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第一 知的財産権侵害品の水際手続の改善 

 
 

 
 現行の知的財産侵害品の水際手続については、当事者の手続的地位の保障や

技術的・法律的専門性に改善すべき点があるとして、内外から見直しの要請が

なされている。このことから、政府は更に検討を行い、必要に応じ法制度等制

度を整備することを決定している。 

 我が国が当事者の手続的地位を十分に保障していないとみなされることは、

近隣アジア諸国に対して影響を与え、その結果、我が国企業が不利益を受ける

おそれもある。 

したがって、知的財産侵害品の水際手続について、権利者・輸入者の正当な

利益を損なわないように配慮した上で、当事者の参加、専門家の関与等により

侵害品を効果的に差し止めることのできる制度を整備していくことが必要であ

る。 

そこで、知的財産権侵害品の水際手続の改善に関し、次のとおり論点を整理

した上で、検討の方向性につき広く国内外の意見を聴取することとする。 

 
 
 
論点１ 制度改革の基本的方向をいかにすべきか。 

 
 
（１）問題の所在 

 
今般の関税定率法改正では、新たに、税関長が学識経験者からなる「専

門委員」を任命して、疑義貨物に関する知的財産権侵害の有無や申立ての

対象となった権利の有効性等についても、必要に応じ意見を聴くことがで

きるものとするところ、税関長の判断の専門性を高める措置として、改善

の成果が期待される。 
 

しかし、改正後の関税定率法に基づく専門委員に対する意見の求めは、

権利者及び輸入者の参加は認められるものの、裁判所のような手続保障が

なされているわけではない。 
また、権利者による申立て及びその税関長による受理の時点では輸出入

者は不特定の場合も多く、潜在的な輸出入者にとっては、税関長に申立て

が提出されていた段階で異議を述べることには困難がある。外国に所在す

る製造者や国内に所在する客先のように、直接的に輸出入に関与していな

い事実上の利害関係人も同様である。 
さらに、税関長に対する申立制度は、そもそも貨物の差止め自体ではな

く、税関による貨物の探知を促し、当該貨物が探知された場合には、侵害

の有無を確定させるために疑義貨物として扱い、認定手続を開始すること
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を求めるものであって、申立受理段階では侵害事実の疎明は必要であるも

のの、侵害の有無の認定は認定手続で行われる。したがって、輸出入者に

とっては、自己の輸出入しようとする貨物に係る疑義を晴らして事業活動

の予見を得ることには困難がある。また、権利者にとっても、相手方から

の適時の応答がない限り、貨物が到着して認定手続が開始される前に、未

然に紛争を解決することができない。 
 

このような条件の下で、今般国会に提出された意匠法等改正法案では禁

止行為に「輸出」が含まれることが明確化されている。また、これを受け

て関税定率法改正では申立制度が輸出にまで拡張されることが予定されて

いる（来年 1 月施行）。このため、申立制度が濫用されることがないよう配

慮することが必要との指摘がある。 
したがって、日本国内で事業活動を行う企業の予見可能性を確保するた

め、現行の知的財産権侵害品の水際手続については、より一層の専門性や

手続保障の面から検討の余地がある。 
 
（２）選択肢 

 
 そこで、知的財産権侵害品の水際差止手続に一層の専門性や手続保障を

確保するためには、第１案として、現行の関税定率法に基づく申立制度を

見直す案と、第２案として、現行制度とは別の新制度を創設して役割分担

していく案が考えられる。 
 

【第１案】現行制度改革型 

関税定率法の下で、技術的・法律的に専門的な知見及び当事者の主張・

立証が必要になる知的財産権の侵害判断については、税関ではなく裁判

所等の専門機関で行うこと、又はそのような専門機関の判断を活用して

税関が水際取締りを行うことを検討する。 
なお、侵害判断について、税関ではなく裁判所において行うこととし

た場合には、その効力は債務名義に示された当事者等に限定されるもの

とし、第三者には及ばないものとする。 
 

【第２案】新制度創設型 

現行の関税定率法に基づく申立制度とは別に、利害関係人からの申請

と当事者の主張・立証に基づき、認定手続開始前に侵害の有無を確定さ

せ、紛争を解決することを主たる目的とする新しい仕組みを設けて、こ

れを選択的に利用可能とする。 
新しい仕組みにおいては、技術的・法律的に専門性をもって、権利の

有効性等の侵害判断の前提となる論点や法律上の抗弁についても、対審

構造の下で当事者の主張に基づいて調査・審議の上で判断する。また、

外国に所在する製造者や、輸出入に着手していない事実上の利害関係人

も意見を述べることができるようにする。 
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その上で、専門委員でも判断が困難なほど技術的・専門的な専門性が

