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【要旨】　本稿では，民事・行政・刑事にわたり，過去 10 年余のエンフォースメント強化の主要施策および知的

財産紛争の動向を概観した．知的財産高等裁判所の創設には象徴的な色彩が強いが，大合議制度をめぐり課題も

残されている．なお，訴訟件数が増加していない点は知財高裁の評価に直ちに結び付くものではない．水際規制は，

現実的なニーズ以上に法制度整備が先行した．刑事罰については，法改正プロセスおよび運用面の両面において，

様々な問題を提起している．
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【Abstract】 This article describes measures enhancing enforcement in civil, administrative and criminal aspects, and 

analyzes how they affect IP disputes. Creation of IP High court may be symbolic, but there are some issues on grand 

panel decisions. The number of lawsuits has not increased, which may not be used for evaluating IP High Court.　
Border measures have been enhanced more than they are required. Criminal sanction poses various issues on both 

policy-making-process and its practical application.
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1.　はじめに　

　2003年 3月の知的財産基本法から 10年以上が経
過した．この間，「知的財産立国」の実現を目指し，
多数の知的財産関連施策が講じられてきたが，その
ような多数の施策の中には，知的財産紛争に影響を
与えるエンフォースメント面の施策が数多く含まれ
ている．
　本稿1では，そのようなエンフォースメント関連
施策のうち，知的財産訴訟（民事・行政），水際規
制（行政），刑事罰を取り上げて，講じられた主要
施策およびそれを受けた知的財産紛争の動向を概観
するとともに，そこにどのような課題があると考え

られるのか，について，若干の分析を試みる．

2.　知的財産訴訟

2.1.　知的財産高等裁判所の設立2

2.1.1.　2つの意味の象徴的な成果と民事訴訟法改正

　この 10年間における知的財産訴訟制度における
最も大きな変化は，2005年 4月の知的財産高等裁
判所の創設であったといってよいだろう．
　知的財産高等裁判所は，2つの意味において知的
財産戦略の象徴的な成果であったと考えられる．1

つは，それが裁判所創設という司法行政面での大き
な変革であり，知的財産戦略の象徴的な成果として
耳目を集めたという側面である．同時に，知的財産
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高等裁判所は，それ以前に実質的な特許裁判所の機
能が既に実現されていた状況下において，「知的財
産立国」の文字通り象徴（シンボル）として設立さ
れたという意味においても象徴的であるといえる．
　後者の点を敷衍すると，知的財産戦略に先行する
司法制度改革においては，既に知的財産権関係事件
への総合的な対応強化の方針が打ち出されていた．
具体的にいえば，「東京・大阪両地方裁判所の専門
部を実質的に『特許裁判所』として機能させるため，
専門性が強化された裁判官や技術専門家である裁判
所調査官の集中的投入，専門委員制度の導入，特許
権および実用新案権等に関する訴訟事件について東
京・大阪両地方裁判所への専属管轄化などにより，
裁判所の専門的処理体制を一層強化すべきである」
こと，および「東京・大阪両高等裁判所の専門的処
理体制の強化の方策についても検討を加え，必要な
措置を講じるべきである」3ことである．そしてこれ
を受けて，民事訴訟法が改正され，管轄の集中化，
5人合議の導入などが図られた（2003年 7月公布，
2004年 4月施行）．
　その結果，管轄については，特許権等に関する訴
え（民事訴訟法 6条 1項）の第一審が東京地裁と大
阪地裁に，また，控訴審が東京高裁に専属管轄化さ
れる一方（同条 1項・3項），それ以外の意匠権等
に関する訴え（同法 6条の 2）については，第一審
の管轄が，通常の管轄裁判所と，東京地裁または大
阪地裁の競合管轄とされた（同条）．
　また，5人合議は，特許権等の訴えについての第
一審および控訴審（同法 269条の 2，310条の 2），
そして特許権・実用新案権に関する審決取消訴訟（特
許法 182の 2［実用新案法 47条 2項で準用］）にお
いても導入された．
　さらに，知的財産訴訟に限ったものではないが，
民事訴訟一般において専門家が裁判官の知見を補う
仕組みとして，専門委員制度が導入された（民事訴
訟法 92条の 2以下）．専門委員は，争点整理，証拠
調べ，和解等の手続に関与し，専門的な知見に基づ
いて説明をすることができる．
　以上のとおり，知的財産高等裁判所の設立が検討
の俎上に載せられた 2003年 7月時点においては，
民事訴訟法の改正により，既に管轄の集中，5人合

議，専門委員の導入は決定済みであり，これに加え
て従来から存在する裁判所調査官制度の活用によ
り，「特許裁判所」の機能は実現されつつあった．
そのため，03年 7月の知的財産推進計画4は，「今
回の民事訴訟法改正により，特許権等の知的財産訴
訟の管轄が東京高裁に集中されることは高く評価で
きる」ことを前提にした上で，「日本経済の国際的
な優位性を引き続き保つ上で決定的に重要な知的財
産の保護を強化し，内外に対し知的財産重視という
国家政策を明確にする観点から，知的財産高等裁判
所の創設につき，必要な法案を 2004年の通常国会
に提出することを目指し，その在り方を含めて必要
な検討を行う」と述べていた．つまり，知的財産高
等裁判所設立をめぐる議論の焦点は，実質的な「特
許裁判所」に止まらない「知的財産高等裁判所」を
創設するか否かにあったわけであり，その意味にお
いてその創設は象徴的な色彩が強かったということ
ができる．
2.1.2.　知的財産高等裁判所設立の趣旨

