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民事訴訟事例から考える「知財と独禁」

はじめに

独占禁止法（独禁法）は公正取引委員会（公取委）が立入
検査や排除措置命令を通じて執行している法律である、と理
解している方が多いのではないかと思います。
しかし、談合・カルテル以外の分野（優越的地位濫用、取

引拒絶等）において独禁法違反の有無が検討された事例の件
数をみると、近年、公取委の排除措置命令よりも民事訴訟判
決のほうが多い状況が続いています。
この傾向は、知的財産権濫用事案についても同様です。公

取委は、平成14年８月に知的財産タスクフォースを設置す
るなどして「知財と独禁」問題の調査に注力しているといわ
れますが、正式審査を通じて排除措置命令に至った事例はほ
ぼ皆無といってよい状況が続いています〈過去20年間にお
いて、着うた提供業者に対する件（平成17年３月24日勧告）、
マイクロソフトに対する件（平成16年７月13日勧告）、第一
興商に対する件（平成15年10月31日勧告）、トエンティース
センチュリーフォックスジャパンに対する件（平成15年10
月８日勧告）等があるにとどまります〉。これに対して裁判
所は、公取委による事件選別を経ていないさまざまな事案に
ついて独禁法の観点から判断を示し、「知財と独禁」をより
深く理解するための格好の素材を提供しています。
他方で、裁判所が行う検討には、当事者および代理人の主

張内容による制約があることを否定できません。したがって、
裁判所による「知財と独禁」判断をより充実したものにして
いくためには、代理人が事実関係・法解釈の両面から的確な
主張を展開することが欠かせないといえます。知財専門家お

よび独禁法専門家の双方において「知財と独禁」への関心が
高まり、いっそう精緻な主張が行われるようになっていくこ
とが期待されます。
そこで本連載では、「知財と独禁」を巡る民事訴訟事案を
独禁法の体系に沿って整理してご紹介します。本連載を、独
禁法解釈について理解を深めていただくきっかけとしていた
だければ幸いです。

知的財産法と独禁法の適用関係

訴訟において「知財と独禁」が争点とされる場合には、独
禁法に関する判断と知的財産法に関する判断との間に矛盾抵
触が生じることがあり得ますので、裁判所においてどのよう
な調整が行われてきたかを検証することが重要です。
独禁法は、知的財産権の行使について、それが特許法等に

よる権利の行使と認められる
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場合には独禁法を適用しない旨
定めていますが（独禁法21条）、知財ガイドラインや裁判例
によれば、権利の行使と認められない
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行為に対しては独禁法
が適用されます。他方、知的財産法分野においても、知的財
産権の行使が権利濫用等に該当する場合には差止請求権が制
限される旨を明言する裁判例が後述のとおり現れています。
そこで、知的財産権行使の制限に関する判断基準や考慮要

素について、独禁法と知的財産法の間に相違があるか否かが
問題となります。
この点について知財高裁は、知的財産権行使を独禁法の観

点から検討する際には、特許法等の目的である「産業の発達」
（同法１条）に反するような不当な権利行使に対して独禁法

「知財と独禁」の関係を検討するための素材として、公正取引委員会の知的財産ガ
イドラインがよく知られています。
しかし、実際には、「知財と独禁」の関係は公正取引委員会の排除措置命令よりむ
しろ民事訴訟において多く検討されており、知的財産ガイドラインが言及してい
ない重要な論点についても裁判所の判断が示されています。本連載を通じて、「裁
判例からみえる『知財と独禁』」の世界に関心を持っていただきたいと思います。

第１回　イントロダクション～知的財産権行使を覆す独禁法～

九州大学法学部 准教授（経済法）・平山法律事務所 代表弁護士　平山 賢太郎

民事訴訟事例から考える「知財と独禁」



民事訴訟事例から考える「知財と独禁」

572021 No.1  The lnvention

請求するという類型もあります。これも、攻撃方法としての
独禁法主張であるといえます。

（１） 防御方法としての独禁法主張
知的財産権侵害差止訴訟の提起を受けた被疑侵害者が独

禁法の観点から対抗する方法には、①別訴として不公正取引
差止訴訟（独禁法24条）を提起する方法と、②当該訴訟の
手続き内で独禁法違反を理由とする権利濫用の抗弁を提出す
る方法があります。

