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はじめに

ミプロでは輸入ビジネスを行う上で必要となる知識（交渉、発注、代金決済、通関手続き、輸入・
販売法規制など）について、相談業務、セミナー開催、参考資料の作成等を行い、特に小口輸
入事業（販売を目的とした小規模での業務輸入）に対して積極的なサポートを行っています。
知的財産権につきましても「知らなかったということで権利を侵害してしまうリスクを低減
するために…」をコンセプトにしてテーマを定め、セミナーを開催し資料を作成して参りました。
たとえば「並行輸入」をご理解いただくためには「商標権とはなにか」というような知的財
産に関する基礎知識が必要となりますが、本冊子ではミプロが提供するセミナーや資料をご利
用いただく際にご参照いただきたい基本的な情報を Q ＆ A 形式でまとめたものです。知的財産
の保護のかたちには国の政策が大きく係わりますし、国際的な潮流も大きな影響を及ぼします。
また、知的財産においては権利化、管理、模倣品対策、権利侵害など多くの課題やリスクがあ
ります。本冊子では日本での知的財産保護政策の背景となる関連情報とともに、
「輸入ビジネス」
という観点にしぼって権利や法律について解説しています。
法的観点からはミプロ知的財産権セミナーにおいて講師をお願いしている
務所

弁護士

得重

貴史

中山国際法律事

氏に監修を頂きました。また、本書の作成にあたり多くの方々に

ご指導、ご協力を頂きました。厚くお礼申し上げます。
内容につきましては法律的な正確さよりもわかりやすさを優先しておりますので、あくまで
も参考情報としてご利用いただきたく、具体的に法的手続き等が必要な場合は弁護士など専門
家にご相談下さい。
本資料が輸入ビジネスにおける知的財産権侵害リスクを避けるための一助となれば幸いです。


2018 年 3 月
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貴史（とくしげ

たかし）氏

2011 年

弁護士登録

2015 年

カリフォルニア州立大学バークレー校ロースクール留学（客員研究員）

現在、インターネット上の輸入販売事業者、ライセンスビジネスの事業者などのクライアントをサポート。
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Ⅰ．知的財産権の概要

Q1
A1

知的財産権とは何ですか

「財産」というと預金や不動産がまず頭に浮かびますが、現代の市場経済の中では具体的な形や量とし
て捉えきれないものが経済的に重要な価値を持つようになっています。このような、知的活動によって

創造された無形の財産を「知的財産」といいます。
知的財産が第三者に無断で利用されることにより、個人や企業などが得るべき利益が損なわれること、結果とし
て創造意欲や信用を維持する努力の低下がもたらす経済への影響が、問題視されています。知的財産を創造した者
に独占権を与え、
「知的財産権」として保護し、またそれを活用することにより、経済活動の発展と競争力の強化
をはかることは、今や国家レベルで重要な課題であると考えられています。
知的財産に対する独占的な権利をどのように付与して保護するのか、原則としてその考え方は各国の政策上の問
題であり、保護のあり方を定める法律も国ごとに異なります。
輸出する場合には、相手国の知的財産権の状況とその保護法について確認する必要があります。輸入する場合に
はまず、取扱商品について日本ではどのような知的財産権が存在しているのかを確認し、それを侵害するリスクに
ついて検討します。
一方無形の知的財産権は容易に国境を越えて流通していきます。国際的な知的財産権の保護と活用を求めるなら
ば、国家間の制度を調和させましょうという動きも当然生じます。国際的な制度の調和動向は、日本での知的財産
権制度に大きな影響を与えていることにも留意しましょう。

知的財産権とは？
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その 1

多くの国で、権利の保護と活用によって自国の競争力を高める動きを強めています

その 2

権利の付与と保護の方法は、原則として国ごとに決められています

その 3

グローバル化の中で、国家間の制度の調和、そして共通化がはかられています

Ⅰ．知的財産権の概要

Q2
A2

知的財産をめぐる国際的な状況について教えてください

知的財産は原則、国ごとに異なるしくみや手続きによって権利化され、法的な保護の対象となります。
ですから権利を得た国でのみその効力が生じる、つまり属地主義といわれるかたちを採っています。し

かし無形である知的財産権の流通はより容易に、より迅速に国境を越えてしまいます。経済のグローバル化が始ま
る中でその保護制度が国ごとに異なっていることに不都合が生じてきたことから、19 世紀頃より国際的な調和（ハー
モニーゼーション）への取組みが始まりました。
そして近年では、先進国と途上国との間に横たわる南北問題が浮上したこともあり、知的財産権に関するルール
づくりを貿易問題のひとつとして、総括的に交渉しようとする動きが出てきました。
さらに現在に至っては、さまざまな利害関係が交差する多国間協議の行き詰まりを打開する手段として、二国間、
あるいは一定地域内を交渉の場として合意事項について協定を結ぶかたちが、知的財産権制度の国際調和への動き
とは別に広がっています。

●知的財産に関する主な国際条約について
【パリ条約】
国際博覧会に出品する発明品の知的財産保護が保証されないことを理由に出品を躊躇する参加国の声が契機とな
り、1883 年に特許権、商標権など工業所有権の保護に関するパリ条約が採択されました。※工業所有権に関する基
本となる条約です。
パリ条約では、以下 3 つの原則を定めています。
①内国民待遇の原則（第 2 条）
同盟国の国民は、当該国で定められた条件及び手続に従う限り、当該国国民と同一の保護を受け、権利の侵害に
対しても同一の法律上の救済を与えられる。
②優先権の原則（第 4 条）
いずれかの同盟国において正規に特許出願もしくは実用新案、意匠若しくは商標の登録出願をした者などは、他
の同盟国において出願することに関し一定の期間中優先権を有する。
③特許独立の原則（第 4 条）
同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国において同一の発明について取得した特許から独立し
ており、その無効又は消滅の理由についても相互に影響を受けない。
※パリ条約における工業所有権とは、特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号、原産地表示、または原
産地名称及び不正競争の防止に関するものが含まれます。

【ベルヌ条約】
著作権の国際的保護に関するベルヌ条約は 1886 年に締結されました。主に次のような原則が掲げられています。
①内国民待遇の原則（第 5 条）
著作者は、この条約によって保護される著作物に関し、その著作物の本国以外の同盟国国民に与えられる権利及
びこの条約が特に与える権利を享有する。
②無方式主義（第 5 条）
著作権の享有及び行使には、いかなる方式の履行をも要しない。

など

【WIPO（世界知的所有権機関）】
1967 年の「世界知的所有権機関を設立する条約」
（WIPO 設立条約）の施行により 1970 年に設立されました。
4 年後には国連の専門機関となり、多数の参加国の間で合意を形成していくかたちで知的財産権保護の国際的なルー
ル作りを行ってきました。
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しかしプロパテント政策を進めるアメリカを中心に、ルール違反に対してより強い実効力をもつ新たな交渉の場
を求める声が高まり、知的財産権をめぐる交渉は、貿易交渉の一環として行われることが増えています。
WIPO はスイス・ジュネーブに本部を置き、2017 年 3 月現在

世界 189 ヵ国が加盟しています。そしてパリ条約、

ベルヌ条約に基づく同盟の管理業務のほか、国際的な権利出願制度となる PCT 制度（特許権）、マドリッド制度（商
標権）
、ハーグ制度（特許権）といったサービスの提供を行っています。
【TRIPS 協定（知的財産権の貿易関連の側面に関する協定）】
1995 年に WTO（世界貿易機関）において TRIPS 協定が発効され、貿易交渉の場でより実態に即した知的財産
権問題が話し合われるようになりました。TRIPS 協定に基づき、途上国の農産物輸出といった貿易上の他の分野の
問題と知的財産権の保護とを、ひとつの通商交渉として進めていくかたちです。また、同協定では参加国に対し、
知的財産の保護と権利行使について、各国の国内法の制定を義務として定めています。ルール違反に対しては経済
制裁という具体的な手段を講じることも可能なので、より実行力をもつ交渉の場として認識されてきました。
しかし近年 TRIPS 協定による知的財産権保護の強化に対し、自国発展のための技術導入コストの上昇を懸念す
る途上国を中心に、不満や反対の立場を表明する国などは少なくありません。南北問題が深まる中で 160 程度ある
加盟国・地域の利害関係が複雑化する現状では、多国間によるルール作りが難しい状況が深まっています。
【FTA（経済連携協定）／ EPA（自由貿易協定）】
FTA とは特定の国や地域の間で、物品等の関税や数量制限といった障壁を削減・撤廃し、貿易の自由化や円滑化
を通じて経済関係の強化を図ることを目的とする協定です。EPA は、さらに投資や労働力の移動、知的財産の保護
や競争政策におけるルール作りといったより幅広い分野を対象とした協定です。多国間によるルール作りが難航す
る一方で、当事者間の合意によって取決めが可能な FTA や EPA の締結は、すでに発効済なものだけでも 300 件
近くに上っており、日本は当初出遅れた観がありましたが現在 EPA を中心に 16 件（2017 年 3 月現在

外務省

HP）が発効済・署名済となっています。

コラム

地理的表示（GI）の保護について

地理的表示（GI）とはいわゆる地域ブランドのことを指します。EU では、対象となる農産物、食品（ワイン等
は別途の規則による）について基準に基づく登録制度があります。その品質を満たさない産物については登録名称
の使用を禁止するなどして、以前から GI の保護に熱心に取組んできました。その成果として、原産地の地名度は
世界的に向上して輸出が増加、ブランド価値の上昇による恩恵が生産者や消費者に及ぶ事例が多数生じています。
◇ EU 地理的表示具体例：◦プロシュート・ディ・パルマ（イタリア
◦シャンパン（フランス

パルマ地域）、

シャンパーニュ地域）

◦パルメザンチーズ（イタリア

パルマ地方）

GI は TRIPS 協定でも知的財産のひとつとして加盟国内での保護が明文化されています。
日本でも海外への輸出促進につながることを期待して、平成 27 年 6 月に「特定農林水産物等の名称の保
護に関する法律（地理的表示法）
」が施行されました。現在、◦夕張メロン（北海道夕張市） ◦大館とんぶ
り（秋田県大館市） などの産品が登録されています。
ご参照：農林水産省 HP「食料産業＞地理的表示保護制度＞登録産品一覧」
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/
GI については、国や地域による考え方の違いがあり、他の知的財産権のような国際登録制度や国際的な保護制度
の仕組みはなかなか進んでいません。そんな状況の中、FTA/EPA において特定の国や地域の間で GI の保護を積
極的に規定する動きがあり、
日本政府も「地理的表示法」施行後、欧州に続き積極的な活用の方針を表明しています。
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Ⅰ．知的財産権の概要

Q3
A3

日本では、どのような知的財産権がありますか

「知的財産権」は特許権や意匠権などの技術的創作物に関する権利や、著作権といった文化的創作物に
関する権利、商標権など営業標識に関する権利など、幅広い分野にわたっています。

これらのうち、
「商標権」
「特許権」
「意匠権」「実用新案権」は産業財産権と呼ばれ、権利を発生させるためには
特許庁への登録が必要となります。一方、「著作権」は著作物を創作すると同時に権利が生じます。

知的財産の種類
創作意欲を促進

信用の維持

知的創造物についての権利等
特許権（特許法）
実用新案権
（実用新案法）

営業上の標識についての権利等

○「発明」を保護
○出願から 20 年
（一部 25 年に延長）

商標権（商標法）

○物品の形状等の考案を保護
○出願から 10 年

商号（商法）

○商品・サービスに使用する
マークを保護
○登録から 10 年（更新あり）
○商号を保護

商品等表示
○周知・著名な商標等の不正
（不正競争防止法） 使用を規制

○物品のデザインを保護

意匠権（意匠法） ○登録から 20 年
著作権
（著作権法）

○文芸、学術、美術、音楽、プロ
グラム等の精神的作品を保護
○死後 50 年（法人は公表後
50 年、映画は公表後 70 年）

回路配置利用権
（半導体集積回路の回
路配置に関する法律）

○半導体集積回路の回路配置
の利用を保護
○登録から 10 年

育成者権
（種苗法）

○植物の新品種を保護
○登録から 25 年（樹木 30
年）

地理的表示（GI）
（特定農林水産物の名称
の保護に関する法律）

○品質、社会的評価その他の確
立した特性が産地と結びつい
ている産品の名称を保護

産業財産権＝特許庁所管

（技術上、営業上の情報）
営業秘密
○ノウハウや顧客リストの盗
（不正競争防止法） 用など不正競争行為を規制
出所：特許庁平成 29 年度

知的財産権制度説明会（初心者向け）テキスト

p.4」

●商品に存在する知的財産権の例

部品や機構、製造方法など
（特許権、実用新案権）
ブランド名
ロゴマーク
（商標権）

ひとつの商品に複数
の知的財産権が存在
するのですね。

ABC

ABC

GAME

カバーデザイン
（著作権）

音楽、ゲームソフト
（著作権）

デザイン
（意匠権）
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Q4

日本において知的財産権はどのような法律によって
保護されていますか

日本が近代国家として歩み始めた直後、明治 2 年には著作権法の前身といわれる出版条例が制定されまし

A4

た。その後商標条例（明治 17 年）
、専売特許条例（明治 18 年）
、意匠条例（明治 21 年）
、実用新案法（明

治 38 年）と、知的財産を保護する法律は次々に制定され、時代の要請を受けて変化を重ねて現在に至っています。
2002 年には日本政府が「知的財産立国」を国家戦略として定めたことにより、知的財産の創造、保護及び活
用に関する施策を集中的かつ計画的に推進することを目的とする「知的財産基本法（2002 年 12 月 4 日に公布、
2003 年 3 月 1 日に施行）」が制定されました。
知的財産基本法では、「知的財産」および「知的財産権」を以下のように定義づけています。

知的財産保護法
第2条
この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動に
より生み出されるもの（発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性がある
ものを含む。
）、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他
の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
2

この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知
的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

知的財産権はそれぞれの権利の性質に基づき、権利ごとの法律によってその目的や権利化の方法、保護の仕組み、侵
害時の罰則などが規定されています。たとえば特許権や実用新案権、意匠権は、より優れた発明やデザインを生み出さ
せることを目的として法律が定められており、権利化の際にはその新規性が重視されますし、保護期間には限りがありま
す。一方商標権は信用が蓄積されればされるほどその価値が上がるものなので、商標法では権利の登録時に新規制は求
められず、
また10 年ごとの更新を繰り返すことによって、
半永久的に商標権を維持することが可能な定めとなっています。
ところで輸入については、財務省所管の税関が、関税法

第 69 条の 11 に規定された「輸入してはならない貨物」

に基づき知的財産権を侵害する物品の取締りを行っています（参照：本資料 Q5）。

関税法
（輸入してはならない貨物）
第六十九条の十一

次に掲げる貨物は、輸入してはならない。

九 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
十

不正競争防止法第二条第一項第一号から第三号まで又は第十号から第十二号まで（定義）に掲げる行為（こ
れらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号から第五号まで、第七号又は第八
号（適用除外等）に定める行為を除く。）を組成する物品
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Ⅰ．知的財産権の概要
●知的財産に関する主な保護法とその体系
知的財産法の種類

所管官庁

審査登録・権利付与型

備考
特許庁に出願し、法律で定められた要件を満たし

規制対象

特許法（特許権）

特許庁

ているのかについて審査官による審査が行われる

行為の明

商標法（商標権）

特許庁

ので、権利として保護すべきものか否かを権利付

確性

意匠法（意匠権）

特許庁

与の段階であらかじめ振り分けることが可能であ

大

る。登録後に権利が生じる。業としての利益を保
護する。
無審査登録・権利付与型
実用新案法（実用新案権）

書類と基礎的な要件審査によって登録される早期
特許庁

登録制度が採られている。登録後に権利が生じる。
業としての利益を保護する。

無登録・権利付与型

権利を生じるのに登録要件はない。

著作権法（著作権、著作隣接権）文化庁

営業上の利益の侵害を要件とせずに差止請求が可能。

行為規制型

事業者間の公正な競争を阻害する不正競争行為を

不正競争防止法

経済産業省

定義（第 2 条）することにより、違法行為類型
を明確化。商標法や意匠法などによる保護が難し
いところを保管する働きがある。

不法行為法

契約による保護

どのような行為が規制対象となるのかが明確では

規制対象

ないが、新たな事案に対して柔軟に対応できる。

行為の明

損害賠償のみ。

確性

小

当事者の意思に従った保護が可能であるが、第三
者に対しては効力がない。

※そのほか育成者権を保護する「種苗法（農林水産省）
」
、地域とその特性が結びつくような名称（地理的表示）を保護する「地理的表
示法（農林水産省）」
、回路配置利用権を保護する「半導体集積回路の回路配置に関する法律」があります。
参考資料：経済産業省ホームページ内 不正競争防止法の概要（テキスト 2017） p.13
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/unfair-competition.html
「（参考）我が国知的財産法の体系的整理」を参照し、ミプロにて作成
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Q5

知的財産権侵害物品に対する輸入時の取締りについて
教えてください

知的財産権侵害物品の日本への流入を防ぐため、いわゆる「水際の取締り」と呼ばれる輸入の取締りを行っ
ているのは全国に設置された税関です。
関税法では「輸入してはならない貨物」として、具体的には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、
回路配置利用権、育成者権を侵害する物品のほか、不正競争防止法に規定される周知表示の混同を惹起する物品、商品
形態模倣品、営業秘密侵害品などの輸入を禁止しています（関税法 第 69 条の 11）
。
税関ではこのような知的財産権を侵害する疑いのある物品の通関を差止めて、認定手続きを開始し、権利者と輸入者
両方の意見を確認しながら、輸入の是非について 1 か月以内をめどに認定することとなっています（参照：巻末資料 2
税関で行われる認定手続きの一般的な流れ）
。

A5

輸入商品の到着を待っていたところ、税関より「認定手続開始通知書」が届いた、というとき…
税関では認定手続きを開始すると、輸入者等に「認定手続開始通知書」を送付します。
「よくわからないが、どうしたらよいか…」といった場合は、通知書に記載されている税関の
連絡先に問い合わせると、相談を受けてくれます。
「権利を侵害していない」と反論する場合には、期限内に必要な書類等を揃えてその旨を述べ
ることになります。

コラム

輸入差止申立制度について

税関では職務権限に基づく取締りと共に、水際の取締りを効率よく行うため、権利者から模倣品等に関す
る情報提供を受付ける「輸入差止申立制度」を取り入れています。税関ホームページでは「輸入差止申立情報」
を公開しており、たとえばどのようなブランドの商標権について輸入差止めの申し立てが行なわれ、受理さ
れているのかについて、誰でも確認することができます。
参照：税関 HP 内「知的財産侵害物品の取締り」
輸入差止情報 http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/sashitome.htm

●税関での取締り実績について
税関の発表によると、平成 28 年の知的財産権侵害疑
義物品の輸入差止件数は 26,034 件（前年比 11.1％減）
で、
5 年連続で 25,000 件を超える高水準となっています。
その 9 割以上は中国からの輸入で、一極集中化の様子は
最近 10 年ほど変わりません。
また、商標権の侵害を問われた物品の件数は差止めら
れた物品全体のほとんどを占めており、品目としてはバッ
グ類、携帯電話及び付属品、衣類、靴類が上位を占めて
います。

知的財産侵害物品の輸入差止実績の推移
件数 (件）
35,000
30,000

■ 件数
111.8
97.9
26,607

■ 点数

点数 (万点）
120

32,060
28,135

29,274
89.6

100
26,034

25,000
20,000

80
19,591

69.0
62.8

62.3

60
15,000
40

10,000

20

5,000
0

平成 18 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年

0

備考：1 件の輸入申告又は郵便物に、20 点の知的財産侵害物品が含ま
れていた場合は、「1 件 20 点」として計上されています。
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Ⅰ．知的財産権の概要
知的財産別輸入差止実績構成比の推移（件数ベース）
著作権 1.1％
不正競争
防止法 0.2％
意匠権 0.1％
特許権 0.0％