　以上のとおり，知的財産高等裁判所設立の当初の
ねらいは，知的財産重視という国家政策を明確にす
ること，換言すれば，アナウンスメント効果にあっ
たといえる．とはいえ，具体的な制度設計をめぐっ
ては，①独立した裁判所として創設すべきか否か，
②技術判事を導入すべきか否か，という 2点が大き
な議論となった．
　まず，①の独立裁判所の是非については，当初，
アナウンスメント効果を強調する立場から，知的財
産高等裁判所を独立裁判所として創設すべきことが
主張された5．産業界もおおむねその点を支持して
いたと考えられ，例えば，司法制度改革推進本部の
知的財産訴訟検討会に参加した産業界委員は，専属
管轄化を高く評価しつつも，知的財産立国の象徴と
して，東京高等裁判所の知的財産専門部を独立させ
て，知的財産高等裁判所を創設すべきであって，そ
れにより判決の予見可能性の確保など知的財産訴訟
のより一層の充実・強化が期待され，知的財産立国
に向けたわが国の姿勢を内外に示すことができると
の意見を表明している6．
　しかしながら，司法制度改革推進本部を中心とし
た議論においては，独立裁判所とする場合の問題点
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として，例えば，職務発明の対価請求事件と退職金
請求事件といった関連事件の審理が知的財産訴訟か
否かで分離されてしまうこと，管轄をめぐる周辺的
な紛争が増加する可能性があること，通常裁判所の
充実を図ってきた日本の司法制度の中で異質であ
り，違和感があること等が指摘された7．さらに，
米国の議論に影響を受けて，視野の狭さ等の専門裁
判所の問題点も懸念された8．米国では，専門裁判
所を創設すると裁判官の視野が狭くなること（tun-

nel vision）等の問題点を指摘した 1975年のいわゆ
る Hruska報告9がよく知られており，同報告は，
その後の 82年の連邦巡回区控訴裁判所（CAFC :  

Court of Appeals for the Federal Circuit）の設立をめ
ぐる議論にも影響を与えたと考えられる．例えば，
Court of Claims （請求裁判所）と Court of Customs 

and Patent Appeals（関税・特許控訴裁判所）を統合
し，特許事件についての専属管轄を加える形で創設
された CAFCは，幅広い管轄を有しているのであ
るから，限定された特定の事件のみを扱う専門裁判
所とは一線を画しているといった CAFC判事自身
の見解10も，Hruska 報告における専門裁判所への
批判を意識したものといえるだろう．
　そのような独立不要論をも踏まえ，司法制度改革
本部は，2004年 1月，東京高等裁判所に知的財産
高等裁判所を設けるとした知的財産高等裁判所の設
置案をとりまとめた11．東京高裁内に知財高裁を設
けることにより専門裁判所に対する前述の批判を回
避したわけであり，設置法上，知財高裁は，東京高
裁の特別の支部と位置づけられた（知的財産高等裁
判所設置法 2条）．
　一方，知的財産戦略本部は，知的財産重視の国家
政策を内外に対し明確にするアナウンスメント効果
や，判断の早期統一，技術専門性への対応等の観点
からなるべく司法行政面での独立した権限が法律上
確保された知的財産高等裁判所の創設を提言してい
たこともあり12，知財高裁は支部とはいっても，「特
別」の支部，すなわち，通常の支部よりも独立性が
高い支部13とされた．その点を具体的に示している
のが，知的財産高等裁判所長の任命（同法 3条），
知的財産高等裁判所独自の裁判官会議の議による司
法行政事務（同法 4条）および知的財産高等裁判所

事務局の設置（同法 5条）といった規定である．
　次に，②技術判事をめぐっては，知的財産訴訟に
おける技術専門性への対応等の観点からその導入が
検討されたが，批判が強く，最終的にその導入は見
送られた14．
　技術判事の問題点として指摘されたのは，技術専
門性が高いとはいえ，裁判の最終判断者は法曹資格
を有する裁判官であるべきであり，技術判事は一層
視野の狭い裁判官を出現させる，技術判事を導入し
ても自らの専門とは異なる技術分野には対応困難で
あって，むしろ技術専門性への対応は，専門委員や裁 

判所調査官を活用すればよい等の諸点であった15．
また，2004年から法科大学院制度が開始され，こ
の制度を通じて，将来的に，技術的バックグラウン
ドを有する法曹が養成され，裁判官に採用されるこ
とが期待されていたこと16も，技術判事導入の必要
性を低下させたといえるだろう．
　以上のような議論を経て設置された知財高裁の趣
旨目的は，設置法によれば，「我が国の経済社会に
おける知的財産の活用の進展に伴い，知的財産の保
護に関し司法の果たすべき役割がより重要となるこ
とにかんがみ，知的財産に関する事件についての裁
判の一層の充実及び迅速化を図る」ことである（知
的財産高等裁判所設置法 1条）．この文言は，知的
財産基本法 15条の文言の一部とほぼ同一である．
確かに，同条は，国が司法に関して講じるべき基本
的施策を定めているから，その文言を知財高裁の設
置法の趣旨に掲げることは誤りではない．もっとも，
それまでの議論の経緯からすれば，知財高裁を設置
する主たる目的は，知的財産重視のアナウンスメン
ト効果にあったように思われるが，さすがに，アナ
ウンスメント効果は立法事実としては不十分である
と判断されて，無難な知的財産基本法の文言が用い
られたのかもしれない．立案担当者の説明によれば，
条文上明記されていない知的財産重視のアナウンス
メント効果は，副次的な効果と位置づけられてい 

