを理由として無効とすることができる場合はほとん

どない。ただし、自身の商標が模倣された時、冒認商標の商標権者が商標の先使用者

に商標権を行使することに対しては、「権利濫用」の法理により、その商標権の行使

が認められない場合があるが、これについては第 4章で考察する。   

                                                   
35 Nam June Paik(白南準)は韓国出身のビデオアーティストであって、韓国を代表する著

名な芸術家の一人である。 
 

事例 40  
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2.3.2.著名商標に抵触する商標(第 7条第 1項第 10号) 

 
法律上の規定: 需要者間に顕著に認識されている他人の商品や営業と混同を起こす

おそれがある商標 

判断基準時: 無効対象商標の商標登録出願時 

排斥期間: なし 

請求人適格: 利害関係人(無効) 

大法院の説示: 商標法第 7 条第 1 項第 10 号で規定する不登録事由とは、他人の先

使用商標の著名性の程度、出願商標と他人の先使用商標の各構成、

使用商品または営業の類似ないし密接性の程度、先使用商標権者の

事業多角化の程度、両商標の需要者層の重複の程度等を比較・総合

した結果、出願商標の需要者がその商標から他人の著名商標や商品

等を容易に連想して混同を起こす場合を意味する。 (大法院

2002.5.28.言渡 2001(フ)2870 判決) 

 

商標法第 7 条第 1 項第 10 号は、いわゆる「著名商標」保護規定である。著名商標と

は、「その商標が需要者に広く知られているばかりでなく、その商標品が有する品質

の優秀性のため、商標の需要者のみでなく一般大衆にまで良質感を獲得しており、商

品の出処のみでなくその営業主体を表示する力まで有する商標を意味」するものと解

釈されている。その結果、引用商標が著名商標として認められる場合、拒絶または無

効となり得る商標の範囲は「類似範囲」を越え得ることになる。 

すなわち、商標が互いに類似する場合のみでなく、著名商標を連想させる商標も審

査過程において拒絶されることがあり(登録後であれば無効理由)、商品の側面におい

ても指定商品が著名商標が使用された商品と類似しないとしても、経済的関連性が認

められる商品であれば拒絶または無効となり得る。 
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著名商標とは？ 

2.3.2.1. 著名商標とは？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

[事例 41] 
登録商標 

(40-706561) 
模倣の元となった商標 

商標 

     

指定商品/使用商品 [第 25類] T シャツ、革靴外 靴、背広外 

商標法第 7条第 1

項第 10 号適用可否

に対する特許法院

の判断 

(2010 ホ 8344) 

[認められた先使用商標の使用証拠要約] 

<先使用商標使用開始> 1963 年 

<販売国> 衣類、かばん、履物等のファッション製品に対して、米国

を始め全世界 72ヶ国でライセンシーまたは支社を通じて販売されて

いる。 

<韓国国内販売開始> 1986 年ライセンシーを通じて販売開始; 2000年

には韓国法人「HANGTEN KOREA」を設立 

<国内売場数> 140余ヶ所 

<韓国国内売上高> 2000年約 23億ウォン、2001年約 271億ウォン、

2002年約 380億ウォン、2003年約 471億ウォン、2004年約 565億

ウォン、2005年約 834億ウォン、2006年約 1,079億ウォン 

<韓国国内記事> 中低価のカジュアル分野において認知度が高いブラ

ンドとして紹介される。 

<その他> 1994年から特許庁から発行される「主に盗用される外国商

標集資料集」に原告の商標が、よく盗用される外国商標として掲載 

 

上記の認定事実を通じて把握できる先登録商標の使用期間、使用方

法、原告商品の取引形態、営業の範囲、広告宣伝の実態等の諸般の事

情を考慮すると、先登録商標は、本事件登録商標の出願日である

2006.7.20.当時、一般需要者間に顕著に認識されている著名商標に該

当する。 
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著名商標を連想させる場合とは？ 

2.3.2.2. 著名商標を連想させる場合とは？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

[事例 41] 
登録商標 

(40-706561) 
模倣の元となった商標 

商標 

     

指定商品/使用商品 [第 25類] Tシャツ、革靴外 靴、背広外 

商標法第 7条第 1

項第 10 号適用可否

に対する特許法院

の判断 

(2010 ホ 8344) 

①標章としてはあまり使用されない足の裏を素材として足の裏にイ

ンクをつけた後に紙に刷ったものと同一の足紋の形状をしている

点、②本事件登録商標は、右足の裏 1つで構成されているが、先登

録商標は両足の裏から構成されている点においては異なるが、足の

指 5本を含む黒い足紋、及び全体的に足の裏前部の面積が広くてか

かとの方がより細くなっている形状が類似する点等を勘案すると、

本事件登録商標は、先登録商標とその構成やモチーフにおいて関連

性があると認められる。 

結局、本事件登録商標と先登録商標は、その標章の構成に密接な

関連性があり、その指定商品も履物類、衣類、かばん類、スポーツ

用品等であって類似し、取引者や一般需要者に本事件登録商標から

先登録商標またはその商標が使用された商品を容易く連想させた

り、これと密接な関連があるものと誤認させることによって、商品

の出処に誤認・混同を起こすおそれがあるといえる。36 

 

  

                                                   
36 上事件において特許法院は、先登録商標が韓国国内で著名な商標であることを認めた後、

本事件登録商標の構成やモチーフが先登録商標と関連性があり、先登録商標を連想させる

と認めた。本事件登録商標が先登録商標を連想させることは事実であるが、そうだとして

「類似」と断定するのは難しいと思われる。足の裏を素材としたことは事実であるが、足

の裏の数に差異があり、また足の裏紋も一定の差異をみせており、本事件登録商標の場合、

商標を構成する文字と足の裏の図形が互いに一体に結合されているとみなされるためであ

る。結局、特許法院は先登録商標が著名性を根拠として両商標間に出処の誤認・混同の可

能性を認めたものと理解される。 
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経済的関連性がある商標とは？ 

2.3.2.3. 経済的関連性がある商標とは？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

[事例 42] 
出願サービス標 

(41-2002-12852) 
模倣の元となった商標 

商標 

 

    

指定商品/使用商品 [第 25類] 成形外科業外 化粧品 

商標法第 7条第 1

項第 10 号適用可否

に対する大法院の

判断 

(2006 フ 664) 

上記法理と記録に考察すると、指定サービス業を成形外科業、美

容成形外科業、皮膚科業、医療業とし、 から構成された

原告の本事件出願サービス標(出願番号:第 2002-12852 号)は、その

中心的識別力を有する「シャネル、channel」部分の呼称が化粧品

等に使用される原審判示の著名商標「CHANEL」と同一であり、全体

的に上記著名商標と類似するばかりでなく、上記著名商標は、化粧

品類に関して広く知られた商標である点、その著名商標権者は、化

粧品類以外に女性衣類、雑貨等の関連事業を拡張してきた世界的な

企業である点、本事件出願サービス標の指定サービス業は、美容に

関心の高い女性が主な需要者層であって、上記著名商標の使用商品

の需要者層と相当部分が重複する点、本事件出願サービス標の出願

当時には美容目的の診療が主に行われる一部皮膚科医院等において

その診療に付随して治療用化粧品の製造・販売業を兼ねていた点等

を勘案すると、本事件出願サービス標は、その指定サービス業の需

要者に上記著名商標を容易に連想させ、他人の営業と混同を招く場

合に該当する。37 

 

  

                                                   
37 韓国審査実務において美容室業が化粧品と互いに密接な関連があると認められた例はあ

るが、医療業に該当する成形外科業が化粧品と互いに類似するとは認められていない。上

記の大法院判例は、CHANNEL 商標が有する著名性に基づいて経済的関連を広く解釈して化

粧品と成形外科業の「営業上の混同可能性」を認めたものと考えられる。 
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2.3.2.4. 著名商標に関する整理 
 

著名商標は、該当商品の需要者に広く知られているだけでなく、その商標品が有す

る品質の優秀性のため、商標の需要者のみでなく一般大衆にまで良質感を獲得してお

り、商品の出処のみでなくその営業主体を表示する力まで有する商標をいう。一旦著

名商標と認められれば、後出願商標を拒絶させる範囲が広くなる。その結果、1)出願

された商標が類似するとはいえないが、「著名商標を連想させる商標」として認めら

れれば拒絶され、2)商標出願時、指定した商品が著名商標の使用商品と比べて類似し

ないとしても、著名商標の使用商品と経済的関連性が認められる場合には拒絶される。 

 

2007 年以降今日まで韓国法院が著名商標として認めた商標から、法院が認めた商標

間の類似性判断と商品間の関連性判断事例を考察すると以下のとおりである。 

 

特許法院 2007ホ

11883 

法院が認定した著名

商標 
比較された商標 法院の判断 

商標の比較 INTEL WINTEL SYSTEM 

商標の構成やモチーフ

において相当な程度の

関連性がある 

商品の比較 マイクロプロセッサ 
通信工事業、電話機架

設業 
経済的な関連性がある 

 

特許法院 2007ホ

11265 

法院が認定した著名

商標 
比較された商標 法院の判断 

商標の比較 
  

商標の構成やモチーフ

において相当な程度の

関連性がある 

商品の比較 ハンドバッグ かばん類 類似 

 

特許法院 2008ホ

3612 

法院が認定した著名

商標 
比較された商標 法院の判断 

商標の比較 TOEFL 
38 

著名商標を連想させる

商標に該当する 

商品の比較 英語学習教材 書籍 
類似または経済的関連

性がある 

 

特許法院 2008

ホ 4905 

法院が認定した著

名商標 
比較された商標 法院の判断 

商標の比較 
  類似 

商品の比較 世論調査業外 
教育指導業教育情報提供業、

企業経営に関する教育訓練業 経済的関連性がある 

 

 

                                                   

38 「토플러스」は「TOEFLER」S」のハングル表記。 
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2.3.3.需要者欺瞞商標(第 7条第 1項第 11号) 

 
法律上の規定: 商品の品質を誤認させたり需要者を欺瞞するおそれがある商標39 

判断基準時: 無効対象商標の商標登録決定時 

排斥期間: なし 

請求人適格: 利害関係人(無効) 

大法院の説示: 登録商標が商標法第 7 条第 1 項第 11 号で規定している「需要者を欺

瞞するおそれがある商標」に該当する場合とは、その登録商標や指定商

品と対比される先使用商標やその使用商品が必ず著名であるべき必要は

なく、国内需要者や取引者にその商標や商品であると言えば直ちに特定

人の商標や商品であると認識され得る程度に知られていればよく、かか

る場合、その先使用商標と同一・類似する商標がその使用商品と同一・

類似する商品に使用されていたり、または商標が先使用商標と同一・類

似している程度、先使用商標の具体的な使用実態や両商標が使用される

商品間の経済的な関連性の程度、その他一般的な取引実情等を勘案し

て、その商標が先使用商標の使用商品と同一・類似する商品に使用され

た場合に劣らない程度に、先使用商標の権利者により使用されているも

のと誤認され得るに値する特別な事情がある場合には、需要者に出処の

誤認・混同を起こして需要者を欺瞞するおそれがあるとみなければばら

ない。(大法院 2010.1.28.言渡 2009フ 3268判決) 

 

商標法第 7 条第 1 項第 11 号後段のいわゆる「需要者欺瞞商標」は、既に特定人の商

標であると認識されている先使用商標と同一または類似する商標であって、これを他

人が使用する場合、需要者が既に知っている商品の品質、出処等に関して誤認・混同

を起こす商標をいう。他の先使用商標保護規定と比べて、本規定が持つ特徴は、1)公

益規定であって、先使用商標が需要者に知られているかを判断する基準時点が出願商

標の登録可否決定時である点、2)商標登録後 5 年が経過しても無効審判を請求可能と

した点以外にも、実際、3)需要者に知られた程度が必ずしも著名でなければならない

のではなく、特定人の商標や商品であると知られていれば40成立し、4)商品の場合に

も、同一または類似する商品ではないとしても、両商品間に密接な関連性があり、先

使用商標の使用商品と同一・類似する商品に使用された場合に劣らない程度に先使用

商標の権利者により使用されている認められる事情がある場合にも適用されるという

点である。 

 

 

 

 

                                                   
39 商標法第 7 条第 1 項第 11号は前段と後段に区分され、前段は商標の構成自体または商標が

該当の指定商品に使用され場合、商品自体または商品の品質を誤認させる商標に適用される一

方、後段は、先使用商標と抵触する商標を拒絶することによって需要者の誤認・混同を防止し

ようとする公益的規定と解釈されている。本マニュアルでは後段のみを考察する。 
40 「特定人の商標や商品として知られている」がどの程度の周知性を要するかは明確ではない。

ただただし、著名商標である必要はないという点において商標法第 7 条第 1 項第 10 号に比べて

著名性の程度がより低くても構わないという点は明らかである。 
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特定人の商標や商品として知られている商標

とは？  

 

2.3.3.1. 特定人の商標や商品として知られている商標とは？ 
 

 

 

 

 

 

 

[事例 43] 
登録商標 

(40-614152) 
模倣の元となった商標 

商標 

     

指定商品/使用商品 

[第 3類]眼鏡、サングラス、

運動用ゴーグル、眼鏡レンズ

外 

衣類 

商標法 7 条第 1 項

第 11 号適用可否に

対する大法院の判

断 

(2009フ 3268) 

