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はじめに
　この間まで話題になっていた 2020 年東
京五輪のエンブレム問題。この問題に関連
して、「商標」という言葉を耳にした方も
多いと思います［1］。
　今回は、わが国の商標制度の概要を説明
しつつ、スポーツと商標が問題となった事
案を紹介しながら、スポーツと商標の関わ
りについて述べたいと思います。

わが国の商標制度の概要
（１）商標とは一体何なのか
　“商標”とは一体何でしょうか。一般的
には、自己の商品・役務（サービス）と他
人の商品・役務（サービス）とを識別する
標識であって、商品・役務（サービス）の
出所を示す標章、などと説明されています。
平たく言えば、ある商品・役務（サービス）
を、一体誰が製造・提供したものであるか
を見分けるための名称やマークといった目
印のことです。
　商標には、文字だけから成るもの、図形
や記号から成るもの、立体的形状、さらに
はこれらの組み合わせなどさまざまです。

（２）商標出願～商標登録
　商標は早い者勝ちで使っていれば権利と
して守られるわけではありません。日本の
場合には、特許庁に使用したい商標を出願
し、審査を経て無事に商標登録されて初め
て権利として保護されます。
　出願した商標はどんなものでも登録され
るわけではありません。商標法では、登録
することができない商標が列挙されていま

す。代表的なものとして、商品または役務
（サービス）の普通名称のみを表示する商
標、商品・役務（サービス）について慣用
されている商標、公共の機関の標章と紛ら
わしい商標、他人の周知商標や登録商標と
同一又は類似の商標であって、同一又は類
似の商品・役務（サービス）に使用する商
標は、出願しても登録されません。

（３）商標登録の効果
　登録した商標と同一又は類似する商標を
他人に使用された場合には、使用の差止め
や無断で使用されたことによる損害を賠償
するよう請求することができます。
　商標の出願に当たっては、登録したい商
標を特定するとともに、その商標をどのよ
うな商品や役務（サービス）について使用
するのか指定しなければなりません。そし
て、基本的には、ここで指定した商品や役
務（サービス）と同一又は類似の範囲で権
利が及びます。
　つまり、登録した商標と同一又は類似の
商標を、登録した商品・役務（サービス）
と同一又は類似の商品・役務（サービス）
に使用された場合に、使用の差止めや損害
賠償を求めることができるのです。
　最後に重要な点として、わが国で登録さ
れた商標の権利は日本国内でしか効力がな
く、外国には及びません。したがって、今
後外国に展開していこうという場合には、
日本だけでなく展開しようとするその国の
制度に従い、自分の商標が保護されるよう
対応しなければなりません。

スポーツにおける商標の役割
（１）スポーツ用品メーカーと商標
　次に、スポーツと商標がどのように関
わっているのかについて見ていきたいと思
います。
　まず、スポーツ用品を販売するメーカー

（ナイキ、アディダス、プーマ等々）を例
に考えてみます。こうしたスポーツ用品
メーカーが販売するスポーツウェアや
シューズ、用具などは、メーカー独自の製
法や特徴、デザインといった点に商品とし
ての価値があることはもちろんですが、こ
のメーカーの製品であること、つまりブラ
ンドに価値があり、同メーカーのロゴマー
クが入っていることに大きな価値が見出さ
れます。極端な話をすれば、見た目も素材
も同じ製品でも、有名メーカーのロゴマー
クがあるかないかでその価値に大きな差が
出るのです。

（２）スポーツチームと商標
　次に、スポーツチームについて考えてみ
ます。スポーツチームの収入源としては、
放映権料やスポンサー収入、スタジアムの
入場料収入などが挙げられますが、グッズ
販売収入もそのうちのひとつです。
　そしてこのグッズ販売においても、商標
が大きな価値を生み出しています。よくプ
ロスポーツチームのファンショップに行く
と、チーム名やチームのロゴが入った文房
具やボール、服飾などを見かけます。ファ
ンの方々は、チームや所属選手が好きで、
そのチーム名やロゴが入っているグッズを
購入するのであり、チーム名やロゴが入っ
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ていることに商品としての価値があるので
す。
　したがって、スポーツチームとしては、
自らのチーム名やロゴ、愛称などを、商標
登録しておくことが重要になってきます。
　J リーグでは、申請クラブの名称、ロゴ、
エンブレムについて、J リーグが指定する
商標を取得済み、出願中、あるいは商標登
録出願のための準備が速やかに始められる
状態であることを J リーグへの加盟要件と
していることからも（J リーグ百年構想ク
ラブ規程第 2 条（1）⑭）、スポーツチー
ムにおける商標の重要性が伺えます。実
際、アビスパ福岡（旧名称・福岡ブルック
ス）、大分トリニータ（旧名称・大分トリ
ニティ）、ロアッソ熊本（旧名称・ロッソ
熊本）が、第三者が取得済みの商標権を侵
害するおそれがあるという理由から、チー
ム名を変更しています。