必要になる知的財産権の侵害については、程度に応じて、関税定率法に

基づく申立制度から新制度に委ねる運用とする。 
 
（３）評価 

 
 第２案を軸に検討する。 

 
両案を比較すると、第１案については、いかに技術的・法律的に専門的

な知見が必要としても、水際における知的財産権侵害品の取締制度そのも

のを縮小することは、我が国が目指している知的財産立国の方針とは一致

しないものである。 
また、現行法制度においては、侵害の有無を確定させるために認定手続

の開始を求めるという申立制度の基本的骨格を変更することには困難があ

り、かつ、改正後の実施状況を踏まえないでこの仕組みを拙速に改めるこ

とは、行政の継続性の観点からも適切ではない。 
さらに、民事事件における裁判所の判断に当事者でない税関長が拘束さ

れることは、我が国法制度では想定されていない。 
したがって、現行の関税定率法に基づく申立制度の基本的骨格と今回改

正による改善の方向性は、所与のものとすべきである。 
 

なお、我が国を除く諸外国においては、税関に対する登録とそれ以外の

複数の仕組みが並立しており、特に米国及び韓国では、疑義貨物が税関で

探知される前の手続と探知された後の手続との間で、役割分担がなされて

いる。 
よって、当審議会では、現行の関税定率法に基づく申立制度に加えて、

利害関係人からの申請と当事者の主張・立証に基づき、認定手続開始前に

紛争を解決することを主たる目的とする新制度を創設し、これを選択的に

利用可能なものとする第２案を軸に検討を進めるものとする。 
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論点２ 専門性をもって侵害判断するにはどのような仕組みとすべきか。 

 
 
（１）問題の所在 

 
知的財産権侵害品の水際手続に関して、上記論点１の第２案を軸に新制

度を創設することとし、利害関係人からの申請及び当事者の主張・立証に

基づき、紛争の対象となっている貨物が税関に到着する前に、侵害の有無

を確定できる仕組みを整備することとした場合、輸出入差止申請の当否の

前提となる侵害の有無を技術的・法律的に専門性をもって判断させるには、

どのような仕組みが望ましいかが問題となる。 
 
（２）選択肢 

 
輸出入差止申請の当否の前提となる侵害の有無を技術的・法律的に専門

性をもって判断させるには、専門家からなる合議体を利用し、対審構造の

下で調査・審議させることが必要である。この調査・審議には、裁判所を

活用する案（Ｐ案）と、合議体を新たに設置して行政機関に置く案（Ｑ案）

が考えられる。 
 

【Ｐ案】裁判所活用型 

① 何人も、経済産業大臣に対して、仮処分その他の執行可能な債務名

義又は公益的な見地から輸出入の停止措置を講じるべき旨の行政官

庁1からの要請書（以下「債務名義等」2という。）を添付して、知的

財産権を侵害するおそれのある貨物の輸出入の差止めを申請するこ

とができる。 
② 申請人から輸出入差止の申請があった場合には、経済産業大臣は、

外国に所在する企業その他の債務名義等に示された債務者以外の者

であって利害関係を有する者の意見を聴取する3。 
③ 経済産業大臣は、債務名義等が執行可能であり、かつ、債務者以外

の利害関係人からの意見聴取の結果、輸出入を制限する暫定措置を

講じることが相当と認めるときには、債務名義等に示された貨物に

ついて、製造者、輸入者等の貨物を特定できる事項を明示した上で、

                                            
1  不正競争防止法第2条第1項第13号の誤認表示による消費者被害のように、

権利者からの裁判提起に基づく民事的解決になじまない性質のものについては、

国又は地方公共団体からの要請が考えられる。 
2  債務名義等は外国の裁判所又はＩＴＣ等のものでもよいものとする。当事者

が外国に裁判籍がある場合や、外国で保護されている知的財産権を侵害すべき

貨物が考えられるからである。 
3  Ｐ案をとることとした場合、意見聴取に当たっての専門家の関与等の手続の

詳細については、今後検討していく。 
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外為法第 48 条第 3 項又は第 52 条の承認を得るべき貨物として告示