商標権
98.6％

平成 27 年

著作権 1.2％
意匠権 0.3％

商標権
98.2％

平成 28 年

特許権 0.2％
不正競争
防止法 0.0％

0

10,000

20,000

30,000 件数（件）

（注 1）四捨五入しているため、構成比の合計が 100％にならない場合があります。
（注 2）各権利で保護されているものは、例えば以下のものです。
		 商標権：商標法に基づき商標登録された文字、図形等の「ロゴマークやブランド名」
		 著作権：創作されたキャラクターや音楽 CD 等の「著作物」
（著作権法で保護）
		 意匠権：意匠法に基づき意匠登録された物品の形状、模様等の「デザイン」
		 特許権：特許法に基づき特許登録された「発明」
不正競争防止法で輸入が規制されているものは、例えば以下のものです。
		 ・広く認識されている他人の「商品等表示」との混同を生じさせるもの
		 ・著名な他人の「商品等表示」を使用するもの
		 ・他人の商品の形態を模倣するもの
		 ・「営業秘密」として管理されている秘密情報の不正使用により生じたもの
		 ・技術的に制限されているプログラムの実行を可能とする装置
			 （例：ゲーム機器において本来は使用することができない海賊版ソフトを使用できるようにする装置）

輸送形態別の輸入差止め実績をみると、件数ベースでは郵便物が大半を占めていますが、点数ベースでは一般貨
物の占める割合が郵便物の占める割合を上回りました。1 件の輸入申告で大きな点数の権利侵害品が差止められた
ことになります。
輸送形態別輸入差止実績構成比の推移（件数ベース）
件数 (件）
30,000

一般貨物
6.5％

25,000

一般貨物
6.6％

輸送形態別輸入差止実績構成比の推移（点数ベース）
点数 (万点）
70
60

一般貨物
30.2％

50

20,000

一般貨物
52.8％

40
15,000

郵便物
93.5％

10,000

郵便物
93.4％

20

5,000
0

30

郵便物
69.8％

10
平成 27 年

平成 28 年

0

平成 27 年

郵便物
47.2％

平成 28 年

税関のホームページではこのような輸入差止実績とともに、実際に輸入を差止めた商品の写真も数多く掲載され
ています。取締り状況やどのような権利侵害品が存在しているのかなど、不正商品に関わる情報を得ることが出来
ます。
参照：税関 HP 内「知的財産侵害物品の取締り」
輸入差止実績

http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/jisseki.htm
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Q6
A6

知的財産権侵害物品に対する販売時の取締りについて
教えてください

「通関した商品は真正商品として認められたことになる」ということではありません。商品の真贋を鑑定できるの
は原則として権利者だけですが、通関するすべての商品について権利者が鑑定しているわけでは当然ありません。

通関した輸入商品も含めて、国内に流通する不正商品の取締りを担っているのが警察です。
警察庁より毎年発表される「偽ブランド品・海賊版の根絶に向けて！！」によると平成 28 年知的財産権侵害事犯の
検挙事件数は 594 件、
検挙人員は 730 人となっています。商標権や著作権について侵害形態をみると、
インターネット・
オークションやインターネットを利用するケースが、
いずれの権利侵害事犯においても全体の 8 割以上を占めています。

最近 10 年間における知的財産権侵害事犯の検挙状況の推移
（事件）
700

検挙事件数

検挙人員

（人）
1,000
900

600

800

500

700
600

400

500
300

400
300

200

200

100
0

100
H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

0

商標権侵害事犯及び著作権侵害事犯の侵害形態（平成 28 年中）
（事件ベース）
【商標権侵害事犯】
露店 0.3％
フリーマーケット 0.3％

その他 3.9％

【著作権侵害事犯】
露店 4.2％
店舗 2.5％

店舗
13.2％

インターネット
利用
27.3％

インターネット・
オークション
利用
54.9％

N＝304

その他 2.1％
インター
ネット・
オーク
ション利用
20.2％

インターネット利用
71.0％

N＝238

（インターネット利用は、インターネット・オークション利用を除く。）

出典：警察庁 HP「偽ブランド品・海賊版の根絶に向けて！！」
https://www.npa.go.jp/safetylife/seikeikan/niseburandohin_kaizokuban_konzetsu.pdf
税関や警察といった行政による取締りだけではなく、権利者による不正商品に対する
監視と権利行使も年々厳しくなっています。特にインターネット上での模倣品流通は、
BtoB、BtoC 何れの取引きにおいても世界共通の問題となっており、模倣品対策とし
て水際の取締りと共にインターネット上の模倣品発見とその削除といった対策を重視す
る権利者は少なくありません。
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Ⅰ．知的財産権の概要

コラム

インターネットでの不正商品流通に対する取組み

インターネット上で知的財産権侵害品の流通が拡大する状況は、日本でも政府が 2002 年に知的財産戦略
を打ち立てた当初から（参照：本資料 Q7）問題視されていました。
2005 年 12 月には、権利者（団体）やインターネット上でサービスを提供するプラットフォーマーによる
自主的な取組みとして、「インターネット知的財産権侵害品流通防止協議会（CIPP）」が設立されています。
「何よりも消費者の利益をまもるために権利侵害者に対して関係者は協同して立ち向かうべきである」との認識
に立ち、主として①プラットフォーマーによる自主パトロールの実施と、②権利者対応プログラムの運用を行って
います。具体的にはサービスを提供するプラットフォーマーと権利者とがそれぞれ権利侵害品の出品についてパ
トロールし、協力の下で該当する出品物の削除や必要となれば出品者 ID 削除といった対策を講じています。
ご参照：CIPP

コラム

HP

http://www.cipp.jp/

「民事」と「刑事」のちがい

「商標権を侵害していると警告書が届き、「販売を止めないと法的措置を講じる」と書いてあります。販売
をやめれば罰金を払ったり、警察に行く必要はありませんか？」というご相談を頂くことがあります。
権利者から届く警告書で請求される輸入販売差止めは、商標法が権利侵害に対する民事上の救済方法とし
て差止め請求権を認めていることに基づくものです。同法では権利侵害行為に対する損害賠償請求権や信用
回復措置請求権も認めており（参照：本資料 Q9）、警告書にある「法的措置を講じる」とは、このような民
事上の権利行使について裁判所に訴えを起こすことを指すことが多いと思われます。他方、同法では商標権
の侵害に対する罰金や懲役といった刑罰も規定しています（参照：本資料 Q14）。
それでは、民事と刑事にはどのようなちがいがあるのでしょうか？
民事とは、民間人と民間人との間で生じた、主に財産などが関係することです。当事者による解決が難し
い場合には、裁判でお互いの意見を主張して裁判所の判断を求めることもありますし、裁判に至る前に和解
というかたちに終わることもあります。
一方刑事とは、刑罰を定める法律に違反してその適用を受けることをいいます。知的財産権を侵害する行
為に犯罪性が認められると刑事事件として扱われることがあります。刑事事件では国家が刑罰を科すことに
なりますので、警察や検察が介入して捜査を行い、裁判によってその刑罰の内容を決定することになります。
知的財産権を侵害する行為は、民事事件にも刑事事件にもつながる可能性があります。その違いを理解す
るとともに、トラブルに巻き込まれぬよう慎重に輸入ビジネスを進めるよう留意しましょう。
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Q7
A7

日本の「知的財産戦略」とは何ですか

2002 年、日本経済を建て直して国際競争力を回復するために「知的財産」の活用を中核とした経済運
営を国家戦略として位置づける「知的財産立国」が、当時の小泉内閣総理大臣によって宣言されました。

その実現に向け立案されたのが「知的財産戦略」です。
政府は当時、発明や創作活動を支援し（創造）、その権利を保護することで収益を確保し（保護）、さらにその収
益が次の発展につながるような創造活動に使われる（活用）
、という 3 つの要素からなる、いわゆる「知的創造サ
イクル」を柱として総合的な政策を進める、といった方針を定め、省庁横断の体制を構築して数々の政策課題にス
ピード感をもって対策を講じてきました。
たとえば不正競争防止法違反物品を輸入禁止品に追加したり、特許権や意匠権に対する輸入差止め申立制度の導
入など税関での水際の取締り強化などが、国家戦略として進められてきたのです。

知的財産推進計画 2017

（2017 年 5 月 16 日知財戦略本部会合決定）全 184 頁の内容をほんの少し見てみましょう…
Ⅰ．第 4 次産業革命（Society5.0）の基盤となる知財システムの構築
AI やビッグデーターの活用促進を図るためには、複数の関係者の利害を適切に
調整する必要があることから、
「デジタル時代において保護すべき創造性とは何
か」
「企業や業界の垣根を越えた連携を前提とする知財制度のあり方」といった
根本的な問いに立ち返りつつ、第 4 次産業革命に適応する知財システムを検討し、
構築する（IoT 関連特許の新設、審査事例の公表といった特許審査体制の整備と
強化、
営業秘密保護の強化など）。
Ⅱ．知財の潜在力を活用した地方創生とイノベーション推進
独自技術を持つ中小・中堅企業や、農林水産業・食料産業の製品等のブランドや事業価値の向上を図るた
めに知財活用に対する意識を高めること、小学校から高等教育機関での知財教育の推進を行う（地理的表
示（GI）の国内外での保護や農林水産分野への知財に関する相談体制の充実、新学習指導要領における知財
教育の充実など）。
Ⅲ．2020 年とその先の日本を輝かせるコンテンツ力の強化
2020 年とその先まで見据えたコンテンツ産業活性化に向けて、模倣品・海賊版対策を講じながら、マンガ、
アニメなどのコンテンツを食や観光などと結びつけて海外に積極的な展開を図る（映画産業の振興、書籍や
放送番組、メディアといった分野や地域を横断した国の統合ポータルを構築するための工程表作成など）。
ご参照：首相官邸 HP

知的財産戦略本部

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/

そして現在も引続き毎年 1 回、知的財産権をめぐる現状と課題を整理し、各省庁が取組むべき施策をまとめた「知
的財産推進計画」を決定し、首相官邸ホームページ内「知的財産戦略本部」上で公表しています。当該資料では、
日本の知財戦略を進める上でどのような課題に重点が置かれているのか、具体的な施策として何が検討されるのか、
年ごとの動向をみることができます。
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Ⅱ．知っておきたい知的財産権の基礎知識

Q8
A8

知的財産権について学ぶ前に知っておきたい
法律の基礎的な用語について教えてください

次の法律用語について確認しましょう。

効力…………………法的に主張・行使できる権利の範囲のこと。
本資料では⇒それぞれの知的財産保護法の定める権利の範囲について、説明しています。
権利行使……………権利を実際に使用すること
本資料では⇒権利者が権利侵害行為による被害を回復、あるいは侵害を停止・予防するために行う、侵害者（輸
入事業者）への対抗措置について説明しています。
過失…………………なすべき注意を怠ること、不注意
本資料では⇒輸入者に求められる注意義務を果たしたと認められず、損害賠償責任を負う可能性について説
明しています。
故意…………………どのような結果となるかを認識していること
本資料では⇒権利を侵害することを知りながら輸入販売した場合、損害賠償責任を負う可能性について説明
しています。さらには犯罪が成立し刑事罰を受ける可能性もあります。
準用…………………他の法律にある規定を、それと類似する場合に必要な変更を加えてあてはめること
本資料では⇒「権利者の権利行使」の項目で、特許法に規定される条文を、商標法や意匠法でも準用という
かたちで規定していることについて、説明しています。
差止請求権…………権利者が、占有する知的財産権を侵害する者またはそのおそれのある者に対し、侵害の停止、
予防を請求することができる権利。
本資料では⇒
「権利者の権利行使」の項目で、輸入事業者が知らずに権利を侵害していたとしても、輸入や
販売を差止められること、在庫品などの廃棄処分を請求できることなどを説明しています。
損害賠償請求権……知的財産権の侵害は民法 709 条に規定された「権利侵害」に該当するため、故意または過失に
よって権利を侵害する者に対して、権利者が損害の賠償を請求することができる権利。
本資料では⇒
「権利者の権利行使」の項目で、不注意やそうと知って権利を侵害した輸入事業者に対し、請求
できることを説明しています。登録制度のある産業財産権は権利について事前調査が可能という
こともあり、
「過失の推定」
（参照：本資料 p.25）が規定されています。さらに、真正品との比
較確認が容易な売れ筋商品であったこと、並外れた低価格での仕入れであったことなどの事実
があれば、不正商品の輸入販売に過失は認められず、損害賠償責任を負う可能性は高くなります。
不当利益返還義務…民法 703 条に基づき、権利侵害という違法行為によって利益を受け、権利者に損失を及ぼした
場合に、その利得の返還義務が生じる。
本資料では⇒裁判によって輸入事業者等に金銭の支払いが生じた場合では損害賠償請求に基づくケースが多
いため、本資料では触れていません。しかし、故意、過失はないと認められた場合でも、利得
の返還義務が生じる場合があることに留意しましょう。
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Q9

商標権について教えてください

日本において商標権は、商標法によってそのあり方や保護について規定されています。
同法によれば、
「商標」とは自己の取扱う商品や役務（サービス）を他人のものと区別し、その出所を
示すために、
業として商品やサービスに付ける文字やマーク等です。
「商標」を特許庁に登録することにより
「商標権」
としての効力が生じます。商標権は信用の維持を目的とした営業上の標識に関わる権利なので、10 年の期限ごと
に原則として何度でも更新して永久に権利を保持できるしくみとなっています。
商標にはおおまかに次の 3 つの機能があると言われています。現在商標法において出所表示機能をはじめとする
商標の機能を保護することは前提となっており、裁判で権利侵害の有無について判断する場合、次の商標の機能を
損なう事実があったか否かが重要なポイントとなることがあります。

A9

〈商標の機能〉
①

出所表示機能
標章をある者の商品（役務）に付すことにより、その商品又は役務の出所を表示するという商標の基本的な機能

②

品質保証機能
消費者等は同一の商標が付された商品（役務）に対して同一の品質を期待し、また事業者も商標に対するこの
期待に応えようとして生じる商標の機能

③

広告機能
消費者等が商標を記憶し一定のイメージを持つことで、商品（役務）の購買・利用を喚起させるという商標の機能

●商標の登録
商標法による保護を受けるためには同法に基づき特許庁に出願し、審査を受けて登録されることが必要です。主
な登録要件として、◎自己の業務において、現在あるいは将来使用する商標であること、◎自分（自社）と他人（他
社）とを区別できる識別性を持つ商標であること、◎公益阻害などの不登録要件に該当しない商標であること、が
あります。また、商標には文字や図形、記号、立体的形状に加えて、色彩や動き、ホログラム、位置、音といった
種類があります。そのような「商標」ごとに、当該商標を使用する（予定を含む）商品や役務（サービス）を指定
して登録します。

商標の国際登録制度（マドプロ出願）について
商標権は権利を取得した国でのみ、その効力を発揮しますので（属地主義）、保護を受けるためには原則、
国ごとの手続きに従って当該国特許庁に直接出願し、権利化しなければなりません。
しかしグローバル化とともに一括した手続きで複数の国に商標の登録出願ができる制度への要請が高まり、
マドリッド・プロトコル（標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書）が 1989 年に締約されました。
日本も 1999 年に批准しています。
出願人は自国に保有する商標権に基づき、商標権を取得したい国を「指定国」と明示して自国官庁に国際
登録出願します。出願を受けた当該国官庁は書類の方式審査を行い、問題がなければ WIPO（世界知的所有
権機関）国際事務局に通知します。WIPO では商標の表示と区分の審査を行い、国際登録簿に登録した場合
それを指定国官庁に対して通知します。指定された国の官庁は国際登録された商標について、自国での保護
を拒否する場合には 12 ヶ月または 18 ヶ月以内に WIPO に通報しなければなりません。拒絶の通報がなけ
れば、その商標は指定国の官庁に直接出願し登録された場合と同様の保護を、国際登録日から受けることが
できるという仕組みです。後述する特許情報プラットフォーム J-PlatPat（p.17）では、国際登録商標とし
て WIPO が採番した国際登録番号を用いて確認する必要があります。
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Ⅱ．知っておきたい知的財産権の基礎知識
●商標権の効力

指定商品又は役務

商標権の効力が

商標法では「商標権者は、指定商品又は指定役

及ぶ範囲

同一

類似

同一

○

○

類似

○

○

×

非類似

×

×

×

務について登録商標の使用する権利を専有する
（第 25 条）
」と規定しています。さらに商標権の
効力は、他人が指定商品又は指定役務と類似する
商品や役務についての使用を排除することができ

商標

非類似
※

×

る権利（禁止権）にも及びます（第 37 条 1 号）。
※「防護標章登録制度」

出所：特許庁平成 29 年度

著名なブランドなどは、たとえ登録商標が指定

知的財産権制度説明会（初心者向け）テキスト

p86」

http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h29_syosinsya.htm

商品等と非類似の商品等に使用されていたとして
も、消費者が出所を同じところとして混同する可能性があります。そこで、著名な商標を保護する「防護標章登録
制度（第 64 条）」があります。特許庁がその著名性を認めて防護標章として登録を認めると、指定商品（役務）に
ついて非類似の部分（図※部分）にも商標権の効力が及ぶことになります。
防護標章として登録されている商標は J-PlatPat の商標検索画面にある「日本国周知・著名商標検索」にて調べ
ることができます。
登録防護標章例：

登録番号：1112194

コラム

登録番号：0106633

登録商標を特許情報プラットフォーム J-PlatPat（ぷらっとぱっと）で調べてみましょう

J-PlatPat は、日本にて出願・登録された産業財産権（商標権、特許権、実用新案権、意匠権）の情報を検索す
ることができるデーターベースサービスで、現在独立行政法人工業所有権情報・研修館のウェブサイト上で無料提
供されています。
J-PlatPat は誰でもアクセスできますし、中でも商標はその文字や読み方を入力する、あるいは図形として検索
することにより比較的簡単に国内の登録状況についてある程度の情報を得ることができます。検索方法については
J-PlatPat のホームページ上にマニュアルが提供されており、電話での問い合わせ先もあります。
これから取扱うつもりの輸入商品名などについて日本では他者の商標権がすでに存在していないだろうか、
あるいは自身の輸入ビジネスは並行輸入にあたるのだろうか、などを確認するために、登録商標の有無を確
認することは重要です。まずはご自身で検索してみてはいかがでしょうか。
ただし J-PlatPat を利用して自身で検索した結果登録商標の存在が確認できなかった場合でも、検索の仕方に
よって洩れているだけで実は商標権が存在する可能性もあります。必要に応じて弁理士（参照：巻末資料 1 知的
財産権に関する情報・相談先）に調査を依頼し、コストをかけてより確かな情報を得ることも検討しましょう。
参照：J-PlatPat HP ⇒ https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
ミプロ資料：
「初心者のための商標権を学ぶ」
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●商標権の侵害と権利者の権利行使
権利者または権利者より許諾を得た者以外が「商標権の効力」の及ぶ範囲において登録商標を使用することは、そ
の商標権を侵害する行為となります。商標法で定義する「商標の使用」とは、登録商標を商品やその包装、サービス
に付けることのほか、当該商品等の販売、提供、配布、レンタル、さらにはそのような行為を目的とした輸出入、展示、
広告、といった行為に及びます。つまり輸入販売ビジネス上行うことは大方、商標の使用にあたることになります。
権利者は権利を侵害する者、あるいは侵害するおそれのある者に対し、その侵害の停止や予防を請求すること、つま
り不正商品の輸入や販売の差止め、廃棄を求めることができます。この「差止請求権（第 36 条）
」は、例えば輸入事業
者が不正商品とは知らずに輸入販売していたとしても行使されることになります。また輸入事業者としてなすべき注意を
怠っていたり（過失）
、
あるいは不正商品と知って輸入販売していたり（故意）した場合には、
権利者に損害賠償請求権（民
法 709 条）が認められます。さらに商標法第 39 条では特許法に定められる「信用回復措置請求権（106 条）
」とともに、
「過失の推定（第 103 条）
」についても準用することが規定されていることに留意が必要です（参照：本資料 Q11 p.25）
。
ただし、たとえば自己の会社名と同一の登録商標があった場合でも、その会社名を示すものとして使用する範囲
において表示する場合など、商標権の効力が及ばない範囲があります（第 26 条）。

