Ｇ－２２９
登録商標「エマックス」無効審決取消請求事件：知財高裁平成 27(行ケ)10084・
平成 27 年 12 月 24 日（2 部）判決＜認容／審決取消＞➡Ｆ－６５参照
【キーワード】
引用商標の周知性（法 4 条 1 項 10 号），不正競争の目的（法 47 条 1 項）
【事案の概要】
本件は，商標登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は，①商標法４条
１項１０号該当性（引用商標の周知性の有無）及び②商標法４７条１項該当性
（不正競争の目的の有無）である。
１ 特許庁における手続の経緯
原告（株式会社エマックス東京）は，平成１７年１月２５日，下記本件商標
につき商標登録出願をし（商願２００５－５１０１号），同年８月３０日，登
録査定がされ，同年９月１６日，設定登録（商標登録第４８９５４８４号）が
された。（甲２２）
被告（有限会社日本建装工業）は，平成２６年６月２６日，本件商標の登録
無効審判請求をした（無効２０１４－８９００５３号）。（甲２３）
特許庁は，平成２７年３月３１日，「登録第４８９５４８４号の登録を無効
とする。」との審決をし，その謄本は，同年４月９日，原告に送達された。
【本件商標】

エマックス
（標準文字）
[指定商品]
第１１類

家庭用電気瞬間湯沸器，その他の家庭用電熱用品類（本件指
定商品）
２ 審決の理由の要点
【引用商標１】
「 エマックス 」との文字からなる標章
【引用商標２】
「 Ｅｅｍａｘ 」との文字からなる標章
【引用商標３】
「 エマックス 」及び「 Ｅｅｍａｘ 」の各文字を同時に表した標章
(1) 周知性
引用商標（引用商標１～引用商標３）は，いずれも，平成１２年７月ころま
でに周知性を獲得し，その後，現在に至るまで，被告により使用されている。
したがって，引用商標は，本件商標の登録出願時及び登録査定時において，被
告が取り扱う米国コネチカット州所在の米国法人エマックス社（エマックス
社）の製造販売に係る電子瞬間湯沸器（本件電子瞬間湯沸器）を表示するもの
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として，需要者の間に広く認識されていた。
(2) 商標の類否
・