原審が採択した証拠及び記録によれば、 から

なる先使用商標は、2002 年頃に商標登録出願されて以来、2003 年

秋頃から原告会社が製造・販売するジャケットとジーパン、T シャ

ツなどのカジュアル衣類に付着して使用されており、

からなる先使用商標は、2004.10.7.追加で商標登録出願さ

れ、 からなる上の先使用商標とともに原告会社の

衣類製品に使用されてきた事実、先使用商標を付着した製品は、

2004 年上半期に前年対比 25％増加した約 237 億ウォンの売上げを

記録する等、全国の主な商圏に位置する 83 ヶ所の売場における

2004 年度の年間売上高が約 700 億ウォンと推算され、その売上高

及び売場数は持続的に増加する傾向を見せながら、2005 年 1 月を

基準としてデパート 45ヶ所を含め全国的に分布した 98ヶ所の売場

で月間の売上高だけでも約 85 億ウォンに上り、そのうちデパート

32 ヶ所ではカジュアル衣類部門の売上げ実績が 1 位となった事

実、原告会社は、2004.5.30.頃、有名なサッカーの韓国代表選手と

3 ヶ月間 5,000 万ウォンの広告モデル契約を締結する等、先使用商

標に関する広告宣伝活動を続け、 からなる被告の本事件登

録商標(登録番号第 614152 号)の登録決定日である 2005.4.6.以前

に国際繊維新聞、韓国繊維経済、tin ニュース、テックスヘラル

ド、ファッションインサイト、ファッションビズなどの繊維及びフ

ァッション関連の新聞・雑誌に原告会社のカジュアル衣類市場にお

ける売上高の増加傾向及び認知度に関する記事が数回掲載され、原

告会社の先使用商標はアパレルニュース社が選定する 「2005 年今

年のブランド賞」を受賞した事実等を知ることができる。 

 上記のような先使用商標が付着した商品を販売する売場の数と分

布、売上高の規模と増加推移、広告宣伝活動の内容、先使用商標や
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その商品の主な需要者は、商品の種類と特性に照らして商標情報に

対する認識力と伝播力が高い若い女性及び青少年層と考えられる点

等の様々な事情を総合してみると、原告会社の先使用商標は本事件

登録商標の登録決定日頃に国内の需要者や取引者に少なくとも特定

人の商標として認識される程度に知られていたと認めることが相当

である。41 

 

 

[事例 44] 
登録商標 

(40-719845) 
模倣の元となった商標 

商標 

     

指定商品/使用商品 
[第 14類] 電子時計、腕時

計、ダイヤモンド外 

時計、ネックレス、指輪、イヤリ

ング、革製品、アクセサリー 

商標法 7条第 1項

第 11号適用可否に

対する特許法院の

判断 

(2009 ホ 7239) 

[認定された先使用商標の使用証拠要約] 

<原告会社設立日> 1981年フランス 

<売上高> 

・全世界での売上高：2004 年 551 万 2281 ユーロ、2005 年 578 万

8599 ユーロ、2006 年 550 万 8266 ユーロ、2007 年 631 万 3195 ユー

ロ 

・韓国内での売上高：1999 年から 2008 年までの約 10 年間で 57 億

ウォン 

・フランス内での売上高：1999 年から 2008 年までの約 10 年間で

460億ウォン 

<広告> 

全世界の広告支出額：2004 年 44 万 2085 ユーロ、2005 年 35 万

9472ユーロ、2006 年 23万 5203 ユーロ、2007年 25万 8841 ユーロ 

<商標登録> 

原告は自己の商号であり商標である「CLIO BLUE」を約 10 ヶ国で登

録を受けて使用してきた。 

<韓国内の記事> 

2001 年から原告の先使用商標が国内の媒体を通じて報道され始め

た。これらの記事で原告の先使用商標が 2003 年頃までアクセサリ

ー製品のマーケットシェアでトップを維持したと紹介している。 

<販売場所> 

国内の代表的なデパートである現代デパート、ロッテデパート、新

世界デパートの本店に入店した事実 

 

上記認定事実によると、本国であるフランスと韓国内における原

告の先使用商標が使用された製品の売上高や広告回数、そしてマー

ケットシェアなどの資料に照らしてみれば、原告の先使用商標が国

                                                   
41 本事件で特許法院は先使用商標が特定人の商標として認められる程度に知られていないとし

て商標法第 7条第 1項第 11 号適用に関する原告の請求を棄却した(2009(ホ)1088) 
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内は勿論、本国であるフランスで特定人の商標として顕著に顕著に

認識され旧商標法第 7 条第 1 項 12 号の周知商標にまで至ったと断

定するのは困難であると言えるが、革製品を除く原告のアクセサリ

ーなどの先使用商品が国内で 2000 年頃を前後して本事件登録商標

の登録決定当時まで販売され続けながら若い女性層を主な需要者層

として相当な販売実績を記録し、そのため原告の先使用商標は本事

件登録商標の登録決定日である 2007.8.6.頃には国内で革製品を除

く残りの先使用商品と関連して一般の需要者や取引者にその商標ま

たは商品と言えばすぐに原告の先使用商標や先使用商品として認識

される程度に知られており、商標法第 7 条第 1 項第 11 号の商標に

該当するに至ったと判断される。42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
42 上告審で大法院は特許法院の判決を支持して審理不続行棄却した(2010フ 2438)。 
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[事例 45] 
登録商標 

(40-583230) 
模倣の元となった商標 

商標 

     

指定商品/使用商品 

[第 25類] テニスシューズ、

ゴルフシューズ、バスケット

ボールシューズ、防寒靴、ブ

ーツ、スキー靴、野球シュー

ズ、雨靴、作業靴、サッカー

シューズ 

ゴルフ衣類、ゴルフバッグ、ゴル

フ手袋、ゴルフ靴下、ゴルフ帽子

外 

商標法 7条第 1項

第 11号適用可否に

対する大法院の判

断 

(2008 フ 1258) 

[認定された先使用商標の使用事実] 

<先使用商標の使用開始> 1983 年 

<売上高> 

1995 年～1999 年 3,076 億ウォン、2000 年 745 億ウォン、2001 年

850 億ウォン、2002 年 1,128 億ウォン、2003 年 1,135 億ウォン(上

記期間の合計 6,934 億ウォン) 

<広告> 

支出広告費は 1995 年から 1999 年まで 82 億ウォン、2000 年 25 億

ウォン、2001 年 21 億ウォン、2002 年 37 億ウォン、2003 年 34 億

ウォン(上記期間の合計 199 億ウォン) 

<スポンサー> 

プロゴルフ選手チェ・キョンジュとの間でスポンサー契約を締結し

たが、チェ・キョンジュが 2002 年にアメリカ PGA で優勝したこと

により先使用商標及びその使用商品に対する認知度が大きく上昇し

た。 

 

先使用商標は、その使用商品のうちゴルフ衣類、ゴルフガッグ等に

おいて本事件登録商標の登録決定当時である 2004.4.30.頃に国内

の需要者間で特定人の商標として顕著に認識されて周知性を獲得し

たと言える。43 

 

 

 

 

  

                                                   
43 原審で特許法院はゴルフ衣類とゴルフシューズの牽連関係のみを認め、「テニスシューズ」 

など他の履物に対してはゴルフ衣類と商品間の関係性を認めなかった(2007 ホ 10583)。大法院

は原審で牽連関係を認めない商品に対する部分を破棄差戻とした 
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先使用商標権者がその商品に使用したものと誤認

される事情がある場合とは？ 

2.3.3.2. 先使用商標権者がその商品に使用したものと誤認される事情がある

場合とは？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[事例 43] 
登録商標 

(40-614152) 
模倣の元となった商標 

商標 

     

指定商品/使用商品 

[第 3類] 眼鏡、サングラス、

スポーツ用ゴーグル、眼鏡レ

ンズ外 

衣類 

商標法 7条第 1項

第 11号適用可否に

対する大法院の判

断 

(2009 フ 3268) 

本事件登録商標の指定商品である 「防塵眼鏡、保安用バイザ

ー、眼鏡、サングラス、柄付き眼鏡、水中眼鏡、スポーツ用ゴーグ

ル、眼鏡レンズ、眼鏡用鎖、眼鏡用容器、眼鏡用枠、鼻眼鏡、鼻眼

鏡鎖、鼻眼鏡枠、コンタクトレンズ、コンタクトレンズ洗浄機」の

うち「サングラス、スポーツ用ゴーグル」は、先使用商標の使用商

品である衣類と商品類区分が異なるが、その需要者が共通するだけ

でなく、本事件登録商標の登録決定日当時、既に取引社会ではどの

企業が特定のブランドを専門化させ、該ブランドを積極的に使用し

て衣類、サングラス、スポーツ用ゴーグル、その他の雑貨類などを

生産したり、これらの製品を一つの店舗に一緒に陳列、販売するい

わゆるトータルファッションの傾向が一般化されており、本事件登

録商標が 「サングラス、スポーツ用ゴーグル」商品に使用される

と、衣類と類似の商品に使用された場合と同程度にそれが先使用商

標権者によって使用されるものと誤認される素地があるので、本事

件登録商標は先使用商標と出所の誤認・混同を生じて需要者を欺瞞

するおそれがあるとみるべきである。 
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[事例 45] 
登録商標 

(40-583230) 
模倣の元となった商標 

商標 

     

指定商品/使用商品 

[第 25類] テニスシューズ、

ゴルフシューズ、バスケット

ボールシューズ、防寒靴、ブ

ーツ、スキー靴、野球シュー

ズ、雨靴、作業靴、サッカー

シューズ 

ゴルフ衣類、ゴルフバッグ、ゴル

フ手袋、ゴルフ靴下、ゴルフ帽子

外 

商標法 7条第 1項

第 11号適用可否に

対する大法院の判

断 

(2008 フ 1258) 

本事件登録商標の指定商品と先使用商標の使用商品を対比してみ

ると、本事件登録商標の指定商品である 「テニスシューズ、サッ

カーシューズ、野球シューズ、ブーツ、ゴルフシューズ、バスケッ

トボールシューズ、スキー靴、雨靴、作業靴、防寒靴(以下 「本事

件指定商品」という)」など履物類と、先使用商標の指定商品であ

るゴルフ衣類、ゴルフバッグなどが同一・類似の商品とは言えない

が、先使用商標が使用された 「ゴルフ衣類」とは、必ずしもゴル

フの試合のためだけに着用するのではなく、着易さによって日常生

活において外出着または普段着として自然に着用する場合が多く、

衣類及びかばん製造業社は衣類、かばんだけではなく履物類まで事

業を多角化して製造・販売する傾向にあり、ゴルフ衣類を含む一般

の衣類の需要者とゴルフシューズ、テニスシューズ、サッカーシュ

ーズなどの履物の需要者が異なると言えず、一般の衣類、かばん類

及び履物類などが同じ売場で一緒に陳列、販売されている実情を考

慮すると、その経済的関連性も相当である。 

 したがって、上のように先使用商標が国内における需要者間で周

知性を獲得し、先使用商標の使用商品 「ゴルフ衣類、ゴルフバッ

グなど」と本事件登録商標の指定商品のうち 「ゴルフシューズ」 

との間には密接な経済的関連性があり、上の使用商品と「テニスシ

ューズ、サッカーシューズ、野球シューズ、ブーツ、バスケットボ

ールシューズ、スキー靴、雨靴、作業靴、防寒靴」との間にも相当

な経済的関連性があるので、被告が本事件指定商品に本事件登録商

標を使用すると、一般の需要者は先使用商標の使用商品と同一また

は類似の商品に使用した場合と同程度に本事件指定商品が先使用商

標の商標権者によって使用されるものと商品出所の誤認・混同を生

じて需要者を欺瞞するおそれがある。 
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[事例 46] 
出願商標 

(40-2004-0013757) 
模倣の元となった商標 

商標 

   

指定商品/使用商品 

[第 28類] 愛玩動物用おもちゃ、合成材

料製クリスマスツリー、ハンググライダ

ー、マスコット人形、積み木、プラスチ

ック製おもちゃ、万華鏡、こま、サッカ

ーボール、釣ざお 

美術館経営業 

商標法 7条第 1項

第 11号適用可否に

対する特許法院の

判断 

(2007 ホ 5611) 

韓国の多くの博物館と美術館は、経費調逹と顧客サービスのため

に記念品販売所を設置し、記念品と文化商品を販売しており、国立

中央博物館は、自身の英文名称である 「NATIONAL MUSEUM OF 

KOREA」という標章が表示された熊のぬいぐるみ、こま及びプラス

チック製ヨーヨーを、LEEUM 美術館は、「LEEUM」と刻まれた金属

板が付着した人形を各記念品として販売している事実を認めること

ができるところ、これによると、先使用サービス業の使用サービス

業である美術館経営業には、記念品販売が含まれるといえ、上記の

熊のぬいぐるみ、こま及びプラスチック製ヨーヨーは、かかる記念

品として販売される商品に該当するといえる。したがって、本事件

出願商標の指定商品のうち、マスコット人形、こま、プラスチック

製玩具は、先使用サービス標の使用サービス業である美術館経営業

自体と直接的に同一または類似するとみなすことはできなくとも、

最小限の美術館経営業に属する記念品販売の取扱商品である上記の

熊のぬいぐるみ、こま及びプラスチック製ヨーヨーと同一または類

似するため、結局、本事件出願商標の上記指定商品と美術館経営業

は経済的に密接な関連性があるといえる。 

したがって、本事件出願商標は、その指定商品のうち、マスコッ

ト人形、こま、プラスチック製玩具に使用される場合、一般需要者

や取引者にそれが先使用サービス標の権利者である被告補助参加人

によって使用されたと誤認、混同を引起こすこととなり、需要者を

欺瞞するおそれあるといえる。44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
44 上告審(2008 フ 194)において大法院は特許法院の判決を支持して審理不続行棄却した。 



72 

 

2.3.3.3. 需要者欺瞞商標に関する整理 

 

国内において特定人の商品を示すものとして「認識」されている商標として認めら

れれば、商品の類似を超えて、一定の経済的関連性が認められる商品に対しても保護

を受けることとなる。ただし、比較される商標は互いに類似しなければ本規定は適用

されない。経済的関連性の認定傾向を考察するために 2007 年以降、法院が「商品間の

関連性」を認めた他の事例を考察すれは以下のとおりである。  

 

特許法院 2008ホ

12159[登録無効] 

国内において特定人の商標として認

識されていると認められた先使用商

標 

比較された商標 

商標の比較   

商品の比較 履物 履物類; 児童服、乳児服 

法院の判断 

(7-1-11に該当す

る) 

[児童服、幼児服に関して] 本事件登録商標が本事件の無効請求の指定

商品に使用される場合、先登録商標 2 または先使用商標の使用商品と

同一・類似する商品に使用された場合に劣らない程度にその出処の誤

認・混同をもたらすおそれがある。 

 

