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                                商 標 法 

 

１. 商標法の目的 …Ｈ３,H25 

２. 商標法の特色 …Ｓ42 

３. 登録主義 （cf．使用主義） …Ｓ49，S57，Ｈ１，Ｈ８,H26 

４. 商標の機能 

５. 商標の使用 （容器，包装の保護・機能侵害・ノベルティ）  …Ｈ18,Ｈ20 

６. 商標の公益性 

７. 第２条１項に規定する「商標」 （商品に係る商標，役務に係る商標） 

８. 商号 …Ｓ45 

９. 立体商標 （建築物の登録の可否） …Ｈ11,Ｈ23 

10. 色彩の取扱い …Ｓ46 

11. 商標の類似 …Ｓ61，Ｈ５ 

12. 商標の同一 （社会通念上の同一） 

13. 商標法上の「商品又は役務」 

14. 商品又は役務の同一・類似 …Ｓ58，Ｈ28 

15. 自他商品・役務識別力 

16. 第３条１項柱書（自己の業務に係る商品等についての使用) …Ｓ44,H20,H24 

17. 第３条１項各号 

18. 第３条１項３号  （書籍，雑誌の題号の登録の可否） …Ｈ２,Ｈ29 

19. 第３条１項６号 

20. 普通名称と慣用商標 （慣用商標と周知商標） …Ｓ45，Ｓ60 

21. （登録）商標の普通名称化 …Ｓ52，Ｓ59 

22. 第３条２項(立体的形状の使用による識別力) …Ｓ56,Ｈ23 

23. 第４条１項５号 （公益的不登録事由） 

24. 第４条１項６号 

25. 第４条１項７号 …Ｓ59 

26. 第４条１項８号 …Ｓ51 

27. 第４条１項10号 …Ｓ55 

28. 第４条１項11号 （15条の３） …Ｓ47，Ｓ63，Ｈ６,Ｈ24,H26 

29. 第４条１項12号  …Ｈ28 

30. 第４条１項15号 …Ｓ43，Ｓ53 

31. 第４条１項16号 …Ｈ24,H29 

32. 第４条１項17号 …Ｈ29 

33. 第４条１項18号 （3条1項3号との関係） 

34. 第４条１項19号 …Ｈ27 

35. 出所の混同（防止規定） 

36. 商品の品質又は役務の質の誤認（防止規定） 

37. 第４条３項 

38. 周知商標の保護 …Ｓ41，Ｓ45 

39. 著名商標の保護 …Ｓ61，Ｈ６ 

40. 記述的商標の取扱い及び対応並び効力の制限 

（３①－３,４①－16,地域団体・26条） …Ｈ23,Ｈ24 

41. 周知・著名商標と同一又は類似の商標の取扱い（４①－10号,15号,19号） 
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42. 商標登録出願に必要な書類 

43. 出願日の認定 （手続の補完） 

44. 一商標一出願の原則 （書換登録） 

45. 商品及び役務の区分 （商品・役務の指定，指定商品又は指定役務）…Ｈ28 

46. 区分又は指定商品・役務に記載不備がある場合の取扱い  …Ｈ20 

47. 団体商標 （登録の要件，効果｛ex．31条の２｝） …Ｈ10,Ｈ16,H25 

48. 地域団体商標 …Ｈ25 

49. 先願主義 …Ｓ44，Ｈ５ 

50. 商標登録出願の分割 …Ｈ18 

51. 商標法上の出願変更 

52. 出願公開 

53. 商標権の設定登録前の金銭的請求権 

       （cf．商標権，特許出願の出願公開に基づく補償金請求権）…Ｈ20 

54. 商標登録出願により生じた権利 …Ｓ46 

55. 商標登録出願の効果 

56. 拒絶理由通知に対して出願人が採り得る措置 …Ｓ63,Ｈ６,Ｈ18,Ｈ28 

 

