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特許庁： ９つの外国語を縦に並べた商標は、そのうちの１つの単語からなる商標とは非類似と判断

JPO decided “Antithesis” is dissimilar to a mark consisting of it and other eight terms placed in 9 rows  

In an administrative appeal disputing trademark similarity
between TM registration no. 5661343 for word mark
“Antithesis” with its transliteration in Japanese katakana and
junior application no. 2017-101730 for a mark consisting of
“Antithesis” and other eight English terms placed in 9 rows, JPO
found both marks dissimilar and reversed examiner’s rejection.
[Appeal case no. 2019-652, Gazette issued date: March 27, 20]

TM Registration no. 5661343
Cited mark, a term “Antithesis” with
its transliteration in a Japanese kata-
-kana character (see right) has been
registered over clothing, footwear
and other goods in class 25 since April 4, 2014.

Junior Application no. 2017-101730
Applied mark, consisting of nine
English terms “Imitation”, “Genuine”,
“Chic”, “Rudeness”, “Confusion”,
“Silence”, “Gentleman”, “Lady”, and
“Antithesis” placed in 9 rows inside a bl-
ack rectangle (see right), was applied for
registration on August 1, 2017 over clo-
thing, footwear and other goods in class
25 by Element Rule Co., Ltd.

JPO examiner entirely rejected applied
mark on the ground that the term “Antithesis” on the bottom
row can play a role of source indicator independently because
of overall configuration and space above the bottom row. If so,
applied mark as a whole shall be deemed similar to cited mark.

Applicant filed an appeal against the rejection on May 20, 2019
and argued dissimilarity of both marks.

Appeal Board decision
In the decision, the Board found that:
“From appearance, “Antithesis” on the bottom row shall not be
separable since the term is written in the same font, color, size
with other terms “Imitation”, “Genuine”, “Chic”, “Rudeness”,
“Confusion”, “Silence” even if there is space in trademark.
Besides, nine terms do not give rise to any specific meaning in its
entirety. Neither do eight terms except “Antithesis”. If so, there
is no reasonable reason to believe that relevant consumers
consider a term “Antithesis” on the bottom row or any other
terms a dominant part of applied mark. It rather does mark
sense that applied mark shall be perceived as a whole displaying
respective English word in different row inside black rectangle.”
Based on the foregoing, the Board held that the examiner erred
in finding the term “Antithesis” separable as an independent
source indicator of applied mark, and decided to reverse
examiner’s rejection.
I don’t quite agree with the Appeal Board decision. In my view,
respective term contained in junior mark shall be considered
separable unless it gives rise to a different meaning in tight
combination with other distinctive term.

特許庁は、９つの欧文字の単語を縦に並べた態様の、いわ
ゆる、「９段書き商標」(商願2017-101730、第25類：被服,履物
等。以下、 「本願商標 」 ）と 、そのうちの１つの欧文字
「Antithesis」とその読み方を併記した態様からなる商標登録第
5661343号(第25類：洋服, 履物等。以下、「引用商標」)とが類
似するかが争われた拒絶査定不服審判において、以下のよう
に述べ、両商標は非類似、と判断しました。
[不服2019-6552号審決, 審決公報発行日: 2020年3月27日]

本願商標は、黒色縦長の長方形の中に、「Imiｔaｔiｏn」、「Genｕ
ine」、「Chic」、「Rｕdeneｓｓ」、「Cｏnfｕｓiｏn」、「Silence」、「Genｔ
leman」及び「Ladｙ」の欧文字の単語を8段に横書きし(「Imiｔaｔiｏ
n」、「Genｕine」、「Chic」、「Rｕdeneｓｓ」、「Cｏngｕｓiｏn」及び
「Silence」の上部6つの単語を灰色のゴシック体で表し、「Genｔ
leman」及び「Ladｙ」は白抜きのゴシック体で表している。)(以下、
「上部文字部分」)、その下に間隔を開けて、「Anｔiｔheｓiｓ」の欧
文字を灰色のゴシック体で書したものの下半分が欠けたものと
思われるもの(以下、「下部文字部分」)を配してなるところ、上
部文字部分と下部文字部分とは間隔が開いているとしても、い
ずれの語も左端を揃えて同じ書体を用いて語頭を大文字で表
し、それ以外の文字を小文字で表していること、また、上部文
字部分のうち上から6段目までの単語と同じ色で下部文字部分
を表していることから、上部文字部分と下部文字部分は、視覚
上まとまりよく一体的に表されたものと認識、把握される。
「Imiｔaｔiｏn」は「模造品」、「Genｕine」は「本物の」、「Chic」は

「粋な」、「Rｕdeneｓｓ」は「無作法」、「Cｏnfｕｓiｏn」は「混乱」、
「Silence」は「沈黙」、「Genｔleman」は「紳士」、及び「Ladｙ」は
「淑女」の意味をそれぞれ有する英単語であるものの、各単語
を一連に結合した全体で特定の意味合いを直ちに想起させる
ものではなく、上部文字部分は、その構成態様から単に英単
語を縦に並べて表したものとの印象を受けるものである。
また、下部文字部分の「Anｔiｔheｓiｓ」の文字は「反定立」の意味
を有するドイツ語であることから、上部文字部の各単語との関
連性は認められない。
そうすると、本願商標は、全体として、黒色縦長の長方形の

中に9つの欧文字の単語を縦に並べて表したものとの印象を
与えるものであり、いずれかの単語に着目されるといったもの
ではない。また、その構成中、下部文字部分が取引者、需要者
に対し、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと
は認められず、また、該部分以外の部分から出所識別標識と
しての称呼、観念が生じないとも認められない。してみると、本
願商標は、全体として一体のものと認識、把握され、他に、本
願商標に接する取引者、需要者が、上部文字部分を捨象して、
殊更その構成中の下部文字部分のみを捉えて取引に当たると
いうべき事情は見いだせない。
そうすると、本願商標の構成中、下部文字部分のみを分離・

抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、
本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定
は、取消しを免れない。

後願商標に他人の先登録商標が含まれ、それが本願のように、
ただ上下に並べて書いただけのものを非類似として登録を認
めるのは、本願の後に出願された商標との類否において、本
願商標の各欧文字を分離抽出しないことが条件でなければ、
いたずらに「段書き商標」の乱発、権利範囲の拡大を招き、一
商標一出願の原則に反するため、賛同しかねます。


