Ｇ－２９１
出願商標「図形＋文字」拒絶審決取消請求事件：知財高裁令和 2(行ケ)10040・
令和 2 年 9 月 10 日（3 部）判決＜請求棄却＞
【キーワード】
標章の類否判断基準，標章の構成態様（文字と図形との組み合わせによる結
合標章），全体として一連不可分性，分離観察，分割出願（法 10 条 1 項），商
標の類似（法 4 条 1 項 11 号）
【事案の概要】
１ 特許庁における手続の経緯等
(1) 原告（サンクスアイ グローバル プライベート リミテッド）は，平
成２９年８月４日，別紙記載１の商標（以下「本願商標」という。）につい
て，同年１月１６日に商標登録出願をした商願２０１７－００２８７８号に係
る商標法１０条１項の規定による分割出願をしたが，平成３１年２月８日付け
で拒絶査定を受けたことから，令和元年５月８日，これに対する不服の審判を
請求した（不服２０１９－５９５４号）。
(2) 特許庁は，令和元年１１月１８日，「本件審判の請求は，成り立たな
い。」とする審決（出訴期間として９０日を附加。以下「本件審決」とい
う。）をし，その謄本は，同年１２月２日に原告に送達された。
(3) 原告は，令和２年３月２６日，本件審決の取消しを求めて，本件訴えを
提起した。
２ 本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，別紙審決書（写し）のとおりであり，要するに，本願商
標は，別紙記載２の登録商標（以下「引用商標」という。）と類似する商標で
あり，かつ，本願商標の指定商品及び引用商標の指定商品は同一又は類似の商
品であるから，商標法４条１項１１号に該当し，商標登録を受けることができ
ないというものである。
【判
断】
１ 取消事由１及び２について
事案に鑑み，取消事由１及び２をまとめて判断する。
(1) 類否判断の手法について
商標の類否は，対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された
場合に，その商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否か
によって決すべきであるが，それには，使用された商標がその外観，観念，称
呼等によって取引者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察すべ
く，しかも，その商品又は役務に係る取引の実情を明らかにし得る限り，その
具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である（最高裁昭和３９年（行
ツ）第１１０号同４３年２月２７日第三小法廷判決・民集２２巻２号３９９
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頁，最高裁平成６年（オ）第１１０２号同９年３月１１日第三小法廷判決・民
集５１巻３号１０５５頁参照）。
また，複数の構成部分を組み合わせた結合商標については，商標の各構成部
分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分
的に結合していると認められる場合においては，その構成部分の一部を抽出
し，この部分だけを他人の商標と比較して類否を判断することは，原則として
許されないが，その場合であっても，商標の構成部分の一部が取引者又は需要
者に対し，商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合
や，それ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じない場合など
には，商標の構成部分の一部だけを取り出して，他人の商標と比較し，その類
否を判断することが許されるものと解される（最高裁昭和３７年（オ）第９５
３号同３８年１２月５日第一小法廷判決・民集１７巻１２号１６２１頁，最高
裁平成３年（行ツ）第１０３号同５年９月１０日第二小法廷判決・民集４７巻
７号５００９頁，最高裁平成１９年（行ヒ）第２２３号同２０年９月８日第二
小法廷判決・裁判集民事２２８号５６１頁参照）。
以下，上記の判断枠組みに沿って，本願商標及び引用商標の類否について検
討する。
(2) 本願商標の構成について
