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民事訴訟事例から考える「知財と独禁」

はじめに

商標や著作権はライセンスビジネスにおいて広く活用さ
れていますが、活用の手段や内容によっては反競争効果が顕
著に表れることもあり得ます。「知財と独禁」を巡る訴訟は
商標等の分野においても多くみられますので、訴訟における
争点や裁判所の判断を理解しておくことが重要です。
そこで今回は、ライセンス商品の値引き販売をライセン

サーが阻止しようとした事案を題材として、ライセンスビジ
ネスと独禁法との関係について検討することとしましょう。

ライセンス対象商品の不当廉売

（１） 不当廉売の成立要件
価格競争は競争の中核をなす行為ですので、それが「不当

廉売」として独占禁止法により規制される場合があるという
ことには、違和感を覚える方もいるでしょう。
しかし、最高裁判決によれば、「企業努力による価格引下
げ競争は、本来、競争政策が維持・促進しようとする能率競
争の中核をなすものであるが、原価を著しく下回る対価で継
続して商品又は役務の供給を行うことは、企業努力又は正常
な競争過程を反映せず、競争事業者の事業活動を困難にさせ
るなど公正な競争秩序に悪影響を及ぼすおそれが多い」ので
す〈最高裁判決平成元年12月14日（芝浦屠

と

場
じょう

）〉。
この判決からは、「原価を著しく下回る対価」による販売

が「継続して」行われることが、価格競争を例外的に違法と
評価する際のポイントであるといえます。独禁法２条９項３

号は「正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要
する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであっ
て、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの」
を禁止しており、これは前記の最高裁判決と同様の考え方に
基づくものであるといえるでしょう。

（２） 「供給に要する費用を著しく下回る対価」
ア　不当廉売規制の趣旨
独禁法２条９項３号の中核をなす要件は、販売価格が「供
給に要する費用を著しく下回る対価」であることであり、こ
れは価格・費用基準と呼ばれます。「供給に要する費用」は、
いわゆる総販売原価（製造業では製造原価に販売費および一
般管理費を加えたもの、販売業では仕入原価に販売費および
一般管理費を加えたもの）をいうと考えられています。
公取委の不当廉売ガイドラインは、不当廉売規制の目的は
“廉売行為者自らと同等又はそれ以上に効率的な事業者”の事
業活動を困難にさせるおそれがあるような廉売を規制するこ
とにあると述べたうえで、不当廉売の価格・費用基準は規制
の目的に即して解釈すべきであると説明しています。

イ　誰にとっての費用か
「費用」は、廉売行為者自身にとっての費用と、廉売によっ
て市場から排除されることとなる競業者にとっての費用の、
いずれをさすと考えるべきでしょうか。
この点について不当廉売ガイドラインは、廉売行為者が自
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費用を下回る価格で供給を行い、競業者が競争のために
同じ価格で供給しようとすると、廉売行為者と同等に効率的
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「知財と独禁」を巡る訴訟は、商標や著作権の分野でも起きています。商標等はラ
イセンスビジネスにおいて広く活用され、ブランドイメージを確立するために重
要ですが、活用の手段や内容によっては反競争効果が顕著に表れることもあり得
ますので、独禁法の観点からの検討が必要となる場合があります。
今回は、ライセンス対象商品の値引き販売をライセンサーが阻止しようとした事
案を題材として、ライセンスビジネスと独禁法との関係について検討しましょう。

第４回　不当廉売
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「正当な理由」がある例として掲げています。
　・需給関係から商品の販売価格が低落している場合
　・  生鮮食料品のようにその品質が急速に低下するおそれが
あるものについて、見切り販売の必要がある場合

　・  季節商品のようにその販売の最盛期を過ぎたものについ
て、見切り販売の必要がある場合

　・  きず物、はんぱ物その他の瑕
か

疵
し

のある商品について、相
応の低い価格を設定する場合

　・  商品の価格を決定した後に原材料を調達する取引におい
て、想定しがたい原材料価格の高騰により、結果として
供給に要する費用を著しく下回ることとなった場合
なお、たとえば生鮮食料品の見切り販売が行われる期間
は、閉店前の数時間に限られるといったことが多いでしょう。
これは競業者を市場から駆逐するおそれを生じない場合が多
く、それゆえ、「正当な理由」を論じるまでもなく合法であ
るともいえそうです。
また、需給関係から商品販売価格が低落している場合に行
われる追随廉売も、単に競業者の値下げに追随するにとどま
るのであれば競業者を市場から駆逐する効果を有しないで
しょう。この場合も、「正当な理由」を論じるまでもなく合
法といえる場合が少なくないと思われます。

　事例：ユニクロら対サクラインターナショナル

知的財産高等裁判所平成19年4月5日
平成18年（ネ）第10036号著作権差止等・著作権損害賠償請
求控訴事件

（１） はじめに
イラスト・図柄・文字・デザイン等の商品化権に関するラ
イセンス契約について、ライセンサーがライセンシーの債務
不履行を理由として契約解除の意思表示を行い、その有効性
が独禁法の観点から争点とされた事案を紹介します。