コラム

怠ると「過失」となる「輸入事業者としてなすべき注意」とは

輸入事業者にとって損害賠償責任は大きなリスクのひとつです。輸入事業者としてなすべき注意について、どのように考えた
らよいのでしょうか？
裁判例などをみると、輸入事業者のなすべき注意には高い内容が求められています。たとえば『真正品であれば通常考えられ
ない低い価格で仕入れている』ケースや、
『仕入れ先から間違いなく真正品であると言われている』程度の確認、
『商標権者が販
売してもよいと書いている契約書の一部を見せてもらった』だけで内容を全く精査していないケースなどでは、なすべき注意を
果たしており過失はないので損害賠償責任を負わなくてもよい、と裁判所が認めることは難しいでしょう。特に並行輸入品やイ
ンターネットで流通する商品に紛れ込む模倣品の数が少なくないことは周知の事実であり、輸入事業者はその前提の中でビジネ
スを進めていると認識し、模倣品を扱わぬようできる限りの努力をすべきと考えられています。さらに、侵害者側に過失がある
とする前提（過失の推定）に対して、輸入事業者は「注意できることはすべて確認したので今回模倣品を輸入販売したことに過
失はない」と反証する必要があります。
模倣品を見極めるために真正商品に関する情報や市場での取引価格、模倣品の流通状況を収集する、仕入れ先の信頼性、ある
いは仕入れ先以前の流通ルートを確認する、などに努め、その取組みを提示できるかたちで保管しておくことを心がけましょう。

コラム

権利侵害と商標的使用について

商標権を持たない者が無断で登録商標を「使用」することは、商標権侵害となります。他方、商標法が意
図する「使用」に相当しなければ、権利侵害は成立しないとの考え方があります。たとえば商標の出所表示
機能を阻害してはいない商標の使用であるという理由で、登録商標の無断使用が商標権侵害とはならなかっ
た裁判例があります。例）巨峰事件

福岡地方裁判所

昭和 46 年 9 月 17 日判決

など

スマートフォンのケースに「A 社スマートフォン XXX 向け製品」として A
社の登録商標を表示することは商標権侵害に当たりますか？
消費者に対する商品の説明表示の範囲であれば商標的使用には当たらな
いとして、権利侵害であると必ずしもいえないと思います。ただし、製
造者名をわかりやすい場所や大きさで表示するなど、消費者等が商品の
出所について誤認しないよう留意することは必要ですね。
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よくある

Q＆A

Q

日本で販売したい輸入商品があります。商標権を侵害しないようにどのような注意が必要ですか？

A

 該輸入商品が並行輸入品となる場合、商品の真贋について確認するとともに日本で流通している商品との品
当
質の同一性や内外権利者の同一性についても注意する必要があります（参照：本資料 Q15、16）。また輸入商
品に付されているメーカー名や商品名などが、たまたま日本の他社の登録商標の効力の範囲にあった場合には、
その海外ブランドを日本で使用することは原則できませんので、変更が必要となります。
まずはご自身で輸入商品に付されている商標について、日本の登録商標に存在するかどうかを特許情報プラッ
トフォーム J-PlatPat で調べます。検索漏れの可能性や類似範囲の判断などを考慮した場合、コストは生じま
すが必要に応じて商標権に詳しい弁理士に調査を依頼することも検討しましょう。その結果に基づき、権利侵
害リスクについて検討することが必要です（参照：本資料 Q17）

Q

 許情報プラットフォーム J-PlatPat で調べたところ、似たような登録商標がありました。その指定商品は子
特
供服で、私が使用したい商品は仮装用衣装です。当該商標の使用はあきらめなければなりませんか？

A

 標権の効力の範囲は前述のとおりです。あなたが使用したい商標が他者の登録商標の効力の範囲に入ってい
商
るかどうかについて、特にその類似性について判断する場合には、商標に詳しい弁理士の力を借りる必要があ
ります。費用をかけて弁理士に相談をしたことにより、あなたは当該商標を仮装用衣装に使用できるかもしれ
ません。しかし、費用をかけることが難しいということであれば、ご自身による J-PlatPat での検索で似たよ
うな登録商標を見つけた時点で、使用をあきらめてリスクを避けるというのもひとつの選択となります。
リスクや費用については、まずは日本弁理士会が常設する無料相談などを利用してもよいでしょう（参照：巻
末資料 1．知的財産権に関する情報・相談先）。

コラム

® 表示、TM 表示について

商品に付された商標に、「®（Registered Trademark）」や「TM（Trademark）」があわせて表示され
ていることがあります。
日本の商標法では、商標を商品等に表示する場合、登録商標であることをその登録番号とともに付して表
すよう努力義務規定があります（第 73 条）
。しかし商品に登録番号等を表示するスペースがないなどの理由
により、代わりに ® マークを付けることがあります。® マークによって、「当該商標は登録済で商標権が存在
します」とアピールしているのです。
一方 TM マークはまだ登録されていない商標と併せて表示されているようです。「現在出願中です」
、ある
いは「商標としてわが社が使用しています」と主張したいときには、TM マークを付していることがあります。
権利侵害トラブルを避けるために、® 表示、TM 表示がある商品の取扱う場合には、このようなメーカー
等が表示している意図に留意しましょう。

登録商標ではない商標に ® 表示など登録表示であると思わせるような紛らわしい表示をす
ることは、商標法で禁じられています（第 74 条）
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Q 10

意匠権について教えてください

「意匠」つまりデザインは、製品の付加価値を高める要素として近年改めてその重要性が認識されてい
ます。そのデザインを保護する代表的な権利が意匠権です。日本において意匠権は、意匠法がそのあり
方や保護について規定しています。意匠法の目的は特許法や実用新案法と同じく「産業の発達に寄与すること」と
謳われており、この目的に立って意匠権が保護されることになります。同法で定義する意匠とは以下のとおりです。

A10

①物品と認められるもの…意匠法上の物品は、有体物であり、動産であるものでなければなりません。
②物品自体の形態…たとえばネクタイの結び目の形態はネクタイ自体の形態とは認められません。
③視覚に訴える者…視覚すなわち肉眼で認識される者でなければなりません。
④視覚を通じて美観を起こさせるもの…機能、作用効果を主目的としたもので、美感をほとんど起こさせないもの
は意匠とは認められません。
（特許庁平成 29 年度 知的財産権制度説明会（初心者向け）テキスト p.53 より抜粋）
意匠権の存続期間は設定登録から最長 20 年です（平成 19 年 3 月 31 日以前の出願は最長 15 年）。

●意匠権の登録
意匠法による保護を受けるためには同法に基づき特許庁に出願し、審査を受けて登録されることが必要です。意
匠が登録される要件として、工業的な手段で反復して量産できること、新規性を備えていること、公になったデザ
インをもとに容易に創作できたデザインではないこと、公益性に反しないこと、などが挙げられます。登録出願は
経済産業省令で定める物品の区分にそって意匠ごとに行います（一意匠一出願の原則）。また、意匠権とは創作者
に生じるもので、その譲渡が可能です。意匠登録を出願できるのは創作者またはその権利を譲渡された者（法人）
となります。たとえば海外でデザインされた商品の意匠を日本で第三者が無断で登録することはできません。
意匠法では通常の意匠登録とともに、部分意匠制度、関連意匠制度、組物意匠制度、秘密意匠制度などニーズに
応じたさまざまな意匠制度を定めています。
工業的な生産過程によって量産できないような観賞用の植物や絵画などの美術品、すでに雑
誌やインターネットなどに掲載されているデザイン、既存の何かに似たような誰もが簡単に
思いつくデザインなどは、意匠登録を受けることはできません。

意匠権は、物品とその形態（意匠）ごとに成立します。つまり、同一の意匠であったとしても物品が
異なるならば別々に出願する必要があります。あるいは、登録意匠と同一・類似する意匠であったと
しても、物品が同一・類似の範囲になければ、その登録意匠の権利を侵害していることにはなりません。

乗用自動車や家具である椅子の登録意匠の権利は、同一・類似するデザインでもおもちゃで
あるミニカーやミニチュア家具のデザインには及ばないということですね
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◎部分意匠制度とは？
物品の全体から物理的に切り離すことのできない部分
の意匠について登録することができます。たとえば持ち
手に特徴ある掃除機全体のデザインを意匠登録した場合
の効力は、その持ち手を模倣しつつ他の部分のデザイン
を異なる形にした商品には及びません。しかし持ち手を
部分意匠登録した場合、当該商品に効力を及ぼすことが

意匠登録第 1303974
意匠にかかる物品

運動靴

意匠の説明：実線で表した部分が、意匠登録を受けようとする部分である。

できます。

◎関連意匠制度とは？
ひとつのデザインにバリエーションのデザインがある
場合、
一定の条件の下本意匠に類似する意匠を
「関連意匠」
として併せて登録することができます。関連意匠を取得
することで、登録意匠の範囲を広めることができます。
本意匠 意匠登録第 1075393 関連意匠 意匠登録第 1075674
意匠にかかる物品 ディスプレイ機付き電子計算機用演算制御機

◎秘密意匠制度とは？
通常出願意匠が登録されると意匠公報にデザインが公表されるところ、模倣を避けるために最長 3 年を限度とし
て登録意匠を秘密にすることができます。

意匠の国際登録制度（ハーグ国際出願）について
意匠権は権利を取得した国でのみ、その効力を発揮しますので（属地主義）、保護を受けるためには原則、
国ごとの手続きに従って当該国特許庁に直接出願し、権利化しなければなりません。
日本企業の国際競争力を確保するために製品のデザインについて意匠権を国内外において取得・活用する
ことの重要性が増している中で、日本でもハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度の
利用が 2015 年 5 月より可能となりました。
出願人は意匠権を取得したい国を指定し、WIPO 国際事務局に直接、あるいは日本特許庁経由で出願します。
WIPO 国際事務局が書類の方式審査を行った結果問題がなければ国際登録されます。指定された国の官庁は
国際登録された商標について、自国での保護を与えるか否かを審査して WIPO に通報しなければなりません。
拒絶の通報がなければ、その商標は指定国の官庁に直接出願し登録された場合と同様の保護を受けることが
できるという仕組みです。

●意匠権の効力
意匠法では「意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する（第 23 条）
」
と規定しています。同規定にあるとおり意匠法では登録意匠と同一の場合だけではなく、
類似する範囲においても
「専
用権」を認めています。この点、
商標権（参照：本資料 Q9）や特許権（参照：本資料 Q11）
、
実用新案権と異なります。
また、意匠の実施については「意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、
又はその譲渡若しくは課渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。）をする行為をいう（第 2 条 3 項）」と
定義しています。
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●意匠権の侵害と権利者の権利行使
権利者または権利者より許諾を得た者以外が「意匠権の効力」の及ぶ範囲で登録意匠を実施することは、意匠権
を侵害する行為です。また、直接権利を侵害しなくとも、たとえば模倣品などを製造するためだけに用いる金型な
どを作ったり販売したりすること、模倣品そのものを販売したりレンタル等するために所持していることも、意匠
権を侵害するおそれがあるとして侵害行為とみなされます（第 38 条）。
意匠権においてビジネス上難しい問題となるのは、形態（意匠）も物品も登録意匠と同一であるというデッドコ
ピーのようなケースより、類似に関する判断を必要とするケースでしょう。
類似に関する判断は登録出願をする場合や、権利の行使あるいは侵害の可能性を検討する場合に必要ですが、ある
程度の知識やノウハウを持たずに検討することは難しいでしょう。特許庁による意匠審査基準や裁判例で示される類似
判断の手順を大変大まかにまとめると、
【物品の同一・類似性を確認した上】で、
【形態の共通点・差異点の整理やその
評価をする（注意を引く部分であるか、
機能的な意味など）
】→【意匠全体としての類否を判断する】となります。また、
このような検討について、意匠法では「登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通
じて起させる美観に基づいて行うものとする（第 24 条 2 項）
」
、つまり消費者等の目線を持って行うと規定しています。
権利者は権利を侵害する者、あるいは侵害するおそれのある者に対し、その侵害の停止や予防を請求すること、つまり
不正商品の輸入や販売の差止、廃棄を求めることができます。この「差止請求権（第 37 条）
」は、例えば輸入事業者が不
正商品とは知らずに輸入販売していたとしても行使されることになります。また輸入事業者に求められる注意義務を怠っ
ていたり（過失）
、不正商品と知って輸入販売していたり（故意）した場合には、権利者に損害賠償請求権（民法 709 条）
が認められます。意匠法第 40 条では「過失の推定」が規定されており、例えば不正商品を取扱わぬよう必要な注意を十
分に払っていたことを輸入事業者側が証明しなければ、損害賠償責任を負うことになります。意匠法第 41 条では、特許法
106 条に定められる「信用回復措置請求権」の準用が規定されていることにも留意が必要です（参照：本資料 Q11 p.25）
。

コラム

留意したい商品デザインを保護する知的財産関連法規について

商品の工業デザインを保護する知的財産権としてまず考えられるのは、意匠権です。
商品のデザインが、日本に意匠権として登録されている同じ物品のデザインと同一、あるいは類似する範囲に重
なっていないかについて確認することが、他者のデザインに存在する意匠権を侵害するリスクについて確認する
第一歩となります。しかし、以下についても注意が必要です。
●商標権（立体商標） → 参照：本資料 Q9
商品の形状が立体商標として登録されている場合があります。
（例：香水等容器、バッグ金具、ハンドバッグ、運動靴、
キャラクター人形など）
●不正競争防止法（形態模倣行為、周知表示混同惹起行為） → 参照：本資料 Q13
日本で同一形状をした商品がすでに流通していた場合、日本での意匠権の有無に関わらず、不正競争防止法に規定さ
れる形態模倣行為（第 2 条一項 3 号）に該当する可能性があります。ただし、日本で既存の商品が販売されてから
3 年が経過していた場合には、この限りではありません。また、パッケージデザインなどにおいて、日本国内で一定
の範囲で消費者などが周知する商品と似ているので混同が生じてしまうような状況が生じた場合、同法に規定される
周知表示混同惹起行為（第 2 条一項 1 号）に該当する可能性も有ります。
（例：婦人服、バッグ、包丁研ぎ器など）
●著作権 → 参照：本資料 Q12
日本では工業デザインはこれまで著作権の保護範囲の外にあるとの考え方が主流でしたが、平成 27 年に乳幼児用の椅
子のデザインについて著作権を認める高等裁判所の判決がありました。著作権は登録をその権利発生要件とせず、保護
期間も50 年と長くなります。製品デザインに対する著作権の保護の動向には今後留意する必要があるといわれています。
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コラム

意匠権侵害の疑いによる税関での差止め

税関で発表される輸入差止実績に掲載される「税関で輸入を差し止めた侵害物品の例」に、近年雑貨や
家電製品などの意匠権侵害が疑われる商品をみることが増えました。
商品例：送風機、バーベキューコンロ、自動車用フロアマット、ゲーム機コントローラー、美顔用ローラー、イヤホン、
電子たばこバッテリー など
デザインによって商品の価値や魅力が高まるという認識が広がるにつれて、デザインを盗用から守るために意
匠権において輸入差止め申立制度＊を利用する企業も増えているようです。
売れ筋商品を追いかける中で低価格であることに惹かれ気軽に商品を輸入したところ、思いがけず意匠権の侵
害につながってしまうリスクは低くありません。ブランド（商標権）だけではなく、売れ筋商品に似たようなデザ
イン（意匠権）に対しても、権利侵害リスクについて慎重に検討することが求められます。
＊ Q5 をご参照下さい

●権利者による意匠権にかかる輸入差止申立て件数
（件数）
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平成 22 年

平成 23 年

平成 24 年

平成 25 年

平成 26 年

平成 27 年

平成 28 年

出所：税関 HP 知的財産侵害物品の取締り 平成 26 年、28 年の知的財産侵害物品差止実績より作成
http://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/safe_society/chiteki/index.html

よくある
Q

Q＆A

 わゆる＊ジェネリック家具の輸入販売を検討しています。意匠権は切れているので
い
すから知財リスクはないと考えてよいでしょうか？
＊意匠権の存続期間が切れた有名デザイナーの家具を、第三者であるメーカーが複製して、低価
格で販売するもの

A

 有期間の切れたデザインを利用するジェネリック家具の販売については通常、意
専
匠権侵害のリスクはないでしょう。しかし、商品の形態によって消費者等がその出
所を認識できるほど知られている商品を取扱う場合には、立体商標として商標権が
存在する、そして不正競争防止法の周知表示混同惹起行為に該当するかもしれない
ことに留意してください。
こうした知的財産権は、意匠権の存続期限が切れた後にもその保護が継続する可能
性があります。

登録商標番号第 5446392 号
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Q 11
A11

特許権について教えてください

日本において特許権は、特許法によってその在り方や保護について規定されています。特許制度の目的は、
発明者に一定期間独占的な権利を与えて発明を保護する一方、その発明を公開することにより第三者が改

良発明したり新たな発明の機会を得たりするなど、技術の進歩を促進して産業の発展につなげることにあります。特
許法では「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう（第 1 条第 1 項）
」と定義してい
ます。
「発明」を特許庁に登録することにより「特許権」としての効力が出願から 20 年間（一部は 25 年間）生じます。

●特許の登録
特許法による保護を受けるためには同法に基づき特許庁に出願し、審査を受けて登録されることが必要です。特
許が登録されるためには、産業上利用することができること、新規性を有すること、進歩性を有することなどの要
件を満たしていなければなりません。また、日本では先に発明した者ではなく。先に特許庁に出願した者に対し特
許権を与える「先願主義」を採用しています。また、特許を受ける権利は原則として発明者にあり、他人に譲渡す
ることが可能です。海外で発明された特許を日本で第三者が無断で出願・登録することはできません。
ただし「職務発明制度」として、企業等の従業者などが業務として行った発明は、その使用者等に対し特許発明
を実施できる権利（特許法第 35 条第 1 項）や、特許をうける権利を発明者より移転してもらうことなどを就業規
則などで定めることを許容しています。一方、従業者にも使用者に対し相当の対価を支払うよう請求できる権利を
認めています（第 35 条）。

特許の国際登録制度（PCT 国際出願）について
特許権は権利を取得した国でのみ、その効力を発揮しますので（属地主義）、保護を受けるためには原則国
ごとの手続きに従って当該国特許庁に直接出願し、権利化しなければなりません。しかし技術革新と経済の
グローバル化が進む中で生じた知的財産法の調和への要請に応えて、特許についてひとつの出願により各国
における出願の効果を生じさせることのできる国際出願（PCT 国際出願）が可能となっています。PCT 国
際出願では、国際的に統一された出願願書を自国の特許庁に提出して登録が認められた場合、指定国におい
ても当該国において直接出願し特許権を得たときと同様の保護を受けることができます。

●特許権の効力
特許法では「特許権者は、業として特許発明の実施
をする権利を専有する（第 68 条）」と規定しています。
特許発明の実施は、発明の種類によってその内容が異
なります（第 2 条第 3 項）。
「物の発明」を見ますと、発明の実施（権利の効力の
及ぶ範囲）として「当該物の生産、使用、譲渡等、譲
渡等のための展示、輸出、輸入、譲渡等の申出の行為」
とありますが、適法に製造された特許製品を適法に市
場においた段階でその特許権は消尽したこととなり、
その後の流通について権利者は権利を行使できないと
考えられています。
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出所：特許庁平成 29 年度 知的財産権制度説明会
（初心者向け）
テキスト p.17」
https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h29_syosinsya.htm

