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審決 

 

不服２０１７－９４８８ 

 

 愛知県名古屋市東区白壁５丁目３番地 

 請求人 敷島製パン株式会社 

 

 代理人弁理士 恩田 誠 

 

 代理人弁理士 恩田 博宣 

 

 

 商願２０１５－５０３０３拒絶査定不服審判事件について，次のとおり審決

する。 

 

結論 

 本件審判の請求は，成り立たない。 

 

理由 

１ 本願商標 

 本願商標は，別掲１のとおり，色彩のみからなる商標であって，紺色（ＲＧ

Ｂの組合せ：Ｒ０，Ｇ２６，Ｂ１０４）のみからなるものであり，第３０類

「パン」を指定商品として，平成２７年５月２７日に登録出願され，その後，

本願の指定商品については，当審における同２９年６月２８日付け手続補正書

により，第３０類「食パン」に補正されたものである。 

 

２ 原査定の拒絶の理由（要点） 

 原査定は，「商品の包装又は商品の広告の装飾等に使用される色彩は，様々

な色彩を組み合わせたものも含め，多くの場合，それらの魅力向上等のために

選択されるものであって，商品の出所を表示し，自他商品を識別するための標

識として認識し得ないものであるから，紺色からなる本願商標をその指定商品

（の包装）に使用しても，これに接する需要者は，商品（の包装）について通

常使用される色彩又は使用され得る色彩を表したものと認識するにとどまると

いうのが自然である。したがって，本願商標は，商品の特徴を普通に用いられ

る方法で表示する標章のみからなるものであり，商標法第３条第１項第３号に

該当する。また，提出された証拠において示された本願商標と同一と推測され

る色彩の使用状況や使用態様からは，色彩のみからなる本願商標が独立して識

別力を有するに至っているとはいえないから，本願商標は，商標法第３条第２

項に規定する要件を具備するものとは認められない。」旨認定，判断し，本願

を拒絶したものである。 

 

３ 当審の判断 

（１）商標法第３条第１項第３号該当性について 
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  本願商標は，前記１のとおり，色彩のみからなる商標であって，紺色（Ｒ

