2009 年著作権法、不正競争防止法、ライセンス契約関連の裁判例
（最高裁判所サイト http://www.courts.go.jp/に掲載されたもの。
2010 年 2 月 14 日現在です）
【著作権法】
１ 著作物
大阪市路線案内図事件 大阪地裁平成 21.2.24 平成 20(ワ)12703 著作権侵害差止等請求事件
溶銑運搬列車制御プログラム事件 大阪地裁平成 21.2.26 平成 17(ワ)2641 著作権確認等請
求事件
復刻版歴史資料事件 東京地裁平成 21.2.27 平成 18(ワ)26458 等謝罪広告等請求事件
読売「押し紙」著作権事件 東京地裁平成 21.3.30 平成 20(ワ)4874 著作権に基づく侵害差
止請求事件
光ファイバーセンサーCAD 図面事件 大阪地裁平成 21.7.9 平成 19(ワ)13494 著作権侵害差
止等請求事件
「新しい歴史教科書」出版差止事件 東京地裁平成 21.8.25 平成 20(ワ)16289 書籍出版等差
止請求事件
手あそび歌出版差止事件 東京地裁平成 21.8.28 平成 20(ワ)4692 出版差止等請求事件
読売「押し紙」著作権事件（控訴審） 知財高裁平成 21.9.16 平成 21(ネ)10030 著作権に基
づく侵害差止請求控訴事件
「真説猟奇の檻」アドベンチャーゲーム事件（控訴審） 知財高裁平成 21.9.30 平成
21(ネ)10014 損害賠償請求控訴事件
脳機能画像解析学術論文事件 東京地裁平成 21.11.27 平成 18(ワ)2591 著作権侵害確認等請
求事件

２ 著作者
まじかる・ている職務著作事件 東京地裁平成 21.6.19 平成 20(ワ)12683 損害賠償請求事件
オートバイレース写真職務著作事件 水戸地裁龍ケ崎支部平成 21.6.26 平成 20(ワ)52 損害
賠償請求事
環境童話著作権事件 大阪地裁平成 21.10.22 平成 19(ワ)15259 著作権侵害差止等請求事件
オートバイレース写真職務著作事件（控訴審） 知財高裁平成 21.12.24 平成 21(ネ)10051
損害賠償請求控訴事件判決
３ 著作者人格権
観音像仏頭部原状回復事件 東京地裁平成 21.5.28 平成 19(ワ)23883 著作権侵害差止等請求
事件

４ 著作権
「フランスの運河を巡って」事件 東京地裁平成 21.2.19 平成 20(ワ)21343 損害賠償等請求
事件
「マンション読本」イラストキャラクター事件 大阪地裁平成 21.3.26 平成 19(ワ)7877 著
作権侵害差止等請求事件
ドラマ「苦菜花」スカパー事件 東京地裁平成 21.4.30 平成 20(ワ)3036 損害賠償等請求事
件
学位請求論文事件 東京地裁平成 21.6.25 平成 19(ワ)13505 著作権侵害差止等請求事件
中国ドラマ「苦菜花」スカパー事件（控訴審） 知財高裁平成 21.10.28 平成 21(ネ)10044

損害賠償等請求控訴事件
スピーカ測定システム事件 東京地裁平成 21.11.9 平成 20(ワ)21090 著作権侵害差止等請求

５ 著作権の制限
FX 自動売買プログラムリバースエンジニアリング事件 大阪地裁平成 21.10.15 平成
19(ワ)16747 損害賠償請求事件
オークションカタログ事件 東京地裁平成 21.11.26 平成 21(ワ)31480 損害賠償請求事件

６ 保護期間
黒澤明監督作品格安 DVD 事件（対松竹事件）控訴審 知財高裁平成 21.1.29 平成
20(ネ)10025 等著作権侵害差止請求，附帯控訴事件
黒澤明監督作品格安 DVD 事件（対角川）損害賠償請求事件 東京地裁平成 21.4.27 平成
20(ワ)6848 損害賠償請求事件
「暁の脱走」格安 DVD 事件（対東宝） 東京地裁平成 21.6.17 平成 20(ワ)11220 著作権侵
害差止等請求事件
「姿三四郎」格安 DVD 事件（対東宝 損害賠償）事件 東京地裁平成 21.7.31 平成
20(ワ)6849 損害賠償請求事件
黒澤明監督作品格安 DVD（対角川）事件（控訴審） 知財高裁平成 21.9.15 平成 21(ネ)10042
損害賠償請求控訴事件
モダンタイムス格安 DVD 事件（上告審） 最高裁平成 20.10.8 平成 20(受)889 著作権侵害
差止等請求事件