Ⅱ．知っておきたい知的財産権の基礎知識
●特許権の侵害と権利者の権利行使
権利者または権利者より許諾を得た者以外が「特許権の効力」の及ぶ範囲で登録特許を実施することは、特許権を
侵害する行為です。侵害リスクの大小を判断するには、関連技術の特許登録出願願書に添付される明細書（クレーム）
にある特許請求の範囲の記載からその技術的範囲を見極めるなど、技術的な知識が求められます。たとえば家電製品
など特許権が存在する可能性の高い商品を輸入販売する際にも、当該製品が日本の特許権を侵害する可能性はないの
かについては、
特許権に詳しい弁理士など専門家に相談することが必要です。今後ネットワーク技術や AI（人工知能）
などを利用する身近な商品が増えるにつれて、特許権を知らずに侵害するリスクは高まる可能性には留意しましょう。
権利者は権利を侵害する者、あるいは侵害するおそれのある者に対し、その侵害の停止や予防を請求すること、つ
まり不正商品の輸入や販売の差止、廃棄を求めることができます。この「差止請求権（特許法第 100 条）
」は、たと
えば輸入事業者が不正商品とは知らずに輸入販売していたとしても行使されることになります。
また輸入事業者に求められる注意義務を怠っていたり（過失）
、不正商品と知って輸入販売していたり（故意）した
場合には、権利者に損害賠償請求権（民法 709 条）が認められます。特許法第 103 条では「過失の推定」が規定され
ており、不正商品を取扱わぬよう必要な注意を十分に払っていたことを輸入事業者側が証明しなければ、損害賠償責
任を負うことになります。さらに特許法 106 条では「信用回復措置請求権」が規定されていることにも留意が必要です。

過失の推定とは
過失の推定とは、通常損害賠償を請求する権利者側が相手方の過失（不注意があったこと）につい
て立証すべきところ、まずは「侵害した者には過失が存在していることを前提としましょう」、とい
規定です。ですから裁判では権利を侵害した側が、過失のないことを立証することになりますが、過
失の推定を覆すことはかなり難しいと認識する必要があるでしょう。
信用回復措置請求権とは
権利の侵害により業務上の信用が傷つけられた場合に権利者は、その回復に必要な措置、具体的に
は新聞や業界紙などに謝罪広告を掲載する、取引先に謝罪文を配布する、といったことを侵害者に請
求することができます。

実用新案制度と特許制度の違い
コラム

実用新案権とは

特許ほど高度な
発明でなくとも物

・実用新案権の例

品の形状、構造ま

組み合わせ食品容器

たはその組み合わ
せなどに関する考
案が産業上役にた
つことも多いこと
から、実用新案法
に基づきその保護
を定めています。

実開平 05-095810

特許

実用新案

保護対象

物、方法、物を
生産する方法の発明

物品の考案に限定

実体審査

審査官が審査

無審査

権利の存続期間

出願から 20 年

出願から 10 年

費 用
（登録から 3 年分）

約 15 万円

約 2 万円

権利行使

排他的権利

技術評価書を提示
して警告した後で
なければできない

出願件数

年間約 31 万 8 千件

年間約 6 千 5 百件

※出願件数は 2016 年の数値。

○早期登録制度の採用
○紛争解決は当事者間の判
断
○権利行使は当事者責任で
早期登録の観点から、方式・
基礎的要件の審査のみ行
い、新規性・進歩性等の実
体審査は行わない無審査制
度を採用
実用新案出願手数料
出 願 14,000 円
登 録 2,100 円＋（100 円
× 請求項数）／年
（1～3 年まで）
技術評価書
42,000 円＋1 請求項につ
き 1,000 円

出所：特許庁平成 29 年度 知的財産権制度説明会（初心者向け）テキスト
https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h29_syosinsya.htm

p.47」
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Q 12

著作権について教えてください

日本において著作権は、著作権法によってその在り方や保護について規定されています。著作権法の目的は、

・文化的所産の公正な利用に留意すること、
・著作者の権利を保護することに留意しつつ、文化の発展に寄与する
ことと規定されています（第 1 条）
。文化の発展への寄与を軸に、権利の利用と保護のバランスをとりながら著作権の効力の
及ぶ範囲を定めるというのは、実は容易ではありません。特にデジタル技術が発展する近年では、バランスのとり方をめぐ
る課題が次々と生じています。
著作権法による保護の対象となるのは、
「著作物」です。著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文
芸、学術、芸術又は音楽の範囲に属するもの（第 2 条第 1 項）
」であり、著作権法では具体的な著作物として小説、脚本、論
文、講演その他の言語の著作物、音楽の著作物、映画の著作物、写真の著作物、プログラムなどが例示されています（第 10
条 参照：下記囲み）
。
また、特許や商標など産業財産権は特許庁に登録することによって権利の効力が生じますが、著作権は申請・登録といっ
た手続きを一切必要とせず、
「著作物」であれば、創作された時点で権利が自動的に発生します（無方式主義）
。よって著作
物の著作権所有者を調べたい場合に、産業財産権などのように登録内容を確認するという明確な手段が原則ありません。
著作物は原則著作者の死後50 年を経過するまで保護されます
（映画の著作物は公表後70 年を経過するまで保護されます）
。

A12

例示される著作物の種類
【一般の著作物】
言語の著作物…論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など
音楽の著作物…楽曲及び楽曲を伴う歌詞
舞踊、無言劇の著作物…日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの振り付け
美術の著作物…絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など（美術工芸品も含む）
建築の著作物…芸術的な建造物（設計図は図形の著作物）
地図、図形の著作物…地図と学術的な図面、図表、模型など
映画の著作物…劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフト、ゲームソフトなど
写真の著作物…写真、グラビアなど
プログラムの著作物…コンピュータ・プログラム
【上記一般の著作物を原作として、新たに創作的な加工を加えた著作物】
二次的著作物…上表の著作物（原著作物）を翻訳、編曲、変形、翻案（映画化など）し作成したもの
編集著作物…百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集など
データベースの…編集著作物のうち、コンピュータで検索できるもの
資料：公益法人著作権情報センターホームページ「著作権 Q ＆ A
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html

著作物にはどんな種類がある？」

文章や写真、絵などが著作物に当たるのかどうかを判断することは、最終的には裁判で…という
ことになりますが、たとえば「富士山の標高は 3,776 メートルです」という文は単なるデータの
記述であり、著作物とは認められません。また、一般的にキャッチフレーズなどの短い文や、時
事の報道などが著作物と認められることは難しいと言われています。
ただし、記事の見出しなどたとえ著作物とは認められず著作権法に基づく保護の対象とならなく
とも、他社の努力と苦労の成果物をコピーして自社の利益のために無断利用する行為は、民法
709 条に規定される不法行為に当たるとして損害賠償責任を負う可能性があります。
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Ⅱ．知っておきたい知的財産権の基礎知識
●著作者とは
著作者とは著作物を創作する人のことで、著作権は自然に著作者に生じます。
著作物の創作を他人や他社に委託（発注）した場合には、実際に著作物を創作した「受注者」が著作者となります。
したがって発注者がその著作物を利用するには、そのための契約を交わしておくことが必要になります。
ただし一定の要件を満たした場合には、創作活動を行った個人ではなくその個人が属している会社等が著作者（法
人著作）となります。

●著作権とは
「著作権」は「著作物を創作した人（著作者）に与えられる一定の種類の独占的権利の総称」であって、実はい
ろいろな権利の集まりです。そのため「著作権とは権利の束である」と言われています。著作権には大きくわけて、
著作者人格権と著作権（財産権）があります。
著作者人格権は譲渡したり相続したりできず、常に著作者（創作者）に帰属します。ですから著作者が死亡（法
人の場合は解散）したときに権利も消滅することになります。ただし著作者の死後においても人格的利益は原則保
護されるとの規定もあります（第 60 条）。
一方財産権としての著作権は譲渡や相続が可能です。財産権としての著作権が譲渡された場合には、著作者人格
権者と著作権（財産権）者とが異なることになりますので、利用許諾を得る場合に注意が必要です。
また、著作権法では著作者のみならず実演家（演奏者や歌手、俳優など）、レコード製作者、放送事業者、有線
放送事業者に対しても著作者に準じた著作権を認めています（参照：巻末資料 4

著作権法に含まれる権利の種類）。

このような著作物等を「伝達する者」に付与される権利を「著作隣接権」といいます。たとえば楽曲唄には作曲者
と作詞者それぞれの著作者人格権と著作権のほか、演奏者や歌手それぞれの著作隣接権（人格権と財産権）などが
存在することになり、利用する際には原則としてすべての許諾を得る必要があります。

著作者の権利

映画以外の著作物

著作権
映画の著作物のみ

著作者人格権･･･著作者に常に帰属するもの
公表権 ( 無断で公表されない権利 )
氏名表示権 ( 名前の表示を求める権利 )
同一性保持権 ( 無断で変更や削除などされない権利 )
著作権 ( 財産権 )･･･財産として譲渡や相続が可能
複製権 ( 無断で複製されない権利 )
譲渡権 ( 海賊版の販売などをされない権利 )
頒布権 ( 無断で配布やレンタルされない権利 )
など
実演家人格権･･･実演家等に常に帰属するもの

実演家等の権利
著作隣接権 ( 財産権 )･･･財産として譲渡や相続が可能

著作物を利用する際に、いろいろな権利者を探し出して個別に許諾を得ることは簡単では
ありません。その利便性を図るため著作権等管理事業法に基づき、著作物の分野ごとに著作
権等を集中して管理する団体があります。たとえば団体が委託を受けている範囲内で楽曲を
利用したい場合には、利用者は一般社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC）や株式会社
NexTone などに了解を得ればよいことになっています。

参照：著作権等管理事業者の情報

文化庁ホームページ「著作権等管理事業者の登録状況」

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/kanrijigyoho/toroku_jokyo/index.html
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●著作権の侵害と権利者の権利行使
権利者または権利者より許諾を得た者以外が、著作物について複製権や譲渡権といった著作権（財産権）や著作
者人格権に含まれるいろいろな権利に及ぶ行為を著作権者の意向に反して無断で行うことは、著作権を直接侵害す
る行為です。また、たとえば海賊版など著作権等を侵害する商品を販売目的で輸入することやそれと知りながら販
売することのほか、ネットオークションなどに出品するなど頒布の申出をすること、その目的で所持すること、国
外販売向けに作られた CD などを指定期間内に輸入販売すること（参照：◎音楽レコードの還流防止措置について）、
著作者の名誉などを害するかたちで著作物を利用することなど、著作権法 113 条に定められる行為は著作権等を侵
害する行為とみなされます。
著作者などの権利者は権利を侵害する者、あるいは侵害するおそれのある者に対し、その侵害の停止や予防を請
求すること、つまり不正商品の輸入や販売の差止、廃棄を求めることができます（第 112 条差止請求権）
。
また輸入事業者に求められる注意義務を怠っていたり（過失）、不正商品と知って輸入販売していたり（故意）
した場合には、権利者に損害賠償請求権（民法 709 条）が認められます。ただし、著作権は権利の発生要件に登録
を求めない無方式主義を採用しており、権利の所在などを調べることが容易ではないことから、商標権などの産業
財産権に規定される「過失の推定」はありません。
著作権法第 115 条では著作者人格権または実演家人格権の侵害について「名誉回復等請求権」を定めています。
著作者等の死後において人格権が侵害された場合でも、遺族による請求が差止請求権とともに認められています（第
116 条）
。

コラム

音楽レコードの還流防止措置について

アジア地域では日本人アーティストなどの正規版 CD が多く流通しています。しかし当該地域の物価水準
に応じて製造、販売されるそれらのライセンスレコードが日本国内に環流（輸入）すれば、同一の CD 等が
国内で販売されている場合その販売を阻害し、著作権者及び著作隣接権者が経済的な不利益を受けることに
なります。そのような日本レコードの環流を一定期間防止し、日本の音楽文化の海外への積極的な普及促進
を図るための措置が「音楽レコード還流防止措置」です。
還流防止措置の対象となっており、かつその指定期間内にある CD は、アジア諸国で正規に販売されてい
ても、輸入はできません。（一社）日本レコード協会では、ホームページにて「輸入差止申立に係る対象レコー
ドリスト」を公表しています。また、税関で公表している「輸入差止申立情報（参照：本資料 Q5）」でも、
還流防止措置に基づく輸入差止申立て物品が受付リスト（含む受理前）に数多く掲載されています。
参照：
（一社）日本レコード協会ホームページ内
音楽レコードの還流防止措置

コラム

http://www.riaj.or.jp/all_info/return/

海外の著作物の保護について

著作権は多くの国で創作と同時に権利が生じる無方式主義が採られています。
日本の著作権法では保護を受ける著作物として、①日本国民が創作した著作物
された著作物

②最初に日本国内で発行

③条約によりベルヌ条約や WTO 協定などに基づき保護の義務を負う著作物

が規定されて

います（第 6 条）
。つまり各条約における同盟国の著作者が創造した著作物は、日本においても保護されるこ
とになります。許諾を得ずに海外の著作物を複製したり、和訳したり、インターネット上に掲載したりする
ことは、原則として著作権侵害となります。
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Ⅱ．知っておきたい知的財産権の基礎知識
●著作権が制限される例外規定について
著作物を利用する際、原則として著作権者等の許諾を得ることが必要です。一方著作物の公正な利用に留意する
立場から著作権法ではいろいろな著作権の制限が規定されており、その範囲であれば権利者の許諾を得ずに自由に
著作物を利用することができます（参考：巻末資料 5 著作物が自由に使える場合）。
著作物を自由に利用できるケースとしてよく耳にするのは、
「私的使用のための複製」や「非営利目的の演奏」、
「引
用」などがありますが、その要件や範囲については確認が必要です。
また、無断で改変したり氏名表示について著作者の意向に反するといった著作者人格権を侵害する行為には、例
外規定は及ばないことに留意しましょう。

よくある

Q＆A

Q

キャラクター商品を輸入してネットで販売したいと思います。留意点について教えてください。

A

キャラクターを保護する主な知的財産権には、著作権、商標権、意匠権、そして不正競争防止法が考えられます。
キャラクターを文具用品や玩具、衣類などに利用して商品化する場合には、このような権利の利用許諾が必要
であり、
権利者と製造等事業者とが契約においてその条件を定めることになります。このような契約を一般に「商
品化権契約」と呼ぶことがあります（参照：本資料 Q22）。
権利者からの利用許諾を受けずに保護すべき知的財産権を利用して製造された商品は、権利侵害品となります
ので輸入販売することはできません。
また、販売地域や製造期間、製造地など契約で定めた条件に違反する行為があった場合、契約を交わした当事
者間において、契約違反者にペナルティ（賠償金や契約解除など）が科せられる可能性があります。契約に違
反して製造・流通する商品であった場合、輸入事業者は継続した仕入れができなくなる可能性があります。ま
た、製造地や許諾商品を限定する条項などに違反して製造された商品の輸入は、商標権を侵害しているとして、
並行輸入が認められない場合もあります（参照：本資料 Q18、22）。
さらに、真正商品をインターネットで販売する場合には、商品写真の掲載に注意が必要です。
著作権法では、キャラクターが美術の著作物となることがあります。著作権者に無断で著作物を写真に撮って
インターネット上に掲載することは、原則著作権侵害行為となります。しかし「例外的な無断利用ができる場合」
として、
「美術の著作物と写真の著作物」に限り一定の要件に基づいて、その著作物を撮影して広告のためにイ
ンターネット上に掲載することが認められています（第 47 条の 2）。

インターネット販売等での美術品等の画像掲載の要件（概要）
ネット上に掲載された画像からの複製を防止するための技術的な手段を施すなど、著作権者の利益を不当
に害しないための措置を講じること
・チラシなどの場合、画像の大きさが 50cm2 以下であること
・デジタル画像の場合、画像の精度が 32,400 画素以下であること など

当該キャラクターが登録商標となっている場合でも、商品を販売するために必要な範囲において商品写真を広告
に掲載する行為は、商標権の侵害にはあたらないとされています。もちろん、当該商品が真正商品であることが前
提となります。なお、別途著作権侵害となる可能性はあります。
また、キャラクターによって特定の企業や商品などが市場で周知されている場合には、不正競争防止法にも留意
する必要があります。
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Q 13
A13

不正競争防止法について教えてください

不正競争防止法では事業者間の公正な競争を促進するため、不正な競争にあたる行為を規制しています。
特許権や商標権といった産業財産権法では保護すべき権利が発生する要件として、特許庁への「登録」

が求められますが、不正競争防止法では先行者の努力の成果に他人がただ乗り（フリーライド）する行為自体を類
型化し、不正競争行為として定義して（第 2 条）、規制するものです。
知的財産権保護の観点からみると、同法は産業財産権法などによる保護が難しいところを補完する働きがありま
す。たとえば未登録の商標や意匠に対する保護だけではなく、商標権等侵害と併せて輸入販売行為に対する違法性
を訴える場合に、同法が利用されることがあります。
商品を輸入販売するときの知的財産権侵害リスクを検討する際に、特に注意を必要とする不正競争行為には「周
知表示混同惹起行為（第 1 号）」、「著名表示冒用行為（第 2 号）」、「形態模倣行為（第 3 号）」などがあります。

●不正競争行為とその適用除外について
1．周知表示混同惹起行為（第 1 号）とは
一定の地域で広く知られている周知の表示と同一又は類似の商品等表示を使用し、又はそのような商品を譲渡し、
引渡し、またはそれらのために展示し、輸出入し、もしくはインターネットなどの電気通信回線を通じて提供して、
他人の商品や営業と混同を生じさせる行為をいいます。「周知」とは、全国的な知名度である必要はなく、先行す
る商品の営業地域において需要者（取引先や消費者）の間で知られていれば足りると考えられます。また、「混同」
とは、実際に混同が生じなくても、混同のおそれが生じれば足りると解されています。

ポイント！ たとえば輸入商品に付された商標 A が日本で登録商標となっていなくとも、日本市場である程度知
られている商標 B と同じか似ていることから、消費者等が商標 A について、知っている商標 B と同じか、あるいは
同じグループ会社のブランドだと混同する可能性があれば、その輸入販売は当該行為に該当する可能性があります。

例）黒ウーロン茶事件（東京地裁平成 20 年 12 月 26 日判決）
原告の販売や広告の実績を踏まえた商品の周知性や、外観、呼び名、観念か
ら判断した結果、ふたつの商品表示の類似性などを認め、同じ店頭で陳列販売
された事実もあったことから、被告商品の製造・販売を周知表示混同惹起行為
違反と判じた。
原告商品表示

【適用が除外される場合（第 19 条）】
①商品・営業の普通名称や慣用表示を普通に用いる方法での使用（第 1 項第 1 号）
例）普通名称：
「弁当」、「酒」、「醤油」、「黒酢」「紅いもタルト」
慣用表示：
「幕の内」（弁当）、渦巻き看板（床屋）
②自己の氏名の不正の目的でない使用（第 1 項第 2 号）
③周知性獲得前からの不正の目的でない使用（第 1 項第 3 号）
出所：参照：経済産業省 HP

不正競争防止法の概要（2017 年度版）p.12

http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/unfair-competition.html
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被告商品表示

Ⅱ．知っておきたい知的財産権の基礎知識
2．著名表示冒用行為（第 2 号）とは
自己の商品等に他人の著名な商品等表示と同一・類似なものを使用し、またはその商品等表示を使用した商品を
譲渡、引渡し、またはそれらのために展示し、輸出入し、もしくはインターネットなどの電気通信回線を通じて提
供などする行為をいいます。
「著名」とは周知よりも広い範囲での知名度を要していると考えられ、全国の誰にで
も広く知られている表示をいいます。第 2 号の場合、混同を生じさせるかどうかは問題ではなく、使用等があれば
足ります。

ポイント！ たとえば日本で登録されている著名な商標 A の指定商品がバッグであった場合に、ネットショップ
の名前に当該商標を使用することは商標 A の商標権の効力（参照：本資料 Q9 p.17）は及ばないかもしれません
が、当該行為に該当する可能性があります。

例）三菱ホーム事件（東京地裁平成 14 年 7 月 18 日判決）
「三菱」の名称及び三菱標章（スリーダイヤのマーク）は、企業グループであ
る三菱グループ企業を表すものとして不正競争防止法第 1 項第 2 号にいう著名
な商品等表示に該当することを認め、被告が使用する名称「株式会社三菱ホーム」
は同標章に類似するとして、その使用を差止めた。
原告「三菱標章」

