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東京地裁：ルイス・ポールセン照明器具「PH-5」のリプロデュース品に対し、立体商標権侵害を認定

Tokyo District Court admits TM infringement against replica designer lighting of 3D shape of Luis Poulsen “PH-5”

On December 27, 2018, the Tokyo District Court sided with Luis
Poulsen A/S, a Danish company, in a lawsuit for trademark
infringement against R&M Japan Co., Ltd. who imported into
Japan and sold lighting apparatus allegedly identical with or
confusingly similar to a registered 3D mark in the shape of
unique pendant lamp shade well-known for “PH5” and awarded
damages of 4.4 million JPY. [Case no. Heisei 29(Wa)22543]

Luis Poulsen A/S has manufactured and sold lighting apparatus
with a unique lamp shape well-known for “PH-5” in Japan past
four decades. The shape was successfully registered as a 3D
mark by the JPO in 2016 as a result of demonstrating acquired
distinctiveness of the shape as a source indicator in connection
with goods of ramp shade in class 11 [TM Reg no. 5825191].

R&M Japan, Defendant, imported into Japan and sold lighting
apparatus which apparently looks identical with the shape of
PH-5. Defendant admitted to reproducing a design which has
terminated its exclusive right after the lapse of statutory period
and thus became public domain. Defendant also disputed it
happened no damages to plaintiff on the grounds that the
company put consumers on notice to offer replica designer
lighting or free generic design items in the marketplace. There
exists a remarkable price gap between genuine PH-5 and
defendant product. If so, claimed damages shall not be linked to
defendant’s act.

The Court ruled in favor of Luis Poulsen by stating that:
• It is unquestionable that infringing product constitutes

trademark infringement given the same shape with registered
3D mark representing “PH-5” owned by plaintiff.

• Provided that the 3D shape of “PH-5” has been successfully
registered as a trademark in Japan, expiration of design right
shall not prevent the owner from enforcing trademark right
against the shape once registered as design right.

• Even if infringing product was offered to sell on notice of
replica designer lighting or free generic design items at a lower
price than genuine PH-5, it shall not deny a fact that infringing
product is likely to compete with plaintiff.

Based on the foregoing, the Court ruled that R&M Japan
committed a trademark infringement and awarded Luis Poulsen
4.4 million JPY for damages.

It is noteworthy that the court admitted infringement based on
a 3D mark registered upon proof of acquired distinctiveness.

2018年12月27日、東京地方裁判所は、㈱R&MJaPanが日本国
内に輸入・販売する照明器具が、デンマーク法人ルイス・ポー
ルセン社の有名なペンダントランプシェード「PH-5」の立体形状
に係る登録商標と同一又は酷似しており、このため、商標権侵
害の成否が争われた裁判で、ルイス・ポールセンの訴えを認め、
㈱R&MJaPanに対し、損害賠償として441万2568円の支払いを
命ずる判決を言い渡しました。[平29(ワ)22543]

ルイス・ポールセン社は、「PH-5」で知られる独特のランプ
シェードを用いた照明器具を製造し、日本国内で過去40年以
上も販売していました。当該ランプシェードの立体形状は、それ
までの使用実績に基づく特別顕著性の主張立証が認められ、
2016年、第11類「ランプシェード」を指定商品として、日本にお
いて商標登録されました。（商標登録第5825191号）

被告㈱R＆MJaPanは、外観がPH-5と同じ形状の照明器具を
日本に輸入・販売しました。被告は、デザインをリプロデュース
したことを認めつつも、当該デザインに係る意匠権等の独占権
が法定の存続期間満了により消滅し、パブリックドメインとして
自由に利用することができること、また、販売時に消費者に対
し、当該製品がデザイナー照明器具のリプロデュース（レプリ
カ）品や自由に利用可能なデザインのリジェネリック品であるこ
とを明示していたことを根拠に、原告には損害が一切発生して
いないと主張しました。さらに、PH-5の真正品と被告製品とで
は値段の開きが大きいため、被告の行為と原告が被った損害
の間に因果関係は認められない、と反論しました。

裁判所は、以下の理由により、原告に有利な判断を下しました。
• 被告製品が原告の所有に係る「PH-5」を指称する立体商標
権と同じ形状であることから、商標権侵害を構成することは
否定できない。

• 「PH-5」の立体形状が日本で商標として登録されている以上、
意匠権の消滅によって、商標権者が、意匠権として登録され
ていたデザインに対する商標権に基づく権利行使が制限さ
れることにはならない。

• たとえ被告製品が「PH-5」のリプロデュース品やリジェリック
品であることが明示され、被告製品が真正品よりも安く販売
されているとしても、それらの事情をもって、被告製品が原告
と競合しないとは言い難い。

以上により、裁判所は、㈱R＆MJaPanの行為を侵害と認定し、
ルイス・ポールセンに441万2568円賠償するよう命じました。

特別顕著性により登録が認められた立体商標に基づく商標権
侵害の認定が認められたことは、特筆すべきです。
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