ア 本願商標は，左側から順に，本件図形部分，ＴＨＡＮＫＳ部分及びＡＩ部
分からなる結合商標であり，各構成部分は，同じ高さで横一列に，重なり合う
ことなく配置されている。
イ 本件図形部分は，太さが均一でない赤色の線で描かれており，下方の１点
で交差する縦長ループを横に２つ並べたような図形である。また，本件図形部
分は，全体としてハート型様の形状となるように，２つの縦長ループを一筆書
きしたような図形であるとみることも可能である。
ウ ＴＨＡＮＫＳ部分は，「Ｔ」の欧文字，その右側に配置された同文字より
もやや高さが低い「ＨＡＮＫＳ」の欧文字，その上部に配置された小さめの
「Ｒｅｌａｔｅｄ ｔｏ Ｈｅａｒｔ」の欧文字からなり，これらの文字は，
いずれも黒色の線で描かれている。また，ＴＨＡＮＫＳ部分は，本願商標のう
ち３分の２程度の幅を占めている。
エ ＡＩ部分は，赤色の線で描かれた「ＡＩ」の欧文字であり，本件図形部分
とほぼ同じ幅である。また，ＡＩ部分の「Ａ」の文字の中央の横線は，横長の
楕円形に図案化され，「ＡＩ」の文字の中段に同文字を取り巻くように描かれ
ている。もっとも，上記図案化の程度は低く，ＡＩ部分は，図形ではなく文字
として認識されるものといえる。
(3) 分離観察の可否について
ア 外観からの検討
(ア) 上記(2)のとおり，本願商標においては，左側から順に，赤色の図形で
ある本件図形部分，黒色の文字であるＴＨＡＮＫＳ部分及び赤色で多少図案
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化された文字であるＡＩ部分が，重なり合うことなく配置されているとこ
ろ，このような色彩や構成の違いからすれば，各構成部分は，同じ高さで横
一列に配置されてはいるものの，それぞれが独立したものであるとの印象も
与え，視覚上分離して認識され得るものといえる。
(イ) また，上記(2)のとおり，ＴＨＡＮＫＳ部分は，目につきやすい中央部
に相当程度の幅で表されており，看者の目を引きやすいとはいえるものの，
他方で，一般に，赤色は黒色よりも注意を引きやすい色彩であるといえるこ
とからすれば，本願商標に接した者は，ＴＨＡＮＫＳ部分のみならず，赤色
の本件図形部分及びＡＩ部分にも注意を引かれるものといえる。
(ウ) さらに，上記(ア)及び上記(2)エのとおり，ＡＩ部分は，他の構成部分
と視覚上分離して認識され得るものといえるが，他方で，図形ではなく文字
として認識されるものといえることからすれば，ＴＨＡＮＫＳ部分と併せて
一連の欧文字の列として認識されることもあるといえる。
(エ) 以上の各事情を併せ考慮すると，本願商標に接した者は，各構成部分が
それぞれ独立したものと認識するか，又は図形である本件図形部分と文字で
あるＴＨＡＮＫＳＡＩ部分とに分けられるものと認識するといえる。
イ 称呼及び観念からの検討
(ア) 上記(2)イのとおり，本件図形部分は，２つの縦長ループを横に２つ並
べたか，又は全体としてハート型様の形状となるように一筆書きした図形で
あるとみることができるところ，その形状や色彩を見ても，大きな特徴があ
る図形であるとはいい難く，何らかの意味合いを表すものとして認識される
ものとはいえないから，同部分からは，特定の観念は生じず，何らの称呼も
生じない。
(イ) ＴＨＡＮＫＳ部分についてみるに，同部分のうち「ＴＨＡＮＫＳ」の欧
文字は，平易な英語である「ｔｈａｎｋ」の複数形であり，「サンクス」と
の称呼が生じる上，その訳に従って「感謝」等の観念が生じるといえるもの
の，それ以上の特定の観念が生じるものとはいえない。
また，「Ｒｅｌａｔｅｄ ｔｏ Ｈｅａｒｔ」の欧文字は，比較的平易な
英語であるといえるところ，「リレイテッドトゥーハート」との称呼が生じ
る上，その訳に従って「心に関連する」といった観念が生じるといえるもの
の，それ以上の特定の観念が生じるものとはいえない。
(ウ) ＡＩ部分についてみるに，「ＡＩ」の欧文字は，人工知能を意味する略
語として広く知られていることからすれば，「エーアイ」との称呼が生じる
上，「人工知能」の観念が生じるといえるものの，それ以上の特定の観念が
生じるものとはいえない。
(エ) 以上のとおり，本件図形部分，ＴＨＡＮＫＳ部分及びＡＩ部分は，称呼
の面からみても，観念の面からみてもばらばらであり，統一性のある称呼な
