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Ⅰ．はじめに

　2007年の契約外債務の準拠法に関する EC 規
則（以下では「ローマⅡ規則」という。）８条は，
知的財産権の侵害から生じる契約外債務の準拠
法は，保護が求められている国の法であると規
定し，保護国法原則（lex loci protectionis）を採
用している1。知的財産権に関する国際私法原則

（日韓共同提案）（以下「日韓共同提案」という。）
304条１項は，知的財産権の侵害及び救済方法に
ついては保護国法によることを明らかにしてい
る2。日韓共同提案301条⑵によれば，「保護国法
とは，その国の領域について保護が求められる
法をいう。」と定義される3。
　日本の学説および判例においても保護国法原
則が有力であるが4，法の適用に関する通則法

（以下「通則法」という。）には知的財産権の侵
害に関する準拠法について，明文規定は設けら
れなかった。日本の学説において保護国の意味
について一致がみられないことが，保護国法を
準拠法とする規定がおかれなかった理由として
あげられている5。
　本稿では，保護国法原則を何らかの形で採用
したとみられる日本の裁判例を紹介して，保護
国法が実務においてどのように用いられている
かを明らかにしつつ，裁判例の解決方法を一般
化した場合の問題点を指摘する。
　もとより公表された裁判例にあらわれたのは

知的財産権侵害の問題の一部に過ぎず，また著
作権および特許権に関する多様な問題の一部に
過ぎないが，実際に紛争になった実務上重要な
問題の側面を切り取ったものとして，日本にお
ける保護国法の意味に関する今後の議論の参考
に供することとしたい6。なお，本稿は「知的財
産権に関する国際私法原則」に関する国際的共
同研究のために作成されたので，外国の研究
者・実務家の参照の便を考え，国内では周知の
裁判例についても長めに引用している（引用判
決文中の下線と［　］内の注釈は筆者のもので
ある）。

Ⅱ．著作権の準拠法

⑴　権利を保全するための救済方法と権利侵
害を理由とする損害賠償請求の２分法

　判例①東京地判平成16・5・31中国詩著作権
侵害差止等請求事件は，著作権に基づく差止請
求の法律関係の性質を，著作権を保全するため
の救済方法と決定した。著作権の排他的効力を
根拠としている。次に，著作権を保全するため
の救済方法の準拠法に関しては，ベルヌ条約7 ５
条⑵8により，保護が要求される国の法令の定め
るところによると解して，保護国法である日本
法を適用した。
　著作者の死後における人格的利益の保護のた
めの差止請求及び謝罪広告請求の法律関係の性
質については，いずれも著作者の権利を保全す
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るための救済方法と決定した。「著作者の人格的
利益すなわち著作者の権利を保全するための救
済方法というべきであるから」という循環論的
な根拠があげられている。著作者の権利を保全
するための救済方法の準拠法としては，ベルヌ
条約６条の２⑶9により，保護国法である日本法
を適用した。
　これに対して，著作権侵害および著作者人格
権侵害を理由とする損害賠償請求については，
いずれも不法行為と決定して，法例11条１項の
定めていた不法行為の準拠法である原因事実発
生地法によらせている。原因事実発生地法は，
被告小説の印刷及び頒布行為が行われたのが日
本であることおよび日本における著作権・著作
者人格権の侵害による損害が問題とされている
ことを根拠に，日本法とされた。現在ならば通
則法17条により加害行為の結果発生地法による
ことになる。判決のあげた根拠からは，結果発
生地法も日本法となる（本件では，日本におけ
る結果発生についての被告らの合理的な予見可
能性は問題とならないので，同条ただし書の適
用はないが，ただし書の加害行為地も日本とな
る。）。
　以上のように，判例①は，著作権および著作
者人格権について，権利を保全するための救済
方法と権利侵害を理由とする損害賠償請求に分
けて，それぞれ保護国法と不法行為の準拠法に
よらせている。以上のような２分法は判例②東
京地決平成18・7・11「ローマの休日」激安 DVD
差止仮処分事件および③東京地判平成19・8・
29チャップリン DVD 無断複製頒布事件でもみ
られる。しかし，そもそも損害賠償も救済方法
の一種である。差止請求（または廃棄請求）や
謝罪広告請求と損害賠償請求とを区別して別個
の規定によらせるのは日本の国内法の発想であ
り10，多様な法秩序に対応すべき国際私法に持
ち込むのは合理的でない。また，保護国法と不
法行為の準拠法が異なる場合には，準拠法の適
用が複雑となる。知的財産権の侵害については
一体的に保護国法によるべきである11。
　判例①のもう一つの特長は，保護国法を準拠

法とする根拠をベルヌ条約に求めたことであ
る12。判例②もまた，ベルヌ条約の保護国法の
規定を国際私法規則として適用する。著作権を
保全するための救済方法の準拠法に関しては，
ベルヌ条約５条⑵によりつつ，映画の保護期間
については，条約によって付与される権利の保
護期間を定めるベルヌ条約７条の規定13を適用
して，「ベルヌ条約７条⑻本文により，「保護が
要求される同盟国」である我が国の法律が適用
される。」としている。判例③も，上記の２分法
をとり，著作権に基づく差止請求については，ベ
ルヌ条約５条により，「保護が要求される同盟国
の法令」である日本法を準拠法とした。なお，判
例④東京地判平成21・11・26オークションカタ
ログ事件は複製権および公衆送信権の侵害につ
いて不法行為に基づく損害賠償が求められた事
例であり，通則法17条を適用して日本法を準拠
法としている。
　保護国法を準拠法とする根拠をベルヌ条約に
求める立場は，条約に保護国法によるという明
文の国際私法規則を求めることができる14点で
メリットがある。他方，ベルヌ条約が定めると
される国際私法規則によることができるのは条
約が規定する事項についてのみであり，条約に
定のない事項（後述⑶参照）については，別途
国際私法規則を考えなければならないため，著
作権に関する国際私法規則の適用が複雑となる。
また，判例①および②のように，ベルヌ条約の
もとでも，著作権と著作者人格権の侵害に対す
る救済について異なる条約規定を国際私法規則
として適用するという複雑さがある。
　以上から，著作権侵害の準拠法についてはそ
の根拠をベルヌ条約の規定に求めるのではなく，
条理により，著作権の侵害および救済は保護国
法によるという国際私法規則を導くべきである
と考える。なお，知的財産権の侵害の準拠法を，
通則法20条などの「明らかにより密接な関係の
ある地」の法として保護国法によらせる見解も
あるが15，17条の原則的連結が個別事案で機能
しない場合に20条の例外規定を適用して結果的
に保護国の適用を導く趣旨のように思われる16。
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①　東京地裁平成16年５月31日判決中国詩著作
権侵害差止等請求事件17

事案の概要
　Ａは，中国厦門市出身の著名な詩人である。Ａ
は，本件訴訟提起後の平成14年12月31日に死亡
した。原告３名はＡの相続人である（原告Ｂは
Ａの父，原告ＣはＡの母，原告ＤはＡの子）
　被告会社は，小説等の出版を業とする株式会
社である。被告Ｅ（以下「被告Ｅ」という。）は，
中国厦門市出身で東京都においてアパレル関係
の仕事に従事している女性であり，「Ｆ」の名称
で小説の執筆を行っている。
　Ａは，本件詩を著作し，平成６年８月，本件
詩を含む121点を集めた詩集を中国の出版社か
ら出版した。Ａの死亡により，原告らが本件詩
についての著作権を相続により取得した。
　被告Ｅは，被告小説を「Ｆ」の名称で執筆し，
被告会社は，平成14年２月22日，我が国におい
てこれを出版した。
　「本件は，Ａの相続人である原告らが，被告
らに対し，被告Ｅが被告小説を執筆し被告会社
が被告小説を出版等した行為につき，〔１〕上記
行為がＡの有していた本件詩に対する著作権

（翻訳権）を侵害すると主張して，著作権に基づ
く被告小説の印刷，製本，販売及び頒布の差止
め並びに不法行為に基づく損害賠償を請求し，

〔２〕上記行為がＡの有していた本件詩に対する
著作者人格権（氏名表示権及び同一性保持権）
を侵害すると主張して，著作権法116条に基づく
被告小説の印刷，製本，販売及び頒布の差止め，
謝罪広告並びに不法行為に基づく損害賠償を請
求するとともに，〔３〕上記行為がＡの名誉を毀
損すると主張して，不法行為に基づく損害賠償
を請求する事案である。なお，原告らは，我が
国における著作権，著作者人格権及び名誉を問
題とするものである。」
判旨
　「⑴まず，著作権に基づく差止請求は，著作
権の排他的効力に基づく，著作権を保全するた
めの救済方法というべきであるから，その法律
関係の性質を著作権を保全するための救済方法

と決定すべきである。著作権を保全するための
救済方法の準拠法に関しては，ベルヌ条約５条
⑵により，保護が要求される国の法令の定める
ところによると解するのが相当である。本件に
おいて保護が要求される国は，我が国であり，上
記差止請求については，我が国の法律を準拠法
とすべきである。
　著作権侵害を理由とする損害賠償請求の法律
関係の性質は，不法行為であり，その準拠法に
ついては，法例11条１項［適用通則法17条は内
容変更］によるべきである。上記損害賠償請求
について，法例11条１項［適用通則法17条は内
容変更］にいう「原因タル事実ノ発生シタル地」
は，被告小説の印刷及び頒布行為が行われたの
が我が国であること並びに我が国における著作
権の侵害による損害が問題とされていることに
照らし，我が国と解すべきである。よって，同
請求については，我が国の法律を準拠法とすべ
きである。
　⑵次に，著作者の死後における人格的利益の
保護のための差止請求及び謝罪広告請求は，著
作者の人格的利益すなわち著作者の権利を保全
するための救済方法というべきであるから，そ
の法律関係の性質を著作者の権利を保全するた
めの救済方法と決定すべきである。著作者の権
利を保全するための救済方法の準拠法に関して
は，ベルヌ条約６条の２⑶により，保護が要求
される国の法令の定めるところによると解する
のが相当である。本件において保護が要求され
る国は，我が国であり，上記差止請求及び謝罪
広告請求については，我が国の法律を準拠法と
すべきである。なお，ベルヌ条約６条の２⑵に
より，上記請求権を行使すべき者も，保護が要
求される国である我が国の法律によって定めら
れる。
　著作者人格権侵害を理由とする損害賠償請求
の法律関係の性質は，不法行為であり，その準
拠法については，法例11条１項［適用通則法17
条は内容変更］によるべきである。上記損害賠
償請求について，法例11条１項［適用通則法17
条は内容変更］にいう「原因タル事実ノ発生シ
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タル地」は，被告小説の印刷及び頒布行為が行
われたのが我が国であること並びに我が国にお
ける著作者人格権の侵害が問題とされているこ
とに照らし，我が国と解すべきである。よって，
同請求については，我が国の法律を準拠法とす
べきである。」

