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特許庁：「マリー・アントワネット」の名称に係る商標登録は、公序良俗に反せず、有効

Japan Patent Office: “Marie-Antoinette” is registrable as a trademark under the Trademark Law

The Japan Patent Office (JPO) ordered to dismiss an invalidation
trial against IR no. 1238820 for word mark “Marie-Antoinette”
by finding the mark shall be irrevocable under Article 4(1)(vii) of
the Trademark Law. [case no. 2017-68002]

Tempting Brands Netherlands B.V. (NL), filed an international
registration for the mark over goods of “Bleaching preparations
[decolorants] for cosmetic purposes; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices; cosmetic soaps, soaps for
personal use; douching preparations for personal sanitary or
deodorant purposes [toiletries]” in class 3 and others in class 9,
18 and 25 on Dec. 5, 2014 claiming priority based on Benelux tm
application dated Aug. 22, 2014, and designating Japan which
granted registration of the mark on Feb. 10, 2017.

To challenge, an invalidation trail was filed against the mark.
Claimant asserted the mark shall be invalidated in violation of
Article 4(1)(vii) of the Trademark Law on the grounds that the
mark “Marie-Antoinette” written in a plain letter represents the
late ill-fated queen consort of King Louis XVI of France who has
been highly well-known as a symbolic queen of beauty among
relevant public not only in France but also Japan and other
countries. If so, it is extremely harmful to prestige of “Marie
Antoinette” and social affections on the historical figure to
admit an exclusive right on the name to any unrelated entity. It
may inevitably offend public order and morals

Article 4(1)(vii) of the Trademark Law prohibits any mark likely
to cause damage to public order or morality from registration.
Trademark Examination Guidelines provides “Name of a well-
known or famous historical personage likely to freeride on
public measures derivative from the personage and damage the
public interests in face” as an example to apply the article.

The Invalidation Trial Board decided the mark shall not be
subject to the article due to the following reason.

“It is unquestionable that “Marie-Antoinette” represents a name
of queen consort of King Louis XVI of France and becomes
famous in France as well as Japan. In the meantime, the Board
could not see a fact that the name has been made use of for
revitalization of local communities or tourism industry. If so, it is
quite unlikely to happen that the mark could offend public order
and morals when used on goods of class 3. Besides, the Board
has no reason to believe registration of the mark would cause
disrespect for France and French people as well as international
fidelity. Besides, there finds no circumstances to conclude the
mark is proscribed to use by other legislation and applicant
apparently filed the mark with a malice or fraudulent intent to
be blamed. Based on the foregoing, the international
registration shall be deemed valid since the Board was unable to
find out any relevant facts to apply the article on the case.

It is not freely allowed to use and register a name of historical
personage as trademark. JPO rejected “Darwin” and “Monet”
based on Article 4(1)(vii), but allowed registration of “Elvis”.

国際登録第1238820号商標「Marie-Antoinette」（以下、本件商
標）の有効性が争われた無効審判事件で、特許庁は、商標法
第4条第1項第7号に違反して登録されたものではないとして、
登録を維持する審決を下しました。【無効2017-680002】

オランダ法人Tempting Brands Netherlands B.V.は、2014年8月
22日にベネルクスにおいてした商標登録出願に基づき、同年
12月5日に国際商標登録出願、第3類「化粧用漂白剤（脱色用
のもの），香料、薫料及び香水類、精油、化粧品、ヘアローショ
ン，歯磨き，化粧せっけん，身体用せっけん，身体の衛生用又
は消臭用膣洗浄剤（医療用のものを除く。）」並びに第9類、第
18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標
登録原簿に記載の商品を指定商品として、日本に本件商標を
出願したところ、2017年2月10日に設定登録されました。

これに対し、本件商標は、「Marie-Antoinette」の欧文字を通常
用いられる字体で表してなり、フランス国王ルイ16世の妃の名
称そのものを表している。「マリー・アントワネット」は、故人では
あるものの、フランスはもとより我が国を含めた世界中の人々
の間で美を象徴する王妃として今日においても極めて著名で
あるから、何ら無関係の者に本件商標の登録を認め、その指
定商品についての独占排他的使用を認めることは、「マリー・
アントワネット」の名誉・名声を毀損するのみならず、同人を敬
愛する人々の社会的感情を毀損するばかりか、公正な取引秩
序を乱すことは明らかであることから、商標法第4条第1項第7
号に該当するとして、無効審判が請求されました。

商標法第4条第1項第7号は、「公の秩序又は善良の風俗を害
するおそれがある商標」の登録を禁止する規定であるところ、
同号の審査基準には、同号の該当例として、『周知・著名な歴
史上の人物名であって、当該人物に関連する公益的な施策に
便乗し、その遂行を阻害する等公共の利益を損なうおそれが
あると判断される場合』が挙げられています。

特許庁は、審決において以下のように述べ、本件商標は同号
には該当しない、と判断しました。

『本件商標を構成する「Maｒie-Anｔｏineｔｔe」の文字は、フランス
国王ルイ16世の王妃マリー・アントワネットの氏名を表すもので
あり、我が国又はフランスにおいて、広く一般に知られていると
いえる。しかしながら、我が国又はフランスの公益的な機関が、
地域興しや観光振興のために「Maｒie-Anｔｏineｔｔe」の文字を商
標として使用したなどの事実は見いだすことができない。そうす
ると、本件商標を第3類の指定商品に使用しても社会公共の利
益に反し、社会の一般的道徳観念に反するとはいうことはでき
ないし、フランス国若しくはフランス国民を侮辱し、又は国際信
義に反するものということはできない。さらに、本件商標は、他
の法律によって、本件商標の使用等が禁止されているもので
はなく、また、本件の登録出願の経緯に、社会的相当性を欠く
ところがあるというべき事情も見いだせない。その他、本件商
標が「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」
に当たるといえる具体的な事情を見いだすこともできない。』

歴史上の人物名だからといって、自由に登録し、使えるわけで
はありません。「Darwin/ダーウィン」、「Monet」は、同号によっ
て登録が拒絶されましたが、「Elvis」は登録が認められました。
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