いし観念によって結び付けられているとはいえないから，本願商標は，称
呼，観念の観点から不可分であるということもできない。
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ウ まとめ
(ア) 上記ア及びイで検討したとおり，本願商標の各構成部分は，それぞれが
独立したものであるとの印象を与え，視覚上分離して認識されるものといえ
る上，称呼，観念の観点から不可分であるともいえず，他に，その不可分一
体性を認めるべき事情も見当たらない。
そうすると，本件図形部分とその他の構成部分とは，本件図形部分のみを
分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合
しているものとは認められない。
(イ) したがって，本件図形部分を分離して観察することは可能であるという
べきところ，本件図形部分は，相応の特徴を備えている上，それが，看者の
注意を引きやすい赤色で描かれた図形であることや，最も左側に配置されて
いることなども併せ考慮すると，本願商標に接した者は，本件図形部分を，
単なる装飾ではなく，ＴＨＡＮＫＳ部分及びＡＩ部分とは独立したシンボル
マークのようなものと認識するものといえるから，これを要部として観察す
ることも許されるというべきである。
(ウ) 以上検討したところによれば，本件においては，本願商標から本件図形
部分を抽出し，同部分のみを他人の商標と比較して類否を判断することが許
されるというべきである。
したがって，取消事由１及び２は，いずれも理由がない。
２ 原告の主張について
(1) 原告は，本願商標は会社名とシンボルマークとを組み合わせた企業ロゴで
あり，需要者等はその全体を企業ロゴとして認識するか，又は会社名の表記部分
に着目するのが通常であるから，全体を一体的に観察すべきである旨主張する。
しかしながら，いわゆる企業ロゴに接した需要者等が，図形やマーク部分の
みに注意を引かれることも当然にあり得るというべきであるから，企業ロゴに
ついて，常に全体を一体的に観察すべきであるとはいえない。また，上記１で
検討したとおり，本件図形部分は，本願商標の外観上，他の構成部分と一体の
ものと認識されるものではなく，また，相応に目立つ態様で表示されていると
いえるのであるから，本願商標に接した者が，本件図形部分のみに注意を引か
れることは十分にあり得るというべきである。
したがって，原告の上記主張を採用することはできない。
(2) 原告は，ＴＨＡＮＫＳＡＩ部分の称呼及び観念に関して，同部分は原告
のグループ名「ＴＨＡＮＫＳＡＩ（サンクスアイ）」を表すものであり，同部
分からは「サンクスアイ」等の称呼が生じ，また，原告グループのモットーで
ある「感謝愛」等の観念が生じる上，これに伴って，他の構成部分からも共通
する観念が生じる旨主張する。
そこで検討するに，証拠（甲３ないし７，９の１及び２，甲１０，１１）及
び弁論の全趣旨によれば，原告が，サンクスアイ株式会社との名称のグループ
会社を有し，指定商品に係る同社の事業において本願商標を使用していること
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が認められる上，原告は，グループ全体で，「感謝」，「愛」等を企業イメー
ジとして事業活動を行ってきたことがうかがわれる。
しかしながら，この点が，取引の実情として主張されているのだとすれば，
上記事情は，原告の現状の取引状況に基づく個別的な事情であって，取引状況
として考慮することが許される，その指定商品全般についての一般的，恒常的
事情（最高裁昭和４７年（行ツ）第３３号同４９年４月２５日第一小法廷判
決・審決取消訴訟判決集昭和４９年４４３頁参照）といえるかどうかは疑問で
ある。また，この点を措くとしても，ＴＨＡＮＫＳ部分及びＡＩ部分は，いず
れも比較的平易な英語や広く知られた略語であるところ，本件各証拠をもって
も，本願商標の指定商品の取引者や需要者の間において，原告のグループ名や
企業イメージが広く知られていたものとまでは認められないことからすれば，
ＴＨＡＮＫＳＡＩ部分から直ちに原告のグループ名や企業イメージを表すよう
な特定の称呼や観念が生じるものとはいえない。
したがって，原告の上記主張を採用することはできない。