②　東京地裁平成18年７月11日決定「ローマの休
日」激安 DVD 差止仮処分事件18

事案の概要
　債権者は，映画の制作及び配給等を主たる事
業とするアメリカ合衆国法人であり，債務者は，
保護期間が満了した映画の DVD 商品の製造販
売を主たる事業とする株式会社である。本件は，
債権者が，債務者に対し，本件映画の著作権に
基づき，債務者の本件 DVD の製造頒布行為に
つき著作権（複製権及び頒布権）侵害を理由と
して差止め等を求める仮処分事件である。
判旨
　「⑴本件の債権者はアメリカ合衆国法人であ
り，本件映画は同国において最初に公表された
ものである。我が国とアメリカ合衆国は，「文学
的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条
約」（以下「ベルヌ条約」という。）に加盟して
いる（顕著な事実）。
　著作権に基づく差止請求は，著作権の排他的
効力に基づくものであり，その法律関係の性質
は，著作権を保全するための救済方法と決定す
べきである。
　著作権を保全するための救済方法の準拠法に
関しては，ベルヌ条約５条⑵により，保護が要
求される国の法令の定めるところによる。よっ
て，我が国における本件 DVD の製造頒布行為
の差止請求の準拠法は，ベルヌ条約５条⑵にい
う「保護が要求される同盟国」である我が国の
法律である。そして，本件映画は，著作権法６
条３号により，我が国の著作権法による保護を
受ける。
　また，本件映画の保護期間については，ベル
ヌ条約７条⑻本文により，「保護が要求される同
盟国」である我が国の法律が適用される。」

③　東京地裁平成19年８月29日判決チャップリ
ン DVD 無断複製頒布事件（差止および損害賠
償）19

　「１　本件の国際裁判管轄及び準拠法
　⑴　国際裁判管轄
　本件は，リヒテンシュタイン公国において設
立された法人である原告から，日本法人である
被告らに対する，英国国民であったチャップリ
ンの映画作品の著作権の侵害に基づく訴えであ
り，国際裁判管轄が問題になるところ，被告ら
が日本法人であることや，我が国で裁判を行う
ことが当事者間の公平，裁判の適正・迅速を期
するという理念に反する特段の事情は認められ
ないことから，日本の裁判所の国際裁判管轄が
認められる。
　⑵　準拠法
　本件９作品は，チャップリンが監督等を務め
た映画の著作物であり，少なくともチャップリ
ンは，その著作者の１人であることに争いはな
いところ，チャップリンは英国国民であったの
で，ベルヌ条約３条⑴⒜及び著作権法６条３号
により，我が国の著作権法の保護を受けること
になる。
　そこで，本件における準拠法について検討す
ると，著作権に基づく差止請求は，ベルヌ条約
５条により，「保護が要求される同盟国の法令」
の定めるところによることとなり，我が国の著
作権法が適用される。
　また，著作権侵害に基づく損害賠償請求につ
いては，その法律関係の性質が不法行為である
と解されるから，法例11条１項（法の適用に関
する通則法（平成18年法律第78号）附則３条４
項により，なお従前の例によるとして，法例の
規定が適用される。）によってその準拠法が定め
られることになる。そして，本件において，「原
因タル事実ノ発生シタル地ノ法律」（法例11条１
項）は，本件 DVD 商品や本件レンタル DVD 商
品の頒布が行われたのが日本国内であること，
我が国の著作権法の保護を受ける著作物の侵害
に係る損害が問題とされていることから，日本
の法律と解すべきであり，日本法が適用され
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る。」
④　東京地裁平成21年11月26日判決（通則法17条

の適用）20

事案の概要
　本件は，絵画等の美術品の著作権者である原
告らが，被告においてオークションの出品カタ
ログ等に原告らが著作権を有する美術品の画像
を掲載し，また，その一部をインターネットで
公開したことにより，原告らの複製権及び原告
Ａの公衆送信権を侵害したとして，被告に対し，
不法行為に基づく損害賠償などを求めた事案で
ある。
判旨
　「２　準拠法について
　⑴　本件における原告らの請求は，我が国に
在住する原告らが著作権を有する著作物の画像
を被告が複製又は送信可能化したことを理由と
する損害賠償請求であるから，このような損害
賠償請求権の成立及び効力に関して適用すべき
法は，我が国の法と認められる（法の適用に関
する通則法17条）。」
　本件オークションが香港で開催されるから，

「本件オークションにまつわる一連の行為につ
いては，その中心的行為がされる地である香港
の法を準拠法とするべきである」という被告の
主張に関しては次のように判示した。
　「⑶しかしながら，複製権の侵害が問題とさ
れている本件フリーペーパー，本件パンフレッ
ト及び本件冊子カタログは我が国国内で配布さ
れたことが認められ，かつ，いずれの当事者も
我が国国内に住所及び本店を有することからす
れば，香港が我が国と比べて明らかに密接な関
係がある地であると認めることはできないから，
被告の主張する事情は，上記⑴の判断を左右す
るものではない。」

⑵ 　未承認国と保護国法の適用におけるベル
ヌ条約の解釈

　保護国法が日本法となり日本の著作権法が適
用される場合において，ある著作物が同法６条
３号の日本が「条約によりわが国が保護の義務

を負う著作物」にあたるかどうか否かについて，
台湾と北朝鮮では扱いを異にしている21。
　判例⑤東京地判平成23・3・2 台湾法人・ソ
ニー USB メモリー事件は，台湾法人であるＸ
が，小型 USB メモリーを台湾の会社に製造委託
してこれを輸入・販売する日本法人Ｙに対し，
台湾の著作権法などに基づき，著作権侵害等を
理由に損害賠償を求めた事案である。裁判所は，
TRIPS 協定22 ９条１項により，その加盟国は，
ベルヌ条約の規定を遵守する義務を負うことか
ら，日本は，台湾に対し，ベルヌ条約に基づく
義務を負うとしたうえで，台湾法人であるＸが
著作者である著作物は，ベルヌ条約３条⑴ａお
よび著作権法６条３号23により，条約によりわ
が国が保護の義務を負う著作物にあたるので，
日本の著作権法の保護を受けると判示した。著
作権侵害に基づく損害賠償請求権については，
上記他の裁判例と同様に，不法行為の準拠法に
よらせている。
　これに対して，判例⑥最判平成23・12・8 北
朝鮮映画放映事件は，北朝鮮の行政機関である
原告ＡおよびＡとの間で本件映画著作権基本契
約を締結している日本法人 B が，同国の国民が
著作者である映画の映像の一部を日本の放送事
業者がニュース番組中で使用した行為につき，
Ａの著作権を侵害するおそれがあるとして，放
映の差止めを求めるとともに，Ｂの独占的利用
許諾権の侵害に当たるとして，不法行為に基づ
く損害賠償を求めた事案である。最高裁は，日
本はベルヌ条約３条⑴⒜に基づき北朝鮮の国民
の著作物を保護する義務を負うものではなく，
本件各映画は，著作権法６条３号所定の著作物
には当たらないと判断した。
　なぜ台湾と北朝鮮では扱いを異にしているの
かについて，判例⑥の第１審判決24は次のよう
に説明している。

　原告らは，TRIPS 協定が台湾に発効したこ
とにより台湾の著作物が我が国において保護
される旨の文化庁の見解は，同じ未承認国で
ある北朝鮮の著作物に関する同庁の見解と明
らかに齟齬しており，未承認国である台湾の
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著作物を保護するのであれば，北朝鮮の著作
物も保護すべきである旨主張する。
　……台湾については，これらの規定にいう

「独立の関税地域」として，WTO 協定に加入
し た も の で あ る と 認 め ら れ る。 そ し て，
TRIPS 協定９条１項は，「加盟国は，1971年
のベルヌ条約の第１条から第21条まで及び附
属書の規定を遵守する。」と定めていることか
ら，「独立の関税地域」である台湾と我が国と
の間で TRIPS 協定に基づく著作権の保護関
係が生じたものであるということができる。
これに対し，北朝鮮は，WTO 協定に加入し
ていないことから，我が国との間で TRIPS 協
定に基づく著作権の保護関係は生じていない。

　国際私法との関係でより重要なのは，判例⑥
の控訴審25の立場26である。第１に，知財高裁は，
ベルヌ条約５条⑵第３文27の規定は，著作権の

「保護の範囲」及び「著作者の権利を保全するた
め著作者に保障される救済の方法」という単位
法律関係について，「保護が要求される同盟国の
法令の定めるところによる」という準拠法を定
める抵触規則であると明確に述べている点であ
る。第２に，本件のようなベルヌ条約で保護さ
れない著作物についても，ベルヌ条約５条⑵の
抵触規則を適用ないし類推適用して保護が要求
される国の法令を準拠法と指定している点であ
る。ベルヌ条約５条⑵の抵触規則を用いる根拠
としては，次のように述べている。