（２） 事案の概要
ア　当事者
一審原告・控訴人　サクラインターナショナル
一審被告ら・被控訴人ら　ファーストリテイリングおよびユ
ニクロ〈ファーストリテイリングの営業（一部）の吸収分割

な事業者であっても事業活動が困難になってしまうので、こ
のことを懸念して規制を行うと説明しています（効率性が劣
る高コストの競業者を保護することは、規制の根拠と考えら
れていません）。
そこで、不当廉売の検討は、競業者ではなく廉売行為者自

身の費用を基準として行われます。

ウ　「著しく下回る」対価とは何か
独禁法２条９項３号および前記の最高裁判決は、いずれ

も、単に総販売原価を下回るにとどまる対価ではなく、「著
しく下回る」対価による廉売を規制対象としています。
不当廉売ガイドラインは、廉売行為者にとって明らかに経

済合理性のない価格設定であるか否かを基準とし、具体的に
は、“商品の供給が増大するにつれ損失が拡大するような価
格設定”という基準を提示しています。“平均回避可能費用”
を下回る価格設定がこれにあたると考えられています。
しかし、個々の案件において実際に費用を計算するにはさ

まざまな困難を伴います。そこで実務上は、平均回避可能費
用に相当する費用として“可変費用”（可変的性質を持つ費用）
が判断基準として用いられています。製造業においては材料
費等、小売業においては仕入原価（仕入価格および運送費等）
が、可変費用にあたると推定されます。仕入原価を下回る価
格による商品販売は、“売れば売るほど損をする”ので、経済
合理性がない不当な価格設定とみるべきなのです。
小売業者に対する公取委の排除措置命令先例においては、

仕入原価から運送費を除いた仕入価格に着目し、販売価格が
これを下回っていたとして独禁法２条９項３号違反の結論を
導いたものもあります〈公取委排除措置命令平成19年11月
27日（東日本宇佐美に対する件）〉。販売価格が仕入価格す
ら下回っているのですから、仕入原価を下回っていることは
明らかであるといえます。

（３） 「正当な理由がないのに」
原価を「著しく下回る」廉売であっても、当該行為を正当

化する特段の事情があれば、公正な競争を阻害するおそれが
あるとはいえないでしょう。独禁法２条９項３号は、廉売行
為が「正当な理由がないのに」行われたものであることを、
同号該当性認定の要件としています。
不当廉売ガイドラインは、以下の事情が存在することを
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解除原因との関係で問題としているのは「一般的な価格制限
の権限の有無ではなく、具体的に、定価1000円～ 1900円（税
抜き）の商品を税込み100円というような極端な価格でのブ
ランド商品を販売することの制限が許されないのか、という
点である」。
「Ｂ品でもない正価1000円～ 1900円の商品について、原
価を大きく下回り、正価の10分の１から20分の１近くの売
価で販売することによるブランドイメージの低下は図り知れ
ない」。したがって、販売価格の制限は、ブランドイメージ
維持向上の必要性等により正当化される。
廉売行為の不合理性－被告がブランドイメージを大きく損
なってまで「100円販売」をすることには、合理性がない。

イ　被告の主張
販売価格変更義務の不存在－被告には、売価変更要請に応じ
る義務はそもそもなかった。
販売価格制限の不当性－特許製品の再販売価格・販売価格に
係る制限は、特許・ノウハウガイドライン（平成11年）に
よれば特段の正当化事由のない限り不公正な取引方法に該当
し違法となるとされており、この考え方は商標や著作権のラ
イセンスにも該当する。

（４） 判決の要旨
前記①について控訴棄却。前記③についてロイヤルティー
約20万円（契約解除の意思表示後の売り上げに対するロイヤ
ルティー）請求を認容し、その余の請求に関する控訴を棄却。

ア　売価の原告による事前承認（拘束条件付取引）
販売価格承認に関する本件サブライセンス契約の規定〈前

により、本件に関する権利義務を承継しました〉

イ　関連契約と「100円販売問題」
原告は、訴外キース・エステイトとの間で、キース・へリ

ングの創作に係るイラスト・図柄・文字・デザイン等（本件
プロパティ）について本件マスターライセンス契約を締結し
ていました。その後、原告は被告と本件プロパティについて
の本件サブライセンス契約を締結し、平成15年１月１日か
ら契約関係が開始しましたが、原告は被告に対し、債務不履
行を理由に平成17年に契約解除の意思表示を行いました。
なお、同契約には、ロイヤルティーを原告の「承認を得た

商品上代」の３％とするなどの定めがおかれていました。
原告と被告の間には、契約解除の意思表示までの間にさま

ざまな問題が生じていました。そのうちの一つである「100
円販売問題」は、ライセンス対象商品（正価1000～ 1900円）
の売価を100円とする指示を被告が自社店舗に対して行った
ところ、原告がこの売価変更に抗議して100円販売の中止を
強く求め、被告が各店舗に対して売価引き上げを指示したが
チェックミスにより徹底されなかったという問題です。

