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特許庁：「ペンパイナッポーアッポーペン」は、米Apple社と類似せず、誤認混同も生じない

Japan Patent Office: “Pen-Pineapple-Apple-Pen” is neither similar nor likely to cause confusion with “APPLE”

The Japan Patent Office (JPO) dismissed an opposition filed by
Apple Incorporated, a US corporation, against TM Registration
no. 6031236 for word mark “Pen Pineapple Apple Pen” written
in alphabets and Katakana characters, and allowed the mark to
remain valid. [case no. 2018-900165]

Avex Inc., a Japanese company, filed the mark to the JPO on
February 24, 2017 over various kinds of goods/services in class
3,9,14,16,18,20,21,24,25,28,30,32,41,43 (14 classes in total). The
JPO admitted registration on March 30, 2018.

Apple Inc., an US multinational IT company, filed an opposition
based on Article 4(1)(xi), (xv) and (xix) of the Trademark Law by
asserting opposed mark is deemed similar to opponent famous
trademark “Apple”, “Apple Pay” and “Apple Pencil”, likely to
cause confusion with opponent’s business when used on
designated goods and services. Besides, opposed mark was
seemingly adopted with an intention to freeride good-will
bestowed on opponent famous trademarks.

Article 4(1)(xi) prohibits from registering a junior mark identical
or similar to senior registered mark on identical or similar
goods/service. Article 4(1)(xv) prohibits any junior mark likely to
cause confusion with others. Article 4(1)(xix) prohibits a junior
mark identical or similar to others’ famous mark with a
malicious intention. The provisions are available as cause of
claims underlying an opposition when registered in error.

The Opposition Board of JPO held opposed mark shall NOT be
revocable in accordance with the articles by stating that:

“Opposed mark, solely consisting of literal elements with same
size and same font, gives rise to a pronunciation of ‘pen
pineapple apple pen’ as a whole. Regardless of slight verbosity,
relevant consumers will surely connect the mark with viral hit
song “Pen-Pineapple-Apple-Pen or PPAP” by PIKOTARO, internet
sensation from Japan, which has become known among the
general public remarkably. If so, opposed mark merely gives rise
to a meaning of PIKOTARO’s song. Therefore, opposed mark
shall be deemed dissimilar to opponent trademarks from visual,
phonetic and conceptual points of view.
The Board admits a high degree of reputation or popularity of
“APPLE” as a source indicator of opponent’s business in
connection with PC, its accessories, software and smartphones,
however, provided that both marks are distinctively dissimilar
and ‘APPLE’ is a dictionary word commonly known among
relevant public to mean the round, red or yellow, edible fruit of
a small tree, the Board considers it is unlikely that relevant
consumers and traders would confuse or associate opposed
mark with opponent’s mark “APPLE”.
Besides, opponent alleged that PIKOTARO might compose the
song inspired by “APPLE PENCIL” and ludicrously promoted with
an intention of free-riding opponent’s goodwill. However, the
Board was unable to find out any fact to assume malicious
intention of the free-riding by applicant from the totality of the
circumstances.

登録第6031236号商標「ペンパイナッポーアッポーペン／Pen
Pineapple Apple Pen」（以下、本件商標）の有効性が争われた
異議申立事件で、特許庁は、異議申立人・米国アップル イン
コ―ポレイテッド（以下、アップル社）の主張を退け、登録を維
持する決定を下しました。【異議2018-900165】

2017年2月24日、エイベックス株式会社が第3,9,14,16,18,20,
21,24,25,28,30,32,41,43類（計14区分）の商品・役務を指定して、
本件商標を出願したところ、特許庁は、2018年3月30日に商標
登録を認めました。

これに対し、米国IT機器大手アップル社は、本件商標と同社の
著名商標「Apple」、「Apple Pay」及び「Apple Pencil」とは類似し
ており、また、「Apple」を含むため、本件商標を使用した場合、
同社との間で何らかの関係があるかのごとく需要者の間で混
同を生じるおそれがあるだけでなく、本件商標は同社の著名性、
顧客吸引力に便乗する意図で採択された可能性があるから、
商標法第4条第1項第11号、第15号、第19号に該当するとして、
2018年6月25日、本件商標に対し異議申立を行いました。

商標法第4条第1項第11号は、他人の先登録商標と同一又は
類似する後願商標、第15号は、他人の業務に係る商品又は役
務と誤認混同を生ずるおそれのある出願商標、第19号は、不
正目的によって使用する、他人の周知著名な商標と同一又は
類似する出願商標について、それぞれ登録を認めないことを
規定しており、誤って登録された場合にも、異議申立における
取消事由とされています（商標法第43条の2）。

特許庁は、異議決定において以下のように述べ、本件商標は
いずれにも該当しない、と判断しました。

『本件商標は、いずれの構成文字も同書同大でまとまりよく一
体的に表されているものであって、構成各文字から「ペンパイ
ナッポーアッポーペン」又は「ペンパイナップルアップルペン」の
称呼を生じるものである。本件商標の称呼はやや冗長といえる
ものの、全体として我が国の需要者の間に広く認識されている
「ピコ太郎が動画投稿サイトで発表した曲名」を容易に想起さ
せるものであるから、「ピコ太郎の曲名」の観念が生じるものと
判断するのが相当である。してみれば、本件商標と引用商標と
は、外観,称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそ
れのない非類似の商標というべきである。
「APPLE」又は「アップル」の文字は、申立人の業務に係る商品
(パソコン,その周辺機器,コンピュータソフト,スマートフォン)を表
示するものとして需要者の間に広く認識されているものである
としても、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非
類似の商標であり、「APPLE」及び「アップル」が「りんご(林檎)」
を意味する我が国で極めて親しまれた成語であることを併せ
考慮すれば、本件商標は、これに接する取引者,需要者が、引
用商標を連想又は想起するものということはできないと判断す
るのが相当である。
申立人は、ピコ太郎の曲(歌詞)は申立人の「Aｐｐle Pencil」から
発想を得て作成された可能性があり、その著名性にあやかる
とともに笑いのネタにしているなどと主張しているが、本件商標
者が申立人の著名商標の著名性,顧客吸引力に便乗する意図
で本件商標を採択した事実を認めるに足りる証左は見いだせ
ない。』
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