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中国・韓国の差止件数（構成比）の推移

輸入差止点数は、中国から輸出されたものが847,650点（構成比81.2%、前年比
21.2%増）と大幅に増加している。

韓国から輸出されたものが76,859点（構成比7.4%、前年比29.8%減）と４年連続
の減少となった。

平成21年は件数・点数とも韓国からのものの構成比は１桁台となった一方、中国
来の構成比は上昇しており、さらに中国からのものへ一極化が進んでいる。

日本税関での知的財産権侵害による輸入差止の状況



製品と知的財産権

出典：特許庁HPより作成

著作権
図案

著作物の保護
著作の日から死後５０年

不正競争防止法
の保護

周知商品形態の模倣禁止

他人の商品形態の3年間模倣禁止



日本における知的財産法
創作を促進（保護） 信用の維持を保護

知的創造物についての権利 営業標識についての権利

特許権（特許法） ○「発明」を保護 商標権 ○商標を保護
○出願から２０年 （商標法） ○登録から１０年

実用新案権 ○物品の形状等の考案を保護 （更新あり）
（実用新案法） ○出願から１０年 （２００４改正） 商号（商法） ○登記された「商号」

を保護
意匠権（意匠法） ○物品のデザインを保護 著名な商品表示 ○著名な商品表示

○設定登録から１５年 等の禁止
商品形態 ○原産地の誤認表

示等の禁止
著作権（著作法） ○文芸、学術、音楽、プログラム （不正競争防止法） ○ドメインネームの不

等の精神的作品を保護 正取得など
○死後５０年（法人は公表後５０年）

回路配置利用法 ○半導体集積回路の

（半導体集積回路の 回路配置の利用を保護
回路配置に関する法律）

品種登録（種苗法） ○植物の新品種を保護
○登録から２０年（樹木２５年）

営業秘密 ○ノウハウや顧客リストの

（不正競争防止法） 盗用など不正行為を禁止



知的財産権制度と製品の製造過程との関係

技術開発 デザイン決定 ネーミング決定 市場で流通

特許法・実用新案法 意匠法 商標法 不正競争防止法

図面・写真作成 宣伝・広告

著作権法

出典：発明協会標準テキストから作成

製品・部品・製造 デザイン 商標・商号 商品外観・営業秘密



知的財産権侵害に対する処置

民事上の措置
差止請求権

損害賠償請求権

不当利得返還請求権

信用回復措置請求権

刑事の措置
侵害罪

行政措置
輸入差止



侵害品を発見したときに権利者の対応



日本における知財訴訟の流れ

特許権侵害訴訟の第1審は

東京・大阪の地方裁判所で
争われる
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知的財産権訴訟の結論は早く出るようになった。
知財の侵害訴訟はほぼ1年で決着がつく。



特許権者の勝訴率は約20数パーセント以下。

多くは和解で解決されることが多い。



日本の特許権侵害訴訟での損害最高額額

アルゼ事件

アルゼは１９９９年１０月特許の侵害を理由に、同業のサミーとネットの２社を相

手に損害賠償訴訟を提起。２００２年３月に一審の東京地裁で、特許侵害を認
められ計約７４億円という史上最高額の賠償を命ずる判決が出された。

しかし、その後特許無効審決が確定したことにより、東京高裁で賠償命令が取
り消された。



特許権の侵害とは

特許侵害とは、
第三者が特許権者から実施を許諾されていないにもかかわらず、業とし特許発明
を実施すること。

発明の「実施」とは、
物（プログラム等を含みます。）の発明

その物の生産、使用、販売等もしくは輸入または販売等の申出をする行為

方法の発明
その方法の使用をする行為

物を生産する方法の発明
その方法の使用をする行為および、その方法により生産した物の使用、販売等

もしくは輸入または販売等の申出をする行為

物を生産する方法の発明はその方法で生産された物（製品）に及ぶ



特許権の侵害にあたるかどうかの判断

・特許権侵害が成立するためには、対象製品または対象方法
が特許請求の範囲に記載された構成要件のすべてを充足
することが必要。

・侵害態様が特許発明の構成要件を一部でも欠く場合には、
特許権侵害は成立しない。

・対象製品が特許侵害にあたるかどうかは、特許請求の範囲
の文言の解釈によって判断される（「文言侵害」）。



均等侵害
一部が違っても特許発明と均等なものは特許権侵害となることがある

クレームに記載された構成中に対象製品などと異なる部分があるとしても、均等
侵害になる場合がある。

均等侵害の要件

１．その異なる部分が特許発明の本質的な部分ではないこと、

２．その異なる部分を対象製品などにおけるものと置き換えても特許発明の目的を
達成することができ、同一の作用効果を奏すること。

３．相違部分を対象製品等におけるものと置き換えることが、対象製品等の製造等
の時点において容易に想到できたこと。

４．対象製品等が、特許発明の出願時における公知技術と同一、または公知技術か
ら容易に推考できたものではないこと。

５．対象製品等が特許発明の出願手続において特許請求の範囲から意識
的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと。



間接侵害
特許権侵害の予備的・幇助的行為は特許侵害とみなす。

特許製品の部品のように、構成要件のすべてを充足しない場合でも、特
許発明の実施にのみ使用する物の製造、販売行為など、実施行為の予
備的・幇助的な行為は、特許権の侵害とみなされる。