る17．
2.1.3.　知的財産高等裁判所の評価

2.1.3.1.　アナウンスメント効果
　以上のとおり，設置法上は明示されていないにせ
よ，実質的な特許裁判所機能が実現されつつある中
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で知的財産高等裁判所を設立する意義は，アナウン
スメント効果にあったといってよく18，そしてその
点に関する限り，一定の効果はあったというのが一
般的な見方であろう19．例えば，知財高裁は独自の
ホームページ20を 6カ国語（日英独仏中韓，なお，
最高裁ホームページは日英のみ）で開設しており，
判決の公表のほか，各判事による論文発表，学会発
表等の情報発信や，国際的な意見交換なども活発に
なされているようである21．そのような取り組みを
通じて，知財高裁のプレゼンスが 10年余りの間に
向上したことは確かであろう．
2.1.3.2.　迅速化と訴訟件数
　一方，設置法で明記された設立の趣旨は，裁判の
一層の充実と迅速化である（知的財産高等裁判所設
置法 1条）．このうち，迅速化は進んでいる．知財
高裁における民事事件の平均審理期間は，知財高裁
設立前の 2003年の 10.4カ月から 2013年の 6.7カ
月へと，また，審決取消訴訟の場合は，2003年の
12.4カ月から 2013年の 7.6カ月へと短縮した22．
　これに対して，裁判の一層の充実は，その判断基
準が漠然としている．
　例えば，知的財産訴訟件数を見ると，知的財産高
等裁判所設立前と比べてこの 10年間の件数は横ば
い，あるいは若干の減少傾向にある（図 1参照）．

また，米国や中国と比較しても，我が国の知的財産
訴訟件数は極めて少ない（図 2参照）．知的財産高
等裁判所が裁判の一層の充実に取り組んでいれば，
そのアナウンスメント効果により我が国全体の知財
訴訟制度がユーザーに魅力的なものと受け止められ
て訴訟件数は増えるはずであると考えるのであれ
ば，現状はその反対を示しているようにも見える．
　しかしながら，そもそも訴訟件数は多ければよい
といった性格のものではないことに留意すべきであ
ろう．例えば，訴訟件数が多い米国では，製薬・化
学産業以外の産業において，上場企業の場合，特許
による利益を訴訟による費用が上回り，全体として
特許がマイナスの効果をもたらしていることを指摘
した研究23が大きな注目を集めたことは記憶に新し
い．早晩，同様の問題が中国でも生じる可能性は否
定できないであろう．
　他方，我が国の知財訴訟の利用を阻む障害が存在
するということであれば，それもまた，問題であろ
う．
　そのような阻害要因の 1つとしては，勝訴率の低
さが挙げられることがある．確かに，我が国地方裁
判所での特許侵害訴訟における特許権者の勝訴率
は，2000年代以降，20%前後で推移しており，こ
れは，アメリカの 36%（1995～2008年）やドイツ・
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図1　知的財産訴訟件数の推移
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デュッセルドルフ地裁の 63%（2006～09年）と比
べて低い24．もっとも，判決ベースの勝訴率が低い
としても，東京地裁知財部の約半数の事件が和解で
終了しており，かつ，同地裁 29部では和解で終了
する事件の半数以上が，本来，原告が勝訴判決を受
けられた事件であるから，その点を加味した実質的
な勝訴率は 5割前後（2006～09年）であることが
報告されている25．そのような傾向が一般化できる
のであれば，我が国の勝訴率の低さをことさら問題
視する必要はないこととなろう．もっとも，和解を
含めた実質的な勝訴率はそれほど周知されていない
のかもしれない．そのためにも，東京地裁 29部に
限らない全体的な和解も含めた傾向の分析・公表が
期待される．
　また，侵害訴訟において，キルビー抗弁および
2004年改正により新設された無効の抗弁（特許法
104条の 3）が主張されると高い割合で特許無効と
判断されることが，侵害訴訟の提起を躊躇させてい
るのではないか，といった点が問題になることもあ
る．実際，侵害訴訟において無効の抗弁が主張され，
有効性が判断される割合は 60～70%，そのうち無
効理由があると判断される割合は，11年を除き全
体としては 70～80%に達するとの調査結果もある
（2000～12年）26．この点に関しては，元知的財産高

等裁判所長も，個人的見解と断りつつ，侵害裁判所
における無効判断の高さは，厳格な進歩性要件によ
るもので，その点は，均等論の厳格な適用と並んで，
侵害訴訟の提起を躊躇させる一因であることを認め
ている27．もっとも，元所長は，進歩性要件に関す
る知財高判平 21・1・28判時 2043号 117頁（回路
用接続部材事件）および均等論に関する知財高判平
21・6・29判時 2077号 123頁（中空ゴルフクラブヘッ
ド事件）という 09年の 2件の判決を契機に，知財
高裁の裁判例が特許権者にフレンドリーになりつつ
あるとも分析している28．とはいえ，09年を境に，
訴訟件数に有意な変化が見られるわけではなく，進
歩性要件や均等論等の個別論点における裁判所の姿
勢が訴訟件数にどの程度の影響を与えているのかは
必ずしも定かではない．
　その他にも，我が国の知財訴訟の利用が進まない
要因として，弁護士費用を含む損害賠償額29や（特
に仮処分の）審理期間30などの問題も指摘されてい
るが，おそらく訴訟件数は，市場規模などの特許制
度に外在的な要因を含む多様な要因の影響を受けて
いるものと推測される．それらの要因のさらなる分
析が引き続き必要であるとしても，そのような複合
的な要因に左右される訴訟件数を知的財産高等裁判
所の評価の直接的な指標とすることは必ずしも適切