・

・

・

本件商標と引用商標とは，外観上において相紛らわしく，「エマックス」と
の称呼を共通にし，いずれも，観念は生じない。
したがって，本件商標と引用商標とは，類似する。
(3) 指定商品の類否
本件指定商品と引用商標に係る使用商品とは，同一又は類似する。
(4) 不正競争の目的の有無
原告は，本件商標の登録出願時において被告が取り扱う商品を表示するもの
として周知であった引用商標と類似する本件商標を，引用商標が商標登録され
ていないことを奇貨として，登録出願をし，登録を得た。
したがって，本件商標は，不正競争の目的でその登録を受けた場合に該当する。
(5) 結論
本件商標の登録は，商標法４条１項１０号に該当する。
【判
断】
１ 当事者等の認定
下記掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，本件訴訟に至る経緯として，次
の事実が認められる。
(1) 当事者
被告は，平成６年７月２０日に設立された建築の設計，監理，施工等を目的
とする特例有限会社である。（弁論の全趣旨）
原告は，平成１５年１１月１４日に設立された電子瞬間湯沸器の販売，設置
工事及び保守等を目的とする株式会社である。（甲１４）
(2) 独占販売代理店契約の締結等
被告は，平成６年１１月１日付けで，エマックス社との間で，被告を，エマ
ックス社の製造する本件電子瞬間湯沸器の日本国内における独占販売代理店と
する契約を締結した。（甲１の１・２）
原告は，平成７年５月ころから，本件電子瞬間湯沸器の国内における販売を
開始した。（甲３５）
被告は，平成１２年８月１日付けで，エマックス社と，改めて上記と同様の
趣旨の独占販売代理店契約を締結した。（乙６の１・２）
(3) 原告と被告との販売代理店契約の交渉等
被告は，平成１５年秋ころ，原告代表者Ａと，本件電子瞬間湯沸器に関する
日本国内販売代理店契約の交渉に入り，原告に製品を供給するなどしたが，原
告会社の商号などの原告設立経緯をめぐって，原告と被告との間で紛争が生じ
た。（甲１５，１８，１９，２１，２９の１）
(4) 本件商標の出願・登録
原告は，平成１７年１月２５日，本件商標の登録を出願し，同年９月１６
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日，その設定登録を受けた。（甲２２）
(5) 第１次和解の成立
原告は，平成１８年，被告に対し，虚偽説明により損害を被ったとして，損
害賠償金の支払等を求める訴えを提起したが（大分地方裁判所平成１８年(ワ)
第４９３号），平成１９年５月，原告と被告との間に，①原告と被告との間に
代理店契約が存在しないことを確認する，②被告は，原告に対し，原告の営業
行為を侵害するような積極的妨害行為をしない，③被告は，原告が「株式会社
エマックス東京」の商号を用いて営業活動することに異議を述べない，旨の内
容の和解が成立した。（甲２１，２８）
(6) 第２次和解の成立
被告は，平成２１年，原告に対し，周知商品等表示使用行為（不正競争防止
法２条１項１号）に基づいて，原告の使用する「エマックス」との標章の使用
差止め等を求める訴えを提起したが（大分地方裁判所平成２１年(ワ)第７８３
号），平成２３年７月，控訴審である福岡高等裁判所において，原告が販売す
る電子瞬間湯沸器に「エマックス」との商品名を使用しない等の内容の和解が
成立した。（甲１９，２１）
(7) 別件商標の出願・登録
原告は，平成２２年３月２３日，指定商品を「第１１類 家庭用電気瞬間湯
沸器，その他家庭用電熱用品類」とする「エマックス」と「ＥｅｍａＸ」とを
上下二段に横書きした商標（別件商標）の登録出願をし，平成２２年１１月５
日，その設定登録を受けた。（弁論の全趣旨）
(8) 別件訴訟の経過
被告は，平成２４年，原告に対し，第２次和解後も原告が「エマックス」と
の商品名を使用して電子瞬間湯沸器を販売している等として，第２次和解又は
不正競争防止法違反（同２条１項１号）に基づく「エマックス」等の表示を付
した電子瞬間湯沸器の譲渡等の差止め，第２次和解又は不正競争防止法違反
（同２条１項１号）の不法行為等に基づく損害賠償金内金３０００万円の支払
等を求める本訴を提起し（大分地方裁判所平成２４年(ワ)第８８１号），原告
は，平成２５年，被告に対し，本件商標権及び別件商標権に基づいて「エマッ
クス」等の表示を付した電子瞬間湯沸器の販売の差止等を求める反訴を提起し
た（同裁判所平成２５年(ワ)第７５２号）。
大分地方裁判所は，平成２６年９月１８日，本訴につき，不正競争防止法違
反に基づき原告が「エマックス」等の表示を付した電子瞬間湯沸器を譲渡等す
ることを差し止め，原告から被告に対して損害賠償金２８２５万円を支払うこ
と等を命じ，反訴につき，これを全部棄却する判決を言い渡した。
これに対して，原告は控訴をしたが（福岡高等裁判所平成２６年(ネ)第７９
１号），福岡高等裁判所は，平成２７年６月１７日，原告の控訴を棄却する判
決をした。
原告は，上記判決に対し，最高裁判所に対し，上告受理を申し立てている。
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（甲２１，５６，弁論の全趣旨）
２ 取消事由１（引用商標の周知性の有無）について
(1) 周知性に関係する事情について
下記掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，本件商標の周知性に関係する事
情として，次の事実が認められる。
ア 宣伝広告
① 平成７年７月２８日，被告は，日刊工業新聞紙上に本件電子瞬間湯沸
器の宣伝広告を掲載した。同広告中には，「Ｅｅｍａｘ エマックス」（引
用商標３）の表示があるほか，同広告中の本件電子瞬間湯沸器の写真には，
「ＥｅｍａX」との表示が確認できる。（甲６）
② 平成１１年３月２６日，被告は，日経産業新聞紙上に本件電子瞬間湯
沸器の宣伝広告を掲載した。同広告中には，「エマックス」（引用商標１）
との表示がある。（甲７）
イ 新聞・雑誌記事及びテレビ放送
① 平成６年１０月６日，日刊建設産業新聞に，被告が，エマックス社と
の間で本件電子瞬間湯沸器の独占販売代理店契約を締結したとの内容の記事
が掲載された。同記事中の本件電子瞬間湯沸器の写真には，「ＥｅｍａX」
との表示が確認できる。（甲３）
② 平成６年１０月２０日，日本流通産業新聞に，被告が，エマックス社
との間で本件電子瞬間湯沸器の独占販売代理店契約を締結したとの内容の記
事が掲載された。同記事中の本件電子瞬間湯沸器の写真には，「Ｅｅｍａ
X」との表示が確認できる。（甲４）
③ 平成６年１０月３１日，日刊水産経済新聞に，被告が，エマックス社
との間で本件電子瞬間湯沸器の独占販売代理店契約を締結したとの内容の記
事が掲載された。同記事本文中には，「エマックス」（引用商標１）との記
載があるほか，同記事中の本件電子瞬間湯沸器の写真には，「ＥｅｍａX」
との表示が確認できる。（甲５）
④ 平成７年９月３０日，旬刊（月３回）の日本工業技術新聞に，被告が
出展した本件電子湯沸器が話題を呼び好評を博した旨の記事が掲載された。
同記事の見出しや本文には，「エマックス」（引用商標１）の記載がある。
（甲１０）
⑤ 平成９年６月ころ，経済誌である「経済界」６月１０日号に，被告及