で指定する。外国で保護されている知的財産権を侵害すべき場合に

は、輸出入取引法上の措置も講じる。 
④ 経済産業省における申請受理から告示までの標準処理期間は 3 か月

間4とする。申請時に債務名義等の添付がなく、その提出を猶予した

場合も同様とする。 
⑤ 経済産業大臣は、告示の日から 12 か月5を経過した日以降の輸出入

については、承認するものとする。ただし、申請人から民事上又は

刑事上の裁判所の確定判決6が提出された場合など、輸出入を承認し

ないことに相当の理由があるときは、この限りでない。 
 
【Ｑ案】諮問機関活用型 

① 何人も、経済産業大臣に対して、知的財産権を侵害するおそれのあ

る貨物の輸出入の差止めを申請することができる。 
② 経済産業大臣は、差止申請があった場合、輸出入取引法に基づき設

置された諮問機関に付議する。諮問機関は、特許庁審判官ほか経済

産業省の職員及び弁護士、弁理士等の学識経験者により構成する。 
③ 諮問機関は調査・審議を行い7、権利に明白な無効事由がなく、侵害

の事実が疎明され、かつ、重大な損害を避けるため緊急の必要があ

ると認める場合には、3 か月以内に暫定措置を講じるべき旨答申する。 
④ 経済産業大臣は、暫定措置を講じるべき旨の諮問機関の答申があっ

た場合には、製造者、輸入者等の貨物を特定できる事項を明示した

上で、外為法第 48 条第 3 項又は第 52 条の承認を得るべき貨物とし

て告示で指定する。外国で保護されている知的財産権を侵害すべき

場合には、輸出入取引法上の措置も講じる。 
                                            
4  標準処理期間を設けるのは、利害関係者を不安定な地位に長く置くことが不

適切なためである。なお、3 か月という期間は、米国ＩＴＣによる暫定処分まで

の期間に準拠した。 
5  告示の日から 12 か月経過後の輸出入について承認するのは、暫定措置の趣

旨に基づくものである。ただし、その後確定判決が得られた場合に、経済産業

大臣に対して不承認処分の再開を求めることは妨げないものとする。このため、

裁判所において紛争が継続している限り、非侵害が確定するまでの間は告示を

廃止しない。なお、12 か月という期間は、米国ＩＴＣによる最終決定までの期

間に準拠した。 
6  確定判決は外国の裁判所又はＩＴＣ等のものでもよいものとする。当事者が

外国に裁判籍がある場合や、外国で保護されている知的財産権を侵害すべき貨

物が考えられるからである。 
7  諮問機関の調査・審議は外為法及び輸出入取引法の施行に必要なものである

から、正当な理由なく調査に対する協力を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は

質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者には、外為法第 71 条第

10号及び第11号並びに輸出入取引法第45条第3号に準じて処罰の対象とする。 
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⑤ 諮問機関は、侵害が事実であると認める場合には、最終決定するも

のとする。告示の日から 12 か月以内に、諮問機関の最終決定がなさ

れない場合には、告示は効力を失う。 
 

なお、Ｐ案ないしＱ案のいずれの場合にあっても、暫定措置として、経

済産業大臣が外為法第 48 条第 3 項又は第 52 条の承認を得るべき貨物とし

て告示で指定するに当たって必要となる証明の程度は、権利の有効性にか

かる事実については「明白な無効事由が主張されないこと」とし、侵害の

有無にかかる事実については「疎明」とする。 
 
（３）評価 

 
 Ｐ案を軸に検討する。 

 
① Ｐ案のメリット・デメリット 

 
両案を比較すると、Ｐ案は、一次的な侵害判断から裁判所でなされるの

で、仮に訴訟となった場合にも経済産業大臣と裁判所との間で齟齬が生じ

にくい点、東京と大阪に集約された裁判所の知財専門人材を活用すること

ができる点、原告によるフォーラムショッピングが回避され、被告にとっ

ては裁判所への応訴のみの一回的な解決が図られる点、また、外為法及び

輸取法について法改正が不要な点で優れている。 
一方で、被告が外国に所在する企業等であって裁判籍がない場合には、

訴え等を提起し、債務名義を取得することに困難がある点8、裁判所の判断

と特許庁の審判に齟齬がある場合にいずれを優先すべきか混乱をきたすお

それがある点、債務名義を取得するために費用がかかる点、また、裁判と

しての性質上期間の予測がつきにくい点が問題点として考えられる。 
 

② Ｑ案のメリット・デメリット 
 

 Ｑ案は、行政上の公益的見地から調査・審議を進め、関係人に対して法

                                            
8  例えば、外国に所在する企業が製造した侵害品の部品を日本国内に所在する

流通業者又はセットメーカーが輸入する場合を考えると、外国に所在する企業

には通常は普通裁判籍がなく（民事訴訟法第 4 条第 4 項）、日本国内で構成要件

に該当する不法行為がないから特別裁判籍もなく（民事訴訟法第 5 条第 9 号）、

原告としては日本国内に所在する流通業者又はセットメーカーを被告として相

手取らざるを得ない。しかし、日本企業同士での裁判を回避することを尊重す

る我が国の土壌では、裁判提起により、原告と被告との間の友好関係が悪化す

るおそれが生じることから、原告としては取引停止処分を懸念して、侵害に対

して泣き寝入りせざるを得ないとの指摘がある。このことは、下請中小企業に

とって特に不利であり、知的財産の権利化への誘因を削いでいるという。 
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律に基づく報告義務を課することができるので、外国に所在する企業等に