図2　日米中の特許・実用新案および意匠関連訴訟（民事一審）の推移

出所 : 知的財産研究所「侵害訴訟等における特許の安定性に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書」
（平成26年2月）47頁図表 IV-1 に基づき著者作成

出所：知的財産研究所「侵害訴訟等における特許の安定性に資する特許制度・運用に関する
調査研究報告書」（平成26年2月）　　47頁図表Ⅳ－１に基づき著者作成
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ではないように思われる．
2.1.3.3.　大合議制度
　5人合議（大合議）は，前述のとおり知財高裁設
置前の民訴法改正により導入されたものであるか
ら，厳密には知財高裁の設置によって可能になった
ものではない．しかしながら，大合議制度は，これ
までのところ知財高裁のみで運用されているた 

め31，これを知財高裁における裁判の一層の充実に
向けた取り組みの 1つと考えることも許されないわ
けではないだろう．
　知財高裁によれば，大合議制度は，知的財産権を
めぐる紛争には，重要な法律上の争点を含み，裁判
所の判断が企業の経済活動および我が国の産業経済
に重大な影響を与える事案も少なくないことから，
一定の信頼性のあるルール形成および高裁レベルで
の事実上の判断統一が要請され，その要請に応える
ために導入されたものである32．
　2015年 1月時点において，大合議判決は 8件あり，
そのうち，上告されて最高裁の判断が示されたもの
は 1件である．その 1件のインクタンク事件も，最
高裁判決（最判平 19・11・8民集 61巻 8号 2989頁）
は，その理由付けが異なるものの，知財高裁大合議
判決（知財高判平 18・1・31判時 1922号 30頁）の
結論を是認して上告を棄却している．そうすると，
インクタンク事件の理由付けの点を除き，判決の結
論という点に着目すれば，これまでのところ，早期
に事実上の判断統一を図るという目的は達せられて
いるともいえる．
　ただし，大合議事件の選択をめぐっては，①選択
された大合議事件が大合議に相応しいものであった
か（議論の成熟度から見て時期尚早ではなかった
か），②大合議事件が少なすぎるのではないか（大
合議審理の必要性がある事件が選択されていないの
ではないか），といった点が議論を呼んでいる．
　①の点については，既に知財高裁設立当初から，
さまざまな判断の比較検討の中から優れた判断が現
れてくる場合もあるので，早期の判断統一は判断の
硬直化を招くおそれがあるとの懸念が表明されてい 

た33．そして実際にも，初期の大合議事件を中心に，
それまで判断が分かれていた問題について判断を統
一したわけではない34，さまざまな論理構成が提案

されている中で，大合議に付すよりも，判例や学説
がなお検討すべき段階だったのではないか35，つい
最近までの大合議事件は，先例となるべき知財高裁
の裁判例がなく，時期尚早であって，試行錯誤がな
いままに事実上の拘束力のある判断が生まれること
は，知財高裁自身による多元性確保の意義を減殺さ
せる36，といった指摘がなされている．
　このような時期尚早論に対しては，経済政策立法
である知財法分野では早期にルールを明確化させる
ことが将来の企業行動との関係でも望ましいとの見
方37もあり，また，議論の成熟度との関係でも，仮
に議論が成熟するまで大合議審理を待った方がよい
となれば，知財高裁大合議と最高裁との関係が問題
となるとの指摘がある38．確かに，知財高裁設立の
経緯を踏まえるならば，ビジネスとの距離が近いた
めに予見可能性の向上に対する期待が高い知財法分
野では，議論が未成熟でも，あるいは傍論的な規範
の定立であっても39，積極的に早期のルール化を
図っていくことに，最高裁とは異なる知財高裁大合
議制度独自の役割を見い出そうとすることは 1つの
考え方ではあろう．とはいえ，時期尚早論の立場か
らも予見可能性や最高裁との役割分担に関する反論
は可能である40．どのようなタイミングで大合議事
件として取り上げるべきかは，大合議制度の意義や
趣旨の理解に関わる問題であり，設立後 10年余を
経て，改めてそのことが大合議事件の選択という局
面で問われているといえよう．
　次に②の大合議事件数の少なさをめぐっては，大
合議制度のより積極的な活用が望まれるとの見方も
あるものの41，この点は，制度的な制約が関係して
いる可能性がある．
　1つの要因は，米国とは異なり，知財高裁には少
数意見制度がない点である．現行法上，少数意見制
が認められているのは最高裁のみである（裁判所法
11条，75条）．そのために知財高裁内で意見が分か
れる場合に大合議により審理することは困難であ
り，そのことが大合議制活用のハードルを高くして
いるというわけである42．実際にも，進歩性の判断
基準や一部請求項の訂正の可否といった問題につい
ては，知財高裁内の各部の判断が分かれていたにも
かかわらず，大合議が開かれなかったことが指摘さ
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れている43．そこで大合議を積極的に活用するため，
あるいは利用者の視点や法理論の発展の視点から
も，少数意見制度の導入が主張されている44．
　また，制度面の制約としては，大合議事件の対象
が特許権等に関する訴え（民事訴訟法 310条の 2，
6条 1項参照）に限定され，プログラムを除く著作
権事件が含まれないという点も挙げられる．一例と
して，テレビ番組の録画転送サービス業者の責任が
問われたロクラク II事件を挙げると，一審判決（東
京地判平 20・5・28判時 2029号 125頁）が従来の
アプローチに沿っていわゆるカラオケ法理に基づい
て規範的に業者を侵害主体と認定したのに対して，
知財高裁（知財高判平 21・1・27平 20（ネ）10055・ 