び被告代表者の紹介と共に，被告が本件電子瞬間湯沸器のアジア地域におけ
る独占販売権を取得した旨の記事が掲載された。同記事中には，「エマック
ス」（引用商標１）との記載がある。（乙１）
⑥ 平成１４年４月９日，本件電子瞬間湯沸器が，ＫＲＹ山口放送「さわ
やかモーニング」で紹介された。同放送の映像中には，「エマックス Ｅｅ
ｍａＸ」（引用商標３）との表示が確認できる。（乙４の２の２）
⑦ 平成１５年１１月ころ，専門誌である「建築設備と配管工事」１１月
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号に本件電子瞬間湯沸器を紹介する記事が掲載された。同記事中には，「エ
マックス」（引用商標１）との記載がある。（乙２）
⑧ 平成１６年１０月２２日，大分合同新聞に，被告が中国企業との間で
本件電子瞬間湯沸器の販売代理店契約を締結したことを紹介する記事が掲載
された。同記事中には，「エマックス」（引用商標１）との記載がある。
（乙４の２の４，弁論の全趣旨）
ウ 実演展示
被告は，平成７年５月から平成１７年８月までの間，主に，東京都及び西
日本各地で３１回の本件電子瞬間湯沸器の実演展示をした。この実演展示で
は，引用商標のいずれかが表示されたものと推認される。（甲８，９，乙４
の３）
エ 販売台数等
① 清水建設株式会社購買本部海外購買部が社内向けに発行した「海外資
材ニュース」平成８年７月号（甲１１）によれば，日本国内において，本件
電子瞬間湯沸器がマンション，事務所，病院等に１０００台以上採用された
ことが紹介された。（甲１１）
② 被告作成の平成１２年７月付けの納入先一覧（甲１２）によれば，本
件電子瞬間湯沸器の納入先は，国内の１５７社であったことが認められる。
ただし，その販売期間及び販売台数は不明である。（甲１２，１３の１～３）
③ 平成１５年１０月３０日付けの大分合同新聞の記事（乙４の２の３）
によれば，本件電子瞬間湯沸器の発売以来の累計の納入台数は，約５０００
台とされる。（乙４の２の３）
④ 平成６年７月から平成１８年６月までの被告の会社全体における広告
宣伝費は，おおむね１００万円前後～２５０万円程度であり（ただし，平成
１４年７月～平成１５年６月期は，約３３０万円である。），同展示会費
は，おおむね１２０万円前後よりは下回る額である（ただし，平成７年７月
～平成８年６月期は約５１０万円である。もっとも，約７万円という年もあ
る。）。（甲３６の１～１２，乙５）
(2) 周知性の有無について
ア 前提
商標法４条１項１０号にいう「広く認識されている」とは，業務に係る商
品等とこれと競合する商品等とを合わせた市場において，その需要者又は取
引者として想定される者に対して，当該業務に係る商品等の出所が周知され
ていることであり，その周知の程度は，全国的に知られているまでの必要性
はないものの，通常，一地方，すなわち，一県の全域及び隣接の数県を含む
程度の地理的範囲で知られている必要があると解される。
ところで，前記第３の１及び第４の１によれば，本訴当事者間において
は，本件電子瞬間湯沸器の需要者又は取引者として想定すべき者は，電気を
熱源とする瞬間湯沸器の需要者又は取引者に限られるものではなく，ガスを
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熱源とするものも含む家庭用の壁掛型の瞬間湯沸器全体の需要者又は取引者
であることで争いがないところ，電気を熱源とする瞬間湯沸器とガスを熱源
とする瞬間湯沸器とは，同じ用途に使用され，熱源の相違によって利用者が
異なるとする事情は認められないから，上記当事者の主張のとおり解すべき
ものである。また，本件電子瞬間湯沸器が特定の地方で集中的に又は専属的
に販売されるものであるとする事情はないから，引用商標が，全国のいずれ
かの地域において，上記に説示した地理的範囲において周知であるか否かを
考慮することになる。
イ 検討
そこで，上記を前提に検討するところ，上記(1)の認定のとおり，被告が
本件電子瞬間湯沸器の販売を開始したと認められる平成７年５月から，本件
商標の登録査定がされた平成１７年８月までの間においては，①被告が，自
ら引用商標と共に本件電子瞬間湯沸器の宣伝広告をしたのは，わずかに２回
であること，②引用商標と共に本件電子瞬間湯沸器が新聞・雑誌及びテレビ
放送に取り上げられたことは８回であって，必ずしも多数といえないばかり
か，それらは，平成６年～平成９年と平成１４年～平成１６年の２つに分か
れるなど，離散して取り上げられたにすぎないこと，③被告が引用商標と共
に本件電子瞬間湯沸器の実演展示をしたことは３１回あるものの，これは，
年平均では約３回にすぎず，その場所もおおむね西日本各地に散在している
こと，④被告による当該期間における本件瞬間湯沸器の販売台数は，全く明
らかにされておらず，新聞記事等から推測される販売台数は年間数百台程度
であり（(1)エ①は，被告の取引先の社内報であり，客観的裏付けを欠くも
のと解される。），需要者又は取引者の範囲を家庭用の壁掛型の瞬間湯沸器
の需要者又は取引者とした場合，一見して僅少であること（なお，本件電子
瞬間湯沸器には，「ＥｅｍａX」との引用商標と類似する標章が付されてい
たことは推認できる。），また，その納入先も全国に散在しているとみら
れ，特定の傾向はないこと，⑤被告により開示された広告宣伝費及び展示会
費は，引用商標を付した本件電子瞬間湯沸器に係る費用に限定されない会社
全体としての宣伝広告費及び展示会費である上，金額も，前者は百万円台，
後者は百万円以下が多く，壁掛型瞬間湯沸器という全国的な市場において需
要者又は取引者に印象を残すための費用としては，明らかに少ないものであ
ること，以上の事実を導くことができる。
そうすると，本件証拠上，被告自身による引用商標に関する宣伝広告等は
活発とはいえない上，新聞・雑誌等によりこれが報道された機会も少ないと
認められる一方，引用商標を付した本件電子瞬間湯沸器の販売台数等は明ら
かではなく，全国的規模の市場に対する販売実績は極めて少ないものと推測
される。このような宣伝広告及び販売実績等を考慮すると，家庭用の壁掛型
の瞬間湯沸器又は電気を熱源とする同瞬間湯沸器の市場規模を子細に確定す
るまでもなく，いずれの引用商標も，本件商標の登録査定時において周知性
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を有していたとは認め難い。なお，被告が自社ホームページで宣伝活動をし
たことは，ホームページを開設することが誰でも直ちに行える以上，それの
みで周知性を裏付けるものとはならない。そのほか被告のるる主張するとこ
ろも，採用することはできず，上記適示した証拠以外の証拠も，上記認定を
左右するものではない。
ウ 小括
したがって，引用商標が我が国において周知である旨を認定した審決の認
定判断には誤りがあり，本件商標は，商標法４条１項１０号に該当する商標
であることを理由としては，その登録を無効とすることはできない。
以上によれば，取消事由１は，理由がある。
結
論
よって，取消事由２について判断するまでもなく，審決は取り消すべきもの
であることが明らかであるから，主文のとおり判決する。
【論