ア　独禁法24条訴訟
独禁法24条は、「第十九条（引用者注：不公正取引方法の
禁止）の規定に違反する行為によってその利益を侵害され、
又は侵害されるおそれがある者は、これにより著しい損害を
生じ、又は生ずるおそれがあるときは……その侵害の停止又
は予防を請求することができる」と規定しています。
不公正取引方法には、本連載において今後ご紹介するとお

り、優越的地位濫用、競争者取引妨害、拘束条件付取引、取
引拒絶（ライセンス拒絶）などさまざまな行為類型がありま
すが、独禁法24条は、これらの行為の差止めを求める訴訟
や仮処分申立ての根拠となる規定です。差止仮処分申立てに
対する裁判所の判断は、独禁法事件を担当する東京地裁民事
８部（商事部）であれば実務上１～３カ月程度で得られるも
のと見込まれますので、差止仮処分申立ての相手方は緊急に
対応することを余儀なくされます。このような事情を熟知し
ている申立人であれば、和解交渉へ持ち込むための切り札と
して仮処分申立てを用いることもあり得るのではないかと感
じます。
独禁法24条に基づいて訴訟を提起した原告は、「著しい損
害を生じ、又は生ずるおそれ」を立証〈仮処分申立ての場合
には疎明（一応確からしいといえる程度の証拠を提出するこ
と）〉することを求められます。どの程度の損害であれば「著
しい」といえるのかについてみますと、①競争者を市場から
排除する行為が問題とされた事案では「当該事業者が市場か
ら排除されるおそれがある場合や新規参入が阻止されている
場合等独禁法違反行為によって回復し難い損害が生ずる場合
や、金銭賠償では救済として不十分な場合等」という高いハー
ドルが課された例があります〈東京高裁判決平成19年11月28
日（ヤマト運輸対日本郵政）〉。他方で、②競争手段の不公正

を適用する旨判示する一方で〈知財高裁判決平成18年７月
20日（日之出水道対六寶産業）〉、特許権濫用の観点から判
断する際には、特許法の目的である「産業の発達」（同法１条）
を阻害するおそれがあり合理性を欠く権利行使は、原則とし
て権利濫用にあたり制限される旨判示しています〈知財高裁
決定平成26年５月16日（三星電子対アップル）〉。
これらの知財高裁裁判例は、知的財産権行使の限界に関す

る検討はいずれの法律の問題として扱っても「産業の発達」
の解釈に帰着するのであって、実質的な差異はなく、むしろ
統一的な判断基準が存在することを示唆しています。
以上の裁判例は、知的財産法および独禁法が対立関係には

なく、いずれも知的財産に係る競争を促進するという共通の
目的を持っている〈泉水文雄『経済法入門』（有斐閣・平成
30年）ｐ.360〉とする考え方の具体的な現れであると理解す
ることができます。さらには、知的財産法は独禁法と同様に
競争の観点を織り込んだうえで設計され解釈されるべき法分
野であるということもでき〈白石忠志『独占禁止法（第３版）』
（有斐閣・平成28年）ｐ.162〉、この考え方は、知的財産基
本法10条の「知的財産の保護及び活用に関する施策を推進
するに当たっては……公正かつ自由な競争の促進が図られる
よう配慮するものとする」という規定に現れています。

「知財と独禁」民事訴訟の類型

裁判所が取り扱う知的財産関連法は、独占権を付与する特
許法等と、事業者間の公正競争を確保するために不正競争防
止を図る不正競争防止法に大別できます。
これらのうち特許権等関連訴訟では、権利者の権利行使

（特許権侵害差止訴訟等）に対して独禁法違反が防御方法と
して主張されることが多いといえます。これに対し、不競法
関連訴訟では、不正競争行為〈例えば営業誹

ひ

謗
ぼう

行為（不競法
２条１項21号）〉の主張と並んで独禁法違反〈例えば競争者
取引妨害（一般指定14項）〉が攻撃方法として主張されるこ
とが多いと指摘されています（佐藤達文「知的財産権訴訟に
おける独占禁止法」公正取引平成19年10月号ｐ.23）。
「知財と独禁」訴訟には、これらのほか、知的財産権ライ
センスにおける不当な付随的契約条項（例えばライセンシー
保有特許を無償で召し上げる「無償許諾条項・非係争条項」）
によって損害を被った旨主張するライセンシーが損害賠償を
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ます。
民事訴訟においては、被告の行為が営業誹謗と競争者取引