10069号）は，これを斥けて，業者はユーザーの適
法な複製を容易ならしめる環境等を提供しているに
過ぎないとして侵害を否定した．この知財高裁判決
は，その是非はともかく，それまでの裁判例からす
れば異質であったが45，この事件は大合議審理に付
されることなく，最高裁（最判平 23・1・20民集
65巻 1号 399頁）によって当該判決は破棄された．
現行法の下では，大合議事件の対象は知財高裁が専
属管轄を有する事件に限られており（民事訴訟法
310条の 2，6条 1項参照），知財高裁の専属管轄で
はない著作権事件（プログラムを除く．民事訴訟法
6条の 2参照）については，知財高裁のみでは事実
上の判断統一ができないため，大合議事件の対象と
しないことには一理ある．とはいえ，実際には著作
権に関する控訴事件のほとんどが知財高裁において
審理されており46，また，判断統一といっても「事
実上」のものに過ぎないことも踏まえるならば，プ
ログラム以外の著作権に関する控訴事件も大合議事
件の対象とすることが検討されてもよいように思わ
れる．
　この他，大合議事件の対象に関しては，意匠権お
よび商標権に関する審決取消訴訟にも拡大すべきで
あるとの見解もある47．
　以上のとおり，知財高裁の設立は，そのアナウン
スメント効果に着目するならば一定の効果を挙げつ
つあるといえよう．一方，訴訟件数自体は知財高裁
の評価に直接結び付けるべきではないが，個別の判
決の当否は別にしても，大合議制度の制度面および

運用面については前述のような残された課題もあ
り，さらに議論を深めていく必要があろう．

3.　水際規制

　2003年以降，水際対策は累次の法改正により大
幅に強化されてきた．
　時系列的に法改正の内容を挙げれば，2003年 4月，
特許権，実用新案権及び意匠権を侵害する物品の輸
入差止申立制度（関税法 69条の 13）および特許庁
への意見照会制度（同法 69条の 17）が導入され，
育成者権侵害物品が輸入禁制品に追加された（同法
69条の 11第 1項 9号）．そして 04年 4月には権利
者及び輸入者双方に対して相手方の名称等を通報す
る制度（同法 69条の 12第 2項・3項）が導入された．
05年 4月からは外観等では判断が困難な貨物の見
本検査制度（同法 69条の 16）とともに，農林水産
省への意見照会制度が導入された（同法 69条の
18）．06年 3月には不正競争防止法 2条 1項 1～3

号の行為により輸入される貨物が輸入禁制品として
輸入差止申立の対象に追加されるとともに，経済産
業省への意見照会制度（関税法 69条の 11第 10号・
69条の 13・69条の 18）が導入され，同年 4月には
疑義貨物の輸入差止申立及び侵害認定手続における
専門委員への意見照会制度（同法 69条の 14・69条
の 19）も設けられた．さらに 06年 6月から 07年
4月にかけて知的財産権を侵害して輸出される貨物
が（同法 69条の 2～69条の 10），そして 11年には，
不正競争防止法 2条 1項 10号及び 11号の技術的制
限手段・プログラムが（同法 69条の 2第 1項 4号，
69条の 11第 1項 10号），水際取締の対象に追加さ
れた．
　このような水際対策の強化を受けて，税関での輸
入差止件数は増加基調で推移している（図 3参照）48． 
もっとも，差し止められる貨物のほとんどは商標権
侵害品であり，その点は，10年間を通じて変わり
はない（図 4参照）．
　このように実際の輸入差止めが商標権侵害品に集
中しているにもかかわらず，前述した 2003年以降
の一連の法改正は，商標権侵害品以外の知的財産権
侵害品の輸入を差し止めることを意図したもので
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あったと考えられる．むろん，これは，将来の潜在
的なリスクを見据えて，後顧の憂いがないようにあ
らかじめ制度を整備したものといえなくもないが，
見方を変えれば，現状はオーバースペックであると
考えることもできる．いずれの見方をするにせよ，
水際取締りが現実的なニーズ以上にエンフォースメ
ント強化が先行した分野であることは否めないであ
ろう．
　2007年から導入された輸出差止制度も同様にほ
とんど利用されていない49．もっとも，この点は驚
くに値しない．輸出を「実施」等の定義に加えた（特
許法 2条 3項等参照）06年の法改正の立案過程に
おいても，特許権侵害品の輸出による実害は生じて
いないとの指摘がなされていたからである50．むし
ろ，同時期に我が国が「模倣品・海賊版拡散防止条
約」構想を提唱していたことに照らすならば，この
構想の実現に向けて主導的な役割を果たすために，
侵害品の輸出を「実施」等の定義に加えるとともに，
水際で差し止められるようにする制度を先んじて整
備したと考えるのが自然であろう51．