説】

１．本件は、原告が本件登録商標に対する登録無効審判を請求したところ、本件
商標と引用商標とは類似するから、登録無効といえるとした事件であり、その理
由とするところを裁判所は、引用商標は本件商標に対して、商標法４条１項１０
号にいう「広く認識されている」商標といえるか否かの条件として、「その周知
の程度は、全国的に知られているまでの必要性はないものの、通常、一地方、即
ち一県の全域及び隣接の数件を含む程度の地理的範囲で知られている必要性が
ある」と解したのである。
その結果、証拠からは、被告自身による引用商標に関する宣伝広告等は活発と
はいえないし、新聞雑誌により報道された機会も少ないと認められ、また、引用
商標を付した本件電子瞬間湯沸器の販売台数等は明らかではなく、全国的規模
の販売実績は極めて少ないものと推測される、と認定した。
その結果、いずれの引用商標１，２，３も本件商標の登録査定時において周知
となっていたとは認め難いから、審決の認定判断には誤りがあり、法４条１項１
０号に該当する商標であることを理由にその登録を無効とすることはできない
と判示したのである。
また、被告が自社ＨＰで宣伝活動したことは、ＨＰの開設は何人でも直ちに行
える手段だから、それのみで周知性を裏付けるものとはならない、と説示してい
ることは注目すべきである。
２．この判決によって、登録無効とされた審決は取消しとなったが、審判も知財
高裁も商標法４７条１項の登録無効審判請求する除斥期間の免除を受けたいの
であれば、登録商標が法４条１項１０号（不競目的の場合）又は１５号（不正の
目的の場合）の規定に属する商標であることを立証すればよいのである。
いずれにせよ、本事案は別件の商標権侵害事件（Ｆ－６５）との関係から、ま
だ当分継続することになるだろう。
〔牛木

理一〕
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