　ベルヌ条約の加盟国数は，平成20年12月現
在，全世界163か国にも及んでおり，我が国と
これら多くの加盟国との間においては，著作
権に基づく差止請求という法律関係について
は同条約５条⑵の定める抵触規則が適用され
ること，この抵触規則は，世界の多くの加盟
国において適用される国際私法の規則となっ
ていること及び著作権の属地的な性質からす
れば，保護が要求される国の法令を準拠法と
することに合理性があること等に鑑みれば，
ベルヌ条約で保護されない著作物についても，
上記抵触規則を適用ないし類推適用して保護
が要求される国の法令を準拠法と指定するこ

とが相当である。
　判例⑥の最高裁判決は，「ベルヌ条約５条⑵の
抵触規則」の適用ないし準用については判断せ
ず，準拠法を日本法として著作権法６条３号の

「条約によりわが国が保護の義務を負う著作物」
について判示したものである。しかし，知財高
裁の意見からは，日本がベルヌ条約を適用する
義務を有さない未承認国家についてはベルヌ条
約の規定を抵触規則と解釈することの限界がう
かがわれる。以上からも，日本の国際私法の解
釈としては，ベルヌ条約の規定ではなく，直接
に条理により，著作権の侵害および救済は保護
国法によるという国際私法規則を導くべきであ
る。

⑤　東京地裁平成23年３月２日判決台湾法人・
ソニー USB メモリー事件28

事案の概要
　本件は，台湾法人である原告が，小型 USB フ
ラッシュメモリを台湾の会社に製造委託してこ
れを輸入・販売する被告に対し，〔１〕当該小型
USB フラッシュメモリは，原告が製造する商品
の形態を模倣したものであって，被告による当
該小型 USB フラッシュメモリの輸入・販売は，
不正競争防止法（以下「不競法」という。）２条
１項３号の不正競争行為に該当すること，〔２〕
当該小型 USB フラッシュメモリは，被告が原告
から示された営業秘密を不正に使用して製造さ
れたものであり，不競法２条１項７号の不正競
争行為に該当すること，〔３〕被告による当該小
型 USB フラッシュメモリの製造は，台湾の著作
権法上，原告の著作物である小型 USB フラッ
シュメモリの設計図の著作権（翻案権）を侵害
すること，〔４〕被告による当該小型 USB フラッ
シュメモリの製造・販売は，原告の技術情報を
使用して行われたものであり，不法行為（民法
709条）に該当すること（〔１〕ないし〔４〕に
つき選択的併合）を理由として，原告に生じた
損害541億8000万円（逸失利益540億円及び弁護
士費用１億8000万円）の一部である20億円（逸
失利益19億円及び弁護士費用１億円）の損害賠
償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である
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平成20年２月２日から支払済みまで民法所定の
年５分の割合による遅延損害金の支払を求める
事案である。
判旨　［３］について
　「⑴　著作物としての保護について
　台湾及び日本は，WTO の加盟国であって，
TRIPS 協定９条１項により，その加盟国は，ベ
ルヌ条約の規定を遵守する義務を負うことから，
日本は，台湾に対し，ベルヌ条約に基づく義務
を負う。
　そして，台湾法人である原告が著作者である
著作物は，ベルヌ条約３条⑴ａ及び著作権法６
条３号により，我が国の著作権法の保護を受け
ることになる。
　⑵	　著作権侵害に基づく損害賠償請求権につ

いての準拠法
　ア　著作権侵害に基づく損害賠償請求の性質
は，不法行為であると解されるから，通則法附
則３条４項により，同法の施行日（平成19年１
月１日）前に加害行為の結果が発生した不法行
為によって生ずる債権については法例11条１項
により「原因タル事実ノ発生シタル地」の法律
が，通則法の施行日以後に加害行為の結果が発
生した不法行為によって生ずる債権については
通則法17条により「加害行為の結果が発生した
地」の法律が，それぞれ準拠法となる。
　そして，本件において，原告が著作権侵害で
あると主張する行為は，原告設計図１及び２か
ら被告各商品を製造する行為であるところ，前
記第２の１の争いのない事実等のとおり，当該
行為は台湾で行われていることからすれば，「原
因タル事実ノ発生シタル地」（法例11条１項）及
び「加害行為の結果が発生した地」（通則法17
条）ともに台湾であると認められ，台湾法が準
拠法となると解される。
　なお，原告は，ベルヌ条約５条⑵により，台
湾法が準拠法となると主張する。しかしながら，
前記のとおり，著作権侵害に基づく損害賠償請
求は，その被侵害利益が著作権であるというほ
かは，不法行為一般の問題であって，同規定に
いう「保護の範囲及び著作者の権利を保全する

ため著作者に保障される救済の方法」とは認め
られないから，法例11条又は通則法17条による
のが相当である。
　このほか，原告は，法例又は通則法には著作
権の準拠法に関する明文の規定がないから，条
理によって準拠法を決定すべきであると主張す
るが，前記のとおり，著作権侵害に基づく損害
賠償請求の性質は，不法行為であると解され，法
例及び通則法には，不法行為によって生ずる債
権の準拠法につき明文の規定（法例11条，通則
法17条）があるから，原告の主張は，失当であ
る。
　イ　以上のとおり，法例11条１項又は通則法
17条により，台湾法が準拠法となるところ，損
害賠償請求が認められるためには，法例11条２
項又は通則法22条１項により，「外国ニ於テ発生
シタル事実」又は「外国法を適用すべき事実」
が日本法によっても不法となることが必要であ
る。
　なお，原告は，これらの各条項の意味につき，
日本において，翻案権侵害が違法とされていれ
ばよいという意味であると主張するが，条文の
文言自体，「発生シタル事実」又は「外国法を適
用すべき事実」として，「事実」それ自体を問題
としていること，公序に基づき日本法を重畳適
用するというこれらの規定の趣旨に照らして，
単に翻案権侵害が違法とされればよいというも
のではなく，事実それ自体，すなわち，本件に
おいては，原告設計図１及び２から被告各商品
を製造する行為が，日本法上，不法であること
を要すると解すべきである。」
　……
　「以上のとおり，仮に，原告設計図１及び２
に原告の著作権が認められるとしても，被告各
商品の製造は，台湾法上の翻案権その他の著作
権の侵害行為に該当せず，また，日本法上も不
法であるとは認められないから，原告の著作権
侵害に基づく損害賠償請求は，理由がない。」
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⑥　最高裁平成23年12月８日判決北朝鮮映画放
映事件29

事案の概要
　本件は，北朝鮮の行政機関である原告Ａ（控
訴人・上告人）およびＡとの間で本件映画著作
権基本契約を締結している日本法人Ｂ（控訴
人・上告人）が，同国の国民が著作者である映
画の映像の一部を被告日本法人（被控訴人・被
上告人）がその放送に係るニュース番組中で使
用した行為につき，Ａの著作権（公衆送信権）
を侵害するおそれがあるとして，放映の差止め
を求めるとともに，Ｂの独占的利用許諾権の侵
害に当たるとして，不法行為に基づく損害賠償
を求めた事案である。第１審判決は，日本は北
朝鮮との間でベルヌ条約上の権利義務関係を有
さないので，北朝鮮に対し，ベルヌ条約３条⑴
⒜に基づく義務を負うことはないから，本件映
画著作物は，著作権法６条３号の「条約により
我が国が保護の義務を負う著作物」とはいえな
いとして，差止請求と損害賠償請求のいずれも
棄却した。原審は，北朝鮮の国民を著作者とす
る著作物は，著作権法６条３号の「条約により
わが国が保護の義務を負う著作物」に当たらな
いが，著作権法の保護の対象とならない著作物
についても，当該利用行為が社会的相当性を欠
くものと評価されるときは，不法行為法上違法
とされる場合があり，本件無許諾放映はＢに対
する不法行為を構成するとした。
判旨
　「１　所論は，本件各映画が著作権法６条３
号の「条約によりわが国が保護の義務を負う著
作物」とはいえないとした原審の判断には，同
号の解釈の誤りがあるというのである。
　２　一般に，我が国について既に効力が生じ
ている多数国間条約に未承認国が事後に加入し
た場合，当該条約に基づき締約国が負担する義
務が普遍的価値を有する一般国際法上の義務で
あるときなどは格別，未承認国の加入により未
承認国との間に当該条約上の権利義務関係が直
ちに生ずると解することはできず，我が国は，当
該未承認国との間における当該条約に基づく権

利義務関係を発生させるか否かを選択すること
ができるものと解するのが相当である。
　これをベルヌ条約についてみると，同条約は，
同盟国の国民を著作者とする著作物を保護する
一方（３条⑴⒜），非同盟国の国民を著作者とす
る著作物については，同盟国において最初に発
行されるか，非同盟国と同盟国において同時に
発行された場合に保護するにとどまる（同⒝）
など，非同盟国の国民の著作物を一般的に保護
するものではない。したがって，同条約は，同
盟国という国家の枠組みを前提として著作権の
保護を図るものであり，普遍的価値を有する一
般国際法上の義務を締約国に負担させるもので
はない。
　そして，前記事実関係等によれば，我が国に
ついて既に効力を生じている同条約に未承認国
である北朝鮮が加入した際，同条約が北朝鮮に
ついて効力を生じた旨の告示は行われておらず，
外務省や文部科学省は，我が国は，北朝鮮の国
民の著作物について，同条約の同盟国の国民の
著作物として保護する義務を同条約により負う
ものではないとの見解を示しているというので
あるから，我が国は，未承認国である北朝鮮の
加入にかかわらず，同国との間における同条約
に基づく権利義務関係は発生しないという立場
を採っているものというべきである。
　以上の諸事情を考慮すれば，我が国は，同条
約３条⑴⒜に基づき北朝鮮の国民の著作物を保
護する義務を負うものではなく，本件各映画は，
著作権法６条３号所定の著作物には当たらない
と解するのが相当である。……」
　「１　所論は，本件放送が１審原告Ｘ１に対す
る不法行為を構成するとした原審の判断には，
民法709条及び著作権法６条の解釈の誤りがあ
るなどというのである。
　２　著作権法は，著作物の利用について，一
定の範囲の者に対し，一定の要件の下に独占的
な権利を認めるとともに，その独占的な権利と
国民の文化的生活の自由との調和を図る趣旨で，
著作権の発生原因，内容，範囲，消滅原因等を
定め，独占的な権利の及ぶ範囲，限界を明らか
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にしている。同法により保護を受ける著作物の
範囲を定める同法６条もその趣旨の規定である
と解されるのであって，ある著作物が同条各号
所定の著作物に該当しないものである場合，当
該著作物を独占的に利用する権利は，法的保護
の対象とはならないものと解される。したがっ
て，同条各号所定の著作物に該当しない著作物
の利用行為は，同法が規律の対象とする著作物
の利用による利益とは異なる法的に保護された
利益を侵害するなどの特段の事情がない限り，
不法行為を構成するものではないと解するのが
相当である。」