ＧＢの組合せ：Ｒ０，Ｇ２６，Ｂ１０４）のみからなるものであり，その指定

商品を第３０類「食パン」とするものである。 

  ところで，本願の指定商品である「食パン」を取り扱う業界においては，

商品の特徴として，商品の包装の装飾や模様などに様々な色彩が用いられてい

るところ，紺色ないし本願商標を構成する色彩に近似する色彩についても，原

査定において示した「山崎製パン株式会社」「伊藤製パン株式会社」「第一屋

製パン株式会社」の製造，販売に係る商品を含め，別掲２のとおり，その商品

の包装の装飾や模様などとして，一般に広く用いられているというのが実情で

ある。 

  そうすると，紺色の色彩のみからなる本願商標をその指定商品に使用して

も，これに接する需要者は，商品の包装について通常使用される色彩又は使用

され得る色彩を表したものと認識するにとどまり，商品の出所を表示する標識

又は自他商品の識別標識として認識することはないとみるのが相当である。 

  したがって，本願商標は，商品の特徴を普通に用いられる方法で表示する

標章のみからなるものであり，商標法第３条第１項第３号に該当する。 

（２）商標法第３条第２項に規定する要件を具備するか否かについて 

  請求人は，「本願商標は，いわゆる使用による特別顕著性を獲得している

ものであるから，商標法第３条第１項第３号の規定にかかわらず，同条第２項

の適用によって，当然商標登録を受けることができるものである。」旨主張し，

その主張に係る証拠として第１号証ないし第６２号証を提出している（なお，

本審判事件において，請求人の提出に係る証拠（第１号証ないし第６２号証）

については，以下，「甲」を付して，例えば，「甲第１号証」と読み替えるも

のとする。）。 

  そこで，請求人提出の証拠の内容に照らし，本願商標が，使用をされた結

果，需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至

っているか否かについて，以下検討する。 

 ア 請求人は，１９９８年（平成１０年）に「超熟」と称する食パン（以下

「本件食パン」という。）を発売し（甲１２，甲１４，甲４３，甲４５），そ

の包装袋に付された「超熟」の文字の一部に用いられる色彩や「Ｐａｓｃｏ」

の文字の地色等，商品の包装の装飾や模様などとして認識される態様において，

本願商標を構成する紺色と同じ色彩と認識され得る紺色を用いており，その後，

細部の表記について変遷はあるものの，基本的に同様の包装袋を継続して用い

ている（甲１１～甲４０，甲４３，甲４９～甲５１，甲５４～甲５７，甲５９，

甲６１）。 

   なお，請求人は，本件食パンの包装袋に係る色彩の特徴などとして，

「『紺』×『白』のツートンカラー。」（甲１２），「これらのコンセプトか

ら『紺』×『白』のカラーが導き出されました。」（甲４０）を挙げており，

また，２００６年（平成１８年）には，紺色の明度（明るさ）を少し変更した

ことがうかがえる（甲１２）。 
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 イ 請求人は，本件食パンを日本全国のスーパーマーケットやコンビニエン

スストア等において販売しているとし，また，自己又は他人が運営するインタ

ーネット通販サイトを通じた販売も行っている（甲１５，甲２７～甲３９）。 

   なお，スーパーマーケットにおける本件食パンの販売の際に，商品陳列

台やＰＯＰ広告等について，「超熟」の文字の地色や「Ｐａｓｃｏ」の文字の

色彩として，本願商標を構成する紺色と同じ又はその紺色に近似する色彩が用

いられていることはうかがえるが，その具体的な時期は不明である（甲１９～

甲２６）。 

 ウ 請求人は，自己のホームページにおける本件食パンの紹介などに当たり，

「超熟」の文字の色彩や背景色の一部等に本願商標を構成する紺色と同じ色彩

と認識され得る紺色を用いている（甲１６～甲１８）。 

   また，請求人は，本件食パンについて，１９９９年（平成１１年）春か

ら２０１６年（平成２８年）秋までの間，半年に１度の改変をしながら，継続

的にテレビＣＭによる宣伝広告を行っており，そのテレビＣＭは，関東，中部，

関西及び四国の６４の放送局によって放送されているとするが，当該テレビＣ

Ｍにおいて，本件食パンがどのように表されているかの詳細は不明であり，か

つ，当該テレビＣＭが放送された具体的な時期や回数も不明である（甲５９，

甲６０）。 

   さらに，請求人は，本件食パンがテレビ番組において紹介されたとする

が，その内容は，パン業界の紹介の際に他社の製品とともに紹介されたり，請

求人の製造，販売に係るパンの一つとして紹介されたりするにとどまるもので

ある（甲６１，甲６２）。 

   加えて，請求人は，本件食パンについて，雑誌に広告を掲載していると

するが，その内容は，「ひよこクラブ」（２０１２年１０月号，２０１３年５

月号，２０１５年６月号及び２０１６年６月号）とされる雑誌中の離乳食のレ

シピに関する記事において，その食材に本件食パンを含む「超熟シリーズ」に

係るパンを用いていることを紹介するにとどまるものである（甲５４～甲５

７）。 

 エ 本件食パンは，２０１０年（平成２２年）４月から２０１６年（平成２

８年）８月までの間，「食パン」全国市場におけるブランドシェア（金額ベー

ス）で第１位となっており（甲４１），その売上高は，２０１４年（平成２６

年）末頃には，約５６０億円に達していたものと推認される（甲４４）。 

 オ 上記アないしエを総合勘案すれば，請求人は，本件食パンについて，そ

の販売を開始した１９９８年（平成１０年）以降，継続して，その商品の包装

袋に本願商標を構成する紺色と同じ色彩と認識され得る紺色を使用していると

はいえるが，その使用態様は，その包装袋に付された「超熟」の文字の一部に

用いられる色彩や「Ｐａｓｃｏ」の文字の地色等，商品の包装の装飾や模様な

どとして認識されるにとどまるものである。 

   また，請求人は，本件食パンに係る広告等において，本願商標を構成す

る紺色と同じ色彩と認識され得る紺色を使用する場合があるとはいえるが，そ

の使用態様は，「超熟」又は「Ｐａｓｃｏ」の文字の色彩や当該文字の地色な

どとしての使用であり，これに接する需要者をして，常に「超熟」又は「Ｐａ
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ｓｃｏ」の文字と一体のものと認識されるとみるのが相当であるから，その使