被告標章

【適用が除外される場合（第 19 条）】
①商品・営業の普通名称や慣用表示を普通に用いる方法での使用（第 1 項第 1 号）
②自己の氏名の不正の目的でない使用（第 1 項第 2 号）
③著名性獲得前からの不正の目的でない使用
出所：参照：経済産業省 HP

不正競争防止法の概要（2017 年度版）p.14

http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/unfair-competition.html

1 号、2 号でいう「商品等表示」とは、「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容
器・包装、その他の商品・営業を表示するもの」と規定されています。商品名だけではなく、
商品パッケージについても先行する商品と自社商品とが同じ、あるいは似ているかどうかに
ついて留意し、その類似性について検討する必要があります。

3．商品形態模倣行為（第 3 号）とは
他人の商品の形態を模倣（デッドコピー）した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡もしくは貸渡しのために展示し、
輸出し、または輸入する行為をいいます。ただし、たとえばケトルのそそぎ口といった商品の機能を確保するため
に不可欠な形態や、ありふれた形態などの模倣行為は、保護の対象とはなりません。

ポイント！ たとえば洋服や雑貨などように商品サイクルの短いものは、その形態デザインについて意匠権等を
登録していないケースも少なくありませんが、売れ筋で安く仕入れることができるということで似たような商品を
輸入販売することは、当該行為に該当する可能性があります。
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例）ノースリーブカットソー事件（東京地裁平成 16 年 9 月 29 日判決）
原告商品と被告商品の同一部分、相違点を検討した結果、その相違点は
両商品の形態が実質的に同一であるとの判断を打ち消すには至らないとし
た。その上で販売時期や顧客層などから被告の模倣行為を認め、原告デザ
インはありふれた形状とはいえないとして、被告の当該商品販売にかかる
行為は不正競争行為に相当すると判じた。
原告商品

被告商品

【適用が除外される場合（第 19 条）】
①日本国内において最初に販売された日から起算して 3 年を経過した商品の形態を模倣した商品を譲渡、輸入等す
る行為（第 1 項第 5 号イ）
②譲り受けた時にその商品が他人の商品の形態を模倣した商品であることを知らず、かつ、知らないことにつき重
大な過失がない者がその商品を譲渡、輸入等する行為
出所：参照：経済産業省 HP

不正競争防止法の概要（2017 年度版）p.17

http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/unfair-competition.html

中国にある工場が、日本企業 A 社から製造委託された雑貨を別の日本企業 B 社に対して自
社オリジナル商品として売込みをしたところ商談成立、B 社が当該商品を日本で輸入販売し
たところ、A 社から形態模倣行為であるとして差止められる事態に至りました、という事例
が近年少なくないそうです。裁判で争うこととなった場合に、B 社には重大な過失はないと
して商品形態模倣行為の適用が除外されるかどうかを判断するポイントのひとつに、A 社の
販売や広告の実績、シェアといった市場状況があります。もしも A 社の商品シェアが高け
れば、その存在を知らなかったといういいわけは通じにくいということですね。
日本ではまだ販売されていない商品であると思っていても、当該商品市場においてどこの
メーカーがどのような商品をどれほど流通させているのかについては、確認しておくと安心
です。

●不正競争行為による侵害を受けた者等の民事上の対抗措置について
不正競争によって営業上の利益を侵害され、または侵害される恐れがある者は、その営業上の利益を侵害する者、
または侵害するおそれのある者に対し、その侵害の停止や予防を請求することなどができます「差止請求権（第 3
条）
」
。
また不注意や（過失）
、不正競争行為と知りながら（故意）他者の営業上の利益を侵害した者に対しては、「損害
賠償請求権（第 4 条）」と、「信用回復措置請求権（14 条）」が規定されています。
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Ⅱ．知っておきたい知的財産権の基礎知識
●その他知っておきたい不正競争行為について（第 2 条第 1 項）
◎ドメインネームの不正取得・不正使用行為（13 号）
不正の利益を得る、あるいは他人に損害を加えるといった目的で、他人の商品や役務にかかる表示と同一である
ことはもちろんのこと、似ているドメイン名を登録したり使用したりする行為。
例）ネットショップで使用するドメイン名に、無許諾で他人のブランド名などを不当な利益を得ようとのもくろ
みで、取得したり、使用したりする行為
◎誤認惹起行為（14 号）
商品等の原産地や品質を事実よりすぐれていると誤認させるような表示をし、または誤認させるような表示を付
した商品の輸入や販売などをする行為
例）特許発明品である、国や公的機関による認定や保証の有無などについて事実と異なる表示をする行為
◎信用棄損行為（15 号）
競争関係にある他人の営業上の信用を害するような事実と異なることを知らせたり、流布したりする行為
例）知的財産権を侵害する事実はないにもかかわらず、競合他社の取扱商品は模倣品であるとの文書を取引先に
配布する行為

など
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Q 14
A14

知的財産権を侵害した場合に受けるかもしれない
刑事罰について教えてください

輸入時に不正商品を隠蔽するといった密輸行為があった、あるいは模倣品の輸入販売を繰返し行ってい
るなど、権利侵害について犯罪性が認められる場合には、税関による告発や、権利者など直接の被害者

による告訴、あるいは警察など捜査機関自身による発見によって刑事事件として扱われ、捜査機関による捜査が始
まります。その結果検察官が起訴相当と判断すると、輸入事業者等を被告人として裁判所に起訴し、犯罪者として
の処罰について裁判で判断されることとなります。
刑事上の罰則は特許法や商標法などそれぞれの法律で定められています。概要は次のとおりです。
特許権の侵害（特許法

第 196 条〜 201 条） 10 年以下の懲役もしくは 1,000 万円以下の罰金、又はその

意匠権の侵害（意匠法

第 69 条〜 74 条）

併科（ただし、みなし侵害の場合は、5 年以下の懲役もしくは

商標権の侵害（商標法

第 78 〜 82 条）

500 万円以下の罰金又はその併科）
法人の業務に関して権利を侵害した場合には、行為者を罰する
ほか、法人に対しても 3 億円以下の罰金

実用新案権の侵害
（実用新案法

5 年以下の懲役もしくは 500 万円以下の罰金、又はその併科

第 56 条〜 61 条）

法人の業務に関して権利を侵害した場合には、行為者を罰する
ほか、法人に対しても 3 億円以下の罰金

著作権の侵害
（著作権法

第 119 条〜 124 条） 著作権・出版権・著作隣接権の侵害は 10 年以下の懲役もしく
は 1,000 万円以下の罰金、又はその併科（ただし、みなし侵害
の場合は、5 年以下の懲役もしくは 500 万円以下の罰金又はそ
の併科）
著作者人格権・実演家人格権の侵害は 5 年以下の懲役もしくは
500 万円以下の罰金、又はその併科
法人の業務に関して権利を侵害した場合には、行為者を罰する
ほか、法人に対しても 3 億円以下の罰金
著作権法では一部を除き、権利を侵害する行為は被害者である著
作権者の告訴によって刑事裁判が行われる親告罪となっている。

不正競争行為
（不正競争防止法第 21 条、第 22 条
密侵害罪を除くその他の侵害罪）
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5 年以下の懲役又は 500 万円以下の罰金又はこれの併科
営業秘

法人の業務に関して犯罪が行われた場合には、行為者を罰する
ほか、法人に対しても 3 億円以下の罰金

Ⅲ．輸入販売に関わる知的財産の留意点について

Q 15
A15

並行輸入とは何ですか

一般的に正規ルートと呼ばれている輸
入代理店などを通じた輸入ルートが存

海外

在しており、これとは別の第三者による輸入を並
行輸入と言います。
言い換えますと、日本において商標権や著作権

権利者
権利者から使用等許諾を受けた者
正規ルート

並行輸入ルート

代理店等

権利とかかわりの
ない輸入業者

など保護すべき知的財産権が存在している商品を、
その権利者の許諾を受けずに輸入するかたちが並

国内

行輸入です。
権利者の許諾を受けずに輸入することは、原則
として権利侵害となります。
しかし日本では自由な商品流通の確保による経
済の発展や国民の利便性や利益の確保といった面

消費者

を考慮した裁判所の判断、
「一定の条件を満たす並行輸入について、実質的には権利侵害とは言えない」などとす
る数々の裁判例に基づき、並行輸入を一部許容しているという状況です。

つまり法律で並行輸入が適法と定められているわけではなく
て、裁判の積み重ねで可能な場合の条件が定まってきた、と
いうわけですね。

だからそれぞれの法律に定められた知的財産権を保護する目
的によって、その要件も異なっていることに注意が必要です。

商品の輸入を検討する場合、まずはその商品に存在する可能性のある知的財産権についてそれぞれ日本での権利
者が存在するかどうかを確認します。
日本で保護の対象となる知的財産権が存在する場合、その権利者の許諾を受けずに輸入することは並行輸入とな
りますので、それぞれの知的財産権ごとに求められる適法な並行輸入の要件などについて確認し、取扱う商材が合
致するかなどについて検討する必要があります（参照：本資料 Q.17、18）。

並行輸入とはならなくとも、不正競争防止法に規定される不正競争行為について留意する必
要があります。
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Q 16
A16

並行輸入する場合に、留意すべき点について
教えてください

日本では法規上は権利侵害となる並行輸入を、実質的には違法ではないと判断する裁判例を重ねた上で
一定の範囲において認めていますが、商品に存在する知的財産権ごとに留意すべき点があります。実際

にはひとつの商品に複数の知的財産権が存在することがありますので、並行輸入をする際には複数の面からのリス
クについて検討する必要があります。

●特許権について
裁判例：
「販売先、使用地域として日本を除外する」旨の合意が権利者と譲受人との間で成立し、その後の購入者
にもわかるよう、その旨表示されている場合を除き、真正商品の並行輸入について国内権利者は、差止請
求や損害賠償請求はできない（1997 年 BBS 事件）。
つまり➡特許権の権利者から直接商品を購入した者が、日本を販売先や使用地域として除くことに合意しており、
さらに転売先にもわかるよう商品にその旨表示されている場合には、当該商品の並行輸入は認められない、
と考えられます。
「日本での販売不可」
「中国国内向け」などの意向が表示された商品の輸入は権利侵害を問われるリスクがあるでしょう。

＊これまで並行輸入について争われたことはありませんが、発明に対するインセンティブを与えその機会
を創造することを目的とする点において共通する実用新案権、意匠権についても、特許権と同様の要件
が求められると考えられています。

●商標権について
最判例：以下の条件を全て満たしている商品の並行輸入は商標のもつ機能を阻害することがないため、実質的に違
法ではない（2003 年フレッドペリー事件）。
①適法に商標が付された真正商品であること
②当該商品の外国権利者と国内商標権利者が同一人であること、あるいは法律的、経済的に同一視できる
関係（持ち株会社など）にあること
③当該商品が国内権利者の提供する商品と同等の品質を有していること
つまり➡商標の機能である出所識別機能や品質保証機能を損なう場合を除き、並行輸入は認められます。
ただ、国内外の権利者が法律的、あるいは経済的に同一と認められる範囲はどこまでなのか、同等の品質
の範囲とはどの程度なのかなど具体的な基準については、個々のケースに基づく判断が今後も重ねられて
いくことになるでしょう。
【ご参考：これまでの並行輸入における商標の品質保証機能に関する判例】
☆海外の商標権者とのライセンス契約上にある製造地制限や下請けに関する制限条項に違反して製造された商品を
並行輸入することは、出所表示機能や品質保証機能を損なう（2003 年フレッドペリー事件）。
☆国内権利者が宣伝広告等によって、国内において当該商標に対する独自のグッドウィル（顧客誘引力）を築いて
いるところで、並行輸入品と国内仕様品との間に品質等の差異がある場合、品質保証機能を損なう（1996 年ク
ロコダイル事件）。
☆商標権者が厳格に品質管理を行っていることを前提に、海外のライセンシーが製造した商品と国内ライセンシー
が製造した商品との間に差異があったとしても、品質保証機能は損なわれていない（1984 年ラコステ事件）。
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●著作権について
著作権における並行輸入については、
「映画以外の著作物」と「映画の著作物」とに分けて考える必要があります。
［映画以外の著作物］
平成 11 年に改正された著作権法において、映画以外の著作物には譲渡権が設定されました。同時に譲渡権は一
度適法に国内外の市場に譲渡された場合に権利者の権利は消失すること（権利の消尽）が明記されました（第 26
条第 2 項）
。したがって映画以外の著作物について真正商品の並行輸入をすることは権利侵害とはなりません。た
だし、音楽レコード（CD）については還流防止措置のため「日本国内頒布禁止」の表示がある場合、併記されて
いる期間内の輸入はできません（参照：本資料 Q12）。
［映画の著作物］
映画の著作物には著作権者に「頒布権」が認められています。頒布権とは著作物を販売したり譲渡したり、貸与
したりすることをコントロールすることができる権利です。映画の製作には巨額の費用を必要とすること、配給制
度という特殊な取引形態が存在していることを前提として、頒布権という特別な権利を映画のみに認めているわけ
です。そして「頒布権」には「譲渡権」のような権利の消尽が著作権法に明記されていません。したがって映画の
著作物となる DVD などの並行輸入についても明文規定がないことになります。
この点産業財産権と同様に並行輸入の是非についてはこれまでの裁判例に基づき検討するしかありません。どの
ような裁判例があるのかについて、みてみましょう。
◇「101 匹ワンちゃん事件」東京地裁平成 6 年 7 月 1 日判決
A 社が「101 匹ワンちゃん」のビデオカセットを米国より輸入して販売しようとしたところ、国内の製造販売に
ついて米国ディズニー社より許諾を受けている B 社が B 社の販売特約店等に対して「並行輸入されたビデオカセッ
トの販売は違法である」旨の文書を配布した。A 社が B 社に対して販売活動妨害に対する損害賠償請求を行ったと
ころ、①劇場用公開を前提としない映画のビデオカセットにも頒布権を認める、②劇場未公開の国へのビデオカセッ
ト販売は映画の興業成績に影響を与えることなどを考慮し、著作権者が各国の映画公開時期やビデオカセット販売
時期等をコントロールする権利は頒布権として保護される

との考えを裁判所は示した。よってビデオカセットを

並行輸入販売する場合も著作権者の販売許諾が必要となり、並行輸入品の無許諾販売行為を阻止しようとした B 社
の行為に違法性はない、と判断された。
◇「中古ゲームソフト事件」最高裁平成 14 年 4 月 25 日判決
中古ゲームソフトの販売可否について、東京高等裁判所と大阪高等裁判所の裁判を経て、最高裁において「中古
ゲームソフト流通に頒布権は及ばず、その販売行為は合法である」との法解釈が確定した。
この判決の中では、中古ゲームソフトを映画の著作物と認めた上で、配給制度という劇場映画特有の流通形態を
採っていないこと、大量生産されてそのひとつひとつの利用者は少数であることから、ゲームソフトの頒布権のう
ち譲渡権は一度適法に販売されたとき消失するとされた。
映画のビデオカセットを権利者に許諾を受けずに輸入販売することは権利侵害であるとした地方裁判所の判断が
ある一方、大量生産されて消費者ひとりひとりに販売されるゲームソフトの頒布権のうち譲渡権は消失するとした
最高裁判所の判断をもとに、DVD といった映画の著作物の並行輸入の可否をどのように判断すべきかについて、
これまでの裁判例では明らかになっていません。
映画の著作物にあたる商品の並行輸入ビジネスのリスクは低くないことに留意が必要です。
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Q 17
A17

輸入販売したい商材を見つけたら、どのような手順で
知的財産権リスクについて検討すればよいでしょう

次のような手順で検討してみたらいかがでしょうか？
そして、リスクの大きさとコストとの兼合いによって、弁理士や弁護士などの専門家や、公共の相談窓

口などの利用を検討するとよいでしょう（参照：巻末資料 1．知的財産権に関する情報・相談先）。

輸入販売したい商品を見つけたら…
その商品に関係する知的財産の種類はなんだろうか？

それらの知的財産は、日本で権利として保護されるのだろうか？
★自分で調べてみる（特許情報プラットフォーム J-PlatPat を利用する、商品に付された表
示を確認する、など…）
★専門家（弁理士・弁護士 など）に調査を依頼する
権利が存在していたら…
その輸入は「並行輸入」

権利は存在しないかも…

違法ではない並行輸入の要件を満た
しているのかについて検討する。

念のため

不正競争防止法に規定される不正競
争行為に該当しないのかについて、
検討する

侵害リスクについて判断する
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Q 18
A18

そもそも不正商品とはどのような商品をいうのでしょうか

不正商品とは、原則としてその商品に係る知的財産権の権利者が真正商品と認めない商品、あるいは許
諾しない販売方法によって流通している商品を言います。明らかに模倣を意図して製造された商品はも

ちろんのこと、次のような商品の販売について権利侵害を問われる可能性がありますので注意しましょう。

●適法な並行輸入に該当する要件を満たさない場合
日本で保護すべき知的財産権が存在し、その権利者の許諾を受けずに輸入することは原則として権利侵害行為で
す。しかし日本では、商品の自由な流通の確保や消費者等の利益保護などが考慮されて、一定の要件を満たした場
合には違法とはいえないとする裁判例に基づき、並行輸入が認められています。
たとえ海外では真正品として流通していたとしても、合法的と認められるための並行輸入の要件を満たしていな
い輸入品は権利侵害を問われることになります（具体的要件については本資料 Q16 を参照）。
これまでの裁判例などを参照すると、次のような商品について並行輸入は認められない可能性が高いでしょう。
［商標権侵害を問われる場合］
◎権利者が正規品として納品を拒否した商品の工場横流し品
◎権利者が廃棄と決めた商品や市場流通を意図しないサンプル品
◎正規品に装飾など手を加えた商品
◎ライセンス商品について製造地域制限、下請け制限を違反して製造された商品
◎日本での正規総代理店が独自の宣伝や日本仕様によって、日本市場独特の価値を築いている商品
◎日本の商標権者と輸入品に付されている商標の海外での権利者とが異なる場合
◎輸入品の品質等が低く、日本で当該ブランドに寄せられる消費者等の信頼を損なう可能性がある場合
［特許権などの侵害を問われる場合］
◎日本での販売を許可しない旨表示されている商品
［著作権の侵害を問われる場合］
◎還流防止措置に基づき日本での販売について禁止期間内にある音楽 CD（参照：本資料 Q12）

●リサイクル品
特許権が付与された部品を再利用して修理・改造を行いリサイクル品として販売することは、その修理・改造が「生
産」にあたると判断された場合に特許権侵害となります。
また、容器に付された商標をそのままにして第三者が中身を補充・詰替えて再販売することにより、消費者等に
そのリサイクル品の出所を混同させる場合、商標権侵害となることがあります。

●その他注意が必要な商品等
◎正規品であっても商標権者に許諾を受けずに小分け・詰替え包装をした後に、正規品に付されていた商標を使用
して販売すること
◎特許権を侵害する部品が使用された商品
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Q 19
A19

商品別に、注意すべき知的財産権について教えてください

近年、知的財産に対する権利者の意識の高まりは著しいものがあります。同時に通関時や、インターネッ
ト上を含む国内の流通時における知的財産権侵害物品への取締まりも強化されています。そして裁判で

は、輸入事業者には不正な商品を取扱わぬよう十分な注意を払う義務があることが、重ねて述べられています。
ビジネスにおける知的財産の侵害リスクが高まった現在、輸入商品の知的財産に関するリスクに備えるための事
前の確認は、欠くことの出来ない作業と言えます。
本冊子 Q3 でも触れたとおり、ひとつの商品には複数の知的財産権が存在する可能性があります。まずは取扱う
商材に存在する可能性のある知的財産権を洗い出し、ひとつひとつの権利ごと侵害リスクを確認していく必要があ
ります。
そこで、大まかな商品ごとに留意すべき主な点について示しました。それぞれの知的財産については関連する Q
を参照して下さい。