間接侵害の要件

１．他人が特許製品の生産にのみ用いる物（専用部品）を生産、販売する
ことや、特許方法の使用にのみ用いる物を生産、販売等すること（特許
法１０１条１項）

２．その特許製品の本質的な部品であって、侵害に用いられることを知り
ながら、当該部品を、生産、販売等することも、特許権を侵害するものと
みなされる（同１０１条２項）。



権利侵害の予防・準備

①他社権利の調査・監視 （新製品発売前には必須）

②自社権利の出願・早期権利化

③侵害事件に強い知財専門家（弁理士など）の確保

①早めに専門家に相談する

②解決の「落とし所」の見極め⇒ゴールを見据えて対応

③「迅速な解決」も利益になる

知財紛争に巻き込まれないように

知財紛争に巻き込まれたら



出典：川口竜ニ 知財と研究開発戦略から

日本企業が行っている知財紛争に巻き込まれないための調査



実施可否調査 65％

先行技術調査 ３０％
（特許性調査）

パテントマップの作成 ５％

創成国際特許事務所 2010 

日本企業の特許事務所への調査依頼状況の例



A. 侵害警告を受けたときの解決の方策

①訴訟で解決する
→非侵害・権利無効の抗弁で争う・無効審判で争う

→原告は失ったもの以上は得ることができない。

→被告は勝っても訴訟コストをすべて回復はできない。

②和解（調停）で解決する

→両者に不満が残る解決方法→裁判と違ってどのような解決内容でも可

→裁判上の和解・裁判上の調停・調停・仲裁

③設計変更で回避する

→設計変更により回避して事後の損害発生を阻止

④該当製品・サービスの製造販売を中止

⑤提携する。

侵害警告を受けた場合の対応



侵害警告を受けた場合の対応

４－１．侵害警告を受けた場合の対応

B. 特許権侵害か否かの検討

１．侵害警告を受けた場合の対応
①警告書内容の確認 （要求事項・回答期限など）

②権利状態の確認⇒登録原簿の閲覧、電子図書館ＨＰなど

③権利者の確認 ⇒ 上記の他、登記簿謄本など

２．警告対象製品の確認

① 製品内容

② 販売期間・数量・価格など ⇒ 損害賠償額を予想

３．権利侵害となるか⇒弁理士などに鑑定を依頼

① 特許公報（特許請求の範囲）と警告対象製品とを比較

② 特許公報の他、出願・審判経過などを調査



４．権利侵害のおそれある場合の検討
①無効理由 （権利行使不可の反論のため）
②先使用権 （正当権限あるので権利侵害でない）
③設計変更 （将来の侵害回避）
④実施停止
⑤クロスライセンス （金銭支払の回避・減額）
⑥損害賠償額・ライセンス料の想定
⑦同様の警告を受けている他企業との協力

⇒ 総合的に考慮 ⇒ 「解決案」を想定

５．対応手段
①回答延期願⇒回答書⇒交渉⇒対訴訟準備
②差止請求権不存在確認訴訟、無効審判などで先手

侵害警告を受けた場合の対応



意匠権の侵害
意匠権は登録された意匠とこれに類似する意匠を独占できる。

登録意匠

類似意匠 類似意匠

類似意匠

本意匠の
類似範囲
(独占範囲）



本意匠

本意匠の
類似範囲

関連意匠１

関連意匠１の
類似範囲

関連意匠２

関連意匠２の
類似範囲

関連意匠３関連意匠３の
類似範囲

関連意匠制度
１つの登録意匠の回りに類似の登録意匠が登録される



ROOtsのボディーを

変化させた本意匠と関連意匠

実物



© Feb. 2010  日本精密測器株式会社

共通部分に着目
した登録例

登録第1312389号
血圧計用腕帯

登録第1312346号
血圧計本体

25

特徴的部分に着
目した登録例

部分意匠制度
物品の一部にも意匠権が成立する



１．周知表示（商品形態）混同惹起行為
他人の商品等表示（商品の形態を含む）として周知なものと誤認混同するものを

販売等をしてはならない。

２．著名表示(商品形態）冒用行為

他人の商品表示等（商品の形態を含む）と同一または類似するものを販売等をし
てはならない。

３．商品形態模倣行為（販売から３年以内禁止）
他人が販売してから3年間はその商品の形態を模倣して販売等してはならない。

不正競争防止法による保護
商品の形態を模倣する行為が不正競争行為となることがある。



１．周知表示等混同惹起行為

事例１－１

原告 被告

侵害

他人の商品・営業の表示（商品等表示）として
需要者の間に広く認識されているものと同一
又は類似の表示を使用し、その他人の商品・
営業と混同を生じさせる行為

東京地決平11.9.20



原告 被告

侵害

事例１－２

１．周知表示等混同惹起行為
他人の商品・営業の表示（商品等表示）として
需要者の間に広く認識されているものと同一
又は類似の表示を使用し、その他人の商品・
営業と混同を生じさせる行為

大阪地判平9.1.30



２．形態模倣行為

原告 被告

事例２－１

他人の商品の形態を模倣した
商品を譲渡等する行為

侵害

大阪地判平10.9.10 



２．形態模倣行為

原告 被告

事例２－２

他人の商品の形態を模倣した
商品を譲渡等する行為

侵害

東京地判平10.2.25
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