 

特許法院 2008ホ

13053[登録無効] 

国内において特定人の商標として認

識されていると認めれた先使用商標 
比較された商標 

商標の比較 
 

POLHAM 

商品の比較 衣類、履物、かばん  
眼鏡フレーム、普通眼鏡、眼鏡

レンズ、眼鏡入れ 

法院の判断 

(7-1-11に該当す

る) 

[眼鏡フレームに関して] 経済的関連の程度が密接である。 

[普通眼鏡、眼鏡レンズ、眼鏡入れに関して] 経済的関連性がない。 

 

 

特許法院 2010ホ

1671[登録無効] 

国内において特定人の商標として認

識されていると認めれた先使用商標 
比較された商標 

商標の比較   

商品の比較 
スポーツバッグ、スポーツシュー

ズ、スノーボード用品 

普通眼鏡、サングラス、スノー

ゴーグル、スキー用ゴーグル、

スポーツ用ゴーグル、眼鏡及び

サングラス用ケース、眼鏡フレ

ーム 

法院の判断 

(7-1-11に該当す

る) 

[サングラス、スノーゴーグル、スキー用ゴーグル、スポーツ用ゴーグ

ル、サングラス用ケースに関して] 経済的関連性がある。  

[普通眼鏡、眼鏡用ケース、眼鏡フレームに関して]経済的関連性がな

い。 
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2.3.4.外国の周知商標を模倣した商標(第 7条第 1項第 12号) 

 
法律上の規定: 国内または外国の需要者間に特定人の商品を表示するものと認識さ

れている商標(地理的表示を除く。)と同一または類似の商標であっ

て、不当な利益を得ようとしたり、その特定人に損害を加えようと

するなどの不正な目的をもって使用する商標 

判断の基準時: 無効対象商標の商標登録出願時 

除斥期間: なし 

請求人の適格: 利害関係人(無効) 

大法院の説示: 商標法第 7 条第 1 項第 12 号は、国内または外国の需要者間に特

定人の商品を表示するものと認識されている商標が国内に登録され

ていないことを奇貨として、第三者がこれを模倣した商標を登録し

て使用することにより、模倣対象商標に化体された営業上の信用等

に便乗して不当な利益を得ようとしたり、模倣対象商標の価値に損

害を与えたり、模倣対象商標権利者の国内営業を妨害するなどの方

法により模倣対象商標権利者に損害を与えようとする目的で使用す

る商標は、登録を許容しないとの趣旨である。したがって、登録商

標が本規定に該当するためには、模倣対象商標が国内または外国の

需要者に特定人の商標として認識されていなければならず、登録商

標の出願人が模倣対象商標と同一または類似の商標を不正な目的を

もって使用しなければならないが、模倣対象商標が国内または外国

の需要者間において特定人の商標として認識されているかは、その

商標の使用期間、方法、様態及び利用範囲等と取引実情、または社

会通念上、客観的に相当程度知られているか等を基準に判断しなけ

ればならず、不正な目的があるのかを判断する際には、模倣対象商

標の認知度または創作の程度、登録商標と模倣対象商標の同一・類

似の程度、登録商標の出願人と模倣対象商標の権利者との間におけ

る商標をめぐる交渉の有無、交渉の内容、その他両当事者の関係、

登録商標の出願人が登録商標を利用した事業を具体的に準備したか

否か、登録商標と模倣対象商標との指定商品間の同一・類似ないし

経済的関連性の有無、取引実情等を総合的に考慮しなければなら

ず、上記のような判断は登録商標の出願時を基準としなければなら

ない。(大法院 2013.5.9.言渡 2011 フ 3896 判決) 

 

商標法第 7 条第 1 項第 12 号は、外国の有名商標に対する「冒認商標防止規定」であ

って、商標法第 7 条第 1 項第 9 号、10 号、11 号と同様に有名商標の保護規定のうちの

一つである。 

 

この規定によって保護される商標は 「特定人の商品を表示するものであると認識さ

れている商標」であって、本規定の適用を受けるために模倣対象商標が備えるべき周

知の程度は、商標法第 7 条第 1 項第 11 号の需要者欺瞞商標と同一である。すなわち、

需要者や取引者間において著名な程度に至らないとしても、需要者が該当の商標や商

品を特定人の商品や商標と認識する程度に知られているだけでも、本規定によって保

護される。 
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ただし、冒認商標の出願日が 2007 年 7 月 1 日以前であれば、現行法でなく旧法45が

適用される。旧法で求める周知性の程度は現行法よりも高く、「特定人の商品を表示

するものであると顕著に認識」されていることが求められる。46  

 

更に、本規定が他の有名商標保護規定と異なる相違点を考察すれば次のとおりであ

る。 

 

①韓国国内だけでなく、外国で知られている商標も保護対象となる。したがって、

国内ではまだ紹介されておらず、ほとんど知られていないとしても、特定の国におい

て需要者に知られている商標であれば、該当の国における周知性に基づいて 「韓国に

おける保護」を請求することができる。 

 

②冒認商標の出願人に不正な目的がなければならない。他の有名商標保護規定は、

客観的に需要者間で商品の出処に関する誤認、混同を引き起こすおそれがあれば、冒

認商標の出願人に主観的に不正な目的があったのかを問わずに適用されるが、本規定

は出願人の不正な目的を適用要件としている。 

 

③「不正な目的」が認められる範囲においては、冒認商標の指定商品が模倣対象商

標が使用された商品と同一または類似ではないとしても適用される。不正な目的が認

められる商品の範囲は一律的に定めることができないが、特別な事情がなければ、商

品間の経済的牽連関係が認められる範囲で限定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
45 2007.1.3 法律第 8190 号で改正される前の法律 
46 2007.1.3.改正商標法では“特定人の商品を表示するものであると顕著に認識されている商

標”という表現から「顕著に」が削除された。これにより周知性の要件が商標法第 7条第 1項

第 9 号の「周知商標」と同一であったのが、商標法第 7 条第 1 項第 11 号の 「需要者欺瞞商標」

に緩和されたと理解されている。 
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出願人の商標や商品として知られている商標

とは？ 

2.3.4.1. 出願人の商標や商品として知られている商標とは？ 
 

本規定の適用を受けるに当たって、韓国国内または国外において、どの程度知られ

ていなければならないのかを考察するために関連判例を紹介する47。 

 

 

 

 

 

 

 

[事例 47] 出願商標 模倣の元となった商標 

商標 
  

商品 [第 42類] 西洋飲食店経営業外 レストラン 

登録商標出願日/

登録決定日 

2001.06.19/ 

2006.02.21 
審判請求日 2003.10.15 

法院の判断(大法院 2005.4.14.言渡 2004 フ 3379 判決[拒絶決定(商)) 

<認定事実> 

1)1968年英国ロンドンでレストラン開場 

2)米国ビバリーヒルズ(1974年)、ニューヨーク(1978年)、ウェストウッド(1999年) 

それぞれレストラン開店 

3)1978年フランスサービス標登録、以後1981年米国、1884年英国、1995年ドイツ、

2000年にメキシコにサービス標登録 

4)米国、英国、カナダ、フランス、日本の新聞、雑誌記事で有名人が訪れる名所とし

て約55回紹介される; 韓国内 「女性中央」、「中央日報」 など新聞記事に4回紹介

される 

[判断] 

MR.CHOWレストランは、全国的または世界的な組織網を備えたチェーン店ではな

く、ロンドン、ロスアンゼルス、ニューヨーク等に単に 3店舗のみであり、世界の多

くの国の新聞、雑誌等に掲載された記事も、有名芸能界の人々がしばしば訪れる高級

中国料理店というのが大部分であって、主な利用者は限定された部類の人々であり、

その外、外国における実際の認知度、被告補助参加人のサービス標に対する宣伝広告

費内訳や、MR.CHOW レストランの売上げ規模を把握できる資料がないところ、上記の

認定事実のみでは、本事件出願サービス標の出願当時を基準として被告補助参加人の

サービス標が国内または外国の需要者間に顕著に認識されたサービス標といえない。 

 

 

 

                                                   
47 顕著要件のない現行法を適用した審決はみつかるが、現行法に対する法院の態度は未だ

明確ではなく、旧法と比べて周知性要件を明示上に緩和した判例はまだない。したがって、

周知性に関する要件は、旧法が適用された事例を中心に考察する。  
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[事例 48] 登録商標 模倣の元となった商標 

商標 
  

商品 [第 18 類] かばん 衣類、履物、かばん 

登録商標出願日/

登録決定日 

2003-03-19/ 

2004.4.9。 
審判請求日 2008.10.20. 

法院の判断(大法院 2011.8.18.言渡 2011 フ 743判決【登録無効(商業)】) 

<認定事実> 

1)請求人会社は 1977 年イタリアで設立された。 

2)1977年会社の中心ブランドである「BLUMARINE」を、1995 年「Anna Molirani」と

先使用商標である 「BLUGIRL」をランチング。 

3)イタリアを含む全世界の売場及びインターネットショッピングモールでにおいて

「BLUMARINE」、「Anna Molirani」、「BLUGIRL」等の 3つのブランドを使用したフ

ァッション衣類製品を販売している 

4)2003年頃イタリアにおいて、先使用商標製品として上記「BLUMARINE」製品等を共

に販売する売場は約 286。 

5)先使用商標製品のイタリア内年間売上高は卸売価格で 2002 年 1430 万 9811 ユーロ

(約 169 億ウォン)であり、1997年から 2003 年まで 7年間合計 4175 万 1733 ユーロ

(約 570 億ウォン)である。 

6)1999年から先使用商標製品をファッション雑誌の Vogue、Bazzar、Elle、Allure、

Glamour、Marie Claire、Grazia等のイタリア版に持続的に広告を掲載。 

7)2002年 9月頃イタリアミラノファッションショーに招待される。 

8)先使用商標は 1995 年頃から世界 50 ヶ国以上に商標登録される。 

[判断] 

上記のような事情を勘案すると、本事件先使用商標はイタリア内で 7年以上被告の

主なブランドである「blumarine」製品と関連して共に販売される等、上記

「blumarine」 製品の周知性に便乗し、より容易にイタリアの需要者に認識され得た

ものとみとめられ、ここに本事件先使用商標製品を販売するイタリア内の売場数、そ

のイタリア内の卸売の売上高、広告程度及び方法等を加えてみると、本事件先使用商

標は、本事件登録商標「BLUGIRL」(登録番号第 580702 号)の出願時である

2003.3.19.頃イタリアの需要者間に特定人の商品を表示するものであると顕著に認識

されていたとみとめる余地は十分にある。 
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[事例 49] 登録商標 模倣対象商標 

商標 
  

商品 [第 3類] シャンプー外 シャンプー外 

登録商標出願日/

登録決定日 

2008.11.7/ 

2010.7.28 
審判請求日 2010.09.10 

法院の判断(特許法院 2011.12.16.言渡 2011 ホ 7911 [登録無効(商)]) 

<認定事実> 

1)請求人会社は 1930 年設立される。 

2)シャンプー、石鹸等に対して 1920 年代から 90余年間使用される。 

3)日本で先使用標章が使用された原告のシャンプー/ヘアコンディショナー等のヘア

関連製品(以下「ラックスヘア製品」という。)が 1998 年から 2009 年まで 12 年連続

で関連製品市場においてシェア 1位を占めてきた。 

4)日本慶応義塾大学経済新人会マーケティング研究部(Keio University Marketing 

Research Study Group)が 2009年マーケティング研究を行なった結果によると、日本

男性が最も多く使用するヘア製品はラックス製品であり、日本人の 94.4％が先使用

標章を知っており、アンケート調査応答者のうち最も好きなシャンプー製品として

「ラックス」シャンプー製品と答えた割合が 13.6％、現在使用しているシャンプー

製品として「ラックス」シャンプー製品と答えた割合が 14.6％であった。 

5)国内でも本事件登録サービス標の出願前に各種日刊新聞やインターネットニュー

ス、インターネットブログ等を通じて記事が報道された事がある。 

6)本事件登録サービス標の出願前に既に先使用標章及びこれを含む多様な標章がシャ

ンプー、石鹸等の使用商品を指定商品として韓国、日本等の多くの国に商標登録され

て使用されてきた。 

7)先使用標章は韓国特許庁が 1978.9.発行の一流商標調査資料、及び 1983.12.発行の

外国有名商標資料に化粧石鹸に対してそれぞれ一流商標及び外国有名商標として登載

されたこともある。 

<判断> 

上記の認定事実から知ることができる先使用標章の使用期間、国外(日本)における

マーケットシェア、商標登録事例、各種マスコミによる宣伝広告等を総合してみる

と、先使用標章は、本事件登録サービス標の出願当時、国内外(特に日本)で一般需要

者間にその使用商品が原告の商品を表示するものであると(顕著に)認識されていたと

みることが相当である。 
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[事例 50] 登録商標 模倣対象商標 

商標 KIAGEN 
 

 

商品 [第 5類] 遺伝子診断用キット 
遺伝子抽出キットを含む遺

伝子診断用キット 

登録商標出願日/

登録決定日 

2002.12.9/ 

2004.1.16 
審判請求日 2006.08.29 

法院の判断 (特許法院 2009.1.21.言渡 2008 ホ 7126 判決【登録無効(商)】) 

<認定事実> 

1)被告は 1984.11.29.ドイツで設立された会社であって、遺伝分析サンプル試薬及び

分子診断ソリューションに関する技術と製品を生産して販売したが、1987 年から先

使用商標をその製品に使用した。 

2)先使用商標を使用した製品またはサービスの売上げ(系列会社を含む。)が 2001 年

約 2億 6000 万ドル(米ドル基準、以下同じ。)、2002 年約 2億 9800 万ドル、2003年

約 3億 5100万ドル、2004 年約 3億 8000万ドルに上り、RNA 及び DNA精製キットの売

上げが全世界市場の約 80％を占めた。 

3)広告費として 2001 年約 606万ドル、2002 年 513 万ドル、2003年 366万ドル、2004

年 437 万ドルを出費し、科学雑誌である Nature、Science、Bio Technique 等に持続

的に広告を掲載した(2003 年から本事件登録商標の出願日 2005.7.5.前まで総 146回

以上)。 

4)被告は先使用商標を本事件登録商標の出願前にドイツ、日本、オーストラリア、米

国、フランス、スイス等の 12ヶ国に登録し、現在 qiagen.com、kiagen.com をはじめ

qiagenを含むドメインを 22個登録して保有している。 

<判断> 

上記事実を総合すると、先使用商標は本事件登録商標の出願当時に遺伝子診断用キ

ットに関してドイツ等の外国の需要者間に被告の商品を表示するものであると顕著に

認識されていたと十分に認めることができる。 
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[事例 51] 出願商標 模倣対象商標 