4.　刑事罰の強化

　知的財産権侵害に対する刑事罰も，2006年以降，
以下のとおり，強化拡充されている52．

4.1.　量刑引上げ

　2006年の法改正により，特許権，意匠権，商標権，
著作権および営業秘密の侵害罪の懲役刑が 10年（実
用新案権侵害罪は 5年）に引き上げられた．しかし，
立案過程における産業構造審議会の報告書では，懲
役刑の上限が 10年である窃盗罪（刑法 235条）と
特許権侵害罪を比較し，特許権侵害は窃盗のように
直接的に他人の占有を奪取するものではないこと等
を挙げて，量刑引上げについては慎重に検討するこ
とが適当とされていたから53，この方針とは正反対
の立法がなされたこととなる．
　改正理由として，特許庁は，権利取得までの多大
な投資，権利の公開による第三者の模倣容易性，侵
害による被害額の高額化を踏まえ，「侵害行為に対

図3　税関における輸入差止件数

出所 : 財務省関税局「知的財産侵害物品の取締り」の各年のデータに基づき作成
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する抑止効果や他の財産犯にかかる法定刑との均衡
などを総合的に勘案し」54たと説明するが，方針転
換についての説明は見当たらない．確かに，審議会
での検討結果は政府が国会に提出する法案の内容や
その後の国会審議を拘束するものではない．とはい
え，従来，政府は審議会を通じて関係者や有識者の
意見の集約を図り，取りまとめられた審議会報告に
沿って法案を作成し，国会に提出するのが通例で
あったことからすれば，この改正プロセスは異例で
ある．のみならず，「他の財産犯にかかる法定刑と
の均衡」から量刑を引き上げるとの説明は，前述の
産構審の方向性とは正反対であり，不可解でもある．
せめて方針転換の理由については詳細に説明すべき
であったように思われる．もっとも，このように強
引にも見える法改正プロセスは，量刑引上げが実体
的な保護水準とは無関係のエンフォースメントの強
化に過ぎないとの考えを反映しているのかもしれな
い（後述 4.3.参照）．

4.2.　違法ダウンロード刑事罰化

　刑事罰の範囲を拡充する改正として，注目を集め
たのが 2012年改正による著作物の違法ダウンロー
ド刑事罰化である．
　従来，著作物の違法なアップロードについては，
公衆送信権（著作権法 23条）の侵害に該当し，刑
事罰も科せられる（119条）一方で，違法にアップ
ロードされた著作物をダウンロードする複製行為
は，私的使用目的である限り許容されていた．とこ
ろが，まず，2009年の法改正により，違法にアッ
プロードされた著作物であることを「知りながら」
ダウンロードして録音録画する行為は，私的使用目
的であっても複製権を侵害することとされた（30

条 1項 3号）．この改正理由は，違法配信からの私
的録音録画が通常の著作物の流通市場に匹敵する又
は上回る規模に達していると考えられる一方55，送
信可能化権等によるアップロード行為への対処だけ
では限界があるためと説明されている．しかし反対
も強く，検討途中での意見募集に対しては数千件も
のパブリックコメントが寄せられたが56，最終的に
文化審議会は，「違法配信からの録音録画について，
利用者保護に配慮した上で著作権法改正を行なうこ

とに賛成する意見が大勢であったことから，文化庁
は所要の措置を講じる必要がある」57と総括してい
る．一般にパブリックコメント件数は比較的簡単に
増加させることが可能であるから，数千件という件
数を割り引く必要はあるかもしれないが，それにし
ても改正賛成意見が「大勢であった」といえるのか，
疑問の余地なしとしない．
　そしてさらに，2012年の改正では，違法にアッ
プロードされた有償著作物であることを「知りなが
ら」ダウンロードして録音録画する場合の刑事罰（2

年以下の懲役若しくは 200万円以下の罰金，又は両
方の刑を併科）が導入された（119条 3項）．刑事
罰の対象となる著作物は，有償で公衆に提供・提示
されている著作物，典型的には，CDや DVDで販
売されていたり，有料でインターネット配信されて
いたりする著作物であって，ダウンロードが民事上
違法とされる著作物よりも限定されている．とはい
え，民事責任のみならず刑事責任まで問う 12年の
改正は，ネット・ユーザーなどの反発を招き，政府
機関などがサイバー攻撃を受けた58．
　サイバー攻撃が正当化される余地はないにせよ，
違法ダウンロード刑事罰化に対しては， 2009年改正
からそれほどの時間が経過しておらず立法事実に大
きな変化があると思われない59，刑事罰化は一般市
民（特に青少年）の日常生活（私的領域）に関わっ
てくるので慎重に考えるべき60，警察の捜査権濫用
の懸念がある61，コンテンツ産業の問題はそのビジ
ネスモデルにあり，違法ダウンロード刑事罰化がコ
ンテンツ産業の発展をもたらすのか疑問がある62，
などのさまざまな問題点が指摘されている．
　また，その立法過程も，前述の量刑引上げとは異
なる意味において異例である．違法ダウンロード刑
事罰化は，政府が国会に提出した当初の法案には含
まれておらず，国会審議の過程における修正法案の
提出により立法化されたからである．むろん立法府
である国会が法案を修正できることは当然である．
しかし，内容から見て国民的な議論を必要とするに
もかかわらず，国会審議において実質的な議論が十
分に行なわれないまま，修正法案が可決成立したこ
とは拙速であったとの批判が強い63．
　もっとも，2012年 3月に政府が法案を国会提出