⑶　著作権譲渡の準拠法
　判例⑦⑧東京高判平成13・5・30キューピー
著作権事件は，著作権の譲渡契約による移転が
争われた事例で，著作権という物権類似の支配
関係の変動については，物権の得喪について所
在地法が適用される（法例10条，通則法13条も
同内容）のと同様の理由により，保護国の法令
が準拠法となるとした。なお，⑧は，職務著作
物該当性は法人その他使用者と被用者の雇用契
約の準拠法によるとして，米国法を準拠法とし
た。
　判例⑨東京地判平成21・4・30中国苦楽花
C5放送事件は，中国法人であるＸが，日本法人
であるＹらに対し，中国のテレビドラマである
本件ドラマの著作権侵害に基づく損害賠償及び
差止めを求めた事案で，著作権侵害に基づく差
止請求は，ベルヌ条約５条⑵により，「保護が要
求される同盟国の法令」の定めるところによる
こととなり，日本の著作権法が適用されるとし
ながら，「著作権の譲渡（移転）の第三者に対す
る効力に係る物権類似の支配関係の変動につい
て適用されるべき準拠法」は，判例⑦を参照し
つつ，「保護国の法令」である日本の著作権法を
適用した。
　なお，判例⑨は，著作権侵害に基づく損害賠
償請求については，前記⑴でみた２分法に従い，
法律関係の性質を不法行為とし，法例11条１項
により原因事実発生地法である日本法が準拠法

となるとした。
　上の⑴では，ベルヌ条約が定めるとされる国
際私法規則によることができるのは条約が規定
する事項についてのみであり，条約に定のない
事項については，別途国際私法規則を考えなけ
ればならないため，著作権に関する国際私法規
則の適用が複雑となると述べた。判例⑦および
判例⑧は差止請求についてはベルヌ条約から保
護国法を導きながら，著作権の譲渡については
所在地法（法例10条，通則法13条も同内容）と
の類推から保護国法を導き出している点は，こ
のことを裏付けている。さらに，差止と損害賠
償の２分法は保護国法と不法行為法という異な
る準拠法を適用することになる点で，相互の調
整（適応）問題を発生させかねない。
　著作権侵害の準拠法について，ベルヌ条約の
規定ではなく条理により一体的に保護国法によ
ると解釈すれば，以上のような国際私法規則お
よび準拠法適用の複雑化を避けることができる
のである。

⑦⑧　東京高裁平成13年５月30日判決キュー
ピー著作権事件30

事案の概要
　Ｘは，本件著作権を含む米国人 R.O. が米国に
おいて創作したすべてのキューピー作品に係る
日本の著作権等を，R.O. の遺産財団Ｚから，頭
金として15,000アメリカドル，ランニング・ロ
イヤリティとしてキューピー製品及び物品に係
る控訴人自身の純収入の２％を支払うほか，
キューピー作品に関して第三者から受領した金
額の２分の１を対価として支払う旨の約定によ
り譲り受けたとして，日本の食品会社Ｙ１に対
し，イラスト及び人形の複製等の差止め等とを
求めた。Ｙ１は，本件著作権が発生せず，又はこ
れが消滅したと主張し，本件著作権がＸに移転
した事実を争い，本件著作権の及ぶ範囲につい
てもＸの主張を争った。
　⑦事件に先立ち，Ｚは日本の銀行Ｙ２に対して
同様の訴訟を提起していたが，これにＸが独立
当事者参加したのが⑧事件である。⑦⑧事件と
もに，Ｘは控訴審で請求を追加し，著作権者で
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あることの確認を求めている。なお，⑧ではＹ２

は本件著作物が，R.O. が勤務していた出版社等
に係る職務著作物なので当該出版社等にその著
作権が原始的に帰属したと主張していた。裁判
所は，「職務著作に関する規律は，その性質上，
法人その他使用者と被用者の雇用契約の準拠法
国における著作権法の職務著作に関する規定に
よるのが相当」とし，米国法により，本件著作
権は，本件著作物の制作により原始的に R.O. に
帰属したとして，Ｙ２の主張を退けた。
判旨（⑦⑧共通）
　「一般に，物権の内容，効力，得喪の要件等
は，目的物の所在地の法令を準拠法とすべきも
のとされ，法例10条［適用通則法13条］は，そ
の趣旨に基づくものであるが，その理由は，物
権が物の直接的利用に関する権利であり，第三
者に対する排他的効力を有することから，その
ような権利関係については，目的物の所在地の
法令を適用することが最も自然であり，権利の
目的の達成及び第三者の利益保護という要請に
最も適合することにあると解される。著作権は，
その権利の内容及び効力がこれを保護する国

（以下「保護国」という。）の法令によって定め
られ，また，著作物の利用について第三者に対
する排他的効力を有するから，物権の得喪につ
いて所在地法が適用されるのと同様の理由によ
り，著作権という物権類似の支配関係の変動に
ついては，保護国の法令が準拠法となるものと
解するのが相当である。［同旨ダリ事件31］……
そうすると，本件著作権の物権類似の支配関係
の変動については，保護国である我が国の法令
が準拠法となるから，著作権の移転の効力が原
因となる譲渡契約の締結により直ちに生ずると
されている我が国の法令の下においては，上記
の本件著作権譲渡契約が締結されたことにより，
本件著作権は遺産財団からＸに移転したものと
いうべきである。」

⑨　東京地裁平成21年４月30日判決中国苦菜
花 CS 放送事件32

事案の概要
　本件は，中国法人であるＸが，電気通信役務

利用放送事業者である被告Ｙ１およびその委託
を受けたＹ２が，Ｘが著作権を有する別紙目録記
載のテレビドラマ（以下「本件ドラマ」という。）
の CS デジタル放送を行い，本件ドラマの著作
権（公衆送信権）を侵害した旨主張して，Ｙら
に対し，著作権侵害の不法行為に基づく損害賠
償を，Ｙ２に対し，著作権法112条１項に基づき，
本件ドラマの放送の差止めを求めた事案である。
一部認容。
判旨
　「１　本件の準拠法について
　本件は，中国法人であるＸが，日本法人であ
るＹらに対し，中国のテレビドラマである本件
ドラマの著作権侵害に基づく損害賠償及び差止
めを求める点において，渉外的要素を含むもの
であるから，準拠法を決定する必要がある。
　本件ドラマは，中国法人である北京華録ほか
１社が撮影制作した映画の著作物であり（前記
第２の２⑵ア），その著作者が中国法人であるこ
とに争いがないものと認められ，また，中国は
ベルヌ条約の「同盟国」であるから，ベルヌ条
約３条⑴⒜及び著作権法６条３号により，本件
ドラマは，我が国の著作権法の保護を受ける。
　Ｘの著作権侵害に基づく差止請求は，ベルヌ
条約５条⑵により，「保護が要求される同盟国の
法令」の定めるところによることとなり，我が
国の著作権法が適用される。
　また，Ｘの著作権侵害に基づく損害賠償請求
については，その法律関係の性質が不法行為で
あると解されるから，平成18年法律第78号附則
３条４項により，なお従前の例によることとさ
れた同法による改正前の法例11条によってその
準拠法が定められることになる。そして，本件
において，「原因タル事実ノ発生シタル地ノ法
律」（同条１項）は，本件ドラマの放送が行われ
たのが日本国内であること，我が国の著作権法
の保護を受ける著作物の侵害に係る損害が問題
とされていることから，日本の法律と解すべき
であり，日本法が適用される。
　さらに，本件においては，本件ドラマの著作
権の譲渡の有無について争いがあるところ，著
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作権の譲渡について適用されるべき準拠法を決
定するに当たっては，譲渡の原因関係である法
律行為と，目的である著作権の物権類似の支配
関係の変動とを区別し，それぞれの法律関係に
ついて別個に準拠法を決定すべきものと解する。
　すなわち，本件著作権の譲渡の原因行為であ
る法律行為の成立及び効力については，平成18
年法律第78号附則３条３項により，なお従前の
例によることとされた同法による改正前の法例
７条（以下，単に「法例７条」という。）によっ
て適用されるべき準拠法を決定し，本件著作権
の譲渡（移転）の第三者に対する効力に係る物
権類似の支配関係の変動について適用されるべ
き準拠法は，保護国の法令である我が国の著作
権法が準拠法となるものと解する（東京高等裁
判所平成13年５月30日判決（平成11年ネ第6345
号）参照）。」

Ⅲ．特許権の準拠法

　特許権の侵害の準拠法に関する裁判例は多く
ないが，著作権の準拠法に関する裁判例とは異
なり，国際条約から国際私法規則を導くという
方法はとられていない。ここでは条理に基づき

「特許権の効力」の準拠法として登録地法が導か
れている。しかし，特許権侵害の準拠法を導く
にあたっても，著作権でみたのと同様に，差止
請求と損害賠償請求を別個の法律関係として性
質決定してそれぞれ登録地法と不法行為地法に
よらせるという２分法が採用されている。

⑴　保護国法の適用との差止・損害賠償２分
法

　判例⑩最判平成14・9・26 カードリーダー事
件判旨１は，特許権の効力の準拠法に関しては
成文の国際私法規則がないから，条理に基づい
て，当該特許権と最も密接な関係がある国であ
る当該特許権が登録された国の法律によると解
し，「当該特許権の保護が要求される国は，登録
された国であることに照らせば，特許権と最も
密接な関係があるのは，当該特許権が登録され