●バッグ・衣類など
商標権、意匠権、あるいは著作権に加えて不正競争防止法への抵触に注意する必要があります（参照：本資料
Q9、10、12、13）
。商標権や意匠権等に関する商品の並行輸入については真正商品であることなど一定の条件の
もとで認められていますが（参照：本資料 Q15、16）、特にライセンス商品についてはその許諾契約の内容によっ
て真贋が左右されることもあるので注意が必要です（参照：本資料 Q22）。本来商品の真贋を鑑定するのは権利者
であり、第三者がその真正性を判断することは容易ではありません。信用できる仕入先を選ぶことが大変重要とな
ります。

●家電製品など
商標権、意匠権、不正競争防止法への抵触（参照：本資料 Q9、10、13）、そして技術に関しては特許権、実用
新案権、半導体回路配置利用権に注意する必要があります（参照：本資料 Q11）。技術的な知的財産権の侵害の有
無は製造者以外にはわかりにくいため、輸入取引の契約においては、特許権などの侵害によって販売差止請求を受
けた場合の処置などを盛り込んでおくことも必要でしょう。特許権に関する商品の並行輸入については一定の条件
のもと認められていると考えられますが、意匠権や実用新案権についての裁判例はこれまでありません（参照：本
資料 Q16）
。一方近年税関では意匠権にかかわる理由で差止めされた商品が少なくないことに留意する必要があり
ます（参照：本資料 Q10

p.23）。

● CD などの音楽製品
CD などの音楽製品は主に著作権に注意する必要があります（参照：本資料 Q12）。並行輸入も含めて海外で正
規に販売されている CD を輸入することには原則として問題はありません。しかしプロモーションビデオなど動画
がパッケージされている商品は「映画の著作物」として並行輸入は認められない可能性があります（参照：本資料
Q12）
。また、2005 年 1 月 1 日より施行された「音楽レコード還流防止措置」に基づき日本国外向けと指定され
た商品は、国内レコード会社の正規の商品であっても指定期間内は販売目的で輸入することは出来ません（参照：
本資料 Q12）

●映画の DVD やビデオ
主に著作権に注意する必要があります（参照：本資料 Q12）。映画は他の著作物と異なりその製作に多数の人々
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が係わり、大きな投資とそれに見合う収益が必要となる点などが考慮されて、著作権法ではその著作権について「映
画の著作物」として他と異なる規定があります。著作権法には「映画の著作物」に並行輸入を認めると判断できる
条文がありません。認めないとする条文も明記されていないのですが、ビデオソフトの並行輸入に著作権のひとつ
である頒布権の侵害を認めた裁判例があることには留意が必要です（参照：本資料 Q16

101 匹ワンちゃん事件」）。

●キャラクター商品
お菓子などのパッケージや、衣類、玩具などにキャラクターを利用することについて許諾する権利を「商品化権」
ということがあります。法律上「商品化権」という権利はありませんが、キャラクターの有する顧客有引力を保護
するために契約によってその利用を規定します。そしてキャラクターは著作権法、商標法、意匠法、不正競争防止
法によって保護されることがあります。
すでに市場に正規に流通しているキャラクター商品を輸入販売する場合、知的財産権に関する許諾を受ける必要
は原則ありません。だたし、商品化権に係る契約には通常製造地や販売地、その期間など詳細が定められており、契
約内容に違反して流通した商品は不正な商品となることがあります。第三者が商品化に関する契約内容を調べるこ
とは困難なので、並行輸入をする場合には真贋の見極めに大きなリスクが潜んでいます（参照：本資料 Q12、22）
。

●コンピュータソフトウエア商品
一般的なソフトウエアプログラムは著作権法で保護されることがあります。また「物の発明」としての要件を満
たせば特許法による権利登録をすることも可能ですし、ソフトウエアの商品名は商標法に基づき商標登録すること
も可能です。
（参照：本資料 Q12、11、9）ソフトウエアの並行輸入については真正品であれば適法と認められて
いますが、ソフトウエア自体とともにパッケージや説明書などのうち著作物にあたる部分を日本語に翻訳するなど
手を加える場合には、著作者や著作権者の許諾を受ける必要があります。

コラム

パブリシティ権について

最近「パブリシティ権」という言葉を耳にすることがあります。
パブリシティ権は法律に規定された権利ではなく、その定義や内容自体も統一された見解は定まっていま
せんでしたが、実質的にはパブリィテイ権に関して裁判で争われるケースも少なくありませんでした。そん
な中で「ピンク・レディ事件（最高裁判所

平成 21 年 2 月 2 日判決）」において、最高裁判所が人のパブリ

シティ権についてはじめて判断を示したと話題になりました。
判決文ではパブリシティ権を「人の氏名、肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合が
あり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利」と判断し、その権利性を認めました。そして「肖像
等を無断で使用する行為は、①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、②商品等
の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、③肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の
有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法
上違法となると解するのが相当である。」と権利侵害となる場合についての判断基準を示しています。
これまで有名人の写真などを無断で利用した商品を輸入販売することについて、パブリシティ権に言及す
る裁判例はないようですが、少なくともインターネットや広告に無断で有名人の写真を掲載する、パッケー
ジに使用するといった行為は、利用した写真の著作権侵害はもちろんのことパブリシティ権の観点からもそ
の違法性について留意する必要があるでしょう。
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Q 20

特許情報プラットフォーム J-PlatPat（ぷらっとぱっと）
について、教えてください

日本での特許や実用新案、意匠、商標について、他者の独占権の有無やその範囲を知ることは、輸入ビ
ジネスを安全にすすめるための重要なステップです。
これから輸入販売しようとする商品の権利調査は、専門家である弁理士などに依頼すると安心ですが、費用がかか
ります。候補となるいくつかの商品についてまずは自分で調べたいというときなどに利用したいのが、独立行政法人
工業所有権情報・研修館がインターネット上で提供する無料サービス「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）
」です。
J-PlatPat では、特許庁が発行する特許・実用新案、意匠、商標に関する公報などに加えて、それぞれの出願審
査状況が確認できる経過情報等の特許情報がデータベース化され、検索できます。

A20

特許情報プラットフォーム J-PlatPat の URL：https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
■特許情報プラットフォーム J-PlatPat トップページ

J-PlatPat は無料かつ使いやすい操作で利用できるので、
大変有効なものですが、
留意したい点がいくつかあります。
まず、J-PlatPat 画面左下にある「利用上のご案内」では、提供される情報の内容や検索機能は基本的なものに
限定されていることなど、利用上の留意点が記されているので利用前に一読しましょう。
また、たとえば特許・実用新案や意匠について登録状況を調査するためには、比較的高度な専門知識が必要とな
ります。その点商標はその呼び方、権利者といったキーワードで比較的容易に登録の内容について情報を得ること
ができます。ただ、キーワードの入力の仕方や検索方法、調査時期によってはその結果に違いが出てくることがあ
ります。このため 1 回の検索結果に基づき判断するのではなく、いろいろな検索方法や機能を活用しながら複数回
行うことが大切です。さらに、侵害リスクを判断する際には、特に他者の登録商標の類似判断など自己判断だけで
は危険なケースもあることに留意する必要があります。
権利調査については、権利を侵害するリスクの大きさを念頭に、コストや手間などとの兼
合いをみながら、J-PlatPat を利用したり、弁理士に依頼したりして、安全を確認しなが
らビジネスを進めるように心がけましょう。

参照：ミプロ資料「初心者のための商標権を学ぶ」
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Q 21

商品を仕入れる際の契約において、知的財産権に関する
留意点を教えてください

海外から商品を仕入れは、通常国際取引となります。国際取引では、相手方と物理的な距離が離れてい
ることや時差の存在、言語の違いなど、コミュニケーションをとることが難しい点はもちろんのこと、
商習慣や代金の決済方法、適用される法律の違い、為替リスクやカントリーリスクの存在など、国内取引とは異な
る点が多々あり、それがビジネスリスクにつながります。
その中で知的財産権に係わるトラブルリスクを軽減するために、契約をする際の留意点を説明します。

A21

●主な契約の種類
輸入販売を目的として商品を仕入れる場合、通常は①「売買取引契約書」が作成されます。
また、商品を販売することについて、メーカーと「代理店契約」を結ぶこともあります。代理店契約と呼ばれるも
のには、②メーカーと直接商品の売買を行うかたち（販売店＝ distributor 契約）と③メーカーと購入者の間で行わ
れる売買の仲立ちをすることによってコミッション（手数料）を得るかたち（代理店＝ agency 契約）とがあります。
①売買取引基本契約について
売主と買主の間で納品と代金支払いに関する取引について締結される契約です。単発的な取引であっても小額
である場合などを除き、
「売買取引契約書」を作成しておくことが望ましいといわれています。その際、知的財
産権侵害リスクに備えて一般的に輸入者として求めたい契約条項は次のとおりです。
◎商品の知的財産権（日本含む）を保有していること及び第三者の知的財産権を侵害していないことの保証
◎輸入や販売の差止を受けた場合の措置（売買契約解除、弁護士費用や賠償金の売主負担など）
◎日本で権利侵害品が流通した場合には、権利者は積極的な対策を講じること
◎裁判管轄（どの国の裁判所に訴えを提起することができるのか）は日本とすること
◎準拠法（どこの国の法律を適用するかという問題）は日本法とすること
②販売店＝ distributor 契約について
メーカーなどと販売店が一定の取引条件を定め、仕入れのための納品と代金支払いが継続して行われます。本
質的には売買契約と同じ契約のかたちとなります。①と同様の契約条項とともに、独占権の有無や販売時におけ
る商標の使用範囲、競合他社製品の扱いに関する取決めについても十分注意する必要があります。
③代理店＝ agency 契約について
代理店はメーカーなどの代理人としての立場にあり、実際の商品売買はメーカーと購入者との間で行われます
ので、在庫リスクや売掛回収のリスクを負担することは原則ありません。しかし、日本で商品の説明や広報を行っ
た者としての責任は問われること、また安心してビジネスを継続するために、②販売店契約における権利者と販
売店の利害関係とは異なるものの、知的財産権の侵害には積極的に対応してもらうことは必要です。
参照：ミプロ資料「契約の基礎と知的財産権に関わる留意点を学ぶ」

契約書は書面に押印したものを取り交わさなければ、全く意味をなさな
いのでしょうか。

メールなどで、文字として必要な事項について明記したものを保存して
おけば、当事者間での同意事項の確認になります。交わされたメールが
証拠として裁判で採用されることもありますよ。
しかし、メールなどでのやりとりではこまかいところまで定められない
場合が多いので、トラブルが生じた際に契約違反であることを強く主張
できるように、やはりきちんとした「契約書」を作成することが望まし
いでしょう。
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Q 22
A22

ブランドライセンス商品を輸入販売する際に留意すべき
点はありますか

知的財産などの実施や使用などの許諾と、その条件についての同意事項を明らかにするため、ライセン
サー（許諾を与える者）とライセンシー（許諾を受ける者）の間で交わされる契約がライセンス契約です。

許諾の対象となるものには、商標や特許といったいわゆる知的財産権のほか、商品化権、パブリシティ権、ノウハ
ウなどがあります。
そしてライセンス商品とはライセンス契約に基づき製造販売されている商品です。たとえば精密機器などメー
カーが自ら製造し、自社のマークを付して世界に同一商品を流通させているのとは異なり、衣料品などのライセン
ス商品には同じマークを付していても、権利者が認めればバリエーションに富んだ商品が流通することになるで
しょう。
原則として、海外で適法に流通しているライセンス商品を日本で輸入販売することについて、当該商品のライセ
ンサーや日本のライセンシーに販売許諾を得る必要はありません。
しかしライセンス商品は、
「そもそも権限のない者が製造した知的財産権を侵害する商品である」、あるいは「ラ
イセンス契約に違反して製造・流通する商品である」、また「それによって日本では真正品と認められないかもし
れない商品である」などのようにリスクを測ることが難しいところがありますので、注意が必要です。

●商品の真贋について
ライセンス商品を扱う場合一番難しい点に、その真正性の確認があります。
ライセンシーはライセンサーとの契約条件に基づき、販売先の市場ニーズに合わせた商品を製造するわけですが、
その条件を規定するライセンス契約書が契約を締結した当事者以外に開示されることは通常ありません。たとえば
同じブランドを付したバッグでも国や地域ごと多様なデザインが存在します。しかもその相違は権利者の許諾の上
なのかについて契約書を確認することができないとなれば、模倣品を見分けることはきわめて難しくなります。
ライセンス契約には秘密保持義務が定められていることもありますが、適法に製造・取引されたことを示す契約
書の一部分でもコピーを入手する、信用できる仕入先を探す、流通経路を遡りライセンス契約の有無をライセンサー
に確認するなど、模倣品を仕入れないよう輸入事業者には出来る限り、努力することが求められます。

●ライセンス契約に違反して製造・流通する商品について
ライセンス契約では通常、商品の種類や製造地、販売地、期間などについて許諾する範囲が条件設定されています。
たとえば許諾された商品以外の商品化、指定製造地以外の工場での製造など、第三者にはわからない契約条項に違
反する商品の存在もあります。海外では問題のなかった真正品であったとしても、日本市場での販売がライセンス
契約上許諾されていないこともありますし、販売期間を過ぎて回収すべき商品だったということもあります。ライ
センス契約違反行為に対しては、契約当事者間においてはペナルティを科す条項はありますが、契約当事者外であ
る第三者がその契約違反上のペナルティを負うことは通常ありません。しかし、商品の仕入れ先を突然失うリスク
には留意する必要があります。
また、ライセンス契約違反行為であることを知りながら取引を継続していた、さらには契約違反行為をそそのか
したという立場が認められると、なんらかの責任を問われる可能性もあるでしょう。
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●並行輸入とライセンス商品について
登録商標があるなど、日本に知的財産権が存在する場合その権利者に許諾を受けずに商品を輸入する行為は並行
輸入となります（参照：本資料 Q15）。
並行輸入は権利ごとに一定の要件を満たした場合に許容されていますが（参照：本資料 Q16）、たとえば日本に
登録商標が存在し、独占的な日本のライセンシーによって同じブランドを付した商品が流通していた場合、ライセ
ンス契約条項違反の内容によっては適法な並行輸入として認められない場合があります。
特に、製造地域制限、下請制限といった条項違反については、商標権の適法な並行輸入要件のうち、品質の同一
性などを満たしていないとして、当該商品の輸入販売を商標権侵害と判じた裁判があることに留意しましょう。
参照：ミプロ資料「並行輸入を学ぶ

商標権・著作権」「相談事例から学ぶ知的財産権 Q ＆ A

Q3」

●知っておきたいライセンス契約のあれこれ
【知的財産権保護法とライセンス契約】
知的財産戦略上、ライセンス契約を通じてロイヤルティ収益を上げることは、知的財産権を有効活用する重要な
手段のひとつとして捉えられています。商標法などの産業財産権法では、ライセンシーに付与される権利の独占性
の有無に基づくふたつの権利が規定されていますが、実際のビジネスでは法律では規定されていないかたちでライ
センス契約が交わされることも多く、制度としての課題が指摘されています。

権利者が専有する権利について、特許法・意匠法では「実施
をする権利」
、商標法では「使用する権利」
、著作権では「利
用する権利」としています。

権利によって言い方が異なるのですね。

【商標法におけるライセンス契約】
商標法は、
権利の独占性の有無により「専用使用権」の設定と「通常使用権」の許諾について規定しています（第
30 条、31 条）
。
「専用使用権」は独占的な権利であり、設定の範囲ではライセンシーは権利者であるライセンサーと同一の権利
を有しますので、ライセンサーでさえ当該範囲での使用は原則出来なくなります。専用使用権の効力を発生させる
ためには専有権をもつライセンシーとして特許庁への登録が必要となりますので、ライセンサーには登録手続きに
協力する義務があります。専用使用権を設定されたライセンシーは単独で、侵害行為に対して差止請求、損害賠償
請求、信用回復措置請求を行うことが可能となります。
登録商標にライセンス契約に基づく専用使用権が設定されているか否かは、J-PlatPat 画面上で確認することが
できますが、
設定者などの詳細情報は特許庁や各地方の経済産業局特許室などに登録原簿の閲覧を申し込み（有料）、
調べる必要があります。
「通常使用権」の場合は、たとえば販売地域や商品の分野などを考慮して複数のライセンシーに商標等を使用す
る権利を与えることができますし、ライセンサー自身の使用も依然可能です。
そして特許庁に通常使用権をもつライセンシーとして登録しておくと、たとえば M&A や破産などの理由で契約
先であるライセンサーの専有権が他者に移動した場合に、これまでどおりの通常使用権を主張することができる制
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度もあります。しかしライセンサーには登録手続きに協力する義務はないので、実際のところ通常使用権者の登録
数は多くはないようです。
通常使用権のライセンシーは、権利侵害者に対して差止請求権や損害賠償請求権を単独で行使することは原則と
してできません。ですから、日本市場に模倣品等が出現した場合に権利者の積極的な権利行使を義務とする条項を、
契約書に明記しておくといった備えが必要となるのです。

コラム

独占的通常使用権について

ライセンス契約において重要なことのひとつに、許諾を受けた権利が「独占」なのか「非独占」なのかが
あります。商標法では「専用使用権」なのか「通常使用権」なのかという問題となるわけですが、海外との
取引に使用される「Exclusive（独占的）
」なのか「Non-exclusive（非独占）」なのかという意味とは必ず
しも一致しないことがあります。
前述のとおり、専用使用権を設定するとライセンサー自身もその商標を使用できなくなること、また特許
庁への登録手続きへの協力の義務など、海外ライセンサーにとっては自国制度と異なることが多く、使い勝
手がよいとは言えないところがあります。そこで、商標法上の権利としては複数のライセンシーの存在を許
容する通常使用権を設定し、契約上は「日本ではあなた以外にはライセンスしません」という特約を結ぶこ
とによって、事実上の独占的（Exclusive）ライセンス契約とするケースは少なくないようです。
独占的通常使用権者は商標法上、通常使用権を供与されただけですから権利侵害者に対する差止請求はで
きません。しかし、権利を持たずに商標権等を使用する第三者に対し、独占的通常使用権者の損害賠償権を
認めた裁判例は多くあります。

【著作権法におけるライセンス契約】
著作権法では「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる（第 63 条）」と規定しています。
著作権のライセンスは、その対象は何か（文芸作品、キャラクター、音楽など）、どのような利用（出版、放送、
CD 化）に対する許諾契約なのかによってそのかたちはさまざまであり、ライセンサーとなる権利者が複数存在す
ることもめずらしくありません。ライセンシーについてはその許諾の独占性の有無に関わらず、権利の行使につい
て法律には規定されていません。しかし、
「著作権者から著作物の独占的使用許諾を得ている使用権者については（中
略）独占的使用権に基づく自らの利益を守るために、著作権者に代位して侵害者に対して著作権に基づく差止請求
権を行使することを認める余地がないとはいえない（「トントゥ」ぬいぐるみ人形事件

東京地裁平成 14 年 1 月

31 日判決）
」との裁判例もあります。
【商品化権に関するライセンス契約】
商品化権とは法律用語でもありませんし、公的な定義はありませんが、一般的には商品の販売やサービスの提供
を促進するためにキャラクターを利用する権利、といわれています。キャラクターは著作権法、意匠法、商標法、
不正競争防止法による保護を受ける可能性がありますので、商品化権契約の内容は一般に、こうした知的財産権を
基本とする契約となるでしょう。
【サブライセンスについて】
ライセンシーからさらに他社等に当該知的財産権の使用について許諾を与える「サブライセンス」というかたち
もあります。ライセンシーがビジネスの運用や拡大を踏まえて子会社や関連会社、または他社に対してサブライセ
ンスを供与するためには、契約上自らが許諾を受けた範囲を確認し、必要な場合にはライセンサーに、改めてサブ
ライセンス供与についての許諾を得る必要があります。
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Q 23
A23

継続して同じ商品を輸入販売していきたいと考えていますが、先行
者としての利益を守るために知的財産権はどのように役立ちますか

日本市場での販売努力が実を結び始めた頃に、他社が同じ商品や類似品で後から参入してくることは、予測
できることです。海外で流通する商品を発掘して日本市場に輸入販売する場合、日本でその商品に関わる知