22

〈日本知財学会誌〉　Vol.11 No.3― 2015

する以前の 11年 12月に当時野党であった自由民主
民党と公明党は，違法ダウンロードの刑事罰化につ
いて，先に成立していた「映画の盗撮の防止に関す
る法律」（以下，「映画盗撮防止法」という．）を参
考に，特別立法する方向で党議決定しており，これ
をベースに政府提出法案の修正案が共同提出された
とのことである64．自民党と公明党からすれば，党
としての議論は経ていることはもちろん，手続面で
も内容面でも類似する先例として，映画盗撮防止法
が存在する，ということかもしれない．
　2007年に成立した映画盗撮防止法は，映画館で
の盗撮により作成された海賊版により日本の映画産
業の損失が 200億円以上（2005年当時）に上ると
懸念されたことから，民間企業の要望を受けて，議
員立法により制定されたものである65．同法のポイ
ントは，映画の盗撮（正確な定義につき映画盗撮防
止法 2条 3項）については著作権法 30条 1項を適
用せず（映画盗撮防止法 4条 1項），著作権侵害と
して刑事罰の対象とする（同項により読み替えられ
る著作権法 119条 1項）点にある（ただし，最初の
有料上映後 8月を経過しない場合に限定される〔映
画盗撮防止法 4条 2項〕）．このように，2007年の
映画盗撮防止法は，議員立法（修正）により著作権
法 30条の適用範囲を制限し，刑事罰の対象範囲を
拡大するという点において，12年の違法ダウンロー
ド刑事罰化と類似しており，前者に後者の萌芽を見
ることができる．

4.3.　改正プロセスをめぐる課題

　以上の 2つの事例は，改正プロセスをめぐるいく
つかの課題を浮き彫りにしているように思われる．
　1つは，議員立法（修正）は政府提出法案に比べ
て議論が見えにくい点である．これは，法案の国会
審議のことを指すのではない．政府提出法案であれ，
議員立法（修正）であれ，国会が公開で法案を審議
する点は同様である66．相違は，政府提出法案であ
れば，通例，法律制定の必要性，背景等について説
明する審議会報告書や改正後の条文についての解説
の類が存在するのに対して（ただし，量刑引上げの
ような例外もある），議員立法（修正）の場合はそ
れらの情報が必ずしも十分に開示されない，という

点にある．
　次に，権利者側のロビイングの影響力の大きさで
ある．映画盗撮防止法は一民間企業による自民党へ
のロビイングに端を発しているし67，違法ダウン
ロード刑事罰化についても音楽業界によるロビイン
グを受けていたとされる68．政府がそのようなロビ
イングの影響力を過小評価したか否かはともか 

く69，2つの事例は，政策形成過程には，組織化さ
れた少数の者の利益の方が，広く拡散し，組織化さ
れていない多数の者の利益よりも反映されやすいと
いういわゆる少数派バイアス70の問題を想起させ
る．
　第 3に，刑事罰強化に対する政治的関心の高さで
ある．前述した量刑引上げは議員立法（修正）では
ないが，審議会報告と異なる法案を可決したという
点において国会はそうした方針転換を是認したとい
えるから，少なくとも刑事罰に抑制的な立場でない
ことは明確である．この点に関する 1つの説明とし
て考えられるのは，刑事罰の「わかりやすさ」であ
る．知的財産法は専門性の高い政策分野であるから，
その改正に当たっても高い専門性が要求され，議員
立法（修正）のハードルは一般に高いと考えられる．
しかしながら，刑事罰は，民事的に侵害とされる行
為について（場合によってはさらに範囲を限定して）
エンフォースメントを強化するものであるから，よ
り専門性が高く，また，利害調整も複雑な侵害の範
囲の決定という問題を含まない．刑事罰は「立法技
術としては非常に単純である」ため，「政治家の法
案修正コストが大幅に低下した」と指摘される所以
である71．もっとも，刑事罰の「わかりやすさ」は，
単なる法案修正コストの問題だけではないように思
われる．国会議員にとってみれば，民事的に違法と
される行為は既にその点について国民の支持がある
のだから，そのような行為を（さらに限定して）刑
事罰の対象としても大きな反対を受けることはない
だろうと考えたとしても無理からぬところがある．
そのように国民から大きな反対を受けないだろうと
予測できる点も，刑事罰の「わかりやすさ」ではな
いかと思われる．その意味で，違法ダウンロード刑
事罰化に対する反発は想定外であったのかもしれな
い．
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4.4　刑事罰の現状

　先行研究72によれば，2006から 10年の 5年間に
おける知的財産関連法の違反人員数は，多い順に，
商標法，著作権法，不正競争防止法（知的財産関係
とはいい難い事案が多く含まれる可能性がある）と
なっており，特許法および実用新案法については，
違反人員は存在するが，起訴に至った事例はない．
他方，同じ期間中の起訴比率は，商標法違反が
74.6%，著作権法違反が 74.1%であり，他の刑法犯
と比べても（40～60%以下），起訴率は相対的に高い．
なお，起訴された人員のうち公判請求の割合は，著
作権法違反の場合が平均 48.1%，商標法違反が平均
44.4%である．また，不起訴の理由について，著作
権法違反の場合は起訴猶予 60.8%，嫌疑不十分
12.5%であるのに対して，商標法違反の場合はそれ
ぞれ 82.2%と 16.9%である．両者の起訴率がほぼ
同じであるのに対し，商標法違反の起訴猶予率が高
いのは，商標法権侵害が非親告罪であるのに対して，
親告罪である著作権法違反の場合は告訴等の取消等
も 19.2%と相当な比率で存在しているためと分析
されている．
　また，より注目されるのは，著作権関連事件にお
ける刑事訴訟と民事訴訟の比較である．先行研究73