た国」だとして，登録国である米国法を準拠法
とした。しかし，保護国法という概念を採用し
なかった。
　この理由は，最高裁調査官によって次のよう
に説明される。通常は特許権の効力が登録国に
限定されるから，権利の保護が要求される国と
登録国および侵害行為の行われる国は一致する
が，「本件のように直接侵害行為ではなく，登録
国外の行為を問題とする場合には，登録国と行
為が行われる国が分離してしまう。」論者によ
り，保護国法は侵害行為地の国の法や権利の登
録国の法など様々な意味に使われるから33，本
判決は混乱を避けてあえて「登録国」という表
現を使用したのだろうという。
　後述するように登録国法を準拠法とすること
自体には合理性があると思われるが，混乱を避
けるために保護国法という表現を用いなかった
という説明は納得できるものではない34。ロー
マⅡ規則の提案理由35は次のように説明する。
　規則案８条（ローマⅡ規則９条と同旨）が保
護国法を採用したのは，これが普遍的に受け入
れられている原則であり，また大原則とする損
害発生地法（規則案３条１項，ローマⅡ規則４
条１項）では個々の知財権侵害の場合に対応で
きないからだという。属地主義原則としても知
られている保護国法原則は，知的財産権の侵害
を，特許権が付与され，商標が登録された地の
法律によらせ，また，著作権の場合には，裁判
所は侵害行為が行われた地の法律を適用するこ
とになるというのである36。
　保護国法原則は様々な知的財産権侵害に対応
するための包括的な概念であり，個々の知的財
産権侵害についての具体的な連結点は裁判所が
別途定める必要がある。保護国法原則を登録地
法原則の下位概念と理解すれば37，カードリー
ダー事件の判旨１が採用した登録地法主義は，
保護国法原則と矛盾するものではない。もっと
も，保護国法を，「その国の領域について保護が
求められる法」と定義すれば38，「米国特許法に
より付与された権利に基づく請求」をする39こ
とが米国の領域について保護を求めていること
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になるので，連結点や登録地を云々するまでも
なく，保護国法は米国法となる40。
　この意味では，判旨１が辿った方法は連結点
を探求する伝統的国際私法の立場からは批判さ
れて当然といえるが41，保護国法主義は前述の
ように EU の統一国際私法であるローマⅡ規則
８条に採用されていることを考えると，日本で
理解されている国際私法の手法の限界も認識す
る必要があるだろう。
　判旨１では最高裁の BBS 事件判決42に依拠し
て原審に批判的に特許権に関する属地主義原則
に言及している。この①が抵触法上の原則，②
が実質法上の原則として説明されたことがある
が43，そのような属地主義の意味づけにはあま
り意味がないと思われる。むしろ，判旨の説く
属地主義は特許権の効力が当該国の領域に限ら
れること（領域内限定）を意味するが，外国の
特許法適用に道を開いたという結果から，外国
の特許権の領域内限定を日本が承認することを
示した点が重要であると考える。
　領域内限定には特許権の効力の強制が領域的
に限られているという以上の意味はないので44，
これを外国が承認するか否かはその外国の問題
である45。ある国の領域に限定された特許権の
効力を他の国で承認することはできない（絶対
的な属地性）と考えれば，原審のいうように，日
本において国際私法による準拠法決定の問題は
生じえない。判旨１からは明らかではないが，最
高裁は外国の特許権については相対的な属地性
を有するものと考えたのであろう。なお，米国
の領域内に限定された米国特許権の効力を日本
で承認するという論理にしたがえば，その領域
外的効力を法例33条［通則法42条］の公序で排
除する必要はなかったといえる。
　判旨２は，特許権侵害に基づく損害賠償請求
については，差止請求のような特許権の効力の
問題ではなく，不法行為と性質決定して侵害結
果発生地法である米国法を準拠法と決定してい
る。しかし，Ⅱで著作権について述べたのと同
様に，このような２分法は２つの問題で異なっ
た準拠法が指定されるおそれがある。

　この点で，判旨２のように不法行為に関する
公序の特則である法例11条２項［適用通則法22
条１項］を適用して，米国法の適用を排除する
方法は，準拠法についての当事者の予見可能性
を妨げるものといえる。特許権侵害については，
条理により，差止めも損害賠償も特許権侵害に
対する救済として，統一的に保護国法または登
録地国法によるべきであり，不法行為に関する
17条以下の規定や22条の制限規定を適用すべき
ではない。

⑩　最高裁平成14年９月26日判決カードリー
ダー事件46　

事案の概要
　Ｘは，アメリカ合衆国において，発明の名称
を「FM 信号復調装置」とする米国特許権（以
下，上記特許権を「本件米国特許権」といい，そ
の発明を「本件発明」という。）を有している。
なお，Ｘは，我が国において，本件発明と同一
の発明についての特許権を有していない。Ｙは，
平成４年ころから，我が国においてカードリー
ダー（以下，「Ｙ製品」という。）を製造してア
メリカ合衆国に輸出し，米国子会社は，同国に
おいてこれを輸入し，販売していた。
　本件は，Ｘが，Ｙ製品が本件発明の技術的範
囲に属し，米国子会社の行為は本件米国特許権
を侵害するものであるところ，ＹがＹ製品を我
が国からアメリカ合衆国に輸出する等の行為が，
アメリカ合衆国の特許法（以下「米国特許法」
という。）271条⒝項に規定する特許権侵害を積
極的に誘導する行為に当たり，Ｙは本件米国特
許権の侵害者として責任を負うなどと主張して，
Ｙに対し，〔１〕Ｙ製品をアメリカ合衆国に輸出
する目的で我が国で製造すること，我が国で製
造したＹ製品をアメリカ合衆国に輸出すること
及びＹの子会社その他に対しアメリカ合衆国に
おいてＹ製品の販売又は販売の申出をするよう
我が国において誘導することの差止め，〔２〕Ｙ
が我が国において占有するＹ製品の廃棄，〔３〕
不法行為による損害賠償を請求する事案である。
　原審は，つぎのように本件差止請求及び本件
廃棄請求を棄却すべきものとした。
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　特許権については，国際的に広く承認されて
いる属地主義の原則が適用され，外国特許権を
内国で侵害するとされる行為がある場合でも，
特段の法律又は条約に基づく規定がない限り，
外国特許権に基づく差止め及び廃棄を内国裁判
所に求めることはできないというべきであり，
外国特許権に基づく差止め及び廃棄の請求権に
ついては，法例で規定する準拠法決定の問題は
生ずる余地がない。
　そして，外国特許権に基づく差止め及び廃棄
請求を我が国で行使することができるとする法
律又は条約は存しないので，本件差止請求及び
本件廃棄請求は，いずれも理由がない。
判旨１
　Ｘの米国特許法に基づく本件差止請求及び本
件廃棄請求は，理由がない。原判決は，結論に
おいてこれと同旨をいうものであるから，これ
を是認することができる。
　「⑴　本件差止請求及び本件廃棄請求は，私
人の財産権に基づく請求であり，本件両当事者
が住所又は本店所在地を我が国とする日本人及
び日本法人であり，我が国における行為に関す
る請求ではあるが，米国特許法により付与され
た権利に基づく請求であるという点において，
渉外的要素を含むものであるから，準拠法を決
定する必要がある。
　特許権についての属地主義の原則とは，各国
の特許権が，その成立，移転，効力等につき当
該国の法律によって定められ，特許権の効力が
当該国の領域内においてのみ認められることを
意味するものである（最高裁平成７年オ第1988
号同９年７月１日第三小法廷判決・民集51巻６
号2299頁参照）。すなわち，各国はその産業政策
に基づき発明につきいかなる手続でいかなる効
力を付与するかを各国の法律によって規律して
おり，我が国においては，我が国の特許権の効
力は我が国の領域内においてのみ認められるに
すぎない。しかし，このことから，外国特許権
に関する私人間の紛争において，法例で規定す
る準拠法の決定が不要となるものではないから，
原審の……判断は，相当でない。

　⑵　米国特許権に基づく差止め及び廃棄請求
は，正義や公平の観念から被害者に生じた過去
の損害のてん補を図ることを目的とする不法行
為に基づく請求とは趣旨も性格も異にするもの
であり，米国特許権の独占的排他的効力に基づ
くものというべきである。したがって，米国特
許権に基づく差止め及び廃棄請求については，
その法律関係の性質を特許権の効力と決定すべ
きである。
　特許権の効力の準拠法に関しては，法例等に
直接の定めがないから，条理に基づいて，当該
特許権と最も密接な関係がある国である当該特
許権が登録された国の法律によると解するのが
相当である。けだし，ア特許権は，国ごとに出
願及び登録を経て権利として認められるもので
あり，イ特許権について属地主義の原則を採用
する国が多く，それによれば，各国の特許権が，
その成立，移転，効力等につき当該国の法律に
よって定められ，特許権の効力が当該国の領域
内においてのみ認められるとされており，ウ特
許権の効力が当該国の領域内においてのみ認め
られる以上，当該特許権の保護が要求される国
は，登録された国であることに照らせば，特許
権と最も密接な関係があるのは，当該特許権が
登録された国と解するのが相当であるからであ
る。
　したがって，特許権に基づく差止め及び廃棄
請求の準拠法は，当該特許権が登録された国の
法律であると解すべきであり，本件差止請求及
び本件廃棄請求については，本件米国特許権が
登録された国であるアメリカ合衆国の法律が準
拠法となる。」その準拠法が我が国の特許法又は
条約であるとした原審の判断は，相当でない。
　米国特許法「……271条⒝項，283条によれば，
本件米国特許権の侵害を積極的に誘導する行為
については，その行為が我が国においてされ，又
は侵害品が我が国内にあるときでも，侵害行為
に対する差止め及び侵害品の廃棄請求が認容さ
れる余地がある。
　しかし，我が国は，特許権について前記属地
主義の原則を採用しており，これによれば，各
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国の特許権は当該国の領域内においてのみ効力
を有するにもかかわらず，本件米国特許権に基
づき我が国における行為の差止め等を認めるこ
とは，本件米国特許権の効力をその領域外であ
る我が国に及ぼすのと実質的に同一の結果を生
ずることになって，我が国の採る属地主義の原
則に反するものであり，また，我が国とアメリ
カ合衆国との間で互いに相手国の特許権の効力
を自国においても認めるべき旨を定めた条約も
存しないから，本件米国特許権侵害を積極的に
誘導する行為を我が国で行ったことに米国特許
法を適用した結果我が国内での行為の差止め又
は我が国内にある物の廃棄を命ずることは，我
が国の特許法秩序の基本理念と相いれないとい
うべきである。
　したがって，米国特許法の上記各規定を適用
して被上告人に差止め又は廃棄を命ずることは，
法例33条［通則法42条］にいう我が国の公の秩
序に反するものと解するのが相当であるから，
米国特許法の上記各規定は適用しない。」
判旨２
　「……
　そして，特許権侵害を理由とする損害賠償請
求については，特許権特有の問題ではなく，財
産権の侵害に対する民事上の救済の一環にほか
ならないから，法律関係の性質は不法行為であ
り，その準拠法については，法例11条１項［適
用通則法17条は内容変更］によるべきである。…
…
　⑵　本件損害賠償請求について，法例11条１
項［適用通則法17条は内容変更］にいう「原因
タル事実ノ発生シタル地」は，本件米国特許権
の直接侵害行為が行われ，権利侵害という結果
が生じたアメリカ合衆国と解すべきであり，同
国の法律を準拠法とすべきである。けだし，	
ア　我が国における被上告人の行為が，アメリ
カ合衆国での本件米国特許権侵害を積極的に誘
導する行為であった場合には，権利侵害という
結果は同国において発生したものということが
でき，イ　準拠法についてアメリカ合衆国の法
律によると解しても，被上告人が，米国子会社