妨害の双方に該当する旨主張して当該行為の差止めを求める
ことが珍しくありません〈この例として東京地裁判決平成
27年２月18日（イメーション対ワン・ブルー）があります〉。
ここで差止訴訟の根拠として用いられるのは、（１）アでご紹
介した独禁法24条です。
営業誹謗と競争者取引妨害は、いずれも競争関係の存在を

要件としている点において共通する一方で（ただし、「競争
関係」の定義が同一である旨明言した裁判例はないようで
す）、「信用を害する」ことおよび「虚偽」であることは、競争
者取引妨害においては要件とされていません。また、競争者
取引妨害の行為要件はきわめて抽象的ですので、一連の意図
のもとで行われた営業誹謗行為およびその他の妨害行為を包
括し、単一の競争者取引妨害行為と評価することも可能です。
不競法事例においては、「信用を害する」および「虚偽」

の認定が争点となることがあります。しかし、独禁法の観点
から競争者取引妨害該当性について検討する場合には、信用
毀
き

損
そん

の発生や虚偽性はもちろん考慮要素になり得るものの、
これらの事実が認定されなくても、その他の事情から不当性
を認定して独禁法違反の結論を導くことが可能です〈虚偽で
あるとはいいがたい事実の告知・流布行為が競争者取引妨害
行為を構成する旨認定された公取委先例として、第一興商に
対する件（公取委審判審決平成21年２月16日）があります〉。
したがって、独禁法による競争者取引妨害規制は、不競法

に基づく営業誹謗行為規制を補完する機能を果たしていると
いえます。

イ　損害賠償請求訴訟
独禁法違反行為により損害を受けた旨の主張に基づく損

害賠償請求訴訟は、公取委による排除措置命令等が確定した
場合にのみ利用可能な特別の規定（独禁法25条）によるこ
ともできますが、この規定を利用する実益が乏しいため、通
常は不法行為の基本規定である民法709条が利用されます。
民法709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律

上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害
を賠償する責任を負う」と規定しています。独禁法違反が認
定された場合には通常は特別の検討を行うことなく故意また
は過失の存在も認定されていますが、独禁法違反の存在がた

を規制根拠とする競争者取引妨害の事案では、競争者排除や
新規参入阻止という効果の程度は直接の考慮要素とはされ
ず、単に「損害の内容、程度、独禁法違反行為の態様等を総
合勘案」してこの要件が満たされると判示されていますので
〈大阪高裁判決平成26年10月31日（神鉄タクシー）〉、この類
型の事案では「著しい損害」の立証や疎明のハードルはさほ
ど高くないと説明されることがあります。

イ　権利濫用抗弁
以上に対して権利濫用抗弁は、民法１条３項が「権利の濫

用は、これを許さない」と規定していることを根拠とする抗
弁であり、権利者による権利行使はその結果が著しく公共の
利益や信義則に反するような例外的な場合においては是認で
きない、という考え方に基づいています。
権利濫用の抗弁は、知的財産権侵害についての権利者側主

張（侵害があることおよび無効事由がないこと）が認められ
るとしても、知的財産権の取得過程や取得意図、行使の態様
等に鑑み、権利行使を認めるべきではないなどとして、被疑
侵害者側から主張されます。先述の裁判例においては、この
抗弁は知的財産権の行使が「産業の発達」など知的財産法各
法の目的に反することを理由として認められましたので、「産
業の発達（に反する）」の具体的解釈について理解を深める
ことが重要な課題であるといえます。
独禁法24条に基づく不公正取引差止訴訟が提起された場

合には、その旨裁判所から公取委に通知され（独禁法79条
１項）公取委年次報告において概要が公表されますが、独禁
法違反を理由とする権利濫用抗弁が主張された知的財産権侵
害訴訟については同様の通知制度がないため、その件数等を
正確に把握することは残念ながら困難です。

（２） 攻撃方法としての独禁法主張
ア　独禁法24条～営業誹謗と競争者取引妨害～
競争者取引妨害（一般指定14項）は、「自己……と国内に

おいて競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取
引……を不当に妨害すること」を、競争手段が“不公正”であ
ることに着目して禁止しています。「妨害」にはさまざまな
行為が含まれますが、いわゆる風評被害により競合者の取引
を妨害する行為に対する規制は、不競法の「不正競争行為」〈例
えば営業誹謗行為（不競法２条１項21号）〉と重複・競合し
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だちに権利・利益の侵害（違法性要件）の発生を意味すると
いってよいか否かについては若干の検討が必要です。
この点について、独禁法違反のような取締法規違反の違法