おいて当事者適格が障害にならない点、裁判所と特許庁の優先関係が問題

にならない点、行政手続法が適用されるので当事者にとって結論が得られ

る時期が予見可能である点、また、新たな機構・定員の実質的な増加なし

に経済産業省内外の専門人材を活用することができる点で優れている。 
一方で、経済産業省に設置される諮問機関には未だ実績がなく、裁判所

又は特許庁との間で判断に齟齬が生じる可能性を否定できない点、原告に

よるフォーラムショッピングが生じ、被告にとっては裁判所への応訴と諮

問機関への対応の二重の危険が生じるおそれがある点、また、諮問機関を

設置しその権限を定めるため等の法改正が必要な点が問題点として考えら

れる。 
 

③ 結論 
 

両案には一長一短あるが、外国に所在する企業等の当事者適格の問題は、

外国の裁判所若しくはＩＴＣ等の判決又は決定を利用することで一定の対

応が可能と考えられる点9、裁判所の判断と特許庁の審判の齟齬は従来から

存在するものである点、また、来年 1 月から輸出品について申立制度が設

けられることを踏まえ、より安定的な制度を導入する必要性がある点を考

えて、本審議会ではＰ案を軸に検討を進めるものとし、その適否につき広

く国内外の意見を聴取することとする。 

                                            
9  このことには、国境を越える知的財産権紛争の一回的解決にも資するもので

あり、日本国内で事業活動を展開することの安心感と魅力を向上させるという

積極的意義もあると考えられる。もっとも、外国の裁判所又はＩＴＣ等が紛争

を取り上げるか、また、仮に取り上げた場合でも知的財産権の準拠法をいかに

定めるか、という問題は残されている。なお、輸出については、日本法に基づ

く侵害品と外国法に基づく侵害品の双方が既に差止めの対象になっているので、

特に準拠法の問題は生じないと考えられる。 
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論点３ 裁判所の仮処分等を行政手続で利用してよいか（Ｐ案）。 

 
 
（１）問題の所在 

 
① 三権分立との関係 
 
知的財産権侵害品の水際手続に関して、上記論点２のＰ案を軸に、裁判

所による仮処分等の判断の結果を活用することとした場合、本来、日本国

憲法の採用する三権分立の考え方からは、裁判所は行政機関の処分を待っ

てその当否を事後的にチェックする機関であるにも関わらず、実質的には

裁判所が行政機関の業務を代行し、あるいは自ら処分権限を行使するもの

とも考えられることが問題となる。 
 

② 第三者の手続保障の問題 
 
 また、民事訴訟法第 115 条により、裁判所の確定判決が当事者等にのみ

有効とされ、その名義が異なれば効力を持たない法意であるのに、Ｐ案に

より、裁判所の仮処分又は確定判決を要件として、外為法第 48 条第 3 項又

は第 52 条の承認を得るべき貨物として指定された場合は、裁判所で手続的

地位が保障されていなかった第三者に対しても、当該貨物につき経済産業

大臣の承認を受ける義務を課することになる。 
そして、外為法第 48 条第 3 項又は第 52 条の承認を得るべき貨物として

指定された場合において、当該貨物につき承認を受けないで輸出入した場

合には、裁判所で手続的地位が保障されていなかった第三者であっても、

承認を受けないで輸出入したことをもって、外為法第 70 条に基づき刑事罰

の対象となる。 
そこで、このように民事上の裁判結果を第三者の行政手続及び当該行政

手続違反に基づく刑罰権の行使に関係させることと、憲法第 31 条の適正手

続保障との関係が問題となる。 
 

③ 国際約束との整合性 
 

 さらに、ＷＴＯ協定等の国際約束との関係でみても、国内産品について

は裁判所の確定判決等が当事者等にのみ有効とされているのに、Ｐ案によ

り、裁判所の仮処分又は確定判決を要件として、輸入品について当事者等

以外の者にも義務が課されることになるから、内外無差別の原則との関係

が問題となる。 
この点については、かつて、米国関税法第 337 条に関するＧＡＴＴパネ

ルにおいて、米国ＩＴＣの「一般排除命令」が当事者等以外の者の輸入貨

物に対しても効力を有するものとして税関で執行される点について、我が

国はじめ各国よりＧＡＴＴ違反を主張しており、その主張がパネルで認め
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られたところである。 
 
