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The U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit affirmed on
January 20, 2021 that consumers are likely to purchase t-shirts,
tote bags, or other products printing the phrase “LETTUCE
TURNIP THE BEET” because they find it aesthetically pleasing
and not because they associate the phrase with any particular
source. [LTTB LLC v. Redbubble, Inc., 19-16464 (9th Cir. 2021)]

LTTB LLC, the owner of incontestable U.S. trademark
registrations for “LETTUCE TURNIP THE BEET” for clothing, sued
Redbubble Inc., an online print-on-demand marketplace, for
trademark infringement, counterfeiting, and contributory
infringement over use of this phrase on products. The Northern
District of California granted Redbubble’s motion for summary
judgment, and LTTB appealed. The Ninth Circuit concluded that
the “LETTUCE TURNIP THE BEET” mark is functional listed in 15
U.S.C. §1115(b)(8) because it “improves the usefulness or
appeal of the object it adorns” and therefore exclusive use of
the mark “would put competitors at a significant non-
reputation-related disadvantage.” LTTB presented evidence of
the popularity of its goods, including photos of musician Jason
Mraz wearing a t-shirt and images showing t-shirts worn on
television programs Million Dollar Listing Los Angeles and Real
Housewives of New York, but the Ninth Circuit held that the
evidence did not raise a triable issue as to whether consumers
buy the products because they identify LTTB as the source of
the goods. The court distinguished the facts in Vuitton et Fils S.A.
v. J. Young Enters., Inc. 644 F.2d 769 (9th Cir. 1981), where the
plaintiff presented an affidavit by a buyer stating that buyers
were unlikely to purchase a Vuitton product solely because of
the aesthetic characteristics of the Vuitton trademark rather
than an association of that trademark with Vuitton.
The Ninth Circuit concluded that LTTB presented no evidence to
avoid the conclusion that the “LETTUCE TURNIP THE BEET” mark
serves an aesthetic purpose wholly independent of any source-
identifying function, and therefore it affirmed the district
court’s grant of summary judgment for Redbubble.

[Source: The National Law Review, Jan 22, 2021]

米国連邦第９巡回区控訴裁判所は、2021年1月20日、
「LETTUCE TURNIP THE BEET」の文言がプリントされたTシャ
ツ、トートバッグ等の需要者は、そのフレーズを見て、特定の出
所と関連付けて購入するのではなく、見た目の良いデザインと
認識して購入する可能性が高い、と認定しました。
[LTTB LLC v. Redbubble, Inc., 19-16464 (9th Cir. 2021)]

米国連邦登録商標「LETTUCE TURNIP THE BEET」の正当
な権利者であるLTTB LLC（以下、LTTB社）は、ネットでオンデ
マンド印刷ビジネスを展開する Redbubble Inc. （ 以下 、
Redbubble社）を相手取り、商品に「LETTUCE TURNIP THE
BEET」のフレーズを使用する行為は、商標権侵害、模倣、間接
侵害に該当するとして、訴えました。カリフォルニア州北部地区
連邦地裁がRedbubble社の略式判決(サマリー・ジャッジメント）
の申立てを認めたため、これを不服として、LTTB社が控訴した
ものです。控訴裁判所は、Redbubble社による商標「LETTUCE
TURNIP THE BEET」の使用は、『このフレーズが引き立てよう
とする対象の使い易さや魅力を向上させる』ものであり、米国
商標法第33条(b)(8)に定める「機能的な表示」に該当する。この
ため、本件で商標の独占使用を認めることは、『業務上の信用
とは無関係に、同業他社を不利な立場に追いやるものであ
る。』と結論付けました。LTTB社は、本件商標の人気度を裏付
ける証拠資料として、本件商標を付したTシャツを着たミュージ
シャンの写真やテレビ番組の出演者の映像等を提出しました
が、控訴裁判所は、これらの証拠によって、需要者が商品の出
所がLTTB社であると理解して購入したとは言い得ないと指摘
しました。また、Vuitton et Fils S.A. v. J. Young Enters., Inc.
644 F.2d 769 (9th Cir. 1981)事件について、Vuitton商標を、出
所表示としてより、単に商標の見た目の美的な特徴だけに着
目して購入したものではないと供述した需要者の宣誓書が提
出されており、本件とは事案が異なる、と判断しました。
以上を踏まえ、第９巡回区控訴裁判所は、LTTB社は

「LETTUCE TURNIP THE BEET」商標が、商品の出所表示機
能とは関係なく、美的なデザイン目的として機能しているとの認
定を覆す証拠資料を提出しておらず、したがって、Redbubble社
の略式判決の申立てを認めた連邦地裁の判断を支持する旨
の判決を言い渡しました。
[出典：2021年1月22日付「The National Law Review」記事]

米国：連邦巡回控訴裁判決－Tシャツに表示された「Lettuce Turnip the Beet」の文言は商標的使用に該当せず

US: “Lettuce Turnip the Beet” Pun on T-Shirts Not Trademark Use, Ninth Circuit Affirms

■〒550-0002大阪市西区江戸堀1-9-11 アイプラス江戸堀2階 / 2F iPLUS EDOBORI 1-9-11 EDOBORI, NISHI-KU, OSAKA 550-0002, JAPAN 

[LTTB社の使用商品] [Redbubble社商品]

【速報】「衛生マスク」と「ファッションマスク（お洒落マスク）」とは、商品非類似
コロナ禍の影響により、昨年来、業界問わず、様々な業者が「マスク」を製造・販売しています。中には、ファッション性の高い「マス
ク」も数多く出回っていますが、商標登録において、従来、「マスク」は第５類の「衛生マスク」(類似群コード：01C01)に分類されてい
ました。しかしながら、今般、弊所が受任した出願案件において、特許庁は、「ファッションマスク」及び「お洒落マスク」は、第25類
(類似群コード：17A04)に属する商品として登録を認めました。

機能的に衛生マスクとは呼べないけど、デザインを施した、お洒落な「マスク」を製造販売されている方は、第25類において商標登
録する必要がありますので、ご留意ください。