商標 

 

 

商品 [第 5類] 失禁患者用おむつ 女性用衛生用品 

登録商標出願日 2004.10.22. 審判請求日  

法院の判断(特許審判院 2007.10.30 言渡 2007ウォン 2093) 

<認定事実> 

1)本事件出願商標に対する異議申立(異議申立人は比較対象標章の使用者であるボデ

ィーワイズ社)時に提出された資料とインターネットポータルサイトであるネイバー

検索資料によると、比較対象標章 は、1989 年設立されたイギリスのボ

ディーワイズ社が自然産綿花を使用して作った女性用衛生用品等に使用されている標

章である。 

2)比較対象標章は 1989年イギリスで商標登録された。 

3)比較対象標章が使用された商品は、1990 年から最近までイギリス、米国等の世界

40ヵ国以上に販売されてきた。 

4)2001 年 7 月から 2006 年まで、イギリスの「WOMEN'S HEALTH」等の雑誌と米国の

「NATURAL HEALTH」等の各種雑誌を通じて比較対象標章に対する広告が実施された。 

5)1992 年から「Sunday Times」、「The Mirror」等イギリスの有名誌に比較対象標

章の記事が掲載され、国内では比較対象標章が付着された商品が 1997 年からイギリ

スのボディーワイズ社から輸入、販売されてきており、比較対象商標が使用された商

品を国内に輸入、販売する件外イルドン製薬は比較対象標章に関するインターネット

サイト(www.natra-care.co.kr)を運営している。 

<判断> 

事実等を総合してみると、比較対象標章は本事件出願商標の出願当時である

2004.10.22.頃、イギリスで広く知られていると認めるべきである。 
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[事例 52] 登録商標 模倣対象商標 

商標 
 

 

 

商品 [第 25類] 履物、衣類外 
バスケットボールシューズ、

衣類外 

登録商標出願日/ 

登録決定日 

2003.1.23./ 

2004.4.19. 
審判請求日 2006.03.21 

法院の判断 (特許法院 2007.11.29.言渡 2007ホ 5697 判決 【登録無効(商)】) 

<認定事実> 

1)「ルブロン・ジェームズ(LeBronRaymone James)」は、1984 年 12 月 30 日米国オハ

イオ州生れでセントビンセント-セントマリー高等学校を卒業した後、直ちに 2003 年

米国プロバスケットボール球団であるクリーブランドキャバリアーズに入団し、2004

年 NBA 新人賞、2006 年 NBA オールスター戦最優秀選手賞等を受賞した米国のプロバ

スケットボール選手である。 

2)ルブロン・ジェームズを紹介する記事が 2002.12.9.付朝鮮日報、2002.12.14.付ス

ポーツソウル等、2002.2.15 から 2003.1.16.まで国内の主要新聞に 6 件掲載された。 

3)原告は、2003.5.23.頃「LEBRON JAMES」と 7 年間 9,000 万米ドルの条件でスポーツ

用品使用契約を締結したが、先使用商標である「LEBRON JAMES」または「LEBRON」が

付着した履物と衣類等は、2002.12.頃から 2004.4.頃まで国内売場で総 560,704,881

ウォン(履物類 3 億 4638万 2277 ウォン、衣類等 2 億 1441 万 2604 ウォン)が販売され

た。 

<判断> 

上記認定事実によると、本事件登録商標の登録決定当時の 2004.4.頃には、国内の

主要新聞に「LEBRON JAMES」に関する記事が相当程度報道され、原告が 2003.5.頃

「LEBRON JAMES」と 7年間約 1000億ウォンでに彼の名前を使用することができるス

ポーツ用品使用契約を締結し、2003.12.頃から彼の名前を付着した履物等を製造して

販売した点は認められる。しかし、本事件登録商標の登録決定当時の 2004.4.頃まで

先使用商標を付着した製品の販売期間及び販売額が 2003.12.頃から 2004.4.頃まで 5

ヶ月間で約 5億 6000 万ウォンに過ぎず、国内で履物、衣類等のスポーツ用品に対し

て占める割合がきわめて少ないものとみなされる点、先使用商標に対する国内におけ

る広告費支出内訳及びその期間等を把握できない点…等を勘案すると、本事件登録商

標の登録決定当時、先使用商標が国内で周知・著名であると認めるのに不足であり、

他にこれを認める証拠がない。 
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[事例 53] 登録商標 模倣対象商標 

商標 

 
 

商品 [第 25類] 履物、衣類外 

モーターサイクル、モータ

ーサイクル関連商品、衣類

外 

登録商標出願日/ 

登録決定日 

2004.4.13./ 

2005.8.31. 
審判請求日 2006.01.06 

法院の判断 (特許法院 2007.6.1.言渡 2006 ホ 10654 判決【登録無効(商)】) 

<認定事実> 

1)原告会社は、1999 年設立された注文型モーターサイクル(バイク)製作業社であ

る。 

2)原告会社または 50 余のライセンシーを通じて、比較対象商標を含む原告会社の商

号である「Orange County Choppers」またはその略称である「OCC」をモーターサイ

クルとモーターサイクル関連商品以外にも、各種衣類、帽子、文房具用品、貴金属製

品、コーヒー関連製品、スポーツ用品、学用品、自転車、自動車用品、実物模型製

品、収集用品等に使用してきているが、原告会社やライセンシーが 1999 年から 2004

年 4 月まで世界各国でインターネットホームページやインターネットショッピングモ

ール等を通じてこのような商品を販売した金額は約 2億 1500 万ドルに上る。 

3)原告が 2004 年の 1 年間に米国とカナダの主要ライセンシー8 つの業社から受けた

使用料は、542 万 6567 米ドルである(標章に関するライセンス契約を締結するために

商標登録や著作物登録が必ずしも必要なものではない)。 

4)2002.11.29.衛星/ケーブル TV 放送社であるディスカバリーチャンネルにおいて、

原告会社がモーターサイクルをデザインして製作する過程を撮影したプログラムであ

る  「アメリカンチョッパー (American Chopper)」が米国全域に放映され、

2003.1.19.放映された「アメリカンチョッパー2 編」 は、共に米国で高い視聴率を

記録し、2003.3.31.からは「アメリカンチョッパー」がシリーズ物として製作されて

放映されたが、米国当地で毎回数百万名がこのシリーズを視聴したものと推算され、

2004年には総 26 回分が放送された。 

5)オンライン百科辞典として広く知られているウィキペディア(wikipedia)には、原

告に関する独立項目が 3 つ(「Orange County Choppers」、「American Chopper」、

「American Chopper Motorcycles」)が登載された。 

6)検索サイトであるグーグル (www.google.co.kr)において、「 Orange County 

Choppers」で検索した結果は約 8 万 4200 個、「American Chopper」で検索した結果

は約 195万個であった。 

7)原告会社の設立者であるポール トゥトゥル親子は、2003 年 6 月頃米国 CBS 放送

と NBC 放送の代表的なトークショープログラムに出演した。 

8)原告会社に関する記事が米国の有力日刊紙に掲載された。 

9)原告会社が製作したモーターサイクル製品は、米国のモーターサイクル専門雑誌で

あるアメリカンアイアン(American Iron)に紹介された。 

10)2004.2.1.には米国で毎年視聴率 70％以上を記録する程度に極めて人気が高いア

メリカンフットボールのスーパーボール競技の中継放送において、原告会社に関する

広告シリーズが放映された。 

http://www.google.co.kr/
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<判断> 

上記の認定事実によると、比較対象商標は本事件登録商標の出願日である

2004.4.13.頃に既に米国の一般需要者間において、モーターサイクル関連商品は勿

論、衣類、帽子等の商品に対しても原告会社の商品を表示するものであると顕著に認

識された商標であるといえる(比較対象商標がモーターサイクル関連商品に対しての

み周知・著名性を取得したとしても、比較対象商標が商標法第 7条第 1項第 12号の

対象となる外国の著名商標であることに何らの支障がなく、かかる事情は上記規定で

定める不正な目的の存否を判断する一つの資料になるに過ぎない)。 

 

 

 

 

[事例 54] 登録商標 模倣対象商標 

商標 Trish McEvoy Trish McEvoy 

商品 [第 3類] 口紅など 
化粧品、かばん、化粧用具な

ど 

登録商標出願

日/ 

登録決定日 

2001.8.22./ 

2002.12.6 
審判請求日 2004.11.19 

法院の判断 (特許法院 2005.12.8.言渡 2005 ホ 7552 判決【登録無効(商)】) 

<認定事実> 

1)1991 年頃から Vogue、Allure、Bazaar、Marie Claire などの外国雑誌に原告会社

の設立者兼メイクアップアーティストであるトリッシュ・マケヴォイ(Trish Mcevoy)

または比較対象商標に対する広告及び記事が数回掲載された事実 

2)比較対象商標を付した化粧品は、1997 年頃からデパートの Saks、Nordstrom、

Neiman Marcusなどに供給された事実 

3)比較対象商標が既に香港、オーストラリア、米国等で商標登録されている事実 

<判断> 

上記の認定事実のみでは比較対象商標が本事件登録商標の出願当時、国内または外

国の需要者間に特定人の商標であると顕著に認識された周知商標に該当するとはみな

し難い(商標法第 7 条第 1項第 12号に該当しない)。 
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[事例 55] 登録商標 模倣対象商標 

商標 

  

商品 

[第 10類] 腰ベルト 

[第 24類] ベッドカバー外 

[第 25類] 靴下外 

原糸外 

登録商標出願日/ 

登録決定日 

2000.2.7/ 

2002.3.29 
審判請求日 2003.11.13 

法院の判断 (特許法院 2004.12.3.言渡 2004 ホ 3959 判決【登録無効(商)】) 

<認定事実> 

1)1998 年雑誌 2 誌に全 3 回、1999 年雑誌 9 誌に全 10 回、2000 年雑誌 14 誌に全 14

回、2001 年国内雑誌に全 2 回、2003 年国内雑誌(Forbes Korea)に 1 回、比較対象商

標が掲載された事実 

2)2003 年国内雑誌(Forbes Korea)に、原告が過去 5 年間、銀コーティング光ファイ

バーブランドである比較対象商標をもって世界数ヶ国における約 100 社とライセンス

契約を結び、原告の昨年度の売上げは 1,200 万ドルであり、昨年アメリカ陸軍は比較

対象商標の製品が含まれた靴下 55万足を購入したという内容が掲載される。 

3)1971年から 1995 年の間に米国、フランス等 9ヶ国で比較対象商標が登録される。 

4)1994 年、比較対象商標を付した製品が日本に多量輸入・販売され、雑誌に紹介さ

れたことがある。 

<判断> 

上記の認定事実に照らせば、比較対象商標の製品である「銀」を使用した原糸は、

ヘルメット、靴下、服など多様な分野に使用される画期的な合成繊維糸であって、こ

れを原料とする靴下などの完製品と共に比較対象商標が広告された結果、世界数ヶ

国、特にアメリカ国内の一般需要者間に比較対象商標が最近ある程度知られた商標で

あるという点は認められるが、このように知られた程度を超えて比較対象商標が外国

の需要者間で特定人の商品を表示するものと顕著に認識されているとは認め難い(商

標法第 7条第 1項第 12号に該当しない。)。 
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不正な目的をもって使用する商標とは?  

2.3.4.2. 不正な目的をもって使用する商標とは? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[事例 56] 登録商標 模倣の元となった商標 

商標 
  

商品 
[第 42 類]西洋料理店経営

業外 
レストラン 

登録商標出願日/ 

登録決定日 

2001.06.19/ 

2006.02.21 
審判請求日 2003.10.15 

[大法院の判断] 

原告会社が本事件出願サービス標を出願する当時には被告補助参加人のサービス標

が国内ではほとんど知られておらず、外国でも周知・著名なサービス標であるとみな

し難い点に照らせば、原告が被告補助参加人の国内市場への進出を阻止したり、代理

店契約の締結を強制する目的または被告補助参加人のサービス標の名声に便乗する目

的で出願したものであると断定できない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国内または国外で特定人の商標と知られていると認められない場合、不正

な目的で使用する商標とみることができるか？ 
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不正な目的をもって使用する商標とは?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[事例 57] 登録商標 模倣対象の元となった商標 

商標 ミラージュ MIRAGE 

商品 [第 43類] ホテル業外 ホテル業、カジノ業外 

登録商標出願日/

登録決定日 

2002.12.9/ 

2004.1.16 
審判請求日 2006.08.29 

法院の判断 (大法院 2009.2.12.言渡 2008 フ 4448 判決【登録無効(商)】) 

本事件登録サービス標は出願日当時、米国の一般需要者や取引者に特定人のサービ

ス業を表示するものであると顕著に認識されている本事件先使用サービス標と標章及

び指定(使用)サービス業が互いに同一あるいは類似するので、被告には本事件先使用

サービス標が有する良質のイメージや顧客吸引力に便乗して不当な利益を得たり、上

記標章の価値を希薄化して原告に損害を及ぼそうとするなどの不正な目的があったと

みるのが相当である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辞書にある単語でも商品/サービス業が互いに同一・類似する場合、不正な

目的で使用する商標と推定することができるか？ 
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不正な目的をもって使用する商標とは?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[事例 50] 登録商標 模倣対象の元となった商標 

商標 KIAGEN 
 

 