によれば，2006～08年の著作権関係民事訴訟の新
受件数は，同一年度の著作権法違反人員数の起訴数
の合計よりも低い（ただし，民事訴訟では被告が多
数になる可能性や仮処分事件もあること等に留意す
べきことも指摘されている）．
　以上に述べた全般的傾向は，より長期間を対象と
した別の先行研究 74でも確認されているが，さら
にこの先行研究では，著作権違反の刑事事件につい
て，次のような点が明らかにされている．まず，公
判請求率が 2003年頃を契機に増加し，これに伴い，
執行猶予付きではあるが，懲役刑も増加しており，
その要因として，02年 7月の知的財産戦略大綱を
嚆矢とする一連の動きが検察の方針に影響を与えた
可能性が示唆されている．また，民事訴訟との比較
では，公判請求されたものに限っても起訴人員数は，
概ね地裁の民事訴訟新受件数を上回る．そして，水
際規制との比較では，商標権侵害については，税関
の輸入差止点数が警察の押収点数を上回り，かつ，

その警察の押収点数の大半が輸入品であるのに対し
て，著作権侵害の場合は，おおむね警察の押収点数
が税関の輸入差止点数を上回り，かつ，警察の押収
点数の大半が国内製造品である．
　以上の先行研究が示していることは，少なくとも
著作権侵害に関する限り，刑事的なエンフォースメ
ントは，民事訴訟や水際規制と比べても，決して例
外とはいえなくなりつつあり，また，我が国が「知
財立国」のスローガンを掲げてその実現を目指す動
きと呼応するように，運用面でも（執行猶予付きと
はいえ）懲役刑という厳罰化が進みつつあるという
ことである．
　このような現状について，先に紹介した先行研究
は，著作権侵害の処罰範囲の限定がもっぱら告訴権
者・捜査機関の良識と起訴便宜主義に依存しており，
過度の萎縮効果が生じるおそれがあることや，民事
訴訟では権利者が負担するエンフォースメントのコ
ストを国民全体が負担することなどの問題点を指摘
しているが75，それらの点に加えて本稿では，先に
述べた改正プロセスの点をも踏まえつつ，さしあた
り次のような問題を指摘しておきたい．
　一般論としていえば，エンフォースメントの強化
は，あくまでも一定の実体的保護水準を所与のもの
として，権利侵害に対する救済あるいは取締りを手
厚くして権利保護の実効性を確保するものであると
考えられる．刑事罰に即していえば，民事上で侵害
行為の線引きを行なう際に保護と利用のバランスが
考慮されており，刑事罰は，そのようにして決定さ
れた実体的保護水準を前提として侵害とされた行為
（の一部）に対する抑止力を高めるに過ぎないと考
えるのであれば，刑事罰を拡充強化しても保護と利
用のバランスに変更はないともいえる．しかしなが
ら，刑事罰拡充強化をそのように割り切ってよいの
か，については改めて検討する必要があるように思
われる．
　例えば，法文上侵害とされる行為であっても権利
が行使されず，事実上広く行なわれているという場
面もある．そのような場面では法文上とは異なる形
で保護と利用のバランスが図られているともいえる 

が76，その場合に刑事罰を拡充強化し，かつ，運用
上も刑事罰を積極的に活用することは，保護と利用
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のバランスに関する事実上の線引きを変更するもの
であって77，違法ダウンロードの刑事罰化に対する
反発はそのことに対する反発でもあったのではない
だろうか．
　また，刑事罰の拡充強化は，その「わかりやすさ」
のために積極的な政治的関与を生み出すが，そのよ
うな政治的関与の契機に権利者側のロビイングが
あったことも忘れてはならないであろう．これらの
点は，まさに立法過程において少数派バイアスが働
きやすいことを示唆しているように思われる．
　このように刑事罰の拡充強化は，単なるエン
フォースメントの強化と片付けられず，改めてその
意味を吟味する必要があるように思われる．

5.　おわりに

　以上，過去 10年余にわたって我が国が「知的財
産立国」の旗の下で推し進めてきたエンフォースメ
ント関連施策について，民事，行政，刑事のそれぞ
れの局面における主要施策およびそれを受けた知的
財産紛争の動向を概観してきたが，改めてそのポイ
ントをまとめておこう．
　知的財産訴訟制度における最大の変革は，知的財
産高等裁判所の設立である．もっとも，それ以前に
既に実質的な特許裁判所の機能は創出されつつあっ
たから，知的財産高等裁判所の創設には，アナウン
スメント効果といった象徴的な色彩が強い．そして
アナウンスメント効果に着目する限り，知財高裁は
一定の効果を挙げつつあるとはいえるものの，より
実質的な観点からの評価については，とりわけ大合
議制度の制度面および運用面をめぐって，なお検討
を要する課題が残されており，さらなる議論の深化
が求められる．なお，知財高裁設立後も訴訟件数は
特に増加はしていないが，多様な要因が関係してい
ると考えられる訴訟件数を知財高裁の評価と結び付
けるべきではないだろう．
　次に，水際規制は，2003年以降，累次の法改正
により大幅に強化されてきたが，その後の実績を見
る限り，現実的なニーズ以上にエンフォースメント
強化に関する法制度整備が先行したことは否めな
い．

　最後に，刑事罰は，異例の法改正プロセスの下で
拡充強化が図られ，かつ，運用面においても積極的
な活用が図られている．そのことは，法改正プロセ
スの面おいても，また，運用面においても，単なる
エンフォースメント強化として片付けることができ
ないさまざまな問題を提起していると思われる．
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