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欧州連合司法裁判所：出所混同のおそれの評価における、ディスクレームの扱いについて判断

EU Court rules on the role of disclaimers in assessing likelihood of confusion

The Court of Justice of the European Union (CJEU) analyzed the
relevance of disclaimers in the assessment of likelihood of
confusion between trademarks in its decision, handed down on
June 12, 2019. [Patent- och registreringsverket v. Mats Hansson,
Case C 705/17]

In 2007, the Swedish company Norrtelje Brenneri Aktiebolag
(NBA) registered the national trademark at the Swedish
Intellectual Property Office (PRV) for alcoholic drinks in Class 33
(see below left). As a pre-condition, NBA included a disclaimer
stating “registration does not give an exclusive right over the
word RoslagsPunsch,” in so far as the term “Roslags” refers to a
region of Sweden and the term “Punsch” describes one of the
goods covered by the registration (that is, an alcoholic liqueur
popular in Sweden).

In 2015, Mr. Hansson applied to the PRV for registration of the
word sign ROSLAGSÖL as a national trademark for goods in Class
32 and in particular, non-alcoholic beverages and beers. The
PRV rejected the registration on the basis of the earlier
trademark owned by NBA. Mr. Hansson appealed before the
Swedish Patents and Market Court, which ruled in his favor.
Subsequently, the PRV appealed before the court of first
instance and afterwards before the Swedish Patents and Market
Court of Appeal, which referred the matter to the CJEU for a
preliminary ruling.
Essentially, the CJEU was asked to consider whether Article
4(1)(b) of EU Directive 2008/95 is to be interpreted as meaning
that member states are prevented from including provisions for
disclaimers that would lead to the disclaimed element being
excluded from the assessment of likelihood of confusion, or if
disclaimers are acceptable, whether they should be granted
limited importance in this assessment.
Since the assessment of likelihood of confusion includes the
analysis of all relevant factors, the CJEU held that a provision in
national law excluding a disclaimed element of the trademark
from that analysis would be incompatible with Article 4(1)(b)
of EU Directive 2008/95.
Therefore, the CJEU ruled that Article 4(1)(b) of EU Directive
2008/95 should be interpreted as precluding member states
from having a provision in national law such that an element of
a complex trademark would be excluded from the analysis of
likelihood of confusion. It is still possible for national laws to
allow disclaimers. However, the disclaimed elements must still
be considered during assessment of a likelihood of confusion.
In conclusion, the decision follows the objective of Recital 9 of
Directive 2015/2436, which in contrast to its predecessor,
Directive 2008/95, aims at approximating not only provisions of
substantive law but also procedural rules.

欧州連合司法裁判所(CJEU)は、2019年6月12日に言い渡し
た判決において、商標の出所混同のおそれの評価における
ディスクレーム(権利不要求)の影響について分析し、その判断
を明らかにしました。[Patent- och registreringsverket v. Mats
Hansson, Case C 705/17]

2007年、スウェーデン法人Norrtelje Brenneri Aktiebolag
(NBA)は、第33類のアルコール飲料を指定商品として、以下の
商標をスウェーデン特許庁(PRV)に国内登録しました。登録の
条件として、NBAは、「Roslags」がスウェーデンの地域名称に、
「Punsch」が指定商品に含まれる商品の一般名称(スウェーデ
ンの代表的なアルコール飲料「プンシュ」)にそれぞれ該当する
ことから、『本商標権の独占排他的効力は、構成中の「Roslags
Punsch」の文字部分には、及ばない。』ことをディスクレーム(権
利不要求)しました。

2015年、Hansson氏が、第32類のノンアルコール飲料、ビー
ルを指定商品として、文字商標「ROSLAGSÖL」をスウェーデン
特許庁に国内出願したところ、PRVは、NBA社が所有する先行
登録商標を根拠に、登録を拒絶しました。Hansson氏が、これ
を不服として、スウェーデン特許・市場裁判所に控訴したところ、
裁判所が拒絶査定を取り消したことから、今後は、PRVが、第
一審裁判所(court of first instance)、その後、スウェーデン特
許・市場控訴裁判所に不服を申し立てたところ、本件はCJEU
に移送され、予備判決(preliminary ruling)に付されることになり
ました。
これにより、CJEUは、旧EU商標指令(EU Directive 2008/95)

第4条1項(b)の規定によって、EU各加盟国は、出所混同のおそ
れの評価において、ディスクレームした要素を対象外とするこ
とを規定したディスクレーム条項を盛り込むことが禁止される
のか、それとも、ディスクレームが認められるとしても、出所混
同のおそれの評価に与える影響は制限されるのか、その法的
解釈について判断することとなりました。
CJEUは、出所混同のおそれの評価には、あらゆる関連要因

の分析を伴うことを理由に、出所混同のおそれの評価におい
て、商標構成中のディスクレーム要素を対象外とする国内法の
規定は、旧EU商標指令第4条1項(b)とは矛盾するとの見解を
示しました。
これを踏まえ、CJEUは、旧EU商標指令第4条1項(b)によって、

各加盟国は国内法上、出所混同のおそれの評価において結
合商標の一要素を対象外とする旨の規定を設けることは許さ
れないものと解釈される、と判断しました。国内法においてディ
スクレームを許容することは可能であるとしても、ディスクレー
ムされた要素については、出所混同のおそれの評価において、
依然、考慮されなければならない。
この判決は、旧EU商標指令とは対照的に、手続き上のルー

ルだけでなく、実体法の規定についても近づけることを目論む、
現行のEU商標指令(EU Directive 2015/2436)Recital9の規定
趣旨に即したものといえます。

[本件商標]


