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欧州連合司法裁判所(CJEU)は、2020年10月22日、商標の
「真正な使用」(genuine use)の定義、範囲に関して、重要な判
断を下しました。これにより、フェラーリは、「Testarossa」（テス
タロッサ）の名称を、そのモデルは既に製造中止にも拘らず、
継続して使用することが認められました。
[裁判事件番号：C-720/18, C-721-18]

欧州連合司法裁判所は、イタリア語で『赤い頭』を意味する、
高級スポーツカーの商標「Testarossa」について、そのスポーツ
カー自体は1990年代以降製造されていないものの、フェラーリ
は部品供給を続けており、ブランド名称を継続して所有する権
原が認められるとして、以下のように述べ、商標登録を取り消
した2017年のドイツ裁判所の判断を覆しました。
「商標は、その所有者が、その商標を付して以前販売した商品
に関連する特定のサービスを提供すれば、当該サービスにお
いてその商標が使用されていることを条件として、商品におけ
る商標の『真正な使用』に該当する。」

デュッセルドルフ高等地方裁判所は、下級裁判所が、フェ
ラーリは過去5年以上、「Testarossa」商標を使用しておらず、こ
のため、最早、当該名称における権利を有さないとのドイツ玩
具業者Autec AG社の訴えを認める決定を下した後、欧州連合
司法裁判所に本件を移送しました。

フェラーリの２ドアクーペのレースカーは、250 Testa Rossaと命
名され、1957年の世界スポーツカー選手権で優勝しました。
10,000台が製造され、フェラーリの中では最も多く製造されたモ
デルでした。フェラーリは、交換部品に「Testarossa」の商標を
付して製造しており、商標権は継続して認められるべきと反論
しました。フェラーリが2011年から2017年にかけて販売した
Testarossaの部品は、金額で17,000ユーロ（約2百万円)程度で
したが、ドイツ裁判所は、『真正な使用』と認めるにはこの金額
では不十分と判断しました。フェラーリは、7,000台程度しか
走っていないものの、他の高級品と同様、日常で頻繁に使う類
の商品ではないことを指摘しました。
欧州連合司法裁判所は、判決において、次のように述べ、フェ
ラーリの主張を認めました。
「たとえ、商標を付した製品の販売台数が比較的少なくとも、商
標が、その本質的な機能を発揮する態様で使用されていれば、
『真正な使用』と評価され得る。」
なお、裁判所は、単に商品を再販売する行為は、『真正な使
用』には該当しないとしつつ、「中古品の販売であっても、指定
商品の出所を表示・保証する商標の本質的な機能が発揮され
る態様で、登録商標が商標権者によって現実に使用されてい
れば、そのような使用は、『真正な使用』を構成し得る」との見
解を示しました。

判決文全文は、こちらからご覧下さい

On 22 October 2020, the Court of Justice of the European Union
(“CJEU”) issued an important judgement on the nature and
extent of genuine use of trademarks. Ferrari got the green to
continue using the name of its iconic car, the Testarossa, even
though the model has been discontinued.
[Joined Cases C–720/18 and C–721/18]

CJEU overturned a 2017 German court ruling revoking the
luxury sports car maker’s trademark, which means “redhead” in
Italian by finding that, although the car itself hadn’t been
manufactured since the 1990s, Ferrari has continued to
manufacture vehicle parts, so it can continue to own the brand
name.
“A trademark is put to genuine use by its proprietor where that
proprietor provides certain services connected with the goods
previously sold under that mark, on condition that those
services are provided under that mark”.

The Düsseldorf Higher Regional Court referred the case to the
CJEU after a lower court agreed with German toy company
Autec AG that Ferrari it should no longer have the rights to the
Testarossa name because it hadn’t used the trademark in more
than five years.

The two-door coupe was named for the 250 Testa Rossa race
car, which won the 1957 World Sportscar Championship. With
10,000 cars made, it was Ferrari’s most mass-produced vehicle.
Ferrari argued that because it continued to manufacture
replacement parts under the trademark, it should continue to
own the name. Ferrari sold 17,000 euros worth of Testarossa
parts between 2011 and 2017, but the German court found this
was insufficient to constitute “genuine use.” Ferrari pointed out
that only some 7,000 cars remain and, like many high-end
luxury products, are not in everyday use.

CJEU agreed with the Italian company in the decision.
“Despite the relatively low number of product units sold under
the trademark concerned, the use which has been made of that
mark has not been token, but constitutes use of that mark in
accordance with its essential function, a use which … must be
classified as ‘genuine use,’” the ruling states.
The court also clarified that simply reselling a product does not
constitute genuine use. “However, if the proprietor of the
trademark concerned actually uses that mark, in accordance
with its essential function which is to guarantee the identity of
the origin of the goods for which it was registered, when
reselling second-hand goods, such use is capable of constituting
‘genuine use,’” the judges wrote.

欧州連合司法裁判所：製造中止後であっても、フェラーリ“Testarossa”（テスタロッサ）商標の『真正な使用』を認定

CJEU declares genuine use of Ferrari "Testarossa" trademark, no longer in production.