(3) 原告は，原告のグループ名を表すＴＨＡＮＫＳＡＩ部分の自他商品識別
標識としての機能は極めて強いのに対して，本件図形部分は，よくあるリボン
モチーフを重ねてハート型様にするなどの単純な構成からなる上，同部分から
特定の称呼や観念が生じないというのであれば，同部分には自他商品識別標識
としての機能はないか，極めて弱い識別力しかない旨主張する。
しかしながら，上記(2)で検討したとおり，ＴＨＡＮＫＳＡＩ部分から直ち
に原告のグループ名や企業イメージを表すような特定の称呼や観念が生じるも
のとはいえないことからすれば，同部分が，本願商標の指定商品との関係にお
いて，殊更に強い出所識別機能を有するものとはいえない。
他方で，上記１で検討したとおり，本件図形部分は，本願商標において相応
に目立つ態様で表示されているといえる上，相応の特徴を備えており，看者の
注意を全く引かないほど単純な構成であるとまではいえないことからすれば，
同部分は，本願商標の指定商品との関係において，一定程度の出所識別機能を
有するものというべきである。
そうすると，他の構成部分と比較しても，本件図形部分は，本願商標の指定
商品との関係において，これを要部として抽出して同部分のみを他人の商標と
比較して類否を判断することが許される程度の出所識別機能を有するものとい
える。
したがって，原告の上記主張を採用することはできない。
(4) このほか，原告は，種々の主張をするが，これまで検討したところに照ら
すと，いずれも前記の結論を左右するものではなく，採用することはできない。
３ 小括
(1) 上記１で検討したとおり，本件においては，本願商標から本件図形部分
を抽出し，同部分のみを他人の商標と比較して類否を判断することが許される
というべきである。
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そして，本件図形部分及び引用商標は，色彩が異なるものの，それ以外の構
成は同一である上，いずれも特定の称呼及び観念を生じないものであることか
らすれば，類似の商標であると認められる。
(2) また，本願商標の指定商品のうち第３類「化粧品，せっけん類，歯磨
き，香料」は引用商標の指定商品と共通するから，本願商標の指定商品及び引
用商標の指定商品は，同一又は類似の商品であると認められる。
(3) したがって，本願商標は，引用商標との関係において，商標法４条１項
１１号に該当するものと認められる。
４ 結論
以上によれば，本願商標について登録することができないものであるとした本
件審決の判断に誤りはなく，原告が主張する取消事由は，いずれも理由がない。
よって，原告の請求は，理由がないからこれを棄却することとして，主文の
とおり判決する。
【論
評】
１．本件商標に係る標章は（別紙１）に見るとおり、「文字と図形との組み合わ
せ」から成る結合標章であるところ、その出願人はシンガポール国における法人
であるのに対し、引用商標の図形だけの商標権者は日本国法人であるが、両者に
取引関係があるのかは不明である。このような疑問を筆者がまず抱いたのは、引
用商標に係る登録商標の第５９３９６６２号の図形標章は、本願商標における
図形部分と同一であるからである。
異なるのは、指定商品が本願商標では第５類と第３２類とであるのに対し、引
用商標では第３類であることである。
本件は、すでに登録されて発生している登録商標について法１０条１項の規
定に基づく分割出願が拒絶査定を受けた出願人が不服の審判請求したところ、
不成立の審決をうけたので、これに対する取消請求事件である。
前記審決の理由は、分割出願した商標の指定商品第５類に含まれる商品は引
用商標「図形」の指定商品にあるものと類似するもの（サプリメント・薬剤等）
であると判断されたようである。
けだし、分割した本願商標の標章態様中の図形は、その出願時にはすでに設定
登録されていた引用商標に係る図形と同一のものであったからである。引用商
標の商標権者は日本人である。
２．このような事情が分割出願した商標には存していたことから、出願人の要望
は通らなかったのである。これに対して、原告（出願人）はどうしたかは不明で
あるが、もしそれなりの理由があれば、引用商標の登録商標に対して登録無効審
判を請求したかも知れない。
〔牛木