的財産権を所有することにより、類似品の参入に対して抑止効果を発揮したり、権利侵害に対しては法的措置を講じた
りすることができます。また、他社へのサブライセンスなどによる新たなビジネスにつながる可能性も生じます。
他者の権利を侵害するリスクに備えるだけではなく、自己の利益を守るための手段として、知的財産権を活用す
ることとその留意点について、検討してみましょう。

●できること、やっておきたいこと
◎当該商品について、
日本において保護の対象となるように、
商標や意匠、
特許などの登録出願を海外メーカーに提案する。
〈なぜ？〉産業財産権については、登録権利がなければ他者の販売を差止めることはまず難しいでしょう。
〈注意！〉商標法では、海外での周知商標をその権利者の許諾を得ずに日本で登録出願することを禁止していま
す（商標法第 4 条 1 項 19 号）
。また、特許権及び意匠権について登録を受ける権利をもつのは原則と
して発明（創作）者です（特許法第 29 条 1 項柱書、意匠法第 3 条 1 項柱書）。つまり、権利者に許諾
を得ずに輸入者が日本で産業財産権を登録することはできないことに注意しましょう。
◎権利者に、
国内に模倣品が流入しないよう税関による輸入差止申立制度
（参照：本資料 Q5）
を利用するよう提案する。
〈なぜ？〉税関に同制度に基づき模倣品情報を提供することにより、日本全国の税関において効率的な水際の取
締りをしてもらうことが出来ます。
〈注意！〉輸入差止申立制度を利用するためには、商標や意匠などの産業財産権については、日本において権利
登録をしておく必要があります。
◎権利者に、ネット上の模倣品流通を効率的に監視してもらうために、インターネットサービスプラットフォーマー
（ISP）が提供する知的財産保護プログラム（参照：本資料 Q6）の利用を提案する。
〈なぜ？〉ISP が運営する同プログラムを利用することにより、プロバイダ責任制限法や模倣品流通に対する ISP
の責任を問うた裁判例に基づき、権利者からの知的財産侵害の申告があった場合に当該商品の出品が
迅速に削除されます。
◎売買取引基本契約書、販売店契約書、代理店契約書などにおいて、模倣品が流通した場合の積極的な権利行使を
知的財産権者であるメーカーの義務として規定しておく。
〈なぜ？〉販売に対する警告や差止めといった法的な権利行使は原則として、権利者、およびその代理人となる
弁護士にしかできません。権利者の協力を得ずに日本市場での模倣品流通や侵害行為を阻止すること
は難しいでしょう。
◎実績を重ねながら、日本での独占的販売権を取得するよう交渉する。
〈なぜ？〉独占的販売権者であったことにより、商標権侵害行為に対する損害賠償請求権や、権利者と共に販売
差止め請求権が認められた裁判例があります。また、不正競争防止法の商品形態模倣行為に対する差
止め請求や損害賠償請求を認めた裁判例も存在しています。
ただし、裁判での結果は案件の個々の事情によるところが大きいことには
留意が必要です。
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Q 24
A24

インターネットを利用して仕入れや販売をする際、留意
すべき知的財産権侵害リスクについて、教えてください

インターネット上での商品の売買において、不正商品の流通は以前から問題となっていますし、日本で
は業界と権利者とが自主的な取組みを重ねているところです（ご参考：本資料 Q6）。

輸入販売を目的とする、インターネットを利用した仕入れは、海外のインターネットサイト上で面識のない相手
から、実際の商品を見ることもなく商材を仕入れるということですから、真贋について確認する方法はあまりあり
ません。
インターネットを利用した輸入ビジネスでは、こうした仕入れ商品に対する権利侵害に基づく差止めを受けるリ
スクのほか、購入者から「模倣品ではないか」と問われても、商品の真正性を示して納得してもらう方法があまり
ないので難しい対応を迫られる、というリスクもあります。
また、商品自体の真贋以外に、販売時に必要な商品写真や商品・ブランドを説明する文章の利用などにおいても、
権利侵害について留意すべき点があります。

●仕入れについて
海外のインターネットモールなどにある店舗や出品者からの商品仕入れにおいて留意しなければならないのは、
その商品の真贋について確認することが困難なことです。
税関で商品が輸入差止めとなった場合や、権利者から販売の差止めを請求された場合、さらに裁判となった場合
に、商品の真正性を示す根拠とともに、輸入事業者としてどのような注意を払ったのかについて主張できないので
は、過失（不注意）や、場合によっては故意（意図的）に基づく権利侵害を訴える権利者に対し、かなり不利な立
場になることは避けられません。
まずはそのリスクを認識した上で、万全な備えとは言えませんが、仕入れにはできる限りメーカーが直接販売し
ている商品を選択する、税関の差止め実績などから模倣品情報を入手しておく、初回から大量に発注せずにまずは
試買して実際の商品を確認するようにする、あるいは仕入れ先よりその商品の流通ルート情報や売買契約書等の写
しを入手するよう心がける

など、出来る限りの対策を検討しましょう。

●販売について
ミプロに寄せられるご相談などをもとに、商品を販売する際に留意すべき点についてご説明します。
◎商品の写真掲載について
商品カタログの写真や他人のネットショップに掲載されている写真をそのまま転載することは、その写真撮影者
などの持つ著作権や、人物が写っていた場合にはモデルの肖像権、あるいはパブリシティ権などを侵害すること
があります。
また、著作物となるキャラクター商品や絵画などを自らデジタルカメラなどで撮影して掲載することも、原則は
著作権侵害行為となります。しかし著作権法改正により「例外的な無断利用ができる場合」として、絵画などの「美
術の著作物と写真の著作物」に限り、また著作権者の利益を不当に害しないため政令で定める措置（画像を一定
以下の画素数にすること等）を講じることを条件として、オークション等に出品する際その絵画等を撮影して広
告のためにインターネット上に掲載することができるようになりました。（参考：本資料 Q12）。
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Ⅲ．輸入販売に関わる知的財産の留意点について
◎海外メーカーのウェブサイトに記載されている文章を無断で翻訳・転載することは、当該文章が著作物に該当す
る場合に著作権を侵害することになります。ある種のキャッチコピー、使用者による体験談や評価の声などは、
「創
作的な表現」として「著作物」にあたる可能性があるので転載は控えた方がよいでしょう。
一方商品の成分や機能の説明文、販売実績といった事実は著作物には当たらないので、翻訳・転用による著作権
侵害にはならないでしょう。以上は、海外メーカーのウェブサイトからの転載の場合です。
日本の輸入代理店などが努力して入手した情報・表現を許可なしにそのまま使用して自らのビジネスに役立てよ
うとする行為は、不法行為とみなされる可能性がありますので安易に転用することは避けましょう（参照：ミプ
ロ資料「相談事例から学ぶ知的財産権 Q ＆ A

Q16」）。

●商標の使用について
すでに登録されている商標やそれに類似する商標を、商標機能を発揮するかたちで無断使用した場合、それは商
標権を侵害する行為となります（参照：本資料 Q9）。
登録されていなくともある程度知られた商標を使用することは不正競争防止法に定められた不正競争行為となる
場合があります（参照：本資料 Q13）。
具体的には、商標を権利者に許諾を得ずに販売するウェブサイトのドメイン名に使用する、有名ブランドのロゴ
マークをウェブサイトのトップや画面の背景などに貼り付ける、リンクボタンとして使用する、などの行為は、商
標権侵害や不正競争行為として問われるかもしれないと用心し、避けたほうがよいでしょう。
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Q 25
A25

販売していた商品は商標権を侵害しているので、販売を差止
めるよう警告書を受取りました。どうしたらよいでしょうか

警告書を受け取った場合に一番してはならないことは、そのまま放置しておくことです。警告書を受取
りながら反論をせずに販売を継続することは、商標権侵害の事実を知りながら侵害行為を継続したとい

うことで、故意の責任＊1 を問われることがあります。
内容証明郵便＊2 で警告書が送付されていれば、権利侵害行為に問われているとについて認知した日付が明確にな
ります。警告書に記載されている指示や期限を確認しながら迅速かつ適切に対応する必要があります。
一方、安易に警告書に記されている相手方の主張を認める回答は、その後の交渉において不要な譲歩につながる
こともあります。期限内での回答が難しければ、とりあえず事実確認のための期限延長を申し出ることもできるで
しょう。
＊

1 故意の責任とは
裁判では、権利者から侵害についての警告を受けた後も継続された侵害行為は過失（不注意）ではなく故意（知りながら）によって行っ
たものとみなされる可能性が高くなります。民事的には故意または過失により権利を侵害した加害者は、権利者から侵害行為によって
生じた損害賠償の請求を受けることがあります。（ご参照：本資料 Q8）また、権利侵害者に故意があったとなれば犯罪が成立し、刑
事罰を受ける可能性もあります。（ご参照：本資料 Q14）

＊

2 内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、いつ、誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたのかが、差出人の作成した謄本によって証明され
る郵便のことです。受取人に配達された時点で、文書の内容が通知されたことになります

実際には、限られた時間内に権利や侵害の有無や対応についていろいろな観点から確認と検
討をする必要があり、また権利者等との間で行われる交渉をスムーズに進めるためにも、なる
べく早い段階で商標権に詳しい弁理士や弁護士に相談することが望ましいでしょう。

相談先⇒巻末資料 1．知的財産権に関する情報・相談先

●警告者の主張に基づき、侵害の対象となる商標権などについて確認する
まず、相手方が正当な権利に基づき警告しているのかについて確認します。権利者の「権利を侵害された」とい
う認識が、必ずしも法的根拠に基づく事実と一致しないことがあるからです。
①警告者の主張する当該商標権を確認
特許情報プラットフォーム J-PlatPat（参照：本資料 Q9、Q20）を利用して、侵害を指摘する商標の「登録番号」
や「指定商品」
、そして「権利者」を確認します。
②警告者と当該商標権者とを確認
商標権を行使できるのは、原則として商標権者、専用使用権者、そしてその代理人である弁護士などです。
③警告者が権利侵害品と指摘する商品が、間違いなく自身の販売した商品であることを確認
当該商品の種類や購入場所、日時、個数などを警告者より入手し、販売実績と照合しておきます。

●侵害の事実について検討し、回答する
侵害事実はないとの判断であればその旨を、その後の交渉を考慮しつつ根拠と共に警告書の差出人に回答します。
一方、警告書にある差止請求が正当な権利に基づくものであり、その主張に反論することができない場合には販
売を中止し、謝罪とともに権利者とその後の始末について交渉することになります（参照：本資料 Q9
標権の侵害と権利者の権利行使」）。
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p.18「商

巻末資料 1．知的財産権に関する情報・相談先
●情報
【特許庁】
知的財産権制度の管理、運用の一環で、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を付与しています。
特許庁ホームページ内「お問い合わせ・Q ＆ A」では、「産業財産権に関する一般的な相談」や「出願等手続き」
「特許情報等」
「特許情報プラットフォーム J-PlatPat 操作方法」について、参考となるウエブサイトアドレスやよ
くある Q ＆ A、問合せ先の電話番号などが一覧となっています。
また、同ホームページ「イベント情報」では、全国で行われる特許庁主催知的財産に関するセミナー（有料・無料）
について、案内されています。
特許庁 HP ─お問い合わせ・Q ＆ A
URL

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/toiawase/toiawase1.htm

特許庁 HP ─イベント情報
URL

https://www.jpo.go.jp/oshirase/event/index.html

【経済産業省】
知的財産の適切な保護施策の一環として、不正競争防止法についてさまざまな情報提供を行っています。また、
海外を中心とした模倣品等被害の総合相談窓口などを担っています。
経済産業省 HP ─政策一覧─経済産業─不正競争防止法
URL

http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/index.html

【文部科学省

文化庁】

著作権ホームページにて、著作権や著作権法などに関するいろいろな情報が提供されています。
文化庁 HP ─著作権─著作権制度に関する情報
URL

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/index.html

【公益社団法人

著作権情報センター（CRIC）
】

印刷物、セミナーなどで著作権に関する多くの情報提供を行っているほか、著作権に関する無料の相談窓口も設
置しています。
CRIC
URL

HP
http://www.cric.or.jp/

「著作権テレホンガイド」
専任の著作権相談員が著作権制度全般に関する質問や、著作物の利用に関する相談に応じてくれます。
電話：03-5333-0393

受付時間

10：00 〜 12：00

13：00 〜 16：00（土日、祝日を除く）
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●相談先
【知財総合支援窓口】
知財総合支援窓口とは、知的財産に関する悩みや相談について窓口支援担当者がワンストップで受け付ける全国
都道府県 47 か所に設置された無料の相談窓口です。必要に応じて弁理士や弁護士など知的財産に携わる専門家の
助言を一定の範囲にて提供してもらうことができます。
知財総合支援窓口 HP
URL

http://chizai-portal.inpit.go.jp/

全国共通ナビダイヤル

0570-082100

ご案内時間帯：平日 8：30 〜 17：15（土日・祝祭日は除く）

【弁護士】
弁護士は、
世の中の「事件」や「紛争」に対する予防や対処について法律の観点からアドバイス等を行う専門家です。
知的財産権に関する案件については、専門的な分野として取組んでいる詳しい弁護士に相談することが肝要です。
◎弁護士知財ネット
全国各地の会員弁護士が知的財産権に関する法律問題について相談から訴訟を含む紛争解決までの依頼を有料で
受けつけています。
弁護士知財ネット HP ─ご相談─知的財産権に関する法律相談を希望される皆様へ
URL

https://iplaw-net.com/soudan

◎中小企業のためのひまわりほっとダイヤル／日本弁護士連合会
地域の弁護士会の専用窓口に繋がります。弁護士からの折り返しの電話で知的財産権を含む幅広い分野について
弁護士との面談のご予約ができます。一部の都道府県を除き、初回面談 30 分無料相談を実施中です。
中小企業のためのひまわりほっとダイヤル HP
全国共通電話番号 0570-001-240 受付時間 月曜日〜金曜日（祝日を除く）10：00 〜 12：00 ／ 13：00 〜 16：00
URL

http://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/index.html

【弁理士】
弁
 理士は、知的財産についての権利化代理、侵害訴訟共同代理、税関での差止手続代理など、知的財産全般の案
件を代理業務とする専門家です。
◎日本弁理士会
日本弁理士会では、権利化の方法、登録されている権利に関する調査の必要性、侵害の可能性、調査の必要性、
費用等の必要な事項について、専門家の意見を聞くことができる「無料特許相談」を開設しています。無料特許
相談は事前予約制となっています。
当該相談室は知的財産全般の相談を広く受け付けているので、海外からの商品の輸入が権利侵害にならないか、
自社の商品の模倣品・海賊版が販売されている等の模倣品・海賊版問題も相談の対象であり、この場合にはその
旨を下記窓口に伝えてください。
日本弁理士会「無料特許相談」窓口（関東支部）
TEL：03（3519）2707
相談日：月〜金曜日（事前予約制）
時間：午前 10 時〜正午、午後 2 時〜 4 時のうち 30 分間
所在地：〒 100-0013

東京都千代田区霞が関 3-4-2

日本弁理士会 HP 内 「無料特許相談を活用する」
URL
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http://www.jpaa.or.jp/

弁理士会館 1 階

巻末資料 2．税関で行われる認定手続きの一般的な流れ
税関検査

犯則調査

知的財産権侵害疑義物品を発見

輸入申告貨物又は国際郵便物で提示されたもののうち、税関で検査を実施し、知的財産侵
害疑義物品を発見した場合に犯則調査を行わないものについては、知的財産侵害物品に該当

Yes 密輸事案か？
No

するか否かの認定手続を開始します。

認定手続開始

▼
知的財産侵害物品の疑いがある貨物（疑義貨物）を発見した場合には、輸入者及び権利者

認定手続開始通知書

に対して認定手続を開始する旨を通知するとともに、これに併せて、輸入者及び権利者双方
権利者

輸入者

にそれぞれの名称又は氏名及び住所を通知します。
また、輸入申告書等税関に提出された書類等により当該生産者が明らかである場合は、当
該生産者の名称若しくは氏名又は住所を権利者に通知します。
▼
「認定手続開始通知書」の日付の日の翌日から起算して 10 執務日（生鮮疑義貨物につい
ては 3 執務日）以内に、権利者、輸入者双方が、当該疑義貨物について、意見・証拠を税関
に提出することとなります。
なお、証拠・意見を提出するために必要である場合には、申出により、疑義貨物の画像情
報を電子メールにより入手することもできます。ただし、電子メールによる送信は、原則と

認定手続

して一回に限られ、輸入者又は権利者が送信を希望する画像情報が大量であるほか、税関の

税関

10 日以内（行政機関の休日を除く）
点検申請

意見・証拠

意見・証拠

権利者

輸入者

点検申請

自発的処理

業務遂行上真にやむを得ない理由により、画像情報の電子メールによる送信ができない場合
など、入手できない場合があります。
輸入差止申立てを行っている者（申立人）及び輸入者については、申請により、当該疑義
貨物を点検することができます。
また、申立人は、申請により、承認要件を満たし、かつ、見本検査に係る供託を行った場合、
見本検査（分解・分析）を実施することもできます。
なお、輸入者は、権利者と争わず、当該疑義貨物について滅却、廃棄、任意放棄、積戻し、
輸入同意書の取得、切除等の修正などのいわゆる「自発的処理」を行うことができます。輸
入同意書の取得、切除等の修正の場合は非該当認定を行い、輸入許可され、その他の場合に
ついては、認定手続を取りやめます。
▼

認定手続

権利者の意見・証拠等については、輸入者に開示できる範囲で開示し、輸入者の意見・証

税関
意見

拠等についても同様に権利者に開示し、それぞれから反論を求めます。

意見
証拠

反論

権利者

輸入者

証拠

その内容に基づき、税関において当該疑義貨物が侵害品に該当するか否かの認定を行います。
（認定については、1 ヶ月以内を目途に行います）

反論

▼
認定手続

認定結果については、「認定通知書」を権利者、輸入者双方に交付し、通知します。

税関

・非該当認定の場合は、輸入許可されます。

認定

該当 非該当→輸入許可

権利者

輸入者

通知
認定結果・その理由

・該当認定の場合は、不服申立てができる期間（3 ヶ月）を経過し、かつ、輸入者による自発的
処理がなされない場合、税関で当該侵害物品の没収を行い、処分することとなります。

出所：税関 HP ─水際での取締り─知的財産侵害物品の取締り「一般・輸入者の方々へ」＞「認定手続きの流れ」
http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/c_001.htm
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巻末資料 3．商標法における商品及び役務の区分
商標法施行令

別表（第二条関係）

最終更新：平成二十八年一月二十二日公布（平成二十八年政令第十八号）改正

第一類

工業用、科学用又は農業用の化学品

第二類

塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品

第三類

洗浄剤及び化粧品

第四類

工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤

第五類

薬剤

第六類

卑金属及びその製品

第七類

加工機械、原動機（陸上の乗物用のものを除く。）その他の機械

第八類

手動工具

第九類

科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、
光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具

第十類

医療用機械器具及び医療用品

第十一類

照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置

第十二類

乗物その他移動用の装置

第十三類

火器及び火工品

第十四類

貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計

第十五類

楽器

第十六類

紙、紙製品及び事務用品

第十七類

電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック

第十八類

革及びその模造品、旅行用品並びに馬具

第十九類

金属製でない建築材料

第二十類

家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの

第二十一類

家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品

第二十二類

ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維

第二十三類

織物用の糸

第二十四類

織物及び家庭用の織物製カバー

第二十五類

被服及び履物

第二十六類

裁縫用品

第二十七類

床敷物及び織物製でない壁掛け

第二十八類

がん具、遊戯用具及び運動用具

第二十九類

動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物

第三十類

加工した植物性の食品（他の類に属するものを除く。）及び調味料

第三十一類

加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料

第三十二類

アルコールを含有しない飲料及びビール

第三十三類

ビールを除くアルコール飲料

第三十四類

たばこ、喫煙用具及びマッチ

第三十五類

広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

第三十六類

金融、保険及び不動産の取引

第三十七類

建設、設置工事及び修理

第三十八類

電気通信

第三十九類

輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配

第四十類

物品の加工その他の処理

第四十一類

教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動

第四十二類

科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発

第四十三類

飲食物の提供及び宿泊施設の提供

第四十四類

医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務

第四十五類

冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務（他の類に属するものを除く。）、警備及び法律事務

出典：電子政府の総合窓口 e-Gov「法令検索」 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335CO0000000019#54
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巻末資料 4．著作権法に含まれる権利の種類
著作者の人格権（著作者の人格的利益を保護する権利）
著作者の人格権（著作者
の人格的利益を保護する
権利）

