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中国：商標「無印良品」に関する裁判で、日本の良品計画に対し、約1,000万円の損害賠償の支払いを命令

Chine: Muji ordered to pay Chinese firm USD89,000 and apologize after losing trademark appeal

The Supreme People’s Court in Beijing ordered Japanese retailer
Muji to pay 626,000 yuan (US$89,000) in damage and issue a
public apology to a Chinese company after losing its appeal
against an earlier court ruling on a trademark infringement.

The Court upheld a 2017 ruling in favor of Natural Mill, whose
parent company, Beijing Cottonfield Textile Corp. (BCTC), owns
a trademarked name used by Muji. The names of the two
companies in Chinese are substantially similar: 無印良品 (Muji)
vs 无印良品 (Natural Mill).

When Muji entered the mainland China market in 2005, it
registered its international brand name “MUJI” in block letters
and a local trademark represented by four Chinese characters
spelling out “無印良品” to cover most, but not all, of its goods.
However, Chinese company Hainan Nanhua had registered the
无印良品 trademark for certain woven fabric products,
including bed covers and towels, in 2001. It later transferred the
rights to the name to BCTC.

In 2015, the two companies sued Muji for breach of the
trademark, and in a 2017 verdict the appeal court for
intellectual property disputes in Beijing ruled in their favour.
Last year, BCTC said online that its decision to trademark the 无
印良品 name had nothing to do with Muji, but represented the
fact that the company made only good-quality products and did
not use dyes.

Muji acknowledged that the rights to the 无印良品 trademark
for bed covers and towels was held by the Chinese firm but
appealed against the intellectual property court’s ruling on the
grounds that it had legally registered almost all of its other
products under the 無印良品 name. The supreme court,
however, did not agree. “BCTC has the exclusive rights to the
trademark,” it said in court documents, adding that “others may
not infringe on that right without permission”.

Given, in 2011, BCTC opened a store “无印良品 (Natural Mill”
which Chinese consumers perceive as a counterfeit brand
modelled after “MUJI”, the court must have highly valued TM
application prior to the MUJI’s launch into China market.

北京高級人民法院は、知的財産法院が下した商標権侵害判
決に対する控訴審において、生活雑貨店「無印良品」を展開す
る良品計画に対し、損害賠償金626,000人民元(約1,000万円)
の支払いと、謝罪広告の掲載を求める判決を言い渡しました。

高級人民法院が支持した2017年の知的財産法院での裁判で
勝訴したNatural Mill（中国語表記：无印良品)の親会社である
北京棉田紡績品有限公司(Beijing Cottonfield Textile Corp.)が、
良品計画が展開する「MUJI」が使用する「無印良品」と酷似す
る商標「无印良品」を登録していました。

良品計画が中国市場に進出したのは、2005年。その際、欧文
字の「MUJI」と漢字4文字からなる「無印良品」を、一部を除き、
ほぼ全ての商品において中国で商標登録しました。しかしなが
ら、第24類の織物製品（クッション、タオル、枕カバー、ベッド
シーツ)においては、中国企業の海南南華実業貿易(Hainan
Nanhua)が、「无印良品 」を2001年に商標登録していました。当
該商標権は、その後、北京棉田紡績品有限公司に譲渡されま
した。

2015年、両社は、良品計画を相手取り、商標権侵害訴訟を提
起ました。2017年、知的財産法院は、両社の主張を認める判
決を言い渡しました。
北京棉田紡績品有限公司は、昨年、同社が「无印良品 」の商
標を使用することにしたのは、良品計画の「無印良品」とは全く
関係がなく、同社が染料を使わず、良質の商品を製造している
事実を単に表したに過ぎない、との声明をネットに公表しました。

良品計画は、ベッドカバーやタオル等において「无印良品 」の
商標権が中国企業によって所有されている事実については認
めつつも、「無印良品」の商標がその他ほとんどの商品におい
て有効に登録されていることを根拠に、知的財産法院の判決
を不当として争いました。しかしながら、高級人民法院は、この
主張を退け、「北京棉田紡績品有限公司が当該商標を独占的
に使用する権利を有する」とし、「許諾なき第三者が勝手に侵
害することは許されない」との判断を示した。

北京棉田紡績品有限公司は、2011年ごろから日本の無印良
品にそっくりな店舗「无印良品 」を中国内で展開していたようで
すが、良品計画の進出以前に先に出願、登録されていたこと
が、決定的な要因と評価されたものと思わざるを得ません。