ウ　請求の概要
原告は、①商標および著作物の使用差止め・商品廃棄・損

害賠償等、②営業誹
ひ

謗
ぼう

行為に関する損害賠償・謝罪広告等、
③被告がサブライセンシーの地位にあることを仮に定める旨
の仮処分決定により、原告が他社に対して営業活動（サブラ
イセンス契約締結）ができなくなったことを理由とする損害
賠償等――を求め、訴訟を提起しました。
原審（東京地裁判決平成18年３月17日）は原告の請求を

棄却し、原告が前記①③について控訴を提起しました（なお、
①に関する原告の請求は、控訴審において、被告がサブライ
センシーの権利を有しない旨の権利不存在確認請求等へと交
換的に変更されました。判決文はそれゆえ複雑になっていま
すが、独禁法の観点からの検討には影響しません）。

（３） 当事者の主張（独占禁止法について）
ア　原告の主張
販売価格制限の正当性－価格に関する制限行為といえども、
あらゆる行為がおよそ一般的に「権利の行使」（独禁法21条）
に該当せず独禁法が適用されると解すべきではない。原告が

取引関係図
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記（２）イ〉は、「ロイヤリティの計算の前提として商品上代
の承認を要するとしたものに過ぎず、具体的な個別の販売価
格の承認を要する旨定めたものと読むことはできない」。
かかる解釈をすることは、特許・ノウハウガイドライン（平
成11年）が「ライセンサーがライセンシーに対して、ライ
センシーが販売価格を決定するに当たって、事前にライセン
サーの承認を得ることを義務づけるものは、特段の正当化事
由のない限り不公正な取引方法に該当する」とし、この考え
方は商標に準用できるとされていることと整合的である。

イ　「100円販売」の正当化理由（不当廉売）
被控訴人による100円販売は、原価を著しく下回る対価に

よる商品供給行為である。
「正当な理由」は、「具体的な場合における行為の意図・目
的、態様、競争関係の実態及び市場の状況等を総合考慮して
判断すべきである」。「季節落ち商品や在庫数が乏しくなり魅
力的な展示ができなくなったために販売力の低下した商品等
を売り切る目的で値下げ販売することは、売り切らずに保管
ないし廃棄する場合のコスト等を考慮すると、『正当な理由』
があるものと評価される」。
これを本件についてみると、本件100円販売は、「季節商

品である本件商品の在庫数が１店舗平均で各品番当たり多く
ても３点程度になっていたため、この程度の在庫数では魅力
的な展示ができないことなどを理由に販売価格を下げて売切
りを図ったもの」であるから、合理性がないとはいえない。
したがって、売価の原告による事前承認を被告に義務付け

ることについて、「特段の正当化事由」（前記ア）があるとい
うことは困難である。

（５） 検討と今回のまとめ
本件は、ライセンシーによるライセンス対象品の値引き販

売について、ブランドイメージを毀
き

損
そん

するものである旨ライ
センサーが主張して（その他多数の解除原因とあわせて）ラ
イセンス契約解除を図った事案であり、そのなかで、当該値
引き販売の不当廉売該当性が争点となりました。
商標等のライセンサーにとって、ブランドイメージの維持

はライセンスビジネスにおいて重要でしょう。そのためにラ
イセンス商品販売価格の維持が必要であるとライセンサーが
考えるのは、当然のことであるようにも感じます。

しかし、ライセンス商品販売価格の制限は拘束条件付取引
〈一般指定12項（本件当時は13項）〉に該当する行為である
うえ、ライセンシーの事業活動への強度の制約であり正当化
理由を見いだしがたいので原則違法であるとみるべきです。
現行の知的財産ガイドラインにもその旨の考え方が明記され
ています〈第４－４（３）〉。したがって、販売価格制限違反
の廉売を理由とするライセンス契約解除は、当該廉売が独禁
法に違反するなど特段の事情がない限り、不当な取引拒絶（一
般指定２項）に該当するといえます。
本件のように、ライセンシーによる原価を著しく下回る価
格でのライセンス商品販売が「正当な理由」ありとされるこ
とがあり、それゆえライセンス契約解除が制限され得るとい
うことに鑑みれば、ライセンスビジネスにおいては、適切な
ライセンシーの選定およびライセンシーとの緊密なコミュニ
ケーション等による紛争の未然防止が重要であるといえるで
しょう。

【掲載誌】裁判所ウェブサイト
【本判決の評釈】なし

参考条文
【不当廉売】
独禁法19条
事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。

独禁法２条９項
この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいず
れかに該当する行為をいう。（１号・２号・４号以下略）
３　正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する
費用を著しく下回る対価で継続して供給することであって、他
の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの

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その
他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。
日弁連独禁改正問題ワーキンググループ委員、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。