用に係る紺色の色彩のみが分離して観察され，強く印象付けられるとはいい難

い。 

   そうすると，本件食パンが，その発売から約２０年にわたり継続して製

造，販売され，相当な期間，「食パン」市場において第１位のシェアを獲得し

ているものであるとしても，本件食パンについて使用されている「超熟」や

「Ｐａｓｃｏ」の文字を伴わない紺色の色彩のみをもって，需要者が，専ら請

求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至っているとは認

められない。 

   してみれば，本願商標は，使用をされた結果，需要者が何人かの業務に

係る商品であることを認識することができるものとは認められないから，商標

法第３条第２項に規定する要件を具備するものではない。 

（３）請求人の主張について 

  請求人は，原査定において示された他人の製造，販売に係る商品のように，

本願商標の色相等と明らかに異なる色相等が使用されていることをもって，本

願商標が商標法第３条第２項に規定する要件を具備していないとすることは恣

意的であり，同条項の要件を具備しているか否かの判断は，そのような恣意性

を排除し，あくまでも，色彩が独立して自他商品識別力を獲得しているか否か

によってなされるべきである旨主張する。 

  しかしながら，原査定は，意見書の内容を踏まえて，本願商標と同一と推

測される色彩が商品の包装や商品紹介の際の背景色などとして使用されている

ことを認めつつ，その使用の状況及び態様からは，本願商標のみが独立して識

別力を有するに至っているとはいえないとした上で，他人による近似する色彩

の使用例を挙げており，そのような例示のみをもって商標法第３条第２項に規

定する要件についての判断をしていないことは明らかである。 

  また，原査定において示した他人による近似する色彩の使用例を含む別掲

２に示す使用例において，仮に，その使用例に係る色彩の色相等が，請求人提

出の甲第１０号証に記載されているように，本願商標を構成する色彩のそれと

異なるものであるとしても，その使用例に係る色彩は，視覚上，紺色ないし本

願商標を構成する色彩に近似する色彩と認識され得るものといえ，本願の指定

商品「食パン」の需要者により，本願商標を構成する色彩と区別し得るほどに

別異のものとして認識されることはないとみるのが相当である。 

  そして，当審において，本願商標は商標法第３条第２項に規定する要件を

具備するものであるとして請求人が提出した証拠の内容によれば，請求人が，

本件食パンについて，本願商標を構成する紺色と同じ色彩と認識され得る紺色

を使用しているとはいえるものの，その使用によっては，いまだ当該紺色のみ

をもって需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる

ものとは認められないこと，上記（２）において認定，判断したとおりである。 

  よって，上記請求人による主張は，採用することができない。 

（４）まとめ 
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  以上のとおり，本願商標は，商標法第３条第１項第３号に該当し，かつ，

同条第２項に規定する要件を具備するものではないから，登録することができ

ない。 

  よって，結論のとおり審決する。 

 

平成３０年８月１４日（２０１８．８．１４） 

 

審判長 特許庁審判官 田中  敬規 

特許庁審判官 金子  尚人 

特許庁審判官 小松  里美 

 

  



別掲１
 

 

別掲２（実際の色彩については，各社ウェブサイトを参照。）

（１）「山崎製パン株式会社」に係るウェブサイト

 「ロイヤルブレッド」（
 

 

別掲１ 本願商標

別掲２（実際の色彩については，各社ウェブサイトを参照。）

（１）「山崎製パン株式会社」に係るウェブサイト

「ロイヤルブレッド」（

本願商標 （実際の色彩については，原本を参照。）

別掲２（実際の色彩については，各社ウェブサイトを参照。）

（１）「山崎製パン株式会社」に係るウェブサイト

「ロイヤルブレッド」（

（実際の色彩については，原本を参照。）

別掲２（実際の色彩については，各社ウェブサイトを参照。）

（１）「山崎製パン株式会社」に係るウェブサイト

「ロイヤルブレッド」（https://www.yamazakipan.co.jp/brand/01_12.html
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（実際の色彩については，原本を参照。）

