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① 両意匠の物品が同一又は類似であることを確認する。

審決取消訴訟や意匠権侵害訴訟における意匠の類否判断については、概略以下の手
順や留意点に基づいて行われている。

審決取消訴訟の場合は、 意匠登録出願に係る意匠や登録意匠と、拒絶理由や無効理
由の根拠となる引例意匠とが比較の対象となる。

意匠権侵害訴訟の場合は、意匠権に係る意匠と、侵害の可能性があると訴求された
意匠とが図面に開示された状態で比較の対象となる。

意匠の類否判断は、意匠全体を総合的に検討することを大原則としている。

基本的構成態様とは、意匠を大づかみに把握した態様であり、
具体的構成態様とは、意匠を詳しく観察した態様である。

③ 基本的構成態様における共通点を認定する。

⑤ 基本的構成態様における差異点を認定する。

裁判例における意匠の類否判断の具体的な手法

物品が非類似である場合は、意匠に類似関係は生じない。

② 両意匠の基本的構成態様、具体的構成態様を認定する。

出典 ＝ 平成１６年１１月１７日 産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会 配布資料

④ 具体的構成態様における共通点を認定する。

⑥ 具体的構成態様における差異点を認定する。
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⑦ 両意匠において、看者が最も注意を引かれる部分、重きをおくべき部分
を認定する。 裁判例によって、意匠の要部と称される場合がある。

その際、以下について適宜考慮する。
（ i ） 物品の性質、目的、用途、使用態様
（ ii ） 周知意匠や公知意匠

（意匠登録出願前に多くの周知意匠や公知意匠に開示されている部分は、
取引者、需要者にとってありふれて見えるものとなり、注意を引かないし、
重きが置かれない場合が多い。）

⑧ 意匠の要部（注意を引く部分、重きが置かれる部分）において、
構成態様が共通する場合、両意匠は類似し、
構成態様が異なる場合、両意匠は類似しない。

⑨ 意匠の要部（注意を引く部分、重きが置かれる部分）において構成態様に
差異がある場合であっても、

その差異が、ありふれた態様であったり、看者から見て美感が同様で
あったり、或いは容易に行われる改変であったりして、

その差異が、共通点の有する美感を凌駕しない場合は、
両意匠は類似するものとなる。

他方、差異点が共通点を凌駕すると評価される場合は、両意匠は類似
しない。

2



「自走式クレーン」

平成９年（ネ）第４０４号 判決

意匠の類否判断の具体例 １

（原審：平成５年（ワ）第３９６６号判決）



●加藤製作所製「自走式クレーン」

意匠権侵害差止請求事件で、
損害賠償額約４億５千万円の判決（東京高判平10.6.18）が確定

（最高裁判平12.10.19）

ＶＳ

《 自走式クレーン 》 意匠権侵害差止請求事件

◯神戸製鋼所製「自走式クレーン」

意匠登録第766928号

１８００万円 × １，６７１台 × ０．０１５ 合計 ４億５１１７万円

（実施料率） 4



《 自走式クレーン 》 裁判所の判断

意匠の類否を判断するに当たっては、
意匠を全体として観察することを要するが、

この場合、意匠に係る物品の性質、用途、使用態様、
さらに公知意匠にはない新規な創作部分の存否等を参酌して、

取引者・需要者の最も注意を惹きやすい部分を意匠の要部として把握し、

登録意匠と相手方意匠が、
意匠の要部において構成態様を共通にしているか否かを観察すること
が必要である。

本件判決に示された ＜意匠の類否判断の基本的な考え方＞

＊ 多くの判決にこの判断手法が採用されている。
5



裁判所の判断

＜公知意匠に照らした本件意匠の新規な点＞ ≒ 本件意匠の要部

本件意匠

《 自走式クレーン 》

自走式クレーンの公知意匠に照らすと、本件意匠のように、

収縮状態のブームの基端部がキャビンの側方若干後方位置、
エンジンボックスよりも前方斜め上の位置(下部走行体の中央寄りの位置)で、
旋回フレームの基台から突設されたブーム支持フレームの上端部に枢着され、