（２）考え方 

 
① 三権分立との関係 

 
我が国法制上、輸出入を規制すべき外為法又は関税法上の処分権限を有

するのは、経済産業大臣又は税関長といった行政庁である。また、裁判所

の民事上の仮処分又は確定判決は、当事者間の法律上の権利・義務に係る

ものであって、経済産業大臣の処分の当否に係るものでないから、民事訴

訟法第 115 条によって当事者等以外に効力が及ばない。 
したがって、経済産業大臣は、行政処分をなすに当たり、裁判所の仮処

分又は確定判決に拘束されるところがない。 
しかし、このことは行政処分に仮処分又は確定判決を一切利用してはな

らないという趣旨ではなく、当事者が裁判所の仮処分又は確定判決を資料

として提出したときには、経済産業大臣は、これを証拠のひとつとして勘

案し任意に行政処分をなすことにも違法はない。 
 
よって、Ｐ案を採用して、経済産業大臣が裁判所をいわば「調査・審議

のための合議体」として参考的に活用したとしても、三権分立に反するこ

とにならないと考えられる。 
 

② 第三者の手続保障の問題 
 

 次に、手続保障を考えると、行政手続にも憲法第 31 条の適正手続の保障

の趣旨が及ぶが、どの範囲の者にどのような手続を保障するかは、行政処

分により達成しようとする公益の内容や緊急性に応じた政策的判断に委ね

られるものであり、すべての者に民事訴訟と同様の対審構造による口頭弁

論等の機会を与えることを必要とするものではない。 
したがって、経済産業大臣は、外為法第 48 条第 3 項又は第 52 条の承認

を得るべき貨物として指定するに当たっては、裁判所の仮処分又は確定判

決に示された当事者以外の利害関係人からの申出を待って、その意見を聴

取することとすれば、当該貨物につき経済産業大臣の承認を受ける義務を

課することに違法はないと考えられる。 
 

また、行政庁としては、取締執行上、裁判所の仮処分若しくは確定判決

の有無又は示された債務者の名義に関わらず、貨物の客観的性状をもって

行政手続又は探知の対象とせざるを得ないところ、第三者であっても、正

当に承認の行政処分を受け、又は不承認の行政処分に対する不服を主張す

る方法が用意されているのに、客観的性状として承認を得るべき貨物に該

当するものにつき、承認を受けないで輸出入した場合には、少なくとも手

続違反として刑事罰の対象となり得るのは当然のことである。 
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なお、手続違反者に対しても、税関での手続や刑事裁判において弁明又

は尋問の機会が与えられ、刑事裁判において裁判所は民事裁判における裁

判所の判断に拘束されることもない。 
 

よって、仮処分又は確定判決を債務者の名義のいかんにかかわらず活用

して、仮処分若しくは確定判決に関し、行政手続又は当該行政手続違反に

基づく刑罰権の行使において対物的効果をもたせたからといって、ただち

に憲法第 31 条の問題にはならないと考えられる。 
 

③ 国際約束との整合性 
 

 さらに、国際約束との関係をみると、不当に外国製品を差別する目的を

もって、裁判所の仮処分又は確定判決について、何らの手続上の制約もな

しに当事者等以外の者に対しても効力を及ぼすことになれば、国内産品に

ついては裁判所の確定判決が当事者等にのみ有効とされるのであるから、

内外無差別の原則との関係が問題となり得るものである。 
しかし、裁判所の仮処分又は確定判決を要件として輸入承認の義務を課

することは、裁判所における仮処分等の結果を踏まえて侵害の有無を判断

させるものであるから、水際取締における手続保障の水準を向上させよう

とする目的に照らして合理的なものであり、不当に外国製品を差別しよう

とするものではない。国際約束上も、輸入品について国内産品とまったく

同一の手続をとることが要請されているのではなく、その性質に応じて適

切な範囲で異なる手続をとることも許容されるものである。 
そこで、Ｐ案は、何らの手続上の制約もなしに裁判所の仮処分又は確定

判決の効力を第三者に対して拡張しているのではなく、輸出入同等に、当

事者以外の利害関係者からの意見聴取を経て、貨物を特定できる事項を明

示した上で経済産業大臣が告示し、かつ、不承認処分時も不服を主張して

行政訴訟を提起するなど、貨物が税関に到着する前に紛争を未然に回避し、

又は解決する方法が存在するものである。 
 
よって、Ｐ案を採用して、裁判所の仮処分又は確定判決を要件として、

輸入品について当事者等以外の者にも義務を課したとしても、内外無差別

の原則に反するものとして評価されるものではないと考えられる。 
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論点４ 新制度と関税定率法の申立制度との分担関係をどうするか。 

 
 
（１）問題の所在 

 
 我が国では、関税定率法に基づき、商標権・著作権に限らずすべての知

的財産権を侵害するおそれがある貨物につき、税関長に対して認定手続の

開始を申し立てることができる制度を採用しており、これは諸外国におけ

る「税関登録」の仕組みと似ている。 
ところが、これを諸外国と比較すると、商標権・著作権以外の知的財産

権の侵害については、専門家による判断が必要になることもあって、この

税関登録の対象になっていない国が多い。 
 この仕組みの下では、裁判所が侵害の有無を判断することを前提としな

い以上は、どのような仕組みをとっても裁判所と侵害の該否を認定する行

政庁との間で齟齬が生じ得るものである。 
しかし、裁判所を活用して、すべての知的財産権侵害品の輸出入の差止

めを申請できる仕組みを創設した場合には、裁判所との判断の齟齬は生じ

にくくなり、認定手続を経なくても、経済産業大臣を相手取って行政処分

の当否を裁判で争うことも可能になるなど、問題点が解消されることが期

待される。 
そこで、新制度の下において、現行の関税定率法に基づく申立制度との

分担関係をどうすべきかが問題となる。 
 
（２）選択肢 

 
 新制度と関税定率法に基づく申立制度との分担関係としては、諸外国に

おいても税関登録の対象となっていて、専門家による判断の必要性が相対

的に低いと考えられる商標権侵害品及び著作権侵害品のみ、申立制度を存

置させる案（Ａ案）と、対象となる権利の種類に変更は加えないが、利害

関係人からの異議申立による専門委員の活用など、制度濫用を防止するた

めの措置を講じる案（Ｂ案）が考えられる。 
 

【Ａ案】分離型 

① 関税定率法に基づく申立制度及び認定手続は、商標権侵害品及び著作

権侵害品のみに限るものとする。 
② 税関長による申立受理時においては、従来どおり、申立ての対象とな

っている権利を特定できる事項のみを公表するものとする。 
③ その他の知的財産権侵害品の輸出入差止の申請は、経済産業大臣に対

してする。 
 

【Ｂ案】並立型 

① 現行の関税定率法に基づく申立制度は存続させる。ただし、申立てに
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おいて輸入者、輸出者その他の利害関係者が特定されている場合には、