公表権（18 条）

未公表の著作物を公表するかどうか等を決定する権利

氏名表示権（19 条）

著作物に著作者名を付すかどうか、付す場合に名義をどうするか
を決定する権利

同一性保持権（20 条）

著作物の内容や題号を著作者の意に反して改変されない権利

著作権（財産権）
（著作物の利用を許諾したり禁止する権利）
複製権（21 条）

著作物を印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形
的に再製する権利

上演権・演奏権（22 条） 著作物を公に上演し、演奏する権利

著作権（財産権）
（著作
物の利用を許諾したり禁
止する権利）

上映権（22 条の 2）

著作物を公に上映する権利

公衆送信権等（23 条）

著作物を公衆送信し、あるいは、公衆送信された著作物を公に伝
達する権利

口述権（24 条）

著作物を口頭で公に伝える権利

展示権（25 条）

美術の著作物又は未発行の写真の著作物を原作品により公に展示
する権利

頒布権（26 条）

映画の著作物をその複製物の譲渡又は貸与により公衆に提供する
権利

譲渡権（26 条の 2）

映画の著作物を除く著作物をその原作品又は複製物の譲渡により
公衆に提供する権利（一旦適法に譲渡された著作物のその後の譲
渡には、譲渡権が及ばない）

貸与権（26 条の 3）

映画の著作物を除く著作物をその複製物の貸与により公衆に提供
する権利

翻訳権・翻案権等（27 条）

著作物を翻訳し、編曲し、変形し、脚色し、映画化し、その他翻
案する権利

二次的著作物の利用に関
する権利（28 条）

翻訳物、翻案物などの二次的著作物を利用する権利

著作隣接権
著作隣接権

著作物の公衆への伝達に重要な役割を果たしている者（実演家、
レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者）に与えられる
権利

著作隣接権の発生

実演、レコードの固定、放送又は有線放送を行った時点で発生す
る（無方式主義）。

著作隣接権の保護期間

実演、レコード発行、放送又は有線放送が行われたときから 50
年間

実演家等の権利の内容
実演家の権利
氏名表示権（90 条の 2）

自分の実演に実演家の名を付すかどうか、付す場合に名義をどう
するかを決定する権利

同一性保持権
（90 条の 3）

自分の実演について実演家の名誉や声望を害する改変をされない
権利

実演家人格権
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録音権・録画権（91 条） 自分の実演を録音・録画する権利
放送権・有線放送権
（92 条） 自分の実演を放送・有線放送する権利
送信可能化権
（92 条の 2）

自分の実演を端末からのアクセスに応じ自動的に公衆に送信し得
る状態に置く権利

譲渡権（95 条の 2）

自分の実演の録音物又は録画物を公衆に譲渡する権利（一旦適法
に譲渡された実演の録音物又は録画物のその後の譲渡には、譲渡
権が及ばない）

貸与権（95 条の 3）

商業用レコード（市販用 CD 等）を貸与する権利（最初の販売後
1 年のみ）

著作隣接権

放送二次使用料を受ける権利（95 条）

商業用レコードが放送・有線放送で使用された場合の使用料を放
送事業者・有線放送事業者から受ける権利

貸レコードについて報酬を受ける権利（95 条の 3）

貸レコード業者から報酬を受ける権利（貸与権消滅後 49 年間）

レコード製作者の権利
複製権（96 条）

レコードを複製する権利

送信可能化権
（96 条の 2）

レコードを端末からのアクセスに応じ自動的に公衆に送信し得る
状態に置く権利

譲渡権（97 条の 2）

レコードの複製物を公衆に譲渡する権利（一旦適法に譲渡された
レコードの複製物のその後の譲渡には、譲渡権が及ばない）

貸与権（97 条の 3）

商業用レコードを貸与する権利（最初の販売後 1 年間のみ）

著作隣接権

放送二次使用料を受ける権利（97 条）

商業用レコードが放送・有線放送で使用された場合の使用料を放
送事業者・有線放送事業者から受ける権利

貸レコードについて報酬を受ける権利（97 条の 3）

貸レコード業者から報酬を受ける権利（貸与権消滅後 49 年間）

放送事業者の権利
複製権（98 条）
著作隣接権

再 放 送 権・ 有 線 放 送 権
（99 条）

放送を録音・録画及び写真的方法により複製する権利
放送を受信して再放送したり、有線放送したりする権利

テレビジョン放送の伝達
権（100 条）

テレビジョン放送を受信して画面拡大する特別装置（超大型テレ
ビ、オーロラビジョン等）で公に伝達する権利

複製権（100 条の 2）

有線放送を録音・録画及び写真的方法により複製する権利

有線放送事業者の権利

著作隣接権

放 送 権・ 再 有 線 放 送 権
（100 条の 3）
有線テレビジョン放送の
伝達権（100 条の 4）

有線放送を受信して放送したり、再有線放送したりする権利
有線テレビジョン放送を受信して画面を拡大する特別装置で公に
伝達する権利

出典：文部科学省 HP ─文化庁─著作権─著作権制度に関する情報─著作権制度の概要
（http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/outline.html）を加工して掲載
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巻末資料 5．著作物が自由に使える場合
私的使用のための複製
（第 30 条）

家庭内で仕事以外の目的のために使用するために、著作物を複製することができる。同様の目
的であれば、翻訳、編曲、変形、翻案もできる。
なお、デジタル方式の録音録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、著作権者等に対し
補償金の支払いが必要となる。
しかし、
［1］
公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器（注 1）を用い
て複製するときや、
［2］
技術的保護手段（注 2）の回避により可能となった（又は、その結果に
障害が生じないようになった）複製を、その事実を知りながら行うとき、
［3］著作権等を侵害
する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実（＝著作権等を侵
害する自動公衆送信であること）を知りながら行うときは、この例外規定は適用されない。
また、映画の盗撮の防止に関する法律により、映画館等で有料上映中の映画や無料試写会で上
映中の映画の影像・音声を録画・録音することは、私的使用目的であっても、この例外規定は
適用されない（注 3）
。

図書館等における複製
（第 31 条）

［1］国立国会図書館と政令（施行令第 1 条の 3）で認められた図書館に限り、一定の条件（注
4）の下に、ア）利用者に提供するための複製、イ）保存のための複製、ウ）他の図書館のへ
の提供のための複製を行うことができる。
利用者に提供するために複製する場合には、翻訳して提供することもできる。
［2］国立国会図書館においては、所蔵資料の原本の滅失等を避けるため（＝納本後直ちに）電
子化（複製）することができる。

引用
（第 32 条）

［1］公正な慣行に合致すること、引用の目的上、正当な範囲内で行われることを条件とし、自
分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば、翻訳も
できる。
（注 5）
［2］国等が行政の PR のために発行した資料等は、説明の材料として新聞、
雑誌等に転載することができる。ただし、転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例
外規定は適用されない。

教科用図書等への掲載
（第 33 条）

学校教育の目的上必要と認められる限度で教科書に掲載することができる。ただし、著作者
への通知と著作権者への一定の補償金の支払いが必要となる。同様の目的であれば、翻訳、
編曲、変形、翻案もできる。

教科用拡大図書等の作成
のための複製等
（第 33 条の 2）

視覚障害等により既存の教科書が使用しにくい児童又は生徒の学習のために、教科書の文字
や図形の拡大や、その他必要な方式により複製することができる。同様の目的であれば、変形、
翻案もできる。
ただし、教科書の全部又は相当部分を複製して拡大教科書等を作成する場合には、教科書発行
者への通知が、営利目的で頒布する場合には著作権者への一定の補償金の支払いが必要となる。

学校教育番組の放送等
（第 34 条）

学校教育の目的上必要と認められる限度で学校教育番組において著作物を放送等することが
できる。また、学校教育番組用の教材に著作物を掲載することができる。ただし、いずれの
場合にも著作者への通知と著作権者への補償金の支払いが必要となる。同様の目的であれば、
翻訳、編曲、変形、翻案もできる。

教育機関における複製等
（第 35 条）

教育を担任する者やその授業を受ける者（学習者）は、授業の過程で使用するために著作物を
複製することができる。また、
「主会場」での授業が「副会場」に同時中継されている場合に、
主会場で用いられている教材を、副会場で授業を受ける者に対し公衆送信することができる。
複製が認められる範囲であれば、翻訳、編曲、変形、翻案もできる。
ただし、ドリル、ワークブックの複製や、授業の目的を超えた放送番組のライブラリー化など、
著作権者に不当に経済的不利益を与えるおそれがある場合にはこの例外規定は適用されない。

試験問題としての複製等
（第 36 条）

入学試験や採用試験などの問題として著作物を複製すること、インターネット等を利用して試験を行う
際には公衆送信することができる。
ただし、著作権者に不当に経済的不利益を与えるおそれがある場合にはこの例外規定は適用されない。
営利目的の模擬試験などのための複製、
公衆送信の場合には、
著作権者への補償金の支払いが必要となる。
同様の目的であれば、翻訳もできる。

視覚障害者等のための複 ［1］
点字によって複製、あるいは、点字データとしてコンピュータへ蓄積しコンピュータ・ネッ
製等
トワークを通じて送信することができる。同様の目的であれば、翻訳もできる。
（第 37 条）
［2］
政令（施行令第 2 条）で定められた視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者に限り、視
覚障害者等が必要な方式での複製、その複製物の貸出、譲渡、自動公衆送信を行うことが出
来る。同様の目的であれば、翻訳、変形、翻案もできる。
ただし、著作権者又はその許諾を受けた者が、その障害者が必要とする方式で著作物を広く
提供している場合にはこの例外規定は適用されない。
聴覚障害者のための自動
公衆送信
（第 37 条の 2）

政令（施行令第 2 条の 2）で定められた聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者に限り、
［1］
著作物に係る音声を字幕等の聴覚障害者等が利用するために必要な方式によって複製、自動
公衆送信を行うこと、［2］聴覚障害者等への貸出の目的で、字幕等付きの映画の作成を行うこ
とができる。
同様の目的であれば、翻訳、翻案もできる。
ただし、著作権者又はその許諾を受けた者が、その障害者が必要とする方式で著作物を広く
提供している場合にはこの例外規定は適用されない。
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営利を目的としない上演等 ［1］営利を目的とせず、観客から料金をとらない場合は、公表された著作物を上演・演奏・上
（第 38 条）
映・口述することができる。ただし、出演者などに報酬を支払う場合はこの例外規定は適用
されない。
［2］営利を目的とせず、貸与を受ける者から料金をとらない場合は、CD など公表された著
作物の複製物を貸与することができる。ただし、ビデオなど映画の著作物の貸与については、
その主体が政令（施行令第 2 条の 3）で定められた視聴覚ライブラリー等及び政令（施行令
第 2 条の 2 第 1 項第 2 号）で定められた聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者（非営利
目的のもの限る）に限られ、さらに、著作権者への補償金の支払いが必要となる。
時事問題に関する論説の
転載等
（第 39 条）
政治上の演説等の利用
（第 40 条）

時事の事件の報道のため
の利用
（第 41 条）

新聞、雑誌に掲載された時事問題に関する論説は、利用を禁ずる旨の表示がない限り、他の
新聞、雑誌に掲載したり、放送したりすることができる。同様の目的であれば、翻訳もできる。
［1］公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のも
のを編集して利用する場合を除き、方法を問わず利用できる。
［2］議会における演説等は、報道のために新聞等への掲載、放送等により利用することができ
る。同様の目的であれば、翻訳もできる。
著作物に関する時事の事件を報道するために、その著作物を利用する場合、又は事件の過程
において著作物が見られ、若しくは聞かれる場合にはその著作物を利用できる。同様の目的
であれば、翻訳もできる。

裁判手続等における複製 ［1］裁判手続のためや、立法、行政上の内部資料として必要な場合、
［2］特許、意匠、商標、
（第 42 条）
実用新案及び国際出願の審査等に必要な場合、［3］薬事に関する審査、調査等に必要な場合に
は、著作物を複製することができる。同様の目的であれば、翻訳もできる。
ただし、著作権者に経済的不利益を与えるおそれがある場合にはこの制限規程は適用されない。
情報公開法等における開
示のための利用
（第 42 条の 2）

情報公開法等の規定により著作物を公衆に提供又は提示する必要がある場合には、情報公開
法等で定める方法により、著作物を必要な限度で利用することができる。

国立国会図書館法による
インターネット資料収集
のための複製
（第 42 条の 3）

国立国会図書館の館長は、国、地方公共団体、独立行政法人等により公衆に利用可能とされ
たインターネット資料を収集するために必要な限度において、当該インターネット資料に係
る著作物を記録媒体に記録することができる。
また、国、地方公共団体、独立行政法人等は、国立国会図書館の求めに応じインターネット
資料を提供するために必要な限度において、当該インターネット資料に係る著作物を複製す
ることができる。

放送事業者等による一時
的固定
（第 44 条）

放送事業者又は有線放送事業者は、放送のための技術的手段として、著作物を一時的に録音・
録画することができる。
なお、録音・録画したものは政令（施行令第 3 条）で定める公的な記録保存所で保存を行う
場合を除き、6 ヵ月を超えて保存できない。

美術の著作物等の原作品
の所有者による展示
（第 45 条）

美術の著作物又は写真の著作物の原作品の所有者等は、その作品を公に展示することができる。
ただし、屋外に恒常的に設置する場合にはこの制限規定は適用されない。

公開の美術の著作物等の利用
（第 46 条）

屋外に設置された美術の著作物又は建築の著作物は、方法を問わず利用できる（若干の例外
あり（注 6）
）
。

美術の著作物等の展示に
伴う複製
（第 47 条）

美術の著作物の原作品又は写真の著作物の原作品を公に展示する者は、観覧者のための解説、
紹介用の小冊子などに、展示する著作物を掲載することができる。

美術の著作物等の譲渡等
の申出に伴う複製等
（第 47 条の 2）

美術又は写真の著作物は、それらの譲渡等の申出のために行う商品紹介用画像の掲載（複製
及び自動公衆送信）を、政令（施行令第 7 条の 2）で定める著作権者の利益を不当に害しな
いための措置（画像を一定以下の大きさ・画素にすることなど）を講じている場合に限って
行うことができる。

プログラムの著作物の複製
物の所有者による複製等
（第 47 条の 3）

プログラムの所有者は、自ら電子計算機で利用するために必要と認められる限度でプログラ
ムを複製、翻案することができる。
ただし、プログラムの所有権を失った場合には作成した複製物は保存できない。

保守、修理等のための一
時的複製
（第 47 条の 4）

記録媒体が内蔵されている複製機器を保守又は修理する場合、その製造上の欠陥などにより
複製機器を交換する場合には内蔵メモリに複製されている著作物を一時的に別の媒体に複製
し、修理後等に機器の内臓メモリに改めて複製し直すことができる。
修理等のあとには一時的に別の媒体に複製した著作物は廃棄すること。

送信の障害の防止等のた
めの複製
（第 47 条の 5）

インターネットサービスプロバイダ等のサーバー管理を業とする者は、［1］アクセス集中によ
る送信の遅滞等の防止（ミラーリング）、［2］サーバーへの障害発生時における復旧（バック
アップ）
［3］
、
著作物の送信の中継の効率化（キャッシング）のために必要と認められる限度で、
著作物を複製することができる。
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送信可能化された情報の
送信元識別符号の検索等
のための複製等
（第 47 条の 6）

インターネット情報の検索サービスを業として行う者（一定の方法で情報検索サービス事業
者による収集を禁止する措置がとられた情報の収集を行わないことなど、政令（施行令第 7
条の 5）で定める基準を満たす者に限る。
）は、違法に送信可能化されていた著作物であるこ
とを知ったときはそれを用いないこと等の条件の下で、サービスを提供するために必要と認
められる限度で、著作物の複製・翻案・自動公衆送信を行うことができる。

情報解析のための複製等
（第 47 条の 7）

コンピュータ等を用いて情報解析（※）を行うことを目的とする場合には、必要と認められ
る限度において記録媒体に著作物を複製・翻案することができる。
ただし、情報解析用に広く提供されているデータベースの著作物については、この制限規定
は適用されない。
※情報解析とは、大量の情報から言語、音、映像等を抽出し、比較、分類等の統計的な解析
を行うことをいう。

電子計算機における著作
物の利用に伴う複製
（第 47 条の 8）

コンピュータ等において著作物を適法に利用する場合には、当該コンピュータ等による情報
処理の過程で行われる著作物の複製を行うことができる。

（注 1）自動複製機器
ビデオデッキ等、複製の機能を有し、その機能に関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器を指しますが、当分の間、
文献複写機等、もっぱら文書又は図画の複製のための機器を除くこととなっています（附則第 5 条の 2）
。
（注 2）技術的保護手段
電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法により、著作権等を侵害する行為の防止又は抑止を
する手段のことで、現在広く用いられている技術的保護手段としては、
［1］
音楽 CD などに用いられている、デジタル方式の複製を一世代のみ可能とする技術（SCMS［Serial Copy Management System］
）
［2］
映画の DVD などに用いられる、デジタル方式の複製を「複製禁止」
「一世代のみ可能」
「複製自由」の三とおりに抑制する技術
（CGMS［Copy Generation Management System］
）
［3］
映画のビデオテープ等に用いられる、複製をしても鑑賞に堪えられないような乱れた画像とするようにする技術（擬似シンクパ
ルス方式（いわゆるマクロビジョン方式））などがあります。
（注 3）映画の盗撮の防止に関する法律について
映画の盗撮の防止に関する法律は、映画館で盗撮された映画の複製物が多数流通し、映画産業に多大な被害が発生していることから、
その防止目的として議員立法により成立し、平成 19 年 8 月 30 日から施行されました。
この法律により、
映画館等で映画の録音・録画を行うことは、
私的使用のためであっても、
第 30 条に定められた例外の適用対象外となりました。
したがって、権利者に無断で映画の盗撮をした場合は著作権侵害となり、差止請求、損害賠償請求等の民事的措置や、刑事罰の対象となります。
なお、この特例は、日本国内における最初の有料上映後 8 月を経過した映画については適用されません。
（注 4）図書館等が複製サービスをする際の注意事項
（1）複製行為の主体が図書館等であること。
（2）複製行為が営利を目的とした事業でないこと。
（3）図書館等が所蔵している資料を用いて複製すること。
（4）
コピーサービスの場合には、利用者の求めに応じ、利用者の調査研究の目的のために、公表された著作物の一部分（発行後相当
期間を経過し、通常の販売経路による入手が困難となった定期刊行物に掲載された一つの著作物についてはその全部も可）を一
人につき 1 部提供するための複製であること。
（5）所蔵資料の保存のための複製の場合には、汚損の激しい資料等の複製に限ること
（6）
他の図書館への提供のための複製の場合には、絶版等一般に入手することが困難である資料の複製を求められたものであること
（注 5）引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合、すなわち引用を行う場合、一般的には、以下の事項に注意しなければなりません。
（1）他人の著作物を引用する必然性があること。
（2）かぎ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
（3）自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること（自分の著作物が主体）
。
（4）出所の明示がなされていること。（第 48 条）
（参照：最判昭和 55 年 3 月 28 日「パロディー事件」
）
（注 6）公開の美術の著作物等の利用の例外
（1）彫刻を彫刻として増製し、又はそれを公衆に譲渡すること。
（2）建築の著作物を建築として複製し、又はそれを公衆に譲渡すること。
（3）屋外に恒常的に設置するために複製すること。
（4）もっぱら販売目的で美術の著作物を複製し、又はそれを販売すること。
出典：文部科学省 HP ─文化庁─著作権─著作権制度に関する情報─著作権制度の概要
（http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html）
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