７ 契約
GLAY 著作権事件

東京地裁平成 21.10.22 平成 19(ワ)28131 著作権確認等請求事件

８ 著作隣接権
BRAHMAN 事件（控訴審） 知財高裁平成 21.3.25 平成 20(ネ)10084 実演家の権利侵害差
止請求控訴事件

９ そのほか
ロクラク事件（控訴審） 知財高裁平成 21.1.27 平成 20(ネ)10055 著作権侵害差止等請求控
訴事件
映画「嵩山少林寺」事件控訴審 知財高裁平成 21.7.29 平成 21(ネ)10005 損害賠償請求控訴
事件
サイグラムセミナー事件 東京地裁平成 21.10.30 平成 20(ワ)10337 損害賠償等請求事件
パンドラ TV 事件 東京地裁平成 21.11.13 平成 20(ワ)21902 著作権侵害差止等請求事件

【不正競争防止法】
１ ２条１項１号（周知表示混同惹起行為）
Mobiledoor 事件 東京地裁平成 20.2.29 平成 20(ワ)22987 不正競争行為差止等請求事件
足袋カバー包装デザイン事件 東京地裁平成 21.2.27 平成 20(ワ)12092 損害賠償等請求事件
携帯電話らくらくホン営業主体商品混同行為事件 東京地裁平成 21.4.15 仮処分命令申立
事件（和解）
アークエンジェルズ名称使用差止事件 大阪地裁平成 21.4.23 平成 19(ワ)8023 不正競争行
為差止等請求事件
シェ・ピエールワイン事件 東京地裁平成 21.5.14 平成 20(ワ)2305 不正競争行為差止請求
事件
皮フ科診療所名称類似事件 大阪地裁平成 21.7.23 平成 20(ワ)13162 不正競争行為差止等請
求事件
東証投資事業有限責任組合名称差止事件 東京地裁平成 21.8.31 平成 21(ワ)3556 名称使用
差止等請求事件
青雲荘類似商号事件 大阪地裁平成 21.9.17 平成 20(ワ)6054 不正競争行為差止等請求事件
スイブルスイーパー事件 大阪地裁平成 21.9.17 平成 20(ワ)1606 商標権侵害差止等請求事
件
「朝バナナダイエット」書籍題号事件 東京地裁平成 21.11.12 平成 21(ワ)657 商標使用差
止等請求事件
自動車用フロントテーブル形態模倣事件 大阪地裁平成 21.12.10 平成 18(ワ)8794 不正競争
行為差止等請求事件
ゴヤール対アディダス事件 平成 21.12.24 平成 21(ワ)19888 輸入販売差止等請求事件

２

２条１項２号（著名表示冒用行為）

３ ２条１項３号（商品形態模倣行為：デッドコピー）
アクセサリー形態模倣事件 大阪地裁平成 21.3.24 平成 20(ワ)5286 損害賠償請求事件
もっこり BOMBER 形態模倣事件 東京地裁平成 21.3.27 平成 20(ワ)5826 不正競争行為差
止等請求事件
ステンレス製真空マグボトル形態模倣事件 大阪地裁平成 21.6.4 平成 20(ワ)15970 損害賠
償請求事件
化粧品容器形態模倣事件 大阪地裁平成 21.6.9 平成 19(ワ)8262 不正競争行為差止等請求事
件

４ 営業秘密に係る不正競争行為
粉砕機械設計図事件（控訴審） 知財高裁平成 21.3.31 平成 21(ネ)10001 損害賠償等請求控
訴事件
アイブロウトリートメント営業秘密事件 大阪地裁平成 21.4.14 平成 18(ワ)7097 等損害賠
償等請求事件
貸金業顧客名簿営業秘密事件 東京地裁平成 21.10.30 平成 21(ワ)4767 損害賠償請求事件
スピーカ測定システム事件 東京地裁平成 21.11.9 平成 20(ワ)21090 著作権侵害差止等請求
ワンルームマンション営業秘密事件 東京地裁平成 21.11.27 平成 20(ワ)不正競争行為差止
等請求事件

