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知的財産高等裁判所は、令和3年4月21日、十文字商標の類
似性が争われた商標権侵害訴訟(控訴審)において、東京地方
裁 判 所が 下した判 断 を支 持し 、 控訴人 (TRAVELPLUS
INTERNATIONAL社)がバッグパック等に使用する控訴人標章
は、被控訴人(ヴェンガー・エス・アー)の登録商標と類似し、商
標権侵害が成立する、との判決を言い渡しました。
[令和2年（ネ）第10060号 商標権侵害差止等請求控訴事件]

WENGER
スイス法人ヴェンガー・エス・アー(以下「WENGER社」)は、以下
の態様からなる国際登録第1002196号商標(以下「本件商標」)
を、第18類指定商品「バックバッグ」他において、2010年11月5
日より、日本国内で登録しています。

SWISSWIN
TRAVELPLUS INTERNATIONAL 社 ( 以 下 「 TI 社 」 ) は 、
「SWISSWIN」ブランドのバックパック等に、正方形部分の外周
内に十字を配したロゴマーク(以下「控訴人標章」)を付して販売
しました。判決によると、TI社のグループ会社は、WENGER社
のバッグをOEM製造していたようです。

知財高裁の判断
知財高裁(第3部鶴岡稔彦裁判長)は、以下のように述べ、原判
決は相当であり、本件控訴は理由がないとして、棄却する判断
を下しました。

１．十字部分の色彩等に基づく類否
商標法４条１項４号は，赤十字の標章と同一又は類似の商標
について商標登録を受けることができないと定めている。赤十
字の標章と同一又は類似の商標でなければ十字部分を含む
商標の登録は認められる余地があり，十字部分を含む商標に
おいて十字部分の色彩が識別性等の観点からどのような意味
を有するかは，その商標の具体的な構成等に照らして判断さ
れるべき事柄であって，一概に，十字部分を有する標章におい
て特に十字部分の色彩が類否に大きく影響するということはで
きない。
２．十字以外の部分等に基づく類否
商標法４条１項１号により，被控訴人商標が登録されているの
はスイス国旗と類似していないからであるとしても，そのことか
ら直ちに，被控訴人商標のうち，十字部分以外の円弧からなる
ループ状図形が要部であるとして，その部分の比較に基づい
て商標の類否を判断すべきであるとはいえない。
本件商標と控訴人標章は，いずれも十字部分と外周部分から
なり，十字部分は本件商標及び控訴人標章の中心にあって目
立つ位置にあるから，類否判断に当たっては，十字部分も含
めて被控訴人商標と控訴人各標章のそれぞれの全体を比較
考察すべきである。

On April 21, 2021, in an appeal trial of trademark infringement
lawsuit disputing similarity to the Wenger cross, the Japan IP
High Court affirmed Tokyo District Court’s decision in favor of
Wenger S.A. and ruled to dismiss the appeal brought by
TravelPlus International who was sentenced for trademark
infringement by using similar cross design marks on backpacks.
[Court case nos. IP High Court Reiwa2(ne)10060]

WENGER
Wenger, the Swiss company, has owned international
registration no. 1002196 for the cross mark (see below) for use
on backpacks of class 18 and others goods in Japan since
November 5, 2010.

SWISSWIN
TravelPlus International (TI) distributed “SWISSWIN” brand
backpacks adorned with a logo evoking the Swiss flag which
consists of a cross surrounded by a square in Japan. According
to the court decision, an affiliated company of TI has produced
the Wenger bags as an OEM vendor.

IP High Court ruling
The IP High Court dismissed the appeal entirely and issued a
decision addressing the interpretation of similar marks evoking
the Swiss flag that is unregistrable under the Trademark Law.

1. Evaluation of color difference on cross design
TI argued color difference shall be a crucial factor in this case
based on Article 4(1)(iv) of the Japan Trademark Law that
prohibits registration of an identical or similar mark to the Red
Cross. However, the judge denied the allegation by stating that
any cross design dissimilar to the Red Cross can be registrable
under the article. If so, it does not make sense to find the color
difference on cross designs that would materially affect the
similarity of the marks. Both marks should be assessed in their
entirety by taking account of other elements as well.
2. Assessing figurative element except for cross design
TI argued both marks should be assessed similarity on the
assumption that the square plays a dominant role of source
indicator based on Article 4(1)(i). Any mark identical or similar
to a foreign national flag is unregistrable under the article. If so,
it should not be allowed to claim trademark infringement based
on the cross design which is undoubtedly similar to the Swiss
flag. However, the judge dismissed the allegation and reiterated
its stance that in finding similarity of mark, both marks should
be assessed in its entirety, not only with the square but also the
cross, since both marks just consist of these elements.

知財高裁：十文字商標権侵害訴訟、スイス国旗と似通った十字部分が非登録だとしても、商標全体として類似

IP High Court affirmed TM infringement in favor of Wenger even though the Swiss flag is unregistrable


