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欧州連合一般裁判所：商標「Mc Dreams」は、McDonald（マクドナルド）と誤認混同のおそれがなくとも、登録取消

EU General Court refused “Mc Dreams” due to a link with famous food chain “Mc Donald’s”

On October 10, 2019, Mc Donald’s was victorious in a trademark
dispute before the EU General Court and opposed registration
of the EU figurative mark Mc Dreams for a hotel.
[Case no. T-428/18]

Mc Donald’s had based its opposition to the registration of the
figurative mark Mc Dreams (Opposed mark), registered by
McDreams Hotel GmbH (Germany), mainly on its own earlier
word mark Mc Donald’s.

Since the only similarity between the marks is given by the
prefix “mc”, the Court found only a low degree of similarity
both visually and conceptually. As regards aural similarity, the
Court found that the two marks were similar to an average
degree. Overall, therefore, there is only a low degree of
similarity between the two marks. However, although the
overall impression of opposed mark is very little similar to the
word mark of the fast food chain, Mc Dreams fits very well into
the brand family of marks of Mc Donald’s, the Court explained.
Mc Donald’s is the owner of an entire family of marks in the EU,
including McMISSION, McINTERNET, McCOMPASS, McFAMILY,
McCAFE and McWRAP. The Court had held that the brand
family of Mc Donald’s weighs more heavily and the prefix MC
was capable of characterizing the existence of a family of marks.

Opposed mark Mc Dreams was registered for services in Nice
Class 43, namely ‘provision of temporary accommodation’. The
Court saw hotel services and fast food services as neighboring
market segments. If a hotel’s services do not include the
provision of a kitchen where guests can prepare their own
meals, food and drink and accommodation services are often
offered. Therefore, fast food services and the services covered
by opposed mark should be regarded as belonging to
neighboring market segments.

For Article 8(5) to apply, it is not necessary for the degree of
similarity between the earlier mark with a reputation and the
mark applied for to be such as to create a likelihood of
confusion on the part of the relevant public. As soon as there is
a link with the earlier mark with a reputation, even if there is a
low degree of similarity, Article 8(5) may be applied.
Based on the foregoing, the Court refused the trademark
registration pursuant to Article 8(5) of EU Regulation 2017/1001.

2019年10月10日、マクドナルドは、欧州連合一般裁判所で争
われた商標異議申立て事件に勝利し、宿泊施設の提供におけ
る「Mc Dreams」図形商標の登録取消に成功しました。
[裁判事件番号：T-428/18]

マクドナルドは、自社の先行文字商標「Mc Donald’s」に基づ
き、ドイツ法人McDreams Hotel GmbH社が欧州連合商標出願
した「Mc Dreams」の図形商標（以下、被異議商標）の登録に対
して異議を申立てました。

両商標が類似するのは語頭の「mc」の文字部分しかないた
め、裁判所は、外観、観念上、両商標の類似性はとても低いと
認定しました。また、称呼に関して、両商標の類似性は“平均
程度”と認定しました。したがって、商標全体を比較した場合、
両商標の類似性の程度はとても低いものと言わざるを得ない。
しかしながら、たとえ、被異議商標全体の印象が、ファースト
フードチェーンの先行文字商標とは類似性の程度が低いとして
も、マクドナルドは、EUにおいて、McMISSION、McINTERNET、
McCOMPASS、McFAMILY、McCAFE、McWRAPを含む、ファミ
リーと見られる商標を所有しているところ、Mc Dreamsは、マク
ドナルド商標のブランド・ファミリーとうまく調和することから、本
件では、Mc Donald’sのブランドファミリーがより重視されるべ
きであり、語頭の「MC」によって、ファミリーの一員であると特徴
づけられる、と裁判所は判断しました。

被異議商標「Mc Dreams」は、ニース分類第43類の「宿泊施
設の提供」において登録されましたが、裁判所は、ホテルの
サービスとファーストフードのサービスとは、マーケット・セグメ
ントが互いに隣接していると捉えました。もし、ホテルにキッチ
ンがなく、ゲストが自分で調理できなければ、ホテルが飲食料
品や飲食スペースをゲストに提供することは頻繁に行われて
いる。そうすると、ファーストフードにおけるサービスと、被異議
商標が指定する役務とは、マーケット・セグメントが隣接してい
るものとみなされる。

EUTM理事会規則第8条第5項の適用に際しては、関連公衆
が出願商標の出所について誤認混同する程度に、出願商標
が有名な先行商標と類似することは要件とされておらず、たと
え、その類似性が低い場合であっても、有名商標との関連性
が認められる限り、同項の適用は認められる、との解釈を裁判
所は示しました。

以上を踏まえ、、裁判所は、EUTM理事会規則第8条第5項に
基づき、被異議商標の登録を拒絶しました。
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