57. 商標登録の効果 …Ｓ62 

58. 商標権の存続期間 …Ｈ22 

59. 商標権の存続期間の更新登録制度（趣旨，申請，効果）…Ｓ50，Ｓ54，Ｈ４,Ｈ22 

                 （cf．防護標章登録に基づく権利，延長） 

60. 商標権の回復 …Ｈ27 

61. 商標権の分割 

62. 商標権の移転（の制限） （趣旨，担保の目的の可否） …Ｓ42，Ｓ55 

63. 商標権の消滅 （防護標章登録に基づく権利の消滅） …Ｓ59 

64. 商標権の効力 …Ｓ60 

65. 専用権と禁止権 …Ｓ57 

66. 商標権と防護標章登録に基づく権利との比較 

67. 商標権の効力の制限 

68. 商標権者が自己の登録商標を使用できない場合 

69. 第三者が登録商標を使用できる場合 （使用を確保するための手段） 

70. 第26条 （効力の及ばない場合） …Ｓ43,Ｈ23 

71. 判定制度 …Ｓ53 

73. 第29条 …Ｓ40                                                         

74. 使用許諾制度 （趣旨，専用使用権と通常使用権の相違，団体標章）        

                              …Ｓ48，Ｓ60，Ｈ９  

75. 使用権と使用をする権利 

76. 先使用による商標の使用をする権利  …Ｓ45，Ｓ47，Ｈ２,H26 

77. 商標権の侵害  （フリーライド，ダイリュージョン） …Ｓ45,H８ 

78. 真正商品の並行輸入 …Ｈ17 

79. 侵害に対する救済 （予防，権利濫用） …Ｓ56 

80. 侵害として警告を受けた者がとりうる措置 …Ｈ13,Ｈ18 

81. 過誤登録の権利者からの権利行使に対する措置 

（異議,無効＋26条,32条,無効の抗弁） …Ｈ15 

82. 商標権者の義務（使用義務） …Ｓ52，Ｓ58，Ｈ７                         

83. 登録料の分割納付                                                    
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84. 商標登録異議申立制度  …Ｈ12 

85. 商標登録異議申立に対して商標権者が採り得る措置 

86. 商標登録異議申立てと無効審判の比較（相違）…Ｈ29 

87. 商標登録の無効審判  （無効審決の効果） …Ｓ49，Ｈ１，Ｈ７,Ｈ12 

88. 除斥期間 …Ｓ50，Ｓ58,H29 

89. 過誤登録された登録商標の登録・使用に対する措置 …Ｈ11,Ｈ16 

90. 商標法上の取消審判 …Ｓ41，Ｓ62 

91. 不使用取消審判 

 (趣旨，取消の要件，取消を免れるための要件，効果) …Ｈ10 , Ｈ12,Ｈ19,Ｈ21 

92. 第51条の取消審判 …Ｓ46,Ｈ19,Ｈ27 

93. 第53条の取消審判 

94. 51条と53条との比較 

95. 第52条の２の取消審判 （商標権の移転に伴う弊害是正措置） 

96. 第53条の２の取消審判 （代理人等の不当登録に対する措置） …Ｓ51，Ｈ４ 

97. 取消審決の効果 …Ｈ21 

98. 無効と取消との相違 …Ｓ45,Ｈ21 

99. 商標権を消滅させるための手段 

100. 登録商標(類似する商標)の使用・登録を確保するための手段 …Ｈ12,Ｈ19,H26 

101. 不使用の登録商標の登録・使用に対する措置 …Ｈ19,Ｈ24 

102. 変更使用された登録商標の登録・使用に対する措置 …Ｈ21,Ｈ24 

103. (外国)周知著名商標が他人により登録されている場合の措置…Ｈ13,Ｈ16,Ｈ17 

104. 不正目的で登録された商標に対する措置 …Ｈ14,Ｈ19,Ｈ20,Ｈ21 

 

105．防護標章制度 …Ｓ48，Ｈ９ 

106．防護標章制度の趣旨 

107．防護標章登録の要件 

108．防護標章登録の効果 …Ｓ54 

109．防護標章登録に基づく権利 

110．防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録  (趣旨，要件，審査，効

果） 

 

111．商標登録出願の補正 …Ｓ57，Ｈ13,Ｈ20 

112．手続の補正 …Ｈ20                        

113．要旨変更の補正 …Ｓ44             

114．第70条 …Ｓ54                     

 

115．マドリッド協定の議定書に基づく国際登録をするための条件 

116．国際登録出願の取扱い 

117．国際商標登録出願の取扱い 

118．旧国際登録に係る商標権の再出願 …Ｈ27 

 