によるアメリカ合衆国における輸入及び販売を
予定している限り，被上告人の予測可能性を害
することにもならないからである。その準拠法
が我が国の法律であるとした原審の上記１⑵の
判断は，相当でない。
　⑶　米国特許法284条は，特許権侵害に対する
民事上の救済として損害賠償請求を認める規定
である。本件米国特許権をアメリカ合衆国で侵
害する行為を我が国において積極的に誘導した
者は，米国特許法271条⒝項，284条により，損
害賠償責任が肯定される余地がある。
　しかしながら，その場合には，法例11条２項

［適用通則法22条１項］により，我が国の法律が
累積的に適用される。本件においては，我が国
の特許法及び民法に照らし，特許権侵害を登録
された国の領域外において積極的に誘導する行
為が，不法行為の成立要件を具備するか否かを
検討すべきこととなる。
　属地主義の原則を採り，米国特許法271条⒝項
のように特許権の効力を自国の領域外における
積極的誘導行為に及ぼすことを可能とする規定
を持たない我が国の法律の下においては，これ
を認める立法又は条約のない限り，特許権の効
力が及ばない，登録国の領域外において特許権
侵害を積極的に誘導する行為について，違法と
いうことはできず，不法行為の成立要件を具備
するものと解することはできない。
　したがって，本件米国特許権の侵害という事
実は，法例11条２項［適用通則法22条１項］に
いう「外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律
ニ依レハ不法ナラサルトキ」に当たるから，被
上告人の行為につき米国特許法の上記各規定を
適用することはできない。
　⑷　よって，本件損害賠償請求は，法令上の
根拠を欠き，理由がない。」

⑵　先例としてのカードリーダー事件判決
　判例⑪東京地判平成15・10・16 サンゴ砂事
件47は，判例⑩のカードリーダー事件判決に
よって示された外国特許法適用の可能性を現実
のものとしたところに第１の意義がある。第２
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の意義は，特許権に基づく差止請求権不存在確
認の訴えにおいても登録地法によるべきことを
明らかにした点である。判例⑪の事案の概要は
つぎのとおりである。
　Ｘ（日本法人）は，サンゴ化石微粉末健康食
品を製造，販売し，米国にも輸出，販売してい
る。Ｙ（日本法人）は，サンゴ砂を利用した発
明について米国特許権を有する。Ｙは，Ｘの取
引先の訴外Ａ（米国法人）に，Ａが米国で販売
している商品がＹの米国特許権を侵害する旨，
Ａからの回答がなければ直ちに米国裁判所に提
訴する旨を警告し，Ｘに対しても同様の警告を
行った。
　これに対してＸは，①ＸおよびＡによる米国
内におけるＸ製品の販売につきＹが上記米国特
許権に基づく差止請求権を有しないことの確認
を求めている。また，②Ｘは，Ｙの上記警告は
不正競争防止法の虚偽事実の告知・流布に当た
り，Ｘの営業上の信用を毀損するものであるな
どとして，Ｙの告知・流布の差止め等を求めた。
　判例⑪は，判例⑩の手法に忠実にしたがい，特
許権に基づく差止請求について登録地国法であ
る米国法を適用して「Ｘ製品は，本件特許発明
の技術的範囲に属しないから，これを米国内に
おいて販売等する行為は，本件米国特許権を侵
害しない」と判断し，「原告による米国内におけ
る別紙物件目録記載のサンゴ化石粉体の販売に
つき，被告が米国第4540584号特許権に基づく差
止請求権を有しないこと」を確認した。
　判例⑪が，判例⑩のカードリーダー事件最高
裁判決の手法に忠実にしたがった点で，⑴で述
べた評価がここでもあてはまる。なお，同判例
は不正競争を理由とする差止請求については法
性決定を法定債権として，不法行為地法（改正
前法例11条１項）で準拠法を決定している点が
注目される。
　つぎの⑫最判平成18・10・17 日立職務発明
事件48も，判例⑩のカードリーダー事件の枠組
みを維持することを明らかにしている。
　特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題
に対しては，国際私法を介さないで直接特許法

が適用されると考える立場と，国際私法上の処
理をする立場が対立していた。さらに，特許法
35条３項の解釈に関しても，外国における特許
を受ける権利に適用または類推適用されるかに
ついて対立があった49。
　この事件の第１審判決50は，平成９年の最高
裁 BBS 事件判決51が示した属地主義の原則を根
拠に，職務発明における特許を受ける権利の譲
渡の対価の問題は，「それぞれの国の特許法を準
拠法として定められるべきものである」として，
特許法35条３項は，日本の特許を受ける権利に
のみ適用され，外国における特許を受ける権利
に適用または類推適用されることはないと判断
した。
　他方，控訴審判決52は，本件譲渡契約の準拠
法を国際私法によって日本法と決定する一方で，
特許法35条は，日本における従業者と使用者と
の間の雇用契約上の利害関係の調整を図る強行
法規であるとした。そして，職務発明における
特許を受ける権利の譲渡の対価の問題は，属地
主義の原則によりそれぞれの国の特許法で多元
的に定められるものではなく，「その国の産業政
策に基づいて定められた法律により一元的に律
せられるべき事柄であるから，従業者と使用者
が属する国の法律により解決されるべきであ
る」と判示し，特許法35条３項の規定中の「特
許を受ける権利若しくは特許権」には，職務発
明により生じる外国の特許を受ける権利等を含
むと解したのである。
　以上からは，控訴審判決は，特許法35条３項
の規定を，国際私法により定まる契約準拠法の
いかんに関わらず，契約関係に強行的に適用さ
れる絶対的強行規定（絶対的適用法規または国
際的強行規定とも呼ばれる）と位置づけたとも
考えられる53。
　このような背景のもとに，最高裁は第１審判
決の立場をとらず，控訴審判決の示した絶対的
強行規定のような解釈も採用せず，職務発明に
おける特許を受ける権利の譲渡の対価の問題を
一体的にＸ（従業者）・Ｙ（使用者）間の譲渡
契約の準拠法によらせたうえで，日本法を準拠
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法として特許法35条３項の規定を解釈し，これ
を外国の特許を受ける権利にも類推適用するこ
とを明らかにしたのである。
　特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題
に対しては，国際私法を介さないで直接特許法
が適用されると考える立場があったなかで，最
高裁判例⑫が特許に関する私法上の法律関係に
ついて国際私法を通じて準拠法を決定すること
を要するとした点は注目される。この点は，判
例⑩のカードリーダー事件最高裁判決の処理方
法に連なるものといえるだろう。判例⑫は，特
許を受ける権利の内容と効力についても，傍論
でカードリーダー事件判決の枠組みに依拠して，
登録地法によるべきだとして，次のように述べ
ている54。
　なお，譲渡の対象となる特許を受ける権利が
諸外国においてどのように取り扱われ，どのよ
うな効力を有するのかという問題については，
譲渡当事者間における譲渡の原因関係の問題と
区別して考えるべきであり，その準拠法は，特
許権についての属地主義の原則に照らし，当該
特許を受ける権利に基づいて特許権が登録され
る国の法律であると解するのが相当である。

⑫　最高裁平成18年10月17日判決日立職務発
明事件

事案の概要
　Ｙ（上告人）の元従業員であったＸ（被上告
人）が，職務発明について，日本の特許を受け
る権利と共に外国の特許を受ける権利をＹに譲
渡したことにつき，Ｙに対し，特許法35条（平
成16年法律第79号による改正前のもの。以下同
じ。）３項55所定の相当の対価の支払を求める事
案である。
判旨
　「１　外国の特許を受ける権利の譲渡に伴っ
て譲渡人が譲受人に対しその対価を請求できる
かどうか，その対価の額はいくらであるかなど
の特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題
は，譲渡の当事者がどのような債権債務を有す
るのかという問題にほかならず，譲渡当事者間
における譲渡の原因関係である契約その他の債