商品 
[第 5類] 遺伝子診断用

キット 

遺伝子抽出キットを含む遺伝子診断用

キット 

登録商標出願日/

登録決定日 

2005.7.05/ 

2006.12.27 
審判請求日 2007.05.04 

法院の判断 (特許法院 2009.1.21. 言渡 2008ホ 7126 判決【登録無効(商)】) 

<認定事実> 

[模倣対象商標の認否]原告(商標権者)は 2003 年頃、本事件登録商標の指定商品であ

る遺伝子診断用キットを開発する当時、被告(審判請求人)の製品と先使用商標を認識

し、これを代替できる製品に開発して販売した事実 

[模倣対象商標の国内進入妨害行為]原告は 2007.2.頃、被告が韓国内に支社を設立し

て製品販売を拡大しようとすることを知り、被告に本事件登録商標と極めて類似する

先使用商標をその使用商品に付して使用する場合、商品の出所の誤認、混同が生じる

ため、民・刑事上の責任が発生するという趣旨の内容証明を発送した事実 

[金品要求行為]原告が 2007.4.頃、被告に国内で先使用商標の使用の対価として 100

万米ドルを要求した事実 

<判断> 

上記の認定事実に加え、本事件登録商標と先使用商標の指定(使用)商品が専門的な

知識を要するものとして市場規模が狭小であるのに比べ、被告の関連市場の占有率が

極めて大きいため、先使用商標の周知程度が高い点、本事件登録商標が先使用商標と

類似性が極めて高い点などを総合すると、本事件登録商標は先使用商標が国内で登録

されていないことにかこつけて先使用商標に化体された信用と名声に無断で便乗して

不当な利益を得ようとする不正な目的で出願及び登録されたものと認められる。 

 

 

不正な目的で使用する商標か否かを判断するのに参考される事実にはどの

ようなものがあるか？ 
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[事例 51] 出願商標 模倣対象の元となった商標 

商標 

 

 

商品 [第 5類] 失禁用おむつ 生理用品 

登録商標出願日 2004.10.22 審判請求日 2007.02.23 

法院の判断 (特許審判院 2007.10.30 言渡 2007ウォン 2093) 

<判断> 

[造語商標] 

本事件出願商標は造語に該当し、外国語を活用して容易に創案できる標章ではな

く、本事件出願商標の構成のうち英文と比較対象標章はそのアルファベットが同一で

あり、本事件出願商標は比較対象標章を模倣した標章に該当するといえる…結局、本

事件出願商標は比較対象標章の信用に便乗して不当な利益を得ようとする目的で出願

された標章に該当する。 

 

[事例 53] 登録商標 模倣対象商標 

商標 

 
 

商品 [第 25類] 履物、被服外 

モーターサイクル、モータ

ーサイクル関連商品、被服

外 

登録商標出願日/ 

登録決定日 

2004.4.13/ 

2005.8.31 
審判請求日 2006.01.06 

法院の判断 (特許法院 2007.6.1.言渡 2006 ホ 10654 判決【登録無効(商)】) 

<判断> 

[図形要素の同一性] 

本事件登録商標は創作性が非常に高く図案化された比較対象商標と極めて類似する

ため、比較対象商標を模倣した商標であることに違ない。さらに本事件登録商標の指

定商品と比較対象商標の使用商品は被服、帽子等が一致して需要者も重複する点、原

告は本事件登録商標を含む本事件登録商標と類似する商標を多数出願し、本事件登録

商標などに関する商標権使用契約を締結した点、比較対象商標と同一に呼称される

「OCC」という標章を付した被服を製造して販売している点、国内でモーターサイク

ルに関心が高かったり、インターネットを通じた商品に関する情報収集に慣れた需要

者であれば比較対象商標をよく知っているであろうことを充分に推断される点等、

様々な事情を総合してみると、被告は外国の著名商標である比較対象商標を模倣して

比較対象商標に蓄積された良質のイメージや顧客吸引力に便乗して不当な利益を得よ

うとしたり、比較対象商標の商標としての価値を希薄化してその商標権者である原告

に損害を及ぼす目的で本事件登録商標を使用するといえるため、本事件登録商標は商

標法第 7条第 1項第 12号に該当する。 
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[事例 58] 登録商標 模倣対象の元となった商標 

商標 

 

SPEEDLITE 

商品 
[第 9類] フラッシュライ

ト 
フラッシュライト 

登録商標出願日/ 

登録決定日 

2006.9.21/ 

2007.5.30 
審判請求日 2008.07.29 

特許審判院の判断 (特許審判院 2008.7.29 審決 2007 ダン 3429【登録無効(商)】) 

<判断> 

[商標権の譲受提案] 

本事件登録商標はその標章が先使用商標と同一または類似し、指定商品が先使用商

標の使用商品と同一または類似し、先使用商標は前述のとおり、日本の一般需要者に

顕著に知られた商標であり、被請求人は本事件登録商標の出願当時はもちろん、現在

に至るまで本事件登録商標を使用していた営業を行っていないだけでなく、登録直後

に請求人に商標権の譲受を申し入れている点など様々な事情を総合してみると、被請

求人は外国の周知商標である先使用商標を模倣して先使用商標に蓄積された良質のイ

メージや顧客吸引力に便乗して不当な利益を得ようとするなど不正な目的で本事件登

録商標を出願・登録したとみるのが相当である。 
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不正な目的をもって使用する商標とは？  

2.3.4.3. 不正な目的が推定される商品の範囲は？ 

 

出願商標に不正な目的があるか否かは、様々な要素を総合して判断する。一般的に

出願人が他人の先使用商標が知っていたか、先使用商標の創作性が高いか、当事者間

に取引関係等の一定の関係があるか、出願人が他の先使用商標を模倣した経歴がある

か、先使用商標の周知・著名の程度等が参酌される。しかし、不正な目的を推定させ

る最も重要な要素は出願人が出願時に指定した「指定商品」である。指定商品が先使

用商標の使用商品と類似または経済的関連性があれば、特別な事情がない限り不正な

目的と推定される。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[事例 59] 登録商標 模倣対象の元となった商標 

商標 
 빼빼로 

商品 [第 16 類] 文具類 菓子 

登録商標出願

日/登録決定日 

2001.9.14./ 

2003.9.30. 
審判請求日 2005.03.30 

法院の判断 (特許法院 2005.10.13.言渡 2005ホ 3864 判決【登録無効(商)】) 

<判断> 

本事件登録商標が被告が不正な目的をもって使用する商標であるのか否かに関し

て判断するに、本事件登録商標の指定商品である文具類と先使用商標の使用商品で

ある菓子類の間には商品の類似性や牽連関係があると認め難いが、…上記の認定事

実のように原告が多様な種類の빼빼로（ペペロ）図形商標を出願し、その図形をキ

ャラクターとして商品化して使用を始めると、被告が代表である株式会社ケグジェ

ンイが빼빼로をキャラクターとして作り著作権登録を行い、キャラクター事業に進

出した点、本事件登録商標をその指定商品に使用する場合には、その需要者が先使

用商標権者により取扱われる商品として、その出処を誤認したり混同するおそれが

ある点等を総合してみると、本事件登録商標は国内で周知商標である先使用商標を

模倣した商標であって、本事件登録商標の出願人が先使用商標権者に損害を加えた

り、先使用商標に蓄積された良質なイメージを顧客吸引力に便乗して不当な利益を

得る目的に使用するためのものと推定されるといえる。 

不正な目的があると認められる商品の範囲は？ 
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[事例 60] 登録商標 模倣対象の元となった商標 

商標 

 

STARCRAFT 

商品 [第 30 類] 菓子 ゲームソフトウェア 

登録商標出願

日/登録決定日 

1999.2.25./ 

1999.12.29. 
審判請求日 2002.2.19. 

法院の判断 (大法院 2005.6.9.言渡 2003 フ 649判決【登録無効(商)】) 

<判断> 

原告の商標は、本事件登録商標の出願日 1999.2.25.頃に既にコンピューターゲー

ムソフトウェアの取引者や一般消費者の間において顕著に知られた著名商標とみるこ

とが相当であり、本事件登録商標と原告の商標は全体的、客観的、離隔的に観察する

時、互いに類似する商標に該当し、一方原告の商標の各構成要素である「star」と

「craft」は辞典上の単語として頻繁に使用される用語ではあるが、その組合せとし

ての「starcraft」は一つの造語として取引界において使用例を容易に見つけること

ができないため、本事件登録商標の標章は、原告の商標を模倣したものと推定され、

原告の商標と類似する本事件登録商標を指定商品中のいずれに使用してもこれは著名

商標としての原告の商標が有する良質感等の価値を希薄化するものであるため、被告

は結局、著名商標である原告の商標を模倣して原告の商標が有する良質のイメージや

顧客吸引力に便乗して不当な利益を得たり原告の商標の価値を希薄化してその商標権

者である原告に損害を加える目的で本事件登録商標を出願・登録して使用するものと

みるべきであるので、本事件登録商標に商標法第 7条第 1項第 12号が定めた登録無

効事由がある。 

関係法理と記録に照らして考察すると、原審が菓子類とコンピュータプログラムの

需要者層の共有関係のみを聞き、両商品の関連を認めたことは適切といえないが、原

告の商標が本事件登録商標の出願当時に既に国内の一般需要者間に著名な商標として

認識されており、原告の商標が著名な以上、本事件登録商標の出願・登録が原告の商

標の識別力を弱化させる結果をもたらし、それにより本事件登録商標に商標法第 7条

第 1項第 12号が定める登録無効事由があると認めた原審の事実認定と判断は、正し

いものと納得でき、そこに上告理由で主張するところのような採証法則違反や審理未

尽、または商標法第 7条第 1 項第 12号に関する法理誤解等の違法があるといえな

い。 
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[事例 61] 登録商標 
模倣対象の元となった

商標 

商標 

 

 

 

商品 [第 25類]履物、被服 179種 

卓球用品及び卓球靴、

卓球服、靴下等の卓球

に関するアクセサリー

製品 

不 正 な 目

的 が 認 め

ら れ た 商

品 

特許審判院 

[2008 ダン

2416] 

[指定商品全体] 

特許法院 

[2009 ホ 3602] 

指定商品のうち、「運動用途の履物及び被服」につい

てのみ 比較対象商標に蓄積された良質のイメージや顧

客吸引力に便乗して不当な利益を得ようとする等の不

正な目的があることを認める(残りの一般履物及び被服

は排除)。 

大法院 

[2010 フ 807] 

[経済的牽連関係が認められる商品] 本事件指定商品全

体は、履物類または被服の一種として先使用商標の使

用商品と経済的牽連関係がある。 
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2.3.4.4. 外国の周知商標を模倣した商標の整理 
 

本規定は、先ず出願商標と先使用商標間に標章間の類似が認められるときに適用さ

れる。次に、本規定が適用される商品の範囲を考察するため、2007 年以降の「不正な

目的の認否」が争点であった法院の判例を調査した。大法院の判決例として、商品間

の経済的関連性がないと認められるにもかかわらず不正な目的を認めた事例としては、

「STARCRAFT」事件( 事例 60 参照)があり、大法院は、原審が「菓子」と「コンピュ

ータソフトウェア」間の経済的関連性を認めたことは過ちであったと指摘しながらも、

先使用の「STARCRAFT」が国内においても著名な商標であることを挙げて、他人が

「ORION STARCRAFT」から構成された商標を「菓子」に使用すれば、著名商標の価値と

識別力が弱くなることを理由として、「不正な目的」による商標登録であることを認

めた。これに関し、商品間の経済的関連性の有無にかかわらず、冒認商標出願人の不

正な目的を推正させる多くの要素を総合して、商標登録に不正な目的があったと認め

た特許法院の判決例を紹介すれば次のとおりである。  

 

特許法院 2007

ホ 12138[登録

無効] 

国内または海外において周知性

が認められた先使用商標 
無効対象商標 

商標の比較 JACK DANIEL’S JACK DANIEL 
商品の比較 ウィスキー外 衣類、かばん外 

不正な目的に

対する法院の

判断 

本事件登録商標の出願人である○○○やその承継人である被告として

は、本事件登録商標の出願当時、比較対象商標がウィスキーに関して国

内または外国において周知商標に該当する点をよく知っていたものとみ

なされる点、○○○や被告が本事件登録商標を出願して登録受けた後

も、その指定商品である財布、かばん類に付着して販売するなどして商

標を使用したことがない点等の多くの事情を総合してみると、○○○や

被告は、国内または外国の周知商標である比較対象商標を模倣して、比

較対象商標に蓄積された良質のイメージや顧客吸引力に便乗して不当な

利益を得ようとする等の不正な目的により本事件登録商標を出願して登

録を受けたとみなすことが相当である。 

 

特許法院 2007

ホ 12213[登録

無効] 

国内または海外において周知性が

認められた先使用商標 
無効対象商標 

商標の比較 
  

商品の比較 ホテル業 書籍出版業 

不正な目的に

対する法院の

判断 

…これに対して被告は、指定サービス業間に経済的関連性がないためこ

れに該当しないという趣旨の主張をしたが、前述のとおり使用サービス

業と指定サービス業間に何らの経済的関連がないと断定することができ

ないばかりでなく、商品またはサービス業の同一・類似や関連性は、商

標法第 7 条第 1項第 12号に該当するための要件ではなく、その要件の

一つである「不正な目的の存在」を推定できる一資料になるに過ぎず、

本事件登録サービス標は取引上の信義則に反する目的として出願された

という理由等により、その不正な目的の存在を充分に推定することがで

きるため、被告の上記主張は理由がない。 
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特許法院 2010

ホ 1718[登録無

効] 