理一〕
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（別紙１）

〔 本 願 商 標 〕

（１９０）
【発行国・地域】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）
【発行日】平成２９年１０月１７日（２０１７．１０．１７）
【公報種別】商標公報
（１１１）
【登録番号】商標登録第５９８３０６４号（Ｔ５９８３０６４）
（１５１）
【登録日】平成２９年９月２２日（２０１７．９．２２）
（５４０）
【登録商標】

（５００）
【商品及び役務の区分の数】２
（５１１）
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第５類

サプリメント，薬剤，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳

幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。
）
第３２類

飲料水，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

【国際分類第１１版】
（２１０）
【出願番号】商願２０１７－２８７８（Ｔ２０１７－２８７８）
（２２０）
【出願日】平成２９年１月１６日（２０１７．１．１６）
（７３２）
【商標権者】
【識別番号】５１５２９３０６７
【氏名又は名称】サンクスアイ

グローバル

【氏名又は名称原語表記】Ｔｈａｎｋｓ

プライベート

Ａｉ

【住所又は居所】シンガポール

０４９３１９

【住所又は居所原語表記】２０

Ｃｏｌｌｙｅｒ

ｎｇａｐｏｒｅ

Ｇｌｏｂａｌ

リミテッド
Ｐｔｅ．

コリアーキー２０
Ｑｕａｙ，

Ｌｔｄ．

２３－０１

＃２３－０１

Ｓｉ

０４９３１９

（７４０）
【代理人】
【識別番号】１００１５３５０１
【弁理士】
【氏名又は名称】木村

貴司

（７４０）
【代理人】
【識別番号】１００１８０３４５
【弁理士】
【氏名又は名称】廣田

恵梨奈

【法区分】平成２３年改正
【審査官】白鳥

幹周

（５６１）
【称呼（参考情報）】リレーテッドトゥーハートサンクスエイアイ、リレー
テッドトゥーハートサンクスアイ、リレーテッドツーハートサンクスエイアイ、リレ
ーテッドツーハートサンクスアイ、リレーテッドトゥーハート、リレーテッドツーハ
ート、サンクスエイアイ、サンクスアイ、サンクス
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【検索用文字商標（参考情報）
】ＲＥＬＡＴＥＤＴＯＨＥＡＲＴ、ＴＨＡＮＫＳＡＩ
【類似群コード（参考情報）】
第５類

０１Ｂ０１、０１Ｂ０２、３２Ｆ１５、３２Ｆ１６、３２Ｆ１７、３３Ｂ０

１
第３２類

２９Ｃ０１、３１Ｄ０１

（５３１）
【ウィーン分類（参考情報）
】２．９．１．２；９．１．１０；２６．１．
２；２６．１．３；２６．１１．１；２６．１１．１２；２６．１１．２５；２７．
５．１．１；２７．５．１．９；２７．５．１．１ １；２７．５．１．１４；２７．
５．８；２７．５．１９；２７．５．２３．９２；２９．１．１．１；２９．１．
１．２；２９．１．８．１；２９．１．１１

（別紙２）

〔 引 用 商 標 〕

（１９０）
【発行国・地域】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）
【発行日】平成２９年５月１６日（２０１７．５．１６）
【公報種別】商標公報
（１１１）
【登録番号】商標登録第５９３９６６２号（Ｔ５９３９６６２）
（１５１）
【登録日】平成２９年４月１４日（２０１７．４．１４）
（５４０）
【登録商標】

（５００）
【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第３類

せっけん類，歯磨き，化粧品，香料 【国際分類第１０版】

（２１０）
【出願番号】商願２０１６－６７０２３（Ｔ２０１６－６７０２３）
（２２０）
【出願日】平成２８年６月７日（２０１６．６．７）
（７３２）
【商標権者】
【識別番号】５１６１８４７５７
【氏名又は名称】株式会社再生美容Ｙ．Ｋラボ
【住所又は居所】東京都練馬区練馬２—１８—１９

荘光ハウス１０９号

【法区分】平成２３年改正
【審査官】白鳥

幹周

【類似群コード（参考情報）】
第３類

０４Ａ０１、０４Ｂ０１、０４Ｃ０１、０４Ｄ０１

（５３１）
【ウィーン分類（参考情報）
】２．９．１．２；２６．１３．２５
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