５

ドメイン名（2 条 1 項 12 号）

６

原産地・質量誤認惹起行為（2 条 1 項 13 号）

７ 営業誹謗行為（2 条 1 項 14 号）
「快通ハーブ粒」営業誹謗事件 大阪地裁平成 21.1.20 平成 18(ワ)7758 等不正競争行為差
止等請求事件
印鑑基材特許権営業誹謗事件（控訴審） 知財高裁平成 21.3.11 平成 19(ネ)10025 特許権に
基づく差止請求権不存在確認等，売掛代金等請求控訴事件
LP ガス退職従業員営業誹謗事件 東京地裁平成 21.3.27 平成 20(ワ)652 不正競争行為差止
等
「アルゼ王国の闇」出版営業誹謗事件 東京地裁平成 21.4.27 平成 19(ワ)19202 損害賠償請
求事件
太陽光発電システム営業誹謗事件 東京地裁平成 21.9.17 平成 20(ワ)6050 損害賠償請求事
件
ウルトラマン営業誹謗事件 知財高裁平成 21.12.15 平成 21(ラ)10006 不正競争仮処分申立
却下決定に対する抗告事件

８ 刑事事件
精肉石川屋産地偽装刑事事件 仙台地裁平成 21.2.25 平成 20(わ)707 等不正競争防止法違反
等被告事件

9 その他
ニンテンドーDS マジコン事件 東京地裁平成 21.2.27 平成 20(ワ)20886 等不正競争行為差
止請求事件
アサヒプリテック競業避止事件 福岡地裁平成 19.10.5 平成 18(ワ)2157 競業避止等請求事
件（今年になって掲載）

【そのほか】
【商号】

【ライセンス契約、共同開発契約など】
石風呂装置専用実施権設定契約事件 知財高裁平成 21.1.28 平成 20(ネ)10070 損害賠償請求
控訴事件
バナバ茶健康食品契約事件 東京地裁平成 21.1.21 平成 18(ワ)14587 等特許確認等請求事件
アイピッチ登録商標譲渡契約事件 東京地裁平成 21.2.5 平成 19(ワ)30807 商標権移転登録
抹消登録請求事件
メロンパンフランチャイズ事件 仙台地裁平成 21.2.26 平成 18(ワ)59 等債務不存在確認等
請求事件
衛生管理システム営業譲渡契約事件 東京地裁平成 21.3.31 平成 19(ワ)18611 商標権侵害差
止等請求事件
排ガス浄化システム特許実施契約事件 東京地裁平成 21.4.16 平成 19(ワ)28849 業務委託料
等請求事件
アイピッチ登録商標譲渡契約事件控訴審 知財高裁平成 21.4.27 平成 21(ネ)10018 商標権移
転登録抹消登録請求控訴事件
ロボット技術指導契約事件 大阪地裁平成 21.7.23 平成 20(ワ)4712 技術指導料等請求事件
バイオ特許ライセンス契約事件 知財高裁平成 21.8.18 平成 20(ネ)10086 特許権実施料等請
求控訴事件
コンビニフランチャイズリロケイト物件事件 仙台地裁平成 21.11.26 平成 18(ワ)1243 損害
賠償請求事件
排ガス浄化システム特許実施契約事件 知財高裁平成 21.12.17 平成 21(ネ)10036 業務委託
料等請求控訴事件
【肖像権、パブリシティ】
コムロ美容外科肖像権侵害事件 知財高裁平成 21.6.29 平成 21(ネ)10009 損害賠償請求控訴
事件
ピンクレディーパブリシティ事件 知財高裁平成 21.8.27 平成 20(ネ)10063 損害賠償請求控
訴事件

-----------------【裁判所サイト未登載の事案】
☆携帯型電池式蚊取り器形態模倣事件（フマキラー対アース製薬） 東京地裁へ平成 21.7.17
に仮処分命令を申立（フマキラー株式会社 IR 情報）
☆Winny 刑事事件控訴審
以上