国内または海外において周知性が

認められた先使用商標 
無効対象商標 

商標の比較 
  

商品の比較 
アイスクリーム、冷凍ヨーグルト

外 
履物外 

不正な目的に

対する法院の

判断 

先使用商標 3が日本において周知・著名商標であることと、本事

件登録商標が先使用商標 3と類似することは、前述のとおりであ

る。また、上記認定事実から認められるように、先使用商標 3は、

英語や他の外国語において用いられない造語商標であって、取引界

においてその使用例を容易に見つけることができず、被告は先使用

商標 3の最初の 6文字「Häagen」を同一に使用して本事件登録商標

を出願したように認められるため、本事件登録商標の標章は原告の

先使用商標 3を模倣したものと推定される。 

したがって、本事件登録商標の指定商品が「皮靴」等であって、

先使用商標 3の使用商品である「アイスクリーム」と類似性や経済

的関連性はないようにみえ、被告が本事件登録商標の出願前に先出

願した を利用した事業を準備してきたとしても、上記認

定事実で認めるとおり、一般需要者や取引者の相当数が「하겐데스(ハゲ

ンデスのハングル表記)」と 「하겐다즈(ハゲンダズのハングル表記)」

を混同したり関連があると感じている取引実情まで考慮してみる

と、原告の先使用商標 3と類似する本事件登録商標を使用すること

は、著名商標としての原告の先使用商標 3が有する良質感等の価値

を希薄化するものであるため、被告は、結局、著名商標である原告

の先使用商標 3を模倣して原告の商標が有する良質のイメージや顧

客吸引力に便乗して不当な利益を得たり原告の商標の価値を希薄化

して、その商標権者である原告に損害を加える目的で本事件登録商

標を出願・登録して使用するものと認めることが相当である。 

 

 

特許法院 2008

ホ 11774[拒絶

決定] 

国内または海外にお

いて周知性が認めら

れた先使用商標 

比較された商標 
法院の判断 

(7-1-12に該当する 

商標の比較 

 

LELUX 類似 

商品の比較 乗用車 

ホルフバッグ、ゴル

フ手袋、ゴルフクラ

ブ 

商標先使用者が慈善ゴ

ルフ大会を開催したり

ゴルフ大会を協賛・後

援した事実を挙げて不

正な目的を認めた。 

 

 

第 3節 日本企業が請求した無効審判の勝敗原因の分析 
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3.1. 冒認商標の登録日から無効審判請求日までの期間と勝訴率の関係 
 

[表 12] 冒認商標の登録日から無効審判請求日までの期間と勝訴率の関係(分析対象：

日本企業の無効事件全 83件) 

期間 勝 敗 勝訴率 

1年以内 19 10 66％ 

2年以内 15 10 60％ 

3年以内 5 3 63％ 

4年以内 1 2 33％ 

5年以内 8 

 

100％ 

6年以上 6 4 60％ 

合計 54 29 

  

[表 13] 冒認商標の登録日から無効審判請求日までの期間と勝訴率の関係(C_Type 50

件)  

期間 勝 敗 勝訴率 

1年以内 12 4 75％ 

2年以内 10 7 59％ 

3年以内 4 1 80％ 

4年以内 1 1 50％ 

5年以内 2 

 

100％ 

6年以上 4 4 50％ 

合計 33 17 

  

上記表は、冒認商標が登録された日から審判が請求された日までの期間を 1 年単位

で整理したものである。冒認商標が登録された後、無効審判をいつ請求するかは、権

原のある者が当該冒認商標の登録を知ったタイミングに大きく左右されるが、審判請

求人の使用商標の周知性を立証するために提出する資料は、冒認商標の「出願日また

は登録決定日」(すなわち、使用商標周知性の判断基準日)以前の使用証拠ではなけれ

ばならないため、冒認商標の登録日から審判請求日までの期間が長期になると、一般

的には、証拠の収集などにおいて困難が生じるものと思われる。上記の調査結果は、

件数が少ないことから、統計としての正確性にやや欠けるきらいはあるものの、確か

に冒認商標の登録から無効審判請求日までの期間における勝訴率は、4 年以降と比し

て高めにあるようにも一応思われる。しかし、断言できるほどの傾向ではなく、れら

の間に確実な関連性は見いだせなかった。これは、推定ではあるが、審判請求人が立

証可能性を見極めてから審判請求の要否を決定したためではないかと思われる。ある

いは、周知性の証明は、ケースバイケースではあろうが、年数を経てもそれほど困難

性が増す性格のものではないということなのかもしれない。  
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3.2. 無効審判の請求理由と敗訴原因 
 

日本企業が請求した無効審判のうち C_type に属する 50 件において、日本企業が敗

訴した事件は 17 件であり、この 17 件のうち日本企業が提示した無効事由は以下の三

種類である。 

 

[表 14] 無効審判の請求理由 

 

上記 17 件はすべて日本企業が敗訴となった事件である。上表によると、敗訴となっ

た 17 件のうち、1 件48を除く 16 件がすべて無効対象登録商標が審判請求人の周知の使

用商標を模倣して不正な目的により出願したと主張し、審判請求人の使用商標は日本

で周知であることを主張したものである。  

 

敗訴となった 17 件の無効審判において、無効対象登録商標と審判請求人の使用商標

が非類似であるとの理由で敗訴となった事件は 1 件もなく、商品間の非類似ないし関

連性がないという理由で敗訴となった事件も 1 件もない。上記 17 件の無効審判はすべ

て「審判請求人の使用商標が登録商標の出願日または登録決定日を基準に、韓国国内

及び日本で周知・著名ではなかった」との理由により使用商標の韓国での保護価値を

否定したものである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
48 この 1件は日本企業間の紛争であって、韓国進出時点の主な争点となり、審判請求人の使用

商標より無効対象登録商標が韓国で先に使用されたことが認められて請求棄却となった。  

条項 規定 件数 

公序良俗に反する

商標 

(第 7 条 1項 4号) 

商標自体または商標が商品に使用される場合、需要者に

与える意味と内容等が一般人の通常的な道徳観念である

善良な風俗に反したり公共の秩序を害するおそれがある

もの 

1 件 

需要者欺瞞商標 

(第 7 条 1項 11号) 

商品の品質を誤認させたり需要者を欺瞞するおそれがあ

る商標 
4 件 

外国の周知商標を

模倣した商標 

(第 7 条 1項 12号 

 

国内または外国の需要者間に特定人の商品を表示するも

のであると認識されている商標(地理的表示を除く。)と

同一または類似する商標であって、不当な利益を得よう

としたりその特定人に損害を加えようとする等の不正な

目的をもって使用する商標 

16 件 
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敗訴 17件の審判請求理由と敗訴理由を整理すると下表のとおりである。 

 

[表 15] 無効審判の請求理由と敗訴理由 

 請求の理由 根拠規定 件数 敗訴の理由 

1 1)韓国国内における周知性

に基づいて登録商標が「需

要者欺瞞商標」であると主

張 

1)7-1-11 1 審判請求人の使用商標が韓国国

内において周知でない。 

2 1) 日本における周知性に

基づいて登録商標が「冒認

商標」であると主張 

1)7-1-12 7 審判請求人の使用商標が日本に

おいて周知でない。 

3 1) 韓国国内における周知

性に基づいて登録商標が

「需要者欺瞞商標」である

と主張 

2) 日本における周知性に

基づいて登録商標が「冒認

商標」であると主張 

1)7-1-11 

2)7-1-12 

6 審判請求人の使用商標が韓国及

び日本において周知でない。 

4 1) 韓国国内における周知

性に基づいて登録商標が

「需要者欺瞞商標」である

と主張 

2) 日本における周知性に

基づいて登録商標が「冒認

商標」であると主張 

3) 登録商標が公序良俗に

反する商標であると主張 

1)7-1-11 

2)7-1-12 

3)7-1-4 

3 審判請求人の使用商標が韓国及

び日本において周知でない。 
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3.3. 無効審判の請求理由と勝訴原因 
 

上記 17 件の敗訴理由とは対照的に、勝訴した 33 件の勝訴原因は、「周知性立証の

成功」にある。勝訴 33 件の場合、複数の無効事由が主張されたていが、主に判示され

た無効事由は、商標法第 7 条第 1 項第 12 号であって、無効対象登録商標が日本におい

て周知・著名な審判請求人の先使用商標を不正な目的により先行取得したというもの

である。 

 

[表 16] 無効審判の請求理由 

 

[表 17] 無効事由認容・排斥現況  

 

上表を考察すると、勝訴 33 件の無効審判において、審判請求人は、多様な無効事由

条項 無効事由 件数 

公序良俗に反する商

標 

(第 7 条 1項 4号) 

商標自体または商標が商品に使用される場合、需要者

に与える意味と内容等が一般人の通常的な道徳観念で

ある善良な風俗に反したり公共の秩序を害するおそれ

があるもの 

4件 

国内における周知商

標と抵触する商標 

(第 7 条 1項 9号) 

他人の商品を表示することだと需要者間に著しく認識

されている商標(地理的表示を除く)と同一または類似

の商標としてその他人の商品と同一または類似の商品

に使う商標 

3件 

国内における著名商

標と抵触する商標  

(第 7 条 1項 10号) 

需要者間に顕著に認識されている他人の商品や営業と

混同を起こすおそれがある商標 
2件 

需要者欺瞞商標 

(第 7 条 1項 11号) 

商品の品質を誤認させたり需要者を欺瞞するおそれが

ある商標 
14 件 

外国の周知商標を模

倣した商標 

(第 7 条 1項 12号) 

 

国内または外国の需要者間に特定人の商品を表示する

ものであると認識されている商標(地理的表示を除

く。)と同一または類似する商標であって、不当な利益

を得ようとしたりその特定人に損害を加えようとする

等の不正な目的をもって使用する商標 

33 件 

無効事由条項 件数 
審判機関の最終判断 

認容 排斥 判断なし 

第 7 条 1 項 4

号 
4 - - 3 

第 7 条 1 項 9

号 
3 - - 3 

第 7 条 1 項 10

号 
2 - - 2 

第 7 条 1 項 11

号 
14 3 4 7 

第 7 条 1 項 12

号 
33 31 1 1 
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を主張しているが、審判部は「需要者欺瞞商標」(第 7 条 1 項 11 号)であるのか、「外

国の周知商標を模倣した商標」(第 7 条 1 項 12 号)であるのかを主に判断して審判請求

を認容していることを示している。 

また、勝訴 33 件は例外なく日本における周知性に基づいて「外国の周知商標の冒認

商標」であるとの無効事由を主張し、このうち 31 件で無効事由があると認められて審

判請求が認容された。残りの 2 件のうち 1 件は、無効対象登録商標が「需要者欺瞞商

標」であることを認める一方、「外国の周知商標を模倣した商標」であるかを判断し

ておらず、さらに他の 1 件は、審判請求人の先使用商標に対して日本における周知性

は否定したが、代わりに韓国での周知性を認定49して審判請求を認容したものである。 

 

3.4. 無効審判の勝敗の要因 
 

結局のところ、日本企業の C-Type の無効審判において勝敗を分けた要因は、審判請

求人の先使用商標が日本で周知・著名であことを立証できたか否かに大きく左右され

ていることが分かった。韓国商標法第 7 条第 1 項第 12 号は、韓国国内で広く知られて

いないとしても、外国において需要者に広く知られており、韓国でも保護する価値が

あると認められれば、少なくとも該当の外国商標が使用された商品と同一・類似した

り、または経済的関連性が認められる商品に対しては、保護を受けることができる。 

したがって、韓国で登録された商標が自身の商標を冒認したと主張する場合には、

自身の商標が韓国商標法上の保護を受ける価値がある程度に需要者に既に広く知られ

ているということを審判請求人が必ず立証しなければならない。自身の商標が周知・

著名であると立証することができない限り、特別な事情がなければ、自身の独特の商

標をどんなに他人がそのまま模倣して商標登録を受けたとしても、該当の冒認商標を

無効化させる方法はまずないといって良かろう。 

 

  

                                                   

49 「日本における周知性」を否定し、「韓国国内における周知性」のみを認めた。かかる判断

が可能となる主な理由は、「使用商標の周知性の判断基準日」が互いに異なるためである。

「外国の周知商標を模倣した商標」(第 7条 1 項 12号)の場合、使用商標の周知か否かの判断基

準日は無効対象登録商標の出願日を基準として審判請求人の使用商標が周知か否かを判断する

一方、「需要者欺瞞商標」であるのかを判断するにおいては、登録商標の登録決定日を基準と

して審判請求人の使用商標が国内で周知か否かを判断する。したがって、無効対象登録商標の

出願日を基準とすれば、審判請求人の使用商標が周知ではなかったが、登録決定日を基準にす

ると周知ということができる。 
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第 4節 周知性の立証はどのように行なうか？ 
 

4.1. 無効事由と引用商標に要求される周知性の程度 

 
日本企業の C-Type の無効審判 50 件において、無効事由として主張された 5 種類の

無効事由を「引用商標の周知性要件」の基準として考察すると以下のとおりである。 

 

 

上表により、審判請求人の先使用商標に要求される周知性の程度を図式的に比べる

と以下のとおりである。 

 

第 7 条 1 項 10 号(著名) ＞ 第 7 条 1 項 4 号・9 号(周知) ＞ 7 条 1 項 11

号・12号(認識) 

 

 

  

                                                   
50 旧法によると、“周知”であるとするべきであるが、現行法では「顕著に」との要件が削除

されたため、 「認識」と表現した。法律で言う「顕著に認識されている商標」とは、実務上、

「周知」商標を示す。  

条項 周知性/地域 要求される周知の程度 判断基準時 

公序良俗に反す

る商標 

(第 7 条 1 項 4

号) 

周知/国内 周知または著名 登録決定日 

国内の周知商標

と抵触する商標 

(第 7 条 1 項 9

号) 

周知/国内 

 

著名ではないとしても特定人の商標とし

て顕著に認識されている商標 

出願日 

国内の著名商標

と抵触する商標 

(第 7 条 1 項 10

号) 

著名/国内 

その商標が需要者に広く知られているば

かりでなく、その商標品が有する品質の

優秀性のために商標の需要者だけでなく

一般大衆にまで良質感を獲得しており、

商品の出処だけでなくその営業主体を表

示する力まで有するもの 

出願日 

需要者欺瞞商標 

(第 7 条 1 項 11

号) 

認識/国内 

周知・著名ではないとしても一般需要者

や取引者にその商標または商品であると

言えば直ちに原告の先使用商標や先使用

商品として認識される程度に知られてい

るもの 

登録決定日 

外国の周知商標

を模倣した商標 

(第 7 条 1 項 12

号) 