税関取締上支障がある場合等を除き、当該利害関係者に通知するもの

とする。 
② 利害関係人から申立に対して期限内に正当な異議が提出された場合

には、税関長は専門委員の意見を聴くこととし、裁判所において調

査・審議を経ることが相当である旨専門委員が税関長に対して回答し

た場合等には、税関長は申立を受理しないものとする。 
③ 知的財産権侵害品の輸出入差止の申請は、経済産業大臣に対してもす

ることができるものとする。 
 
（３）評価 

 
 Ｂ案を軸に検討する。 

 
両案を比較すると、今年の通常国会で成立した関税定率法の改正により、

必要に応じ専門委員の意見を聴くことが可能になることから、制度濫用に

対する歯止めになることが期待される。 
また、中小企業にとっては、費用面で仮処分その他の債務名義を取り付

けることに困難があり、経済産業大臣に対する輸出入差止の申請の制度を

活用することができない場合があるから、特許権等にかかる輸出入差止申

立制度をすべて廃止することは望ましくない。 
さらに、たとえ侵害品が特定されていても、製造者が不明である場合に

は、日本国内はもとより、外国の裁判所においても訴訟を提起することが

困難な場合がある。 
そこで、本審議会ではＢ案を軸に検討を進めるものとし、同案の適否に

つき広く国内外の意見を聴取することとする。 
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第二 模倣品・海賊版の非営業者による輸入 

 
 
 
非営業者による輸入が知的財産権法では侵害行為に当たらないことに着目し

て、「個人輸入」を偽装した模倣品・海賊版の国内持ち込みが横行している。 

また、非営業者による模倣品・海賊版の輸入が法的に認められていることに

より、国内における権利者の正当なビジネス機会が奪われ、我が国法制度への

国際的な信認も損なっている。 

 かかる事態に対処するため、政府は個人輸入等の禁止について検討し、必要

に応じ法制度を整備することを決定している。 

 そこで、模倣品・海賊版の国内流入を防止するための新たな方法に関し、次

のとおり論点を整理した上で、検討の方向性につき広く内外の意見を聴取する

こととする。 

 
 
 
論点５ 輸入規制の狙いを何に求めるか。 

 

 

（１）問題の所在 

 
 模倣品・海賊版の国内流入を防止するための新たな方法としては、外国

為替及び外国貿易法（外為法）に基づく輸入規制が考えられる。 
具体的には、外為法に基づく輸入公表（経済産業大臣告示）を改正して、

営業者が輸入した場合に知的財産権の侵害となるべき行為を組成する貨物

に関し、非営業者を含めて、法第 52 条の経済産業大臣の輸入承認を受ける

べき仕組みを設けることになる。 
関税法第 70 条第 1 項では、他の法令に基づき許可、承認その他の行政機

関の処分を必要とする貨物については、輸入申告の際、当該許可、承認等

を受けている旨を税関に証明しなければならず、この証明がなされない貨

物は輸入が許可されない。外為法に基づく承認が必要な貨物もこれに含ま

れるので、承認を受けていない貨物は輸入が許可されないことになる。 
輸入が不許可になった貨物は積み戻し、又は任意放棄すれば、外為法違

反の罪に問われることはない10。 
そこで、模倣品・海賊版の輸入者から経済産業大臣に対して承認申請が

なされた場合に、原則として承認することとするか、原則として不承認と

するかが問題となる。これは、本措置の狙いを、営業者による個人輸入の

                                            
10  この場合、関税定率法第 21 条第 1 項第 5 号の輸入禁制品には当たらない

ので没収はできない。しかし、この点は、ワニ皮のハンドバッグのようなワシ

ントン条約動植物及びその派生物等、他の承認を要する貨物と同様である。 
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偽装を防ぐために広く非営業者を含めて義務を課すものとして位置づける