性判断は不法行為法の観点から、すなわち取締法規違反行為
の観点から民法的に評価することにより、判断すべきである
と説明されることがあります〈参照、「特集・独占禁止法と
民事法《座談会》（上）」民商124巻４・５号（平成13年）ｐ.484
〔森田修発言〕〉。しかし、独禁法と民法は相反するものでも
なく、独禁法が規制する行為のうち例えば優越的地位濫用に
ついては「私法秩序と競争法秩序が同じないし極めて近い関
係にあり、あるいは競争法が私法的公序にそのまま入ってい
るということもできる」ので〈泉水文雄「独占禁止法と損害
賠償」民商124巻４・５号（平成13年）ｐ.550〉、優越的地
位濫用の認定と不法行為の違法性認定は一体化しているとみ
てよいでしょう。

属している場合において、被告が東京地裁において不公正取
引差止訴訟を提起すると、後者は独禁法訴訟を扱う民事８部
に係属する可能性があります（ただし、近年は、知財部にお
ける先行訴訟手続きへ併合されているようです）。
一方、独禁法違反を理由とする権利濫用抗弁が知的財産権
侵害差止訴訟の手続き内で提出される場合は、当然ながら、
訴訟手続きが複数の裁判体に係属する事態は生じません。

（２） 和解
「知財と独禁」訴訟は、ほとんどが和解（または訴訟外和
解に基づく訴え取り下げ）によって終了しているようだとい
われることがあり、筆者も自身の経験から同様に感じていま
す。公表される判決の少なさが、この分野に対する知財専門
家や独禁法専門家の関心が低調であることの一因になってい
るように思われます。
実際には、特許権侵害訴訟において独禁法違反を理由とす
る権利濫用抗弁等が提出された場合には、独禁法解釈につい
て裁判官から多数の求釈明（法律解釈や事実関係に関する当
事者の主張を具体的に明らかにするために行う質問）が行わ
れ、権利者が対応に多大な労力と時間を割くこととなります。
判決内容の予測可能性の低さや求釈明対応による訴訟手続き
の遅延が、権利者に和解を決断させる強い誘因になっている
可能性もあります。
以上のような実情があるのだとすると、「知財と独禁」に
ついて権利者が平時から理解を深めておくことは、判決内容
や訴訟手続きの遅延に対する不安を払

ふっしょく

拭し、裁判所の判決を
通じた適正な権利行使を実現することにつながるといえま
す。本連載を、「知財と独禁」について、また適正な権利行使に
ついて理解を深めるきっかけとしていただければ幸いです。

ひらやま けんたろう

公取委に３年間勤務し、特許権濫用事件・国際カルテル事件等の
主任審査担当官を務めた独禁法専門弁護士。Chambers Asia等の
国際ランキングにおいて、日本を代表する独禁法弁護士の一人と
して紹介されているほか、九州大学法学部において「知財と独禁」
や「プラットフォームビジネス」について研究を続けている。
日弁連独禁改正問題ワーキンググループ元委員、第二東京弁護士
会経済法研究会副代表幹事、東京大学比較法政研究センター外国
競争法事例研究会幹事、日本ライセンス協会理事および同協会独
禁法ワーキンググループリーダー。

訴訟手続きを巡る留意点

（１） 管轄
独禁法24条に基づく不公正取引差止訴訟については、審

理を東京地裁へ集中させるため特別な管轄の定めがあります
ので（独禁法84条の２）、例えば大阪地裁に係属している特
許権侵害差止訴訟の被告は、大阪地裁のほか東京地裁におい
ても不公正取引差止訴訟を提起できます。この場合には社会
的事実共通の訴訟が複数の地方裁判所に係属することとなり
ますが、これは知的財産権侵害差止訴訟を提起する権利者に
とって想定外の事態かもしれません。
また、東京地裁（知財部）に知的財産権侵害差止訴訟が係

「知財と独禁」訴訟における独禁法の利用方法

防御方法としての主張 攻撃方法としての主張

直接的な
主張

独禁法24条訴訟
（知的財産権侵害差止訴
訟の差止め）

独禁法24条訴訟
（営業誹謗行為の差止め）

他の法律を
通じた主張

権利濫用抗弁
（特許権濫用主張におけ
る独禁法の考慮）

損害賠償請求訴訟
〈民法709条（不法行為）主
張における独禁法の考慮〉