認識50/国内ま

たは外国 

著名ではないとしても特定人の商標とし

て認識されている商標 
出願日 
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4.2. 「外国の周知商標を冒認した商標」における周知性の要件の変化 
 

韓国商標法第 7 条第 1 項第 12 号は、改正により、引用商標の周知性要件の要件が緩

和されている。 

 

2007 年 1 月 3 日法律第 8190 号に改

正される前の商標法 

 2007 年 1 月 3 日法律第 8190 号に改正

された商標法(2007 年 1月 3日施行) 

国内または外国の需要者間に特定人

の商品を表示するものであると顕著

に認識されている商標(地理的表示

を除く。)と同一または類似する商

標であって、不正な利益を得ようと

したりその特定人に損害を加えよう

とする等の不正な目的をもって使用

する商標 

国内または外国の需要者間に特定人の

商品を表示するもおであると認識され

ている商標(地理的表示を除く。)と同

一または類似する商標であって、不正

な利益を得ようとしたりその特定人に

損害を加えようとする等の不正な目的

をもって使用する商標 

 

上記改正の趣旨は、明らかに引用商標に要求する周知程度を緩和したものであるが、

実際のところ、その要件はどの程度緩和されたといえるかは、確たることは現時点で

不明である51。すなわち、特許審判院では、一貫して周知性要件を緩和し、引用商標

は国内または外国において特定人の商品として知られている程度(認識)でよいた旨の

審決をしているが、これについての明確な判例は出ていない。 

ところで、旧法における同項第 12 号で要求されていた顕著性に比して、同項第 11

号は、例えば下の判決のようにその要件が広いとされているところ、改正後の同項第

12 号の解釈に当たって、参考となろう。 

 

[事例 44] 特許法院 2009(ホ)7239 判決 

商標法第 7条第 1

項第 11 号適用可

否に対する判断 

上記認定事実によると、本国であるフランスと韓国内における原

告の先使用商標が使用された製品の売上高や広告回数そして市場シ

ェア等の資料に鑑みて、原告の先使用商標が国内は勿論、本国であ

るフランスにおいて特定人の商標として顕著に認識された旧商標法

第 7条第 1項第 12 号の周知商標にまで至ったと断定することは難し

いといえるが、皮革製品を除く原告のアクセサリー等の先使用商品

が国内において 2000 年頃を前後して本事件登録商標の登録決定当時

まで継続して販売され、若い女性層を主な需要者層として相当な販

売実績をあげ、そのことにより原告の先使用商標は、本事件登録商

標の登録決定日である 2007.8.6.頃には国内において皮革製品を除

く残りの先使用商品に関して、一般需要者や取引者にその商標また

は商品であるといえば直ちに原告の先使用商標や先使用商品として

認識される得る程度に知られていた商標法第 7 条第 1項第 11 号の商

標に該当するものと判断される。 

 

                                                   

51 すなわち、大法院は本規定において「顕著に」 という要件が削除されたことに関して未だ

いかなる明示的な言及をしていない。結局、2007 年法改正により既存態度を変えて本規定引用

商標の周知程度を「周知」から「認識」で低めて判決するか否かは明確ではない。   



101 

 

また、これに関連する特許審判院の審決を参考まで紹介しておく。  

 

[事例 62] 

日本企業(審判請求人) vs 韓国個人(被請求人)の商標登録無効事件 

登録商標(40-082426) 
引用商標 

商標 出願日 

商標 

 

2009.3.30 
 

 

商品 かばん かばん、被服 

特許審判院

の判断 

(2012ダン

1305) 

以前は、「国内または外国の需要者間に特定人の商品を表示するもの

であると顕著に認識されているもの」を要件とし、2007.1.3.法律第

8190 号に改正された当時に上記「顕著に」の部分が削除され、現行の

規定に至った。 

このような改正経緯に鑑みて、特定人の対象商標が「国内または外国

の需要者間に特定人の商品を表示するものであると認識されている商

標」に該当するためには、対象商標が特定人の商品を表示するものであ

るとの認識が取引通念上意味のある範囲の国内または外国需要者間に存

在すれば十分であり、かかる認識が必ずその需要者のすべてまたは大部

分にかけて存在して、いわゆる「周知商標」に至る必要はないと解釈さ

れる。 

 

4.3. 周知性の立証はどのように行なうか？ 
 

「国内または外国の需要者の間に特定人の商品を標示するものであると認識されて

いる商標」(2007.1.3.法律第 8190 号により改正された商標法)についてその立証は、

どのように行えばよいのであろうか。先ず、「外国」といえば、外国の特定の国をさ

すものと理解されている。そのため、一般に周知性の有無は、特定の国における商標

使用期間、売上高、広告費支出額、広告宣伝の程度等を基準にしなければならず、複

数の国における広告実績等合計して判断するものではないとされている52。 

また、先使用外国商標が周知か否か判断するときには、「韓国の基準により判断す

るのではなく、その該当国の経済規模、人口、国土の面積等を勘案して客観的に判断」

しなければならないとされている53。  

 

 

4.3.1. 認知度と周知性の関係 
 

自身の商標が需要者に広く知られているかを最も直接的に示す指標は「認知度」で

ある。客観的な調査を通じて得られた「需要者の高い商標認知度」を審判機関に提示

することができれば、自身の商標が「周知」「著名」であるか、または少なくとも何

                                                   
52 カン・ドンセ「商標及び商品表示の羞恥性断に対する実証性向上のための提言」韓国司法行

政学会発刊『民事裁判の諸問題』19 巻(2010.12)  
53 同上記論文による 
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人の商品であることを表すものか「認識」されていることを直接立証することができ

る。  

 

ところが、どの程度の需要者が「知っている」と回答すると周知性が認められるの

だろうか？54 以下に認知度と周知性の関係が具体的に示された判例を通じて考察する。 

 

(1) 「Coffee Been」 事件(大法院 2013.3.28.言渡 2011(フ)835判決[登録無効]  

事例 63 
登録商標 

(40-0802230) 
先使用商標 

商標 coffee bean cantabile 
    

 

先使用商標の

周知性に対す

る判断 

成功創業ネットワークイーデイリー(www.enterfn.com)が創刊 1 周年を迎

え、ソウル及び京畿道の成人男女 500 人を対象に実施した「フランチャ

イズブランド認知度調査」の結果、コーヒー/アイスクリーム分野におい

て、バスキンロビンスが 70.2％と最も高く、次にスターバックスが

62.1％、以下、コーヒービーン 24.3％、ナトゥール 1.3％、ダンキンド

ーナツ 6.7％の認知率を示した。(2008.9.5.イーデイリー誌による) 

 

上記事件において、大法院は、先使用商標が国内需要者に顕著に認識されていると

認める余地があると認めたが、これを認める一つの根拠として上記のアンケート調査

の結果を引用した。 

(2) 「ENPRANI」事件(特許法院 2004.7.23.言渡 2004ホ 1045 判決[登録無効]) 

事例 64 
登録商標 

(40-0534601) 
先使用商標 

商標 enprani    ENPRANI 

先使用商標の

周知性に対す

る判断 

被告の依頼により株式会社メディアリサーチが 2001.6.13.から

2002.9.28.に行った「ENPRANI」商標ブランド認知度調査の結果、

2002.9.を基準に「ENPRANI」商標の認知度(エンプラニという化粧品会社

を知っているかを質問時、知っていると回答した割合)が 72.3％であっ

た事実等を各認めることができる。 

 

                                                   

54 “米国の商標権侵害事件では、15％から 20％の需要者が混同すれば侵害が認められており、

ドイツではアンケート調査の証拠に強く依存するが、80％以上の認知率であれば著名性

(famous)が、40％以上の認知率であれば周知性(well-known)が認められており、フランスでは

他のさまざまな事案も考慮した後にアンケート調査で 20％以上の認知率が認められた場合に周

知性を認めており(Joker case, Paris TGI, 3rd chamber, PIBD 1989, III-538)、イタリアで

は 71％の認知率は周知性を認めるに十分なものと認めているとしている” (ウ・ラオク判事の

論文「商標訴訟におけるアンケート調査の利用」から引用。) 
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上記事件において、特許法院は、先使用商標が“特定人の商品を表示する程度まで

は知られるようになったとを認めることができるが、さらに上記商標がそのように知

られている状態を超えてその商品が持つ品質の優秀性のために商品の需要者だけでな

く一般大衆にまで良質感を獲得する程度の優越的地位を持つようになったのかについ

ては、商品広告を開始したときからの期間がわずか 2 年に過ぎず、上記認定事実だけ

ではこれを認めるには不足である”と判断し、商標法第 7 条第 1 項第 10 号上の著名商

標ではなく、同条同項第 12号上の顕著に知られた商標でもないと判断した55。 

 

(3) Danone 事件(ソウル高等法院 2011.3.23.言渡 2010 ナ 42886 判決[不正競争行為禁

止等] 

 

本件弁論終結日に近い 2010 年 9 月頃、原告らが自主的に国内 18 歳から 55 歳までの

女性を対象に原告製品を含む国内乳製品ブランドに関する認知度を調査した結果、原

告製品ブランドに関するトップオブマインド(top of mind awareness、ブランドを回

想し浮かんでくるブランドのうち、最初に浮ぶブランドにより認知度を測定する方法)

が 1.8％、純粋想起(unaided awareness, 消費者に一製品の範疇内で思い浮かぶブラ

ンドをすべて列挙して認知度を測定する方法)が 10.9％、助成想起(aided awareness、

消費者に一製品の範疇の多くのブランドを提示して各ブランドを過去に聞いたり見た

ことがあるかを調査し、認知度を測定する方法)が 70.8％という結果であり、また、

原告製品を購買した経験のある戸数は調査対象の約 5％である事実を認めることがで

きるところ、上記認定事実によると、原告標章を使用した原告製品の表示が国内にお

いて商品表示として一般需要者に広く認識されたことを認めるには未だ不足である。 

 

(4) PETER RABBIT 事件(特許法院 2008.8.14.言渡 2007 ホ 10231、10248、10286、

10309、10316、10354(併合)判決[登録無効]) 

事例 65 
登録商標 

(40-0610780 等) 
先使用商標 

商標 

 外 6件     外 3件 

先使用商標の

周知性に対す

る判断 

東京高等裁判所における 2004.3.15.判決のうち、「1986 年現在、ピー

ターラビット商品はイギリスからの輸入品である陶磁器等を含み約 300

品目、年間販売額が約 20～25 億円に達しており、1999.1.に行った調査

においてピーターラビットの認知度が 83％と高く、既にピーターラビッ

ト商品を所有している世代の割合は 48％に上る等の結果が出ていると

し、ピーターラビットは需要者間に広く認識された商品表示になってい

るものと認められる。」点を認容 

 

                                                   
55 この事件の場合、商標法第 7条第 1項第 12 号適用の判断基準時は、この事件登録商標の出

願日である 2001.9.18.であって、上記認知度調査基準日である 2002.9.より早かった点を考慮

すると、上記事件において特許法院が第 12号上の周知性を認めないことは、上記調査結果が判

断基準時より遅くなされた点と先使用商標が使用されてからあまり経過していない点が反映さ

れたものと思われる。 
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上記事件において、特許法院は、先使用商標が商品表示として、日本において顕著

に認識されていることを認め、かかる周知性を認めた根拠として東京高等裁判所が認

めた 1991年 1月の認知度の調査結果を認容した。 

 

 

 

それ以外にも、下のような事例がある。 

 

事例 66 
出願商標 

(40-1996-0011909) 
先使用商標 

商標 
 

1) SANYO 

2) 三洋 

出願人 
株式会社三洋物産 

(日本企業) 

先使用商標 

使用者 

三洋電機株式会社 

(日本企業) 

先使用商標の

周知性に対す

る判断 

東亜日報が調査した海外ブレンドが認知度調査においては、上記商標

は、電子製品部分ではソニ－、フィリップス、パナソニック、GE、

AIWA、ナショナルに続き、7 番目に需要者に認知度が高い商標である。56 

(特許法院 2000.4.6.言渡 99 ホ 7186) 

 

また、電話アンケート調査において「LEEUM」美術館を知っているかという質問に、

24.4％が「知っている」と回答したアンケート調査結果に対して、「美術館に対する

認知度の 24.4％は低いといえず、むしろ相当な程度である」と認めた例もある(特許

法院 2007ホ 5611 判決)。 

 

総合すると、自身の商標が韓国国内または日本で周知であることを立証する方法と

しての商標認知度の調査結果は、周知性立証の最も重要な証拠の一つである。上記判

例を見ると、韓国法院は、該当の認知度調査が当事者本人が依頼したものであっても、

第三者による調査であっても、それが客観的調査機関によって実施された調査であれ

ば証拠として採択しており、日本の裁判所が日本国内の紛争事件を解決しながら事実

として認めた認知度の調査結果も証拠として認めている。 

 

ただし、認知度の調査結果は当事者に常に有利に作用するとはいえない。結果の認

知度が低かった場合、むしろ「周知でない」ことを示す資料となるからである。韓国

法院の場合、最初の認知度がどの程度であれば「周知」であると認めるかは不明であ

るが、最初の認知度が少なくとも 40％以上、望ましくは 50％以上であれば、当事者に

有利な資料といえる。 57   

                                                   

56 商標登録出願拒絶事件であって、特許法院は日本企業の三洋電気株式会社の先使用商標が韓

国国内で周知であることを認めながら、認知度の調査結果を引用した。  
57 “米国の商標権侵害事件では、15％から 20％の需要者が混同すれば侵害が認められており、

ドイツではアンケート調査の証拠に強く依存しているが、80％以上の認知率であれば著名性

(famous)が 40%以上の認知率であれば周知性(well-known)が認められている。フランスでは他

のさまざまな事案も考慮した後、アンケート調査で 20％以上の認知率が認められた場合に周知

性を認めており(Joker case, Paris TGI, 3rd chamber, PIBD 1989, III-538)、イタリアでは

71％の認知率は周知性を認めるに不十分とみている。”(ウ・ラオク判事の論文「商標訴訟にお

けるアンケート調査の利用」から引用) 
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また、最近は認知度の調査、混同可能性の調査等の客観性を高めるために、当事者