か、真に個人輸入であっても全面禁止するためのものとして位置づけるか

に関わるものである。 
 
（２）選択肢 

 
外為法第 52 条に基づき、模倣品・海賊版を輸入するすべての者に対して

経済産業大臣の承認を受けることを義務づける場合、たとえ非営業者によ

るものであっても原則として承認しないものとする案（Ｘ案）と、名寄せ

や輸入実績の審査により非営業者であることが確認される場合には、原則

として承認する案（Ｙ案）が考えられる。 
 

【Ｘ案】全面禁止型 

① 模倣品・海賊版の輸入承認の申請があった場合には、経済産業大臣は、

申請者の身分や輸入目的に関わりなく、原則として不承認とする。 
② 特許権等については、あらかじめ消費者に判断を求めることが困難なた

め、「模倣品・海賊版」とは、ＴＲＩＰｓ協定第 51 条の注 1 の「不正商

標商品及び著作権侵害物品」とする11。（Ｙ案も同じ） 
③ 例外的に承認する場合としては、権利者が侵害調査のために輸入するこ

とが考えられる。 
 

【Ｙ案】偽装防止型 

① 模倣品・海賊版の輸入承認の申請があった場合には、経済産業大臣は審

査を行い、名寄せや輸入実績の審査により非営業者であることが確認さ

れる場合には、原則として承認する。 
② 審査基準としては、例えば12、1 回当たりの模倣品・海賊版の輸入個数

は 2 個まで、1 年以内の承認は 1 人につき 1 回に限る。ただし、ネット

オークションへの出品等の有償譲渡目的での輸入、同一商品の再度の輸

                                            
11  ＴＲＩＰｓ協定第 51 条の注１ 
「この協定の運用上、 
(a) 「不正商標商品」とは、ある商品について有効に登録されている商標と同一

であり又はその基本的側面において当該商標と識別できない商標を許諾な

しに付した、当該商品と同一の商品（包装を含む。）であって、輸入国の法

令上、商標権者の権利を侵害するものをいう。 
(b) 「著作権侵害物品」とは、ある国において、権利者又は権利者から正当に許

諾を受けた者の承諾を得ないである物品から直接又は間接に作成された複

製物であって、当該物品の作成が、輸入国において行われたとしたならば、

当該輸入国の法令上、著作権又は関連する権利の侵害となったであろうもの

をいう。」 
12 Ｙ案をとることとした場合、具体的な審査基準の詳細については、今後検討

していく。 
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入、並びに同一商品の製造販売を営業とする者及びこれと同一の生計に

ある者の輸入は、個数・回数を問わず承認しない。 
③ 上記のほか、例外的に不承認とする場合としては、模倣品・海賊版に係

る事故や健康被害が発生しているなど、緊急の必要があるときが考えら

れる。なお、承認に当たっては販売禁止等の条件を付する。 
 
（３）評価 
 

 Ｙ案を軸に検討する。 

 
 模倣品・海賊版の輸入により、我が国知的財産権制度で保護されている

権利者の正当な販売機会が損なわれ、あるいはブランドの品質保証機能が

害されている。そこで、模倣品・海賊版の輸入に際し承認を受けるべき義

務を課すことにより、法制度を悪用した病理的現象を排し、我が国知的財

産権制度の実効を確保し、国民経済の健全な発展に資することが期待され

る。 
また、諸外国における模倣品・海賊版の多くは、日本人が顧客になって

いると言われる。そこで、我が国における取締りは、日本人が相手方とな

った違法行為への加担の防止を通じて、知的財産権を保護しようとする諸

外国の努力と協調し、対外取引の正常な発展に資するものである。 
さらに、模倣品・海賊版の輸入に当たり承認を要するものとすることは、

規制の程度としても必要最小限のものといえる。 
したがって、たとえＸ案をとったとしても、外為法の目的とする「対外

取引の正常な発展」ないし「国民経済の健全な発展」（第１条）に反するも

のではないと考えられる。 
なお、外為法は、輸出入規制品目を定めるに当たって、実体法において

輸出入、所持等が禁止されることを条件とするものではなく、第 1 条の法

目的の達成のため必要な範囲内で対象とし得るものである13。 
 
 しかし、模倣品・海賊版を非営業者が輸入する場合についても不承認と

することは、現行の知的財産権制度で非営業者による輸入が違法でないと

されている前提の下では、いかに我が国において知的財産権尊重の認識が

高まりつつあるとはいえ、未だ国民的合意が得られていないとの指摘があ

る。 

                                            
13 輸出については、第 1 条の法目的に合致することに加えて、「最小限度

の制限の下に、許容される」としており（第 47 条）、厳格な合理性の基準に

よる趣旨と解される。輸入についてはこの規定はないので、合理性の基準に

よる趣旨と解される。輸出規制品目としては、船舶、配合飼料、うなぎの稚

魚、反乱を主張する書籍、風俗を害するおそれがある書籍、国宝・重要文化

財、仕向地の知的財産権を侵害すべき貨物等がある。輸入規制品目としては、

水産物、原子炉及び核燃料、火薬・爆薬、武器、刀剣類等がある。 
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また、実際には、本措置を導入することにより、模倣品・海賊版の輸入

承認を受けた者の個人情報が記録され、取締目的のためにリスト化される

ことになるから、営業者はもとより、非営業者が情を知ってする行為への

抑止効果があるものと期待される。また、輸入申告によって入手した情報

をもって販路を突き止め、現地政府に対して取締りを要請することも可能

になるから、「日本人にニセモノを販売すると危険なので販売しない」とい

う風潮も期待できる。 
 

よって、当審議会ではＹ案を軸に検討するものとし、本措置導入後の実

施状況を踏まえた上で、それでも非営業者による模倣品・海賊版の輸入が

横行するようであれば、改めて承認対象の範囲拡大ないしＸ案の採用を検

討するものとする。 
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論点６ 外為法以外の代替案が考えられないか。 

 
 