商標に関して争われた事案紹介
　次に、スポーツ分野において、商標に関
して争いになった事案をいくつか紹介いた
します。
（1）プーマ事件（第 1：知財高裁平成 22年 7

月 12日判タ 1387号 311頁、第 2：知財高

裁平成 25年 6月 27日判決、）

　図 1 の 3 つの商標のうち、②の商標は
ある有名スポーツ用品メーカーのロゴであ
り、①と③は、いわゆるパロディ的商標で
すが、1 つは商標登録が認められ、1 つは
商標登録が認められませんでした。一体、
どちらの商標が登録を認められたのでしょ
うか。

ア .事案の概要
　第 1 の事件は、原告が登録を受けた①の
商標について、②の商標権を有する著名な
スポーツ用品メーカーである補助参加人
が、①の商標は②の商標との関係で出所の
混同を生じさせるおそれがあることや不正
の目的をもって使用するものであること等
を理由に登録は取り消されるべきと主張し
た事案です。

　第 2 の事件は、②の商標
権を有する著名なスポーツ
用品メーカーである被告
が、原告の保有する③の商
標について、登録は無効で
ある旨を特許庁に対し請求
し認められたため、原告が
無効という特許庁の判断の
取消しを求めた事件です。
③の商標登録が公序良俗を
害するものか否か、②の商
標との関係で出所の混同を
生じさせるおそれがあるか
否かが争われた事案です。

イ .結論およびコメント
　第 1 の事件では、①の商
標を T シャツや帽子等に
使用したとしても、②の商
標権を有する著名なスポー
ツ用品メーカーと一定の緊
密な営業上の関係があると
か、同メーカーのグループ
の商品であると誤信される
おそれがあるとは言えない
として、出所に混同を生ず
るおそれはないと判断し、
①の商標登録を認めまし
た。なお、詳細は割愛しま
すが、①と②の商標は類似
性も否定されました。
　他方、第 2 の事件では、③の商標をジャ
ケットや T シャツ、帽子、スポーツシュー
ズといった指定商品に使用する場合には、
これに接する取引者や需要者は、周知著名
となっている②の商標を連想・想起して、
②の商標権を有する著名なスポーツ用品
メーカーと経済的・組織的に何らかの関係
がある者の業務に係る商品であると出所に
混同を生ずるおそれがあると判断しまし
た。
　さらには、③の商標について、②の商標
が著名であることを知りながら意図的に酷
似した構成態様に仕上げることで、②の商

標に化体した信用、名声、顧客誘引力にフ
リーライドする不正な目的で出願し登録を
受けたこと、これが指定商品に使用される
場合には、②の出所表示機能が希釈化（ダ
イリューション）され、②の商標に化体し
た信用、名声、顧客誘引力ひいては被告の
業務上の信用を毀損させるおそれがあると
して、③の商標は、商標を保護することで
商標を使用する者の業務上の信用の維持を
図り、需要者の利益を保護するという商標
法の目的に反するもので、公正な取引秩序
を乱し商道徳に反すると判断しました。
　結果、以上の 2 つの観点から③の商標登
録は無効であるとされました。

図 1

② PUMAロゴ

① SHI-SAロゴ

③ KUMAロゴ
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　似たようなパロディ的商標で事案によっ
て判断が分かれましたが、個人的には、第
1 の事件の判断には少々疑問があります。
スポーツブランドのパロディ的商標は、外
国人向けのお土産などでよく見かけます。
パロディ化されることは、ある意味でその
スポーツブランドが価値のあるものとして
認められたことを示すひとつの事象である
と思いますが、場合によっては業務上の信
用が毀損されるおそれがあることも考える
と、自らが保有する商標権の侵害ないし、
そのおそれがないかという観点での商標の
管理も必要だと思います。