が合議すれば、法院が直接アンケート調査機関に調査を依頼する場合もあるので、韓

国国内における認知度の調査であれば, 法院の職権調査を要求する方案も検討するこ

とができる。  

さらに、日本企業の商標の場合、次の手段による周知性（著名性）の証明も可能で

あろう。 

(1)防護標章制度の活用 

 日本における制度として、防護標章制度がある。これは、本来、当該指定商品・役

務に関し、使用の有無にかかわらず、著名な商標を保護しようというものである。逆

に言えば、本制度により防護標章として登録された商標は、日本において著名な商標

であると日本特許庁が判断したものであり、韓国において、自社商標が日本で著名で

ある旨を証明するに際し、大いに役立つだろう。 

 

(2)商工会などの周知証明制度の活用 

 商工会において、商標・サービスマークの周知証明サービスを提供しているので、

これを活用することも一考であろう。 

 例えば、東京商工会議所では、以下のようなサービスが行われているので、参考に

されたい。 

 https://www.tokyo-cci.or.jp/shomei/domestic/do06.html 

 

4.3.2. 売上高と周知性の関係 
 

売上高は、商標の知名度を示す最も一般的且つ広く認められている尺度である。売

上高が高ければ、それだけ多くの商品が消費者に販売されたことを直接的に示すため

である。ただし、周知性認定に要求される売上高は、商品の種類と市場の大きさによ

って大きな差があるため、ある商品に対する売上高の認定基準が他の商品にも適用さ

れることはない。  

いくつかの事例を考察すると、以下のとおりである。  

 

○韓国の衣類市場を基準として、2004 年約 700 億ウォン、2005 年約 1000 億ウォンの

売上げを記録した「ask」ブランドに対して、「特定人の商標として認識された」と

認めた例(大法院 2009フ 3268、 事例 43参照)、 

○フランスの時計市場を基準として、1999 年から 2008 年まで総 460 億ウォンの売上

げを記録した「Clio blue」ブランドに対して「フランスで周知であると認め難い」

と判断した例(特許法院 2009ホ 7236、 事例 44参照) 

○韓国でゴルフ衣類、ゴルフバッグ、ゴルフ手袋、ゴルフ靴下、ゴルフ帽子等の売上

高が 1995 年から 1999 年まで 3,076 億ウォン、2000 年 745 億ウォン、2001 年 850 億

ウォン、2002年 1,128億ウォン、2003 年 1,135 億ウォン(上記期間合計 6,934 億ウォ

ン)の「SUPERIOR」ブランドに対して「周知」であると認めた例、(大法院 2008 フ

1258、 事例 45参照) 

○イタリアで衣類、履物、かばん等に対する売上高が 1997 年から 2003 年まで 7 年間

合計約 570 億ウォンの「BLUGIRL」ブランドに対して、イタリアにおいて特定人の商

標として認識されていると認めた例(大法院 2011フ 743、 事例 56参照) 

○全世界的に 1999 年から 2004 年 4 月までのモーターサイクル及びその関連商品の売

https://www.tokyo-cci.or.jp/shomei/domestic/do06.html
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上げが約 2 億 1500 万ドルの  に対して「周知・著名性」を認めた

例(特許法院 2006 ホ 10654、 事例 53参照) 

 

売上高を立証する証拠方法は、さまざまなものが考えられるが、韓国法院において証

拠力に違いがあるため、注意を要する。一般的には、以下のとおりである。 

以下のようなものは、証拠力があまり高くない。 

1) 会社内部資料としてのエクセルデータ 

2) 会社内部資料としての会社内会計士や代表が該当の売上高が事実に符合するこ

とを確認するという確認書が添付されたデータ 

3) 全体売上高は客観性があっても、多くのブランドの売上高が含まれておい、紛

争に関する特定ブランドの売上高を把握できない場合 

 

一方、 以下のようなものは、強力な証拠になるだろう。 

1) 専門調査機関の研究報告書に記載された売上高関連データ 

2) 公式発行された annual report 上の売上高関連データ 

3) 上場会社の場合、毎年発表する売上高データ 

4) 該当商品の専門雑誌記事に掲載された該当ブランドの売上高資料 

5) 該当国の主な日刊新聞や主な定期刊行物記事に掲載された該当ブランドの売上

高資料 

6) 輸出送状等を総合して合算された輸出額 

7) 国内外の他の紛争事件において、現地裁判所が採用したブランド売上高等各種

証拠、判決 
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4.3.3. マーケットシェアと周知性の関係 
 

自身の商標が該当商品市場においてどの程度のマーケットシェアであるのかは、自

身の商標の周知性を立証する際に使用することができる最も重要な証拠の一つである。

特に、該当の商品市場の規模が大きくなく、売上高のみから周知性を立証することが

困難な場合には、「マーケットシェア」を通じて自身の商標が少なくとも該当商品の

需要者及び取引者においては広く知られていることを立証できる可能性がある。  

 

(1) 「신기한 한글나라(不思議 な ハ ン グ ル 国 の

意味)」事件(特許法院 2001.11.16. 言渡 2000ホ 7236 判決) 

事例 67 
登録商標 

(40-0454174) 
先使用商標 

商標 

 
    

先使用商標の

周知性に対す

る判断 

原告の「신기한 한글나라」及び「신기한 아기나라(不思議な赤ちゃん

国」の意味)を標章とする学習誌販売事業は、国内の主な日刊紙、乳幼児

を育てる母親が主に見る雑誌・TV等の電波媒体及び広告宣伝等による持

続的な広告宣伝によって売上高が増加して、1998 年 5 月頃には乳幼児対

象学習誌市場の約 70％を占有するようになった。 

 

上記事件において特許法院は、原告の先使用商標が韓国において特定人の商標とし

て特定の需要者に認識されていることを認め、その根拠の一つとしてマーケットシェ

アを提示した。  

 

(2)「osca-m」事件(特許法院 2002.7.19.言渡 2001 ホ 4777 判決) 

事例 68 
出願商標 

(40-1999-0050168) 
先使用商標 

商標 OSCA osca-m  

先使用商標の

周知性に対す

る判断 

一方、上記のような濾過器業界は、市場規模が大きくなく、参加する

大企業もないところ、被告補助参加人が上記のような売上高に基づいて

2001 年国内の濾過器販売市場の 50％以上を占有していた。 

これにより、先使用商標が特定人の商標として認識されていることを

認めた。 

 

上記事件において、先使用商標の使用者は、特許庁の出願商標拒絶決定が正当であ

ることを主張して特許法院に補助参加をしたところ、特許法院は、補助参加人が濾過

器を販売した売上高は多くないとしても、当該補助参加人の濾過器市場シェアが 50％

以上である点をあげ、先使用商標が特定人の商標として認識されていることを認めた。  

 

その他に、以下のような例がある。  

○「組立式パネル」市場において、マーケットシェアが 4.6％または 7～8％を占有し

ていた商標に対して、特許法院は、それぞれ「周知」であると認めるのに不足であ

ると判決した例(特許法院 2005.5.6.言渡 2004 ホ 1144 判決[権利範囲確認]、特許



108 

 

法院 2005.5.13.言渡 2004 ホ 6323 判決[権利範囲確認])  

○「移動電話」市場において 1997 年全体の加入者中 66.9％、1998 年には全体加入者

中 42.7％を占めた「SPEED 011」商標に対して「周知」であることを認めた例(特許

法院 2004.12.24.言渡 2004 ホ 3317 判決[登録無効]) 

○「絵の具」市場において、マーケットシェアが本事件審決当時、専門家向け絵の具

は 50％ 以上、学生用絵の具は 40～50％程度と推定される 商標に対して「周

知」であることを認めた例(特許法院 2008.9.24.言渡 2008 ホ 6871 判決[権利範囲

確認]) 

○「アロエ」原料市場において、 マーケットシェアが 40％相当である

「남양알로에(NamyangAloe のハングル表記 + 図形」及び「NamyangAloe」商標に対

して「周知」であることを認めた例(特許法院 2009.4.9.言渡 2008 ホ 12258 判決

[登録無効]) 

○「モーターサイクル用衣類」等の製品市場において、イタリア内マーケットシェア

が motorcycle technical footwear は 20％、motorcycle road bike golves は 

12％、motorcycle leather suits は 5％、motorcycle protectors は 15％である

「 」商標に対して、特定人の商標として認識されたものである

ことを認めた例(2011.5.27.言渡 2010 ホ 7532判決)。 

 

上記ような判例を総合してみると、売上高の絶対量が大きくないとしても、商品が

特定需要者に限定されていたり、市場が寡占されていて特定国内におけるマーケット

シェアが高い場合にはマーケットシェアを提示して「周知」であることを認められた

り、または少なくても「特定人の商標として認識された」という認定を受ける可能性

があることが分かる。  

 

マーケットシェアを立証する証拠方法は主に、以下のものが主に利用される 

1) 産業動向報告書や専門研究機関の研究報告書 

2) 該当商品の専門雑誌が調査して発表した記事 

3) マスコミを通じて発表された記事等 

 

4.3.4. その他の周知性の証拠方法 
 

売上高、認知度、マーケットシェア以外にも、自身の商標の周知性を示す多様な資

料が証拠方法として採択され得る。  

 

(1)広告、宣伝量 

広告量は、周知性立証の主な証拠方法である。一般的に広告量を立証する方法は 2

つであり、広告に投入された広告額を立証すること、もう 1 つは広告の回数と広告媒

体を立証する方法である。 

広告額を立証するためには、一般的に以下の方法が考えらえれる。 

1) 広告会社と締結した契約書、 

2) 広告額を客観的に確認することができる専門会社(例えば Nielsen)が提供する

データ、 

3) 新聞・雑誌、調査機関レポート等の記事に掲載されたデータ 
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広告の回数と媒体を立証する際には、該当広告媒体に掲載された広告自体の写しを

すべて提出しなければならない。すなわち、以下のような点に注意が必要である。  

1)広告中に商標が表示され、どのような商品に対する広告であるかが示されていな

ければならない。 

2)新聞や雑誌に掲載された広告の場合には、該当の新聞や雑誌の発行者と発行日が

表示されているページを共に提出しなければならない。 

3)広告の効果を示すためには、該当の新聞や雑誌の発行部数を立証する資料を共に

提出することが望ましい。 

4)テレビ広告の場合には、1 回の広告キャプチャー画面と共に、広告が放送された

テレビ番組の放送編成表及び視聴率を共に提出する。 

 

その他、以下のような資料も宣伝量の立証に寄与する。 

1)展示会への参加写真及び該当展示会の著名性を示す資料 

2)製品発表会の行事写真 

3)販促行事及び販促行事のために出費した費用資料 

4)年度別カタログ、カタログ製作費用の立証書類（カタログを提出する時はカタロ

グの製作時期、配布部数、製作費等を具体的に指摘し、これを立証する必要あり） 

5)スポーツ選手またはスポーツ競技等へのスポンサー契約による宣伝活動資料（ス

ポンサー契約書と共に該当選手が参加した運動競技の視聴率資料等を共に提出す

る必要あり） 

6)ニュースレターを長期間発刊している場合、該当のニュースレターの発行期間、

発行部数等を示す資料 

7)Annual report 等の公式会計資料上において、「広告宣伝費」項目として出費さ

れた支出内訳、「販促のために出費した項目」等の資料 

 

(2)商標の使用開始時点、商標使用期間 

商標の使用開始時点と商標の使用期間は、周知性立証のために必ず提出しなければ

ならない。商標の使用開始時点を立証する主な方法は、次のとおりである。  

1)製作時期が明確に表示されたカタログ 

2)商号商標の場合には、該当商号の法人設立日（当該商標たる商号の開始時点の

推定資料）3)ホームページに掲載されている会社沿革ページ 

4)マスコミに紹介されたブランドランキング記事 

5)商標使用開始年度を含む annual report 

6)いずれかの国における商標出願書類（商標使用開始時点の推定資料） 

7)ブランドネーミングを専門デザイン会社に依頼した場合、該当デザイン会社と

の契約書 

 

(3)店舗、支社数 

国内外の店舗数や支社数の資料も、周知性立証に役に立つ。 店舗や支社の数の立証

資料としては、例えば、自社ホームページの掲載記事や、公表されている調査報告書

等が用いられる例が多い。  

 

(4)商標登録 

全世界的に該当の商標を出願または登録した商標登録に関連する資料は、良い周知

性立証資料となる。各国の代理人が送ってきた商標登録を立証する書類、すなわち商

標登録証、または商標登録原簿等の写しはすべて証拠として認められる。また、日本
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の防護標章が役立つことは、上述のとおりである。  

 

(5)ライセンス 

自身の商標が「使用権許諾」の対象となっていることは、それだけ自身の商標が広

く知られているということを間接的に示す証拠となる。ライセンスは契約書を提出し

て立証し、マスコミ記事を引用することもできる。  

 

(6)有名商標リスト 

韓国と日本は「有名商標資料集」を発刊している。過去資料としてもこの資料集に

有名商標として掲載されていれば、良い周知性立証資料となる。  

 

(7)マスコミ記事 

マスコミに自身の商標の紹介された回数は周知性を示す資料となる。  

1) 主な記事について、その内容を翻訳したもの 

2) 公式機関などにより、マスコミの記事等をデータベース化したインターネット

サイト(ポータルサイトを除く)における検索マッチング数 

3) 国立図書館や該当国を代表する図書館の記事検索ツールを活用して検索した結

果  

 

(8)各種受賞実績 

商品の品質、顧客満足度、サービス等の各種分野で受賞した実績は、周知性を立証

するのに役に立つ。  

 

(9) インターネットポータルのマッチング数 

インターネットポータルにおいて、該当の商標を入力した際に現われるマッチング

数は、よく提出される周知性立証資料である。ポータル検索ツールによって関連ウェ

ブページの作成日を検索条件として設定することができる場合があるので、このよう

な機能を提供するインターネットポータルを利用することが望ましい。一方、自身が

入力した検索条件が直接表示される画面を共に提供し、該当条件で検索すれば該当商

標と無関係な他のウェブ文書が検索される確率が極めて低いという点も説明する必要

がある。 

 

  