 

別掲２（実際の色彩については，各社ウェブサイトを参照。）

（１）「山崎製パン株式会社」に係るウェブサイト

https://www.yamazakipan.co.jp/brand/01_12.html

 

 

（実際の色彩については，原本を参照。）

別掲２（実際の色彩については，各社ウェブサイトを参照。）

（１）「山崎製パン株式会社」に係るウェブサイト 

https://www.yamazakipan.co.jp/brand/01_12.html

（実際の色彩については，原本を参照。） 

別掲２（実際の色彩については，各社ウェブサイトを参照。） 

https://www.yamazakipan.co.jp/brand/01_12.html

 

https://www.yamazakipan.co.jp/brand/01_12.html）  



 

（２）「伊藤製パン株式会社」に係るウェブサイト

 「ホテルブレッド４枚」（

 

（３）「第一屋製パン株式会社」に係るウェブサイト

 「モーニングセレクション８枚切」

（http://www.daiichipan.co.jp/?product=%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%

83%b3%e3%82%b0%e3%82%bb%e3%83%ac%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7

%e3%83%b3%e3

（４）「第一屋製パン株式会社」に係るウェブサイト

 「蒼（あお）６枚切」

（http://www.daiichipan.co.jp/?product=%E8%92%BC%EF%BC%88%E3%81%82%

（２）「伊藤製パン株式会社」に係るウェブサイト

「ホテルブレッド４枚」（

（３）「第一屋製パン株式会社」に係るウェブサイト

「モーニングセレクション８枚切」

http://www.daiichipan.co.jp/?product=%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%

83%b3%e3%82%b0%e3%82%bb%e3%83%ac%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7

%e3%83%b3%e3

（４）「第一屋製パン株式会社」に係るウェブサイト

「蒼（あお）６枚切」

http://www.daiichipan.co.jp/?product=%E8%92%BC%EF%BC%88%E3%81%82%

（２）「伊藤製パン株式会社」に係るウェブサイト

「ホテルブレッド４枚」（

（３）「第一屋製パン株式会社」に係るウェブサイト

「モーニングセレクション８枚切」

http://www.daiichipan.co.jp/?product=%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%

83%b3%e3%82%b0%e3%82%bb%e3%83%ac%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7

%e3%83%b3%e3%80%808%e6%9e%9a

（４）「第一屋製パン株式会社」に係るウェブサイト

「蒼（あお）６枚切」

http://www.daiichipan.co.jp/?product=%E8%92%BC%EF%BC%88%E3%81%82%

（２）「伊藤製パン株式会社」に係るウェブサイト

「ホテルブレッド４枚」（http://ito

 

（３）「第一屋製パン株式会社」に係るウェブサイト

「モーニングセレクション８枚切」

http://www.daiichipan.co.jp/?product=%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%

83%b3%e3%82%b0%e3%82%bb%e3%83%ac%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7

%80%808%e6%9e%9a

 
（４）「第一屋製パン株式会社」に係るウェブサイト

「蒼（あお）６枚切」

http://www.daiichipan.co.jp/?product=%E8%92%BC%EF%BC%88%E3%81%82%
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（２）「伊藤製パン株式会社」に係るウェブサイト

http://ito-pan.jp/hotelbread/62/

（３）「第一屋製パン株式会社」に係るウェブサイト

「モーニングセレクション８枚切」

http://www.daiichipan.co.jp/?product=%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%

83%b3%e3%82%b0%e3%82%bb%e3%83%ac%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7

%80%808%e6%9e%9a） 

（４）「第一屋製パン株式会社」に係るウェブサイト

http://www.daiichipan.co.jp/?product=%E8%92%BC%EF%BC%88%E3%81%82%

（２）「伊藤製パン株式会社」に係るウェブサイト 

pan.jp/hotelbread/62/

（３）「第一屋製パン株式会社」に係るウェブサイト 

http://www.daiichipan.co.jp/?product=%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%

83%b3%e3%82%b0%e3%82%bb%e3%83%ac%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7