権的法律行為の効力の問題であると解されるか
ら，その準拠法は，法例７条１項［通則法７条］
の規定により，第１次的には当事者の意思に
従って定められると解するのが相当である。
　なお，譲渡の対象となる特許を受ける権利が
諸外国においてどのように取り扱われ，どのよ
うな効力を有するのかという問題については，
譲渡当事者間における譲渡の原因関係の問題と
区別して考えるべきであり，その準拠法は，特
許権についての属地主義の原則に照らし，当該
特許を受ける権利に基づいて特許権が登録され
る国の法律であると解するのが相当である。
　２　本件において，上告人と被上告人との間
には，本件譲渡契約の成立及び効力につきその
準拠法を我が国の法律とする旨の黙示の合意が
存在するというのであるから，被上告人が上告
人に対して外国の特許を受ける権利を含めてそ
の譲渡の対価を請求できるかどうかなど，本件
譲渡契約に基づく特許を受ける権利の譲渡の対
価に関する問題については，我が国の法律が準
拠法となるというべきである。」

Ⅳ．おわりに

　Ⅱ⑴でみた判例①，②および③は，保護国法
を準拠法とする根拠をベルヌ条約に求めている。
この立場は，条約に保護国法によるという明文
の国際私法規則を求めることができる点でメ
リットがある。しかし，判例①および②のよう
に，ベルヌ条約のもとでも，著作権と著作者人
格権の侵害に対する救済について異なる条約規
定を国際私法規則として適用するという複雑さ
がある。
　Ⅱ⑵では，台湾に関する判例⑤と北朝鮮に関
する判例⑥を比較し，判例⑤の控訴審判決のよ
うに，条約によりわが国が保護の義務を負う著
作物とはいえない未承認国の国民の著作物につ
いても，ベルヌ条約に基づく国際私法規則は適
用されるという解釈を紹介したが，ベルヌ条約
に基づく国際私法規則のみが普遍的に適用され
るという解釈は確立したものとはいえない。
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　Ⅱ⑴では，ベルヌ条約が定めているとされる
国際私法規則によることができるのは条約が規
定する事項についてのみであり，条約に定めの
ない事項については，別途国際私法規則を考え
なければならないため，著作権に関する国際私
法規則の適用が複雑となると述べた。実際，Ⅱ
⑶の判例⑦および判例⑧は，差止請求について
はベルヌ条約から保護国法を導きながら，著作
権の譲渡については所在地法（法例10条，通則
法13条も同内容）との類推から保護国法を導き
出している。このように，ベルヌ条約が定める
とされる国際私法規則によることができるのは
条約が規定する事項についてのみであり，条約
に定めのない事項については，別途国際私法規
則を考えなければならないため，著作権に関す
る国際私法規則の適用が複雑となる。
　判例①は，著作権および著作者人格権につい
て，権利を保全するための救済方法と権利侵害
を理由とする損害賠償請求に分けて，それぞれ
保護国法と不法行為の準拠法によらせている。
このような２分法は差止請求と損害賠償請求が
問題となったすべての裁判例で採用されている。
しかし，日本の国内法の区別を国際私法に持ち
込むのは合理的ではない。また，保護国法と不
法行為の準拠法が異なる場合には，準拠法の適
用が複雑となり相互の調整（適応）問題を発生
させかねない。
　著作権侵害の準拠法について，ベルヌ条約の
規定ではなく条理により一体的に保護国法によ
ると解釈すれば，以上のような国際私法規則お
よび準拠法適用の複雑化を避けることができる。
　Ⅲの特許権の準拠法については，判例⑩の最
高裁カードリーダー事件判決のような最密接関
係地を探求する伝統的な国際私法の手法を用い
るまでもなく，「米国特許法により付与された権
利に基づく請求」をすることが米国の領域につ
いて保護を求めていることになるので，保護国
法（登録地法）は米国法となるはずである。し
かし，判例⑩の最高裁カードリーダー事件判決
の採用した非伝統的な国際私法的手法は裁判例
において定着しつつあるように思われる。

　本稿では，保護国法によるという原則を条約
から導くのか条理解釈から導くのかの違いはあ
るものの，日本の裁判例においては，著作権と
特許権の侵害問題の重要な側面が保護国法また
は登録地法によって処理されていることを再確
認した。もっとも，著作権の場合には，特許権
とは異なり，外国での侵害について日本で提訴
された裁判例がいまだ公表されておらず56，保
護国法が日本法とされている点は注意すべきで
ある。また，保護国法原則の適用範囲は，裁判
例のとる２分論により，差止請求に限定されて
いる。保護国法を一体的に適用した場合に，損
害賠償請求について不法行為に関する公序の特
則である適用通則法22条１項および２項の適用
可能性がなくなるおそれがあるが，そのような
おそれに現実的で合理的な根拠があるのかどう
かを検証する必要があるだろう。
　なお，東京地判平成23・3・25は57，原告が，
被告らが権限なく「NEC」の文字標章を使用し，
第三者に使用を許諾するなどしたと主張して，
商標権侵害に基づく損害賠償を請求した事案で
あるが，裁判所はこれを不法行為と性質決定し，
法例11条および通則法17条により，不法行為地
である中華人民共和国，台湾，香港における商
標権侵害行為を認め各国法に基づく損害賠償を
認めたが58，同時に不法行為に関する公序の特
則（法例11条２項，３項および通則法22条１項，
２項）を適用して，日本法による不法行為の成
否を判断している。

注

１	 	 REGULATION	(EC)	N�	864/2007	OF	THE	
EUROPEAN	PARLIAMENT	AND	OF	THE	
COUNCIL	�f	11	����	2007��	�h�	 ��w	��������
b��	��	���������������	�b��������s	(R�m�	II),	O�	
L	199/40.	S��	R������	(26).

２	 	 「資料　知的財産権に関する国際私法原則（日
韓共同提案）2010年10月14日版」『企業と法創
造』季刊（2011年１月発刊）（通巻25号）175頁
以下。なお，同通巻28号75頁以下に「知的財産
権に関する国際私法原則（日韓共同提案）2010
年10月14日版の解説」がある。
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３	 	 前掲注（２）参照。
４	 	 木棚照一『国際知的財産法』248頁（日本評論

社，2009年），桜田嘉章・道垣内正人編『注釈国
際私法第１巻　§1 〜 23』（以下「注釈国際私法
１」）17条注釈453 〜 455頁［西谷祐子］参照（有
斐閣，2011年）。著作権について，注釈国際私法
１，634頁［道垣内正人］。

５	 	 法制審議会においては，知的財産権の侵害に
関する準拠法について個別的不法行為の特則規
定を設けることが検討されたが，意見の一致を
見ず，また WIPO 等の専門機関による検討の動
向を見守るべきである等の意見もあり，特段の
規定を設けず解釈に委ねられることになった。

「国際私法の現代化に関する要綱中間試案補足
説明」『法の適用に関する通則法関係資料と解説

（別冊 NBL（N�.110））』201頁以下（2006年）お
よび小出邦夫『逐条解説・法の適用に関する通
則法』229 〜 232頁（商事法務，2009年）参照。

６	 	 なお，知的財産権の準拠法を保護国法とする
抵触法規則（以下では国際私法規則という）は
いまだ特定の裁判官によって主張されているの
みだという意見があるが，最近では実務の趨勢
であると思われる。念のため，以下の裁判例に
は必要に応じて裁判官名を記した。

７	 	 文学的及び美術的著作物の保護に関するペル
ヌ条約（日本については1971年改正条約，（1975
年）昭和50年条約第４号）。

８	 	 ベルヌ条約５条⑵の前半は，著作者がこの条
約によって保護される著作物に関しその本国以
外の同盟国で与えられる権利については，その
享有および行使にいかなる方式の履行をも要せ
ず，著作物の本国における保護の存在にかかわ
らないと規定する。そして日本語訳第３文は，

「したがつて，保護の範囲及び著作者の権利を保
全するため著作者に保障される救済の方法は，
この条約の規定によるほか，専ら，保護が要求
される同盟国の法令の定めるところによる。」と
定めている。該当部分の英語正文は，次の通り
である。”C��s�q������,	 �h�	�x����	�f	�������
����,	�s	w���	�s	�h�	m���s	�f	�����ss	�ff�����	
��	�h�	���h��	��	�������	h�s	���h�s,	sh���	b�	
��������	�x���s�����	b�	�h�	��ws	�f	�h�	�����
���	wh���	����������	�s	����m��.”

９	 	 著作者の人格権について定めるベルヌ条約６
条の２は，その⑶で「この条において認められ
る権利を保全するための救済の方法は，保護が
要求される同盟国の法令の定めるところによ
る。」と規定する。英語正文は次の通り。”Th�	

m���s	�f	�����ss	 f��	s�f���������	�h�	���h�s	
�������	b�	�h�s	A������	sh���	b�	��������	b�	
�h�	����s������	�f	�h�	�������	wh���	����������	
�s	����m��.”