（2）ユベントス事件（東京地裁平成 12年 3

月 23日判タ 1035号 234頁）

ア .事案の概要
　日本でもお馴染みのイタリアのプロサッ
カ ー リ ー グ・ セ リ エ A に 所 属 す る

「JUVENTUS」からの許諾を得て、その
オフィシャルグッズを輸入・販売していた
被告が、「Juventus」の商標権（本件商標
権。昭和 58 年登録）を有する原告（衣料
卸売販売業）から、本件商標権を侵害して
いるとして、輸入・販売の差止めと損害賠
償を求められた事案です。
　この事案では、被告の輸入・販売する商
品に付されている標章が本件商標権に係る
商標と同一又は類似していることに争いが
なく、原告が被告に対して本件商標権の権
利を主張することが権利の濫用（形式的に
権利を有していても、それを行使すること
が社会的・実質的にみて妥当性を欠き認め
られないこと）として許されないものか否
かが争われました。

イ .結論およびコメント
　裁判所は、原告代表者は、サッカー愛好
者でイタリアのサッカー事情にも精通して
おり、本件商標権は、イタリアサッカーチー
ムの「JUVENTUS」に由来するものと認
定しました。
　そのうえで、原告が、日本で J リーグが
創設された 1991 年以降、自らの事業内容

とは関連性のない別の指定商品について、
本件商標権に係る商標と同一の外観を有す
る商標を登録出願していることなどを理由
に、「JUVENTUS」チームから適法に許
諾を受けて同チームの標章を使用する者に
対し、本件商標権を行使して、その使用を
妨げようとしているとして、今回の請求は
権利の濫用に当たり、認められないと判断
しました。
　結果としては、権利の濫用という考え方
を使うことで権利侵害とはされませんでし
たが、一歩間違えれば、グッズ販売が展開
できないという事態も考えられたと思いま
す。その意味では、商標登録の重要性、特
に海外展開を考える場合には、日本だけで
なく海外を対象とした事前の商標登録状況
の調査の重要性を考えさせる事案と言える
と思います。

（3）レッズ事件（平成 11年異議第 90905号

事件）

ア .事案の概要
　現在 J1 リーグに所属する浦和レッズが、

「レッズ」「REDS」の各文字からなる商標
を出願し登録が認められたことに対し、ア
メリカの MLB プロパティーズインコーポ
レイテッド（申立人）というメジャーリー
グの球団等の知的財産を管理しているアメ
リカの会社から、MLB に所属する球団の
ひとつである「CINCINNATI REDS」
という著名な略称を含む商標であり、また、
同チームを看取させ、同チームと関係のあ
る業務に係るものであるかのように混同を
生じさせるおそれがあるとして、登録は取
り消されるべきと主張された事案です。
　商標法上、他人の名称若しくは他人の名
称の著名な略称を含む商標は登録を受けら
れないとされています（商標法第 4 条第 1
項第 8 号）。
　本件では、「レッズ」や「REDS」が、

「CINCINNATI REDS」の著名な略称か
否か等が争われました。

イ .結論およびコメント

　特許庁は、申立人の主張を認めず、浦和
レッズによる「レッズ」「REDS」の各文
字からなる商標の登録を認めました。
　結論に至る理由のなかで特許庁は、わが
国の需要者間では、「REDS」、「レッズ」
といえば、アメリカのメジャーリーグの一
つである「CINCINNATI REDS」を看
取させるというよりは、むしろ、サッカー
チーム名の「浦和レッズ」を看取させると
述べ、「REDS」や「レッズ」は、著名な
略称と言えないと判断しました。
　これは、1999 年当時の判断であり、私
個人としては、このような考え方は日本人
メジャーリーガーが数多く存在する現在に
おいても妥当すると考えていますが、もし
かすると、メジャーリーグの知名度が上
がってくれば、異なる判断もあるのかもし
れません。

おわりに
　以上、簡単ではありますが、わが国の商
標制度を概観したうえで、スポーツにおけ
る商標の関わりについて述べてきました
が、これがすべてではありません。
　たとえば、オリンピック関連商標に関す
るアンブッシュマーケティング（五輪マー
クやロゴについて使用する権利を保有しな
い者が、無断でその標章を使用したり、直
接的に使用しなくともその他の方法により
オリンピックとの関連性を明示・暗示する
ことで顧客を誘引するいわゆる便乗商法）
も商標が関連する問題のひとつです。
　本稿が、スポーツにおける商標の役割や
重要性をご理解いただくための参考とな
り、スポーツやスポーツニュースを見る際
の新たな視点を提供することの一助となれ
ば幸いです。

〔注〕
［1］  2020年東京五輪のエンブレム問題は、商

標法のほかにも、著作権法、不正競争防
止法の観点から問題となり得ます。ちな
みに、似ていると言われているベルギー
のリエージュ劇場のロゴについては、日
本で商標登録されていなかったとのこと
ですから、商標法上、問題となり得る可
能性は低いと言えます。
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