（１）問題の所在 

 
模倣品・海賊版の国内流入に対処するための外為法以外の法的枠組みと

しては、①知的財産法の拡張（輸入禁制品）による対応、②新法による刑

事的又は行政的な没収制度の創設が考えられる。そこで、当面これらの方

法によることができないことについて検証する必要がある。 
 
（２）考え方 

 
① 知的財産法の拡張（輸入禁制品）による対応 
 

 模倣品・海賊版の国内流入によって権利者が被害を受けており、それが

知的財産権法の目的に照らして看過できないレベルに達しているのであれ

ば、その法律に基づいて、かかる被害の発生を防止すべきである。また、

商標権について言えば、商標の自他識別機能は、情を知って購入した者に

ついては損なわれていないとしても、購入後の所持による混同を通じて、

第三者に対する自他識別機能を損なうおそれがあると解すれば、本来、商

標法に基づいて規制すべきことである。 
そこで、非営業者による模倣品・海賊版の輸入を防止するため、商標法

等の知的財産法を改正して、「業として」の要件を削除することが考えられ

る。非営業者のする模倣品・海賊版の輸入が侵害行為となれば、その貨物

は関税定率法の輸入禁制品となるので、税関で没収することができる。 
しかし、商標法の目的は「産業の発達に寄与」すること（第 1 条）にあ

り、非営業者が行う行為にまで商標権の効力を及ぼすことは、個人の私的

領域にまで法が立ち入ることとなるから、立法目的との関係で相当でない

とも考えられる。 
また、非営業者による模倣品・海賊版の輸入を禁止すべきとの議論は、

非営業者を偽装した輸入が存在することも一因であって、それはもっぱら

貿易管理制度の執行面の問題なのであるから、知的財産法で手当てすべき

ことではないとも考えられる。 
本件は、平成 16 年の商標制度小委員会においても検討されたが、この環

境については現在でも大きな変化がないところである。 
 

② 新法による刑事的又は行政的な没収 
 

 知的財産法の手当てにより模倣品・海賊版の非営業者による輸入が規制

できないのであれば、別の新法の下でこれを禁止する立法が考えられる。

外為法では模倣品・海賊版の輸入を禁止することができても、所持、譲渡

等を禁止することができない点でも、別法の下に禁止することが考えられ
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るところである。 
例えば、フランスの「ロンゲ法」をモデルに、模倣品・海賊版の輸入、

所持等を処罰して、刑事的に没収する「日本版ロンゲ法」が我が国でも提

案されている。また、平成 16 年の知的財産戦略推進本部の「権利保護基盤

の強化に関する専門調査会」では、情を知って模倣品・海賊版を輸入、所

持等することを禁止して、これを行政的に没収する立法の提案があったと

ころである14。 
 

 そもそも没収とは、法益侵害行為に対する制裁のため、あるいは再発予

防のため、対価なしに人の財産を剥奪する以上は、国家の刑罰権の行使の

一つと考えられる。ここで、没収刑自体は主刑ではなく、原則として懲役

刑、罰金刑等といった比較的重い罪を主刑として、これに付加して課さな

ければならない刑罰（付加刑）とされている15。 
そうなると、非営業者による輸入、所持等に対して、単なる没収刑の行

使のために、あえて公訴を提起し、懲役刑、罰金刑等を課すことは、刑罰

権の行使として過重にわたり、時間もかかるとの指摘がある。また、我が

国刑事法では、原則として、罪を犯す意思のない者は処罰しない16から、模

倣品・海賊版であることを知らないで輸入した者からは、没収できないこ

とになる。 
これらの事情から、刑事的な没収については、刑事手続の問題及び過失

犯からは没収できないこととの関係を慎重に検討すべきである。 
 

次に、行政的な没収について検討すると、我が国法制では、刑事的に罪

にならない行為について、行政目的で、もっぱら行政手続により私有財産

を没収することが原則としてない17。 
この点、憲法第 29 条第 1 項において財産権の保障が規定され、第 3 項に

おいて私有財産を公共のために用いることについては正当な補償を要する

こととされている。また、第 31 条では適正手続の保障が規定されており、

性質に反しない限り、行政手続にもこの適用が及ぶものとされている。さ

らに、第 35 条第 1 項において令状なくして所持品の押収を受けることのな

い令状主義が保障されている。 

                                            
14  平成 16 年 12 月 2 日に開催された第 10 回会合など。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kenrihogo/dai10/10gijisidai
.html 
15  刑法第 20 条では、「拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定

がなければ、没収を科することができない」とある。 
16  刑法第 38 条第 1 項では、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、

法律に特別の規定がある場合は、この限りでない」とある。 
17  未成年飲酒禁止法及び未成年者喫煙禁止法では、未成年者の飲酒又は喫煙

自体は処罰されず、行政上の処分としての没収があるが、これらは旧憲法下の

明治・大正時代に制定された法律であり、例外的なものである。 
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かかる法意から、行政的な没収についても、個人の財産権を剥奪するも

のである以上は「正当な補償」及び「適正手続の保障」あるいは「令状主

義」との関係を慎重に検討すべきと考えられる。 