10	 	 著作権法112条（差止請求，廃棄請求等），115
条（名誉回復等の措置）および116条（著作者等
の死後における人格的利益の保護のための差止
請求・名誉回復請求）参照。注釈国際私法１前
掲注（４）455 〜 456頁［西谷祐子］参照。

11	 	 日韓共同提案304条１項参照。
12	 	 注釈国際私法１前掲注（４）635頁以下［道垣

内正人］は，「保護国法準拠法説」と整理され
る。ただし，裁判例はすべて利用行為地も法廷
地もともに日本である事案であるため，「保護国
法準拠法説」を採用しているとは断定できない
とする。

13	 	 同条⑻は「いずれの場合にも，保護期間は，
保護が要求される同盟国の法令の定めるところ
による。ただし，その国の法令に別段の定めが
ない限り，保護期間は，著作物の本国において
定められる保護期間を超えることはない。」と規
定する。

14	 	 なお，前掲注（12）の道垣内意見参照。
15	 	 木棚前掲注（４）388頁参照。
16	 	 木棚前掲注（４）252頁は，差止請求も損害賠

償請求も含めて通則法17条以下が適用される不
法行為とみる。

17	 	 判タ1175号265頁，控訴棄却，東京高判平成
16・12・9（裁判官　高部眞規子　東海林保　田
邉実）。

18	 	 著作権仮処分命令申立事件判例時報1933号68
頁（裁判官　高部眞規子　平田直人　田邉実）。

19	 	 判例時報2021号108頁，知財高判平成20年２月
28日控訴棄却，最判平成21年10月８日上告棄却
裁判集民232号25頁（裁判官　清水節　山田真紀
　佐野信）。

20	 	 裁判所ウェブサイト，LEX/DB25441712（裁
判官　阿部正幸　山門優　舟橋伸行）。

21	 	 日韓共同提案102条⑷は「国とは，国際法上の
国と認められていなくとも独立の立法機関，司
法機関を有する地域を含むものとする。」と定義
する。日韓共同提案2010年10月14日版の解説『企
業と法創造』７⑹（通巻28号）2011.3，75頁以
下78�79頁参照。

22	 	 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定
（WTO 協定）（1994年）平成６年条約第15号附
属書1C 知的所有権の貿易関連の側面に関する
協定。
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23	 	 同法６条は，「著作物は，次の各号のいずれか
に該当するものに限り，この法律による保護を
受ける」と規定し，３号で「前二号に掲げるも
ののほか，条約によりわが国が保護の義務を負
う著作物」と定めている。

24	 	 東京地判平成19・12・14裁判所ウェブサイ
ト，LEX/DB28140157（裁判官　阿部正幸　平
田直人　瀬田浩久）。

25	 	 知財高判平成20・12・24一部認容，裁判所
ウェブサイト，LEX/DB25440215（裁判官　田
中信義　榎戸道也　浅井憲）。

26	 	 臼杵英一・ジュリスト臨時増刊1376号321頁
〔平成20年度重要判例解説〕。未承認国の著作物
に関するベルヌ条約上の保護義務については，
横溝大「本件判批」別冊ジュリスト198号228頁

〔著作権判例百選　第４版〕（2009年）参照。
27	 	 前掲注（８）参照。
28	 	 裁判所ウェブサイト，LEX/DB25443536（裁

判官　大須賀滋　岩崎慎　坂本三郎）。
29	 	 一部破棄，裁判所時報1545号７頁。
30	 	 ⑦平成11年ネ第6345号著作権侵害差止等請求

控訴事件判時1797号111頁（裁判官　篠原勝美　
石原直樹　長沢幸男）。⑧平成12年ネ第７号著作
権侵害差止等請求，独立当事者参加控訴事件。
両事件について森田博志「本件判批」ジュリス
ト1248号146頁参照。

	 	 なお，大阪高判平成17年２月15日 LEX/DB28	
100467キューピー第２事件は著作権の変動に関
する準拠法を保護国法とするが，譲渡契約の準
拠法も保護国法としている。

31	 	 東京高判平成15年５月28日，著作権侵害差止
等請求控訴事件，判時1831号135頁。

32	 	 判時2061号83頁（裁判官　大鷹一郎　関根澄
子　古庄研），控訴審知財高判平成21・10・28

（控訴棄却）。
33	 	 「日本法の透明化」グループによる透明化プロ

ジェクト立法提案第305条は，保護国が多義的に
使われているとして，これに代えて「権利付与
国」を連結素としている。河野俊行編『知的財
産法と渉外民事訴訟法』２頁以下（弘文堂，2010
年）。

34	 	 木棚照一「本件判批」民商129巻１号106頁以
下，117頁（2003年）参照。

35	 	 P����s��	f��	�	REGULATION	OF	THE	EU�
ROPEAN	PARLIAMENT	AND	THE	COUN�
CIL	ON	THE	LAW	APPLICABLE	TO	NON�
CONTRACTUAL	OBLIGATIONS,	 (“ROME	
II”)	COM	(2003)	427	fi���.

36	 	 ローマⅡ規則案 COM	(2003)	427	fi���	20頁参
照。注釈国際私法１前掲注（4）454頁［西谷］
参照。

37	 	 『企業と法創造』通巻28号前掲注（2）75頁以
下，102条の解説79頁，参照。

38	 	 前掲注（37）77頁以下参照。
39	 	 準拠法を決める前にこういってしまうことに

対して批判がある。早川吉尚「本件判批」・別
冊ジュリスト185号94頁以下，95頁（2007年），
道垣内正人「本件判批」ジュリスト1246号280頁

（2003年）参照。
40	 	 ローマⅡ規則８条⑴のある注釈によれば，特

定の国における潜在的な侵害行為の発生は準拠
法決定のために要件とされておらず，知的財産
権を保有する者または保有すると主張する者が
特定の国の法による保護を主張するだけで十分
であるとされる。G���f�P����	C�����ss	��.,	R�m�	
R���������s.	C�mm������	��	�h�	E�������	
R���s	�f	�h�	C��fl���	�f	L�ws	483頁［B��h���］

（2011）参照。
41	 	 この点はカードリーダー事件最高裁判決が多

くの国際私法学者から批判される一因であると
思われる。前掲注（39）の「判批」のほか，横
溝大・法学協会雑誌120巻11号2299頁以下，2308
頁，出口耕自・コピライト2003年１月号29頁参
照。

42	 	 BBS 事件は，日独両国で特許権を有するドイ
ツ法人が日本法人に対して真正商品の並行輸
入・販売等の差止め及び損害賠償を求めた事案
である。BBS 最高裁判決は，日本の特許権の特
許権者によって国内で権利行使の対象とされて
いる製品が当該特許権者等により国外において
譲渡されたという事情を，特許権者による特許
権の行使の可否の判断に当たってどのように考
慮するかは，日本の特許法の解釈問題であって，
パリ条約や属地主義の原則とは無関係だとし
た。

43	 	 茶園成樹「特許権侵害の準拠法」国際私法年
報38�39頁（2004年），本件調査官解説法曹時報
56巻９号2269�2270頁［高部眞規子］（2004年）参
照。

44	 	 渡辺惺之「本件判批」私法判例リマークス
（2004上）28号154頁以下，157頁。前掲高部2272
頁は，領域内限定が「米国特許権の効力が我が
国において認められないこと」を含意するもの
ではないという。

45	 	 ���	����h�����,	 I�������������s	P��������h�	
(6�h	��.,	2006)	154�156.属地主義の原則とパリ条
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約およびベルヌ条約との関係について，横溝大
「知的財産に関する若干の抵触法的考察」田村善
之編著『新世代知的財産法政策学の創成』445頁
以下，464頁および467頁（2008年）参照。

46	 	 民集56巻７号1551頁。
47	 	 判タ1151号109頁。本件判批は，藤澤尚江・

ジュリスト1287号143頁，出口耕自・私法判例リ
マークス（法律時報別冊）32号136頁参照。

48	 	 民集60巻８号2853頁（裁判官　那須弘平　上
田豊三　藤田宙靖　堀籠幸男）。本件判批は，櫻
田嘉章・ジュリスト臨時増刊1332号292頁以下，
横溝大・北海道大学／知的財産法政策学研究18
号201頁以下，高桑昭・私法判例リマークス36号
150頁以下，高杉直・ジュリスト1370号252頁以
下などを参照。

49	 	 高桑前掲151〜152頁参照。
50	 	 東京地判平成14・11・29前掲民集60巻８号

2905頁参照。
51	 	 前掲注（42）参照。
52	 	 東京高判平成16・1・29前掲民集60巻８号

2989頁参照。
53	 	 控訴審判決の解釈は分かれる。横溝大「職務

発明を巡る国際的法適用関係」知的財産権法政
策学研究18巻201頁以下，207頁（2007年）参照。
最高裁は原審の立場を「法例７条１項の規定に
より，その準拠法は，外国の特許を受ける権利
の譲渡の対価に関する問題を含めて，我が国の
法律である。」と整理している。

54	 	 この部分については，抵触法的手法が必要で
はなかったというカードリーダー事件と同様の
批判があてはまる。櫻田前掲注（48）293頁参
照。

55	 	 改正前３項は，次のように規定していた。「従
業者等は，契約，勤務規則その他の定めにより，
職務発明について使用者等に特許を受ける権利
若しくは特許権を承継させ，又は使用者等のた
め専用実施権を設定したときは，相当の対価の
支払を受ける権利を有する。」

56	 	 判例⑤では著作権侵害と主張される行為は台
湾で行われていたが，著作権侵害に基づく損害
賠償請求は不法行為と性質決定され不法行為の
準拠法によらされている。

57	 	 東京地判平成23年３月25日（NEC 商標事件）
裁判所ウェブサイト，T�C【文献番号】254438	
58。

58	 	 本件の特徴は，Ｘが外国において有する商標
権を当該国の業者が侵害したという事件におい
て，Ｙら（日本法人およびその代表者）から外

国業者への違法な使用許諾の連鎖とＹらへの利
益の帰属に着目して，Ｙらに共同不法行為責任
を認めたところにある。Ｘは中国，台湾，およ
び香港における商標権者であり，Ｙらは，Ｙら
にＸ商標の使用権限および使用許諾権限がない
ことを知りながら，外国業者である訴外Ａらに
Ｘ商標の使用許諾を行い，さらに訴外Ａらも被
告ＹらにＸ商標の使用権限および使用許諾権限
がないことを知りながら，中国，台湾，および
香港の企業にＸ商標の再使用許諾を行い，Ｙら
およびＡらは共同して，故意に，これらの製造
業者にＸ商標を付した商品を製造販売させて，
これらにより利益を得たと認定されている。裁
判所は，これらの行為は上記各国法上，権限な
く登録商標と同一の商標を使用したものとして
商標権侵害行為に該当し，Ｙらは，Ａらととも
に，上記各国法上，共同不法行為者として連帯
責任を負うと判示した。

　この論文は，2012年１月28日㈯および29日㈰
に早稲田大学で開催された早稲田大学グロー
バル COE《企業法制と法創造》総合研究所主催
の国際シンポジウム「東アジアにおける知的財
産の利用システムの研究」のための報告原稿を
補足修正し，さらに次の書籍のために大幅に改
訂したものである。

野村美明
「日本の知的財産権判例における保護国法の意
義」
木棚照一編著

『知的財産の国際私法原則研究─東アジアから
の日韓共同提案─』
早稲田大学比較法研究所叢書40

（成文堂，2012年）425頁〜460頁




