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EU一般裁判所：鷹図形商標同士の出所混同のおそれについて、欧州連合知的財産庁の判断を覆す

EU Court annulled the decision of EUIPO on likelihood of confusion between two eagle union marks

On July 12, 2019, the EU General Court annulled the previous
decision on the likelihood of confusion between two eagle
union marks – the word element had not been assessed as a
whole by the Board of Appeal. [Case T-54/18]

Eagle trademark for similar goods
The applicant Fashion Energy Srl (Italy) and proprietor of the
earlier eagle figurative mark Retail Royalty Company (USA) are
both undertakings active in fashion industries. The earlier mark
of the Retail Royalty Company is protected as a Union figurative
mark (see above left), the later mark applied for of Fashion
Energy (see above left) has additionally the word element ‘1st
AMERICAN’. Two marks were applied for in predominantly
different Nice classes, but in similar groups of goods. Thus, the
European Court had to decide whether glasses also included
sunglasses. The CJEU saw “glasses” as a broad term which also
included sunglasses.

Likelihood of confusion
Likelihood of confusion presupposes that the marks in question
are identical or similar and that the goods or services covered
by them are identical or similar. Other factors, such as the
distribution channels of the goods concerned, may also be
taken into account. In addition, the CJEU clarified that if there is
a likelihood of confusion between two EU trademarks in a
Member State, this is a sufficient reason to refuse registration
of the later trademark.

Distinctiveness of astonishingly similar eagles
The Court confirmed the very high visual similarity of the
figurative elements, accompanied by a conceptual similarity.
However, the CFI pointed out that even if an element common
to the signs in question cannot be considered to dominate the
overall impression, it must be taken into account when
assessing the similarity of those signs. Moreover, it is settled
case-law that where a mark consists of both verbal and visual
elements, the former are, in principle, more distinctive than the
latter. It is easier for the average consumer to rely on the goods
in question by citing their name than the figurative element of
the mark. In the case of a composite mark, although each
distinctive character may be assessed in part for each of the
terms or elements taken individually – the Board of Appeal had
assessed individually the word elements of the later mark and
found them to have weak distinctive character – it must in any
event be based on the overall perception of that mark. And
the Board of Appeal did not take such an overall view of the
verbal element as a whole. The conclusion as to the weak
distinctive character of the element “1st AMERICAN” as a whole
was in no way substantiated, the CJEU held.

2019年7月12日、欧州連合一般裁判所は、２つの鷹図形商標
の出所混同のおそれについて、出願商標構成中の文字部分を
一体的に考慮してはならないとした欧州連合知的財産庁の決
定を取り消す判断を下しました。[裁判番号：T-54/18]

類似商品における鷹図形商標
出願人であるFashion Energy社(伊)と先行商標権者である
Retail Royalty社(米)は、いずれもファッション業界において実
際に事業展開をしており、Retail Royalty社の先行図形商標は、
欧州連合商標として登録されています(左上参照)。これに対し、
Fashion Energy社の後願商標(右上参照)は、さらに「 1st
AMERICAN」の文字が付加されており、両商標は、ニース国際
分類上、異なる区分を指定していますが、商品のサブクラスが
同じ「メガネ」と「サングラス」を指定していたため、「サングラス」
が「メガネ」に含まれる商品か否かが争点となりました。これに
ついて、裁判所は、「メガネ」を広く解釈すると、「サングラス」は
これに含まれる、と判断しました。

出所混同のおそれ
出所混同のおそれは、問題となる商標が同一又は類似してい
ること、それぞれの指定商品又は役務が同一又は類似してい
ることを前提としていますが、これらの条件に限らず、関連する
商品の販売チャネルといった要因も勘案して総合的に評価さ
れます。これに加え、欧州司法裁判所は、２つの欧州連合商標
について、いずれかの加盟国において出所混同のおそれが生
じた場合、当該事情は、後願商標の登録を排除する理由として
は十分である、との立場を明らかにしています。

酷似する鷹図形商標の識別力
裁判所は、両商標の鷹図形の外観及び観念について、極めて
類似していると判断しました。しかしながら、裁判所は、たとえ
ある要素が商標全体の印象に与える影響が軽微だと捉えられ
るとしても、商標の類否を判断する上で考慮しなければならず、
商標が文字と図形からなる場合、原則として、文字部分は図形
部分よりも強い識別力を発揮する傾向がある。そうすると、平
均的な需要者であれば、問題となる商品に付された商標をみ
て、図形部分ではなく、文字部分をもって当該商品の出所を容
易に理解することが認められる、との既に確立された判例法が
存在することに言及し、結合商標が絡む本件事案において、商
標の識別力は、構成要素ごとに個別に評価されるとしても、欧
州連合知的財産庁審判部は、後願商標の文字部分を分離抽
出し、当該部分の識別力は弱いと判断したが、結局のところ、
当該商標全体がどのように認識されるかに基づいて評価され
るべきといえる。そうすると、審判部は、文字部分を含めた商標
全体を考慮して評価する手法を採用しておらず、単に、「1st
AMERICAN」の文字部分全体として識別力が弱いと結論付け
ているが、この論拠は、両商標の間で出所混同のおそれを認
める根拠としては不十分であり、具体的根拠を欠く、と裁判所
は判示し、これを取り消しました。