（４）「第一屋製パン株式会社」に係るウェブサイト 

http://www.daiichipan.co.jp/?product=%E8%92%BC%EF%BC%88%E3%81%82%

pan.jp/hotelbread/62/） 

 

http://www.daiichipan.co.jp/?product=%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%

83%b3%e3%82%b0%e3%82%bb%e3%83%ac%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7

 

http://www.daiichipan.co.jp/?product=%E8%92%BC%EF%BC%88%E3%81%82%

http://www.daiichipan.co.jp/?product=%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%

83%b3%e3%82%b0%e3%82%bb%e3%83%ac%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7

http://www.daiichipan.co.jp/?product=%E8%92%BC%EF%BC%88%E3%81%82%

http://www.daiichipan.co.jp/?product=%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%

83%b3%e3%82%b0%e3%82%bb%e3%83%ac%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7

http://www.daiichipan.co.jp/?product=%E8%92%BC%EF%BC%88%E3%81%82%



E3%81%8A%EF%BC%89%E3%80%806%E6%9E%9A%E3%83%BB8%E6%9E%9

A） 

（５）「日糧製パン株式会社」に係るウェブサイト

 「絹艶」（

 

（６）「株式会社リョーユーパン」に係るウェブサイト

 「ハーフ減塩食パン」

（http://www.ryoyupan.co.jp/products/syokupan/kosyoku_halfgenensyokupan/

E3%81%8A%EF%BC%89%E3%80%806%E6%9E%9A%E3%83%BB8%E6%9E%9

 

（５）「日糧製パン株式会社」に係るウェブサイト

「絹艶」（http://www.nichiryo

（６）「株式会社リョーユーパン」に係るウェブサイト

「ハーフ減塩食パン」

http://www.ryoyupan.co.jp/products/syokupan/kosyoku_halfgenensyokupan/

E3%81%8A%EF%BC%89%E3%80%806%E6%9E%9A%E3%83%BB8%E6%9E%9

（５）「日糧製パン株式会社」に係るウェブサイト

http://www.nichiryo

（６）「株式会社リョーユーパン」に係るウェブサイト

「ハーフ減塩食パン」

http://www.ryoyupan.co.jp/products/syokupan/kosyoku_halfgenensyokupan/

E3%81%8A%EF%BC%89%E3%80%806%E6%9E%9A%E3%83%BB8%E6%9E%9

 
（５）「日糧製パン株式会社」に係るウェブサイト

http://www.nichiryo-pan.co.jp/kinutsuya/

（６）「株式会社リョーユーパン」に係るウェブサイト

「ハーフ減塩食パン」

http://www.ryoyupan.co.jp/products/syokupan/kosyoku_halfgenensyokupan/

 8 / 9 

 

E3%81%8A%EF%BC%89%E3%80%806%E6%9E%9A%E3%83%BB8%E6%9E%9

（５）「日糧製パン株式会社」に係るウェブサイト

pan.co.jp/kinutsuya/

 

（６）「株式会社リョーユーパン」に係るウェブサイト

http://www.ryoyupan.co.jp/products/syokupan/kosyoku_halfgenensyokupan/

E3%81%8A%EF%BC%89%E3%80%806%E6%9E%9A%E3%83%BB8%E6%9E%9

（５）「日糧製パン株式会社」に係るウェブサイト 

pan.co.jp/kinutsuya/） 

（６）「株式会社リョーユーパン」に係るウェブサイト

http://www.ryoyupan.co.jp/products/syokupan/kosyoku_halfgenensyokupan/

E3%81%8A%EF%BC%89%E3%80%806%E6%9E%9A%E3%83%BB8%E6%9E%9

 

（６）「株式会社リョーユーパン」に係るウェブサイト 

http://www.ryoyupan.co.jp/products/syokupan/kosyoku_halfgenensyokupan/

E3%81%8A%EF%BC%89%E3%80%806%E6%9E%9A%E3%83%BB8%E6%9E%9

http://www.ryoyupan.co.jp/products/syokupan/kosyoku_halfgenensyokupan/） 

E3%81%8A%EF%BC%89%E3%80%806%E6%9E%9A%E3%83%BB8%E6%9E%9
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