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米国連邦最高裁判所：商標権侵害によって被った損害賠償の認定要件として、侵害者の「故意」は不要

U.S. Supreme Court Strikes Down Willfulness Requirement for Trademark Profits

On April 23, 2020, a unanimous U.S. Supreme Court ruled that
the Lanham Act does not require that a trademark infringer
must willfully violate the law in order to award profits in a
trademark case.

Background of Trademark Law
The Lanham Act provides these remedies for trademark
infringement, including:
• Plaintiffs can recover damages for trademark infringement
• Plaintiffs can recover treble damages and attorneys’ fees for

willful infringement.
The only preconditions for recovering damages are that the
trademark must be likely to cause confusion, or the mark is
misrepresented in the commercial advertising or promotion of
the goods or services such that there is damage.
The circuits were previously split on whether willfulness was
required for a plaintiff to be entitled to the profits the
defendant received from the trademark infringement. While a
defendant’s state of mind is always important in determining
remedies, the plain language of the statute does not explicitly
read to require willfulness for awarding profits.

Facts of the Case
Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc. centered around handbag
fasteners. While Romag sells magnetic snap fasteners for use in
leather goods, Fossil designs, markets and distributes a wide
range of fashion accessories. Through an agreement made
many years ago, Fossil was authorized to use Romag’s fasteners
in their products. Romag eventually discovered that Fossil hired
factories in China to create counterfeit Romag fasteners and
Fossil did little to guard against those activities. Romag sued,
claiming that Fossil infringed its trademark, falsely advertising
that the fasteners were Romag fasteners. While a jury trial
agreed that Fossil acted “in callous disregard,” they did not
agree with Romag that Fossil acted willfully. The district court
ruled that the Second Circuit standard that willfulness must be
established in order for the plaintiff to receive the profits the
defendant gained through the infringement was not present in
this case.

The Supreme Court’s Decision
The SC decision held that while willful infringement is an
important factor to weigh in a trademark infringement suit, it is
not required. The court was particularly convinced that Section
1125(a) was not intended to include willfulness since the word
“willfulness” is included in other parts of the statute.
The Court also looked to the history of trademark law, citing
that the Lanham Act’s statutory predecessor, the Trademark Act
of 1905, made no mention of such a willfulness requirement.
Ultimately the Court decided that the fact that the principle of
mens rea (one’s mental state) is brought up throughout the
Lanham Act to permit greater statutory damages for certain
willful violations demonstrates that the plain meaning of the
statute, which does not include willfulness as a necessary
precondition, must hold.

2020年4月23日、米国連邦最高裁判所は、商標権侵害事案に
おいて、米国商標法(ランハム法)は、侵害者が得た利益を権利
者が被った損害と認定するためには、侵害者が「故意」により
侵害行為に及んだことを要件としていない、と判示しました。

米国商標法
ランハム法は、商標権侵害の救済措置として、以下を認めてい
ます。
• 原告は、商標権侵害により被った損害の賠償請求ができる。
• 原告は、故意侵害に対して、３倍賠償及び代理人費用の支

払いを請求できる。
損害賠償が認められる前提条件として、商標同士に出所混同
のおそれがある、または、商品やサービスの広告・宣伝におい
て誤解を生じさせる虚偽の表示があり、それによって営業上の
利益が害される必要があります。
下級裁判所は、これまで、被告が商標権侵害行為により得た
利益を原告が被った損害賠償額と認定するためには、被告が
「故意」であったことを必要とするか否か、判断は分かれていま
した。適切な救済措置の判断において、被告の精神状態は常
に重視されてきたものの、法律の文言上、損害額の認定にお
いて「故意」を要件とすることは明記されていませんでした。

本裁判の事件背景
Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc. 事件では、ハンドバッグ用
ファスナーに関する商標が問題となりました。Romag社は、革
製品用の磁石止めファスナーを販売しており、Fossil社は、
様々な種類のファッションアクセサリーをデザイン、販売してい
ます。両当事者間で締結された契約書に基づき、Fossil社は、
Romag社のファスナーを自社製品に使用する許可を得ました。
Romag社は、Fossil社が中国の工場を使って偽物のRomagファ
スナーを製造したことを突き止めましたが、Fossil社は、何ら是
正措置をとりませんでした。そこで、Romag社は、裁判所に対し、
Fossil社は商標権を侵害し、偽物がRomag社のファスナーであ
ると不実表示したと訴えました。陪審審理において、Fosssil社
の行為は、”無神経且つ不誠実”と認定されましたが、Romag
の主張に反し、「故意」は認定されませんでした。地裁は、第二
巡回控訴裁の判断を引用し、被告が侵害行為により得た利益
を原告の損害額と認定するには、「故意」が必要となるが、本
件では、そのような証拠は提出されていない、と判断しました。

連邦最高裁判所の判断
最高裁は、商標権侵害訴訟において、故意侵害は、非常に重
要な要因であるものの、必要条件ではない、と判示しました。と
りわけ、他の条文に「故意」が明記されていない以上、ランハム
法43(a)[合衆国法典15巻1125(a)]に限って、「故意」を要件とす
ることを意図したものと解すべきでないことは明らかである。
また、最高裁は、商標法の歴史的経緯にも触れ、ランハム法
の制定に関与した前任者の考えを引用し、1905年の商標法は、
故意侵害についての言及がないことを指摘しました。
最終的に、最高裁は、特定の故意侵害に対し、より高額の損
害額を認めるには、被告の精神状態を重視しようとするランハ
ム法の精神を踏まえると、必要な要件として「故意」を書き加え
ていない条文の文言を言葉通りに捉えるべきである、との見解
を示しました。

最高裁の判決全文は、こちらからご覧ください。