ブームが左下がり (前下がり)の状態でキャビンの下方側部を横切り、

その先端部が下部走行体の先端より若干突出して
下部走行体に近接した位置で終わるように配設した構成は、

公知意匠には見られない新規なものと認められる。
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イ号意匠本件意匠 登録第766928号「自走式クレーン」

キャビン

ブーム

機器収納ボックス

ブーム支持フレーム
エンジンボックス

下部走行体

《 自走式クレーン 》
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裁判所の判断

本件意匠とイ号意匠とは右1に認定の構成において一致し、
イ号意匠は前記四に認定の本件意匠の要部を具備するものであって、

両意匠を全体的に観察した場合、看者に共通の美感を与えるものであり、
イ号意匠は本件意匠に類似するものと認められる。

本件意匠とイ号意匠との間には右2に認定の相違点（注）があるが、
いずれも本件意匠の要部に関しない部分についてのもの、あるいは細部に
ついてのものであって、

右相違点によって、前記共通の美感を凌駕し、別異の美感をもたらすもの
とは認められない。

＜本件意匠とイ号意匠との類否＞

・下部走行体のタイヤフェンダーの態様
・エンジンボックスの形状、高さ
・機器収納ボックスの長さ、形状
・ブーム支持フレームの頂点（最後部）の態様 など

（注）両意匠の相違点

《 自走式クレーン 》
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「両手なべ」

平成１３年（ネ）第５１５８号
意匠権侵害等に基づく差止請求控訴事件

意匠の類否判断の具体例 ２



本件登録意匠

本件登録意匠 ・ イ号意匠 対比図

意登1031423 「両手なべ」

《 両手なべ 》 意匠権侵害差止請求事件

Ａ ＢＢ

C ＝イ号商品

蓋体の鍔部が突出している。
また，蓋体と鍋本体を組み合わせた際には，
その間にガラス製蓋が挟み込まれ，
その銀色に光る縁金と蓋体の鍔部が一体となって，
蓋体と鍋本体の接合部を形成する。 10



共通点

「鍋本体と蓋体とが，
胴部から底部にかけて湾曲して丸みを持った有底筒型となっている点」

「蓋体を鍋本体にかぶせた状態において，
蓋体と鍋本体とに形成する略半円状の取手が

相互に近接して平行に取り付けられる点」

（ ＝ 本件の意匠権者が要部と主張した点）

公知意匠・周知意匠

本件登録意匠の出願時（平成８年７月２３日）、
イ号商品（平成１１年６月）の市場投入時のいずれにおいても，
上記の２点（Ａ，Ｂ）を兼ね備えた両手鍋は，市場に存在していた。

裁判所の判断《 両手なべ 》
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151540 203880 220857 248331

286353 317995
355909347148−１

公知意匠（先行登録意匠） その１《 両手なべ 》
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384908 461821

474237 533839505072

376434 376434ー１

533839ー１

公知意匠（先行登録意匠） その２《 両手なべ 》
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844213810017

677652660914

864206

660913535829

844213ー１

公知意匠（先行登録意匠） その３《 両手なべ 》
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「鍋本体と蓋体とが胴部から底部にかけて
湾曲して丸みを持った有底筒型となっている
点」は，本件登録意匠の出願前に，既に，両
手鍋としてごく当たり前のこととなっており
，・・看者の注意を余り引くことのない一般
的なものである。

「蓋体を鍋本体にかぶせた状態において，
蓋体と鍋本体の胴部とがほぼ直線的に連続し
ていて，蓋体と鍋本体とが統一的な一体感を
与える点」・・も，同じく本件登録意匠の出
願前に既によく知られていた。これらは，何
人も自由に使用できるものであり，意匠の要
部となることは，あり得ない。

蓋体と鍋本体とのそれぞれ略半円状の取手
が相互に近接して平行に取り付けられている
点も，公知のものであり・・意匠の要部とは
なり得ない。

本件登録意匠の要部は，原判決摘示のとお
り，蓋体と鍋本体をかぶせた状態において，
蓋体と鍋本体の胴部がほぼ直線的に連続して
いて，蓋体と鍋本体とが統一的な一体感を与
える点にあるというべきである。

控訴人の主張 被控訴人の主張

意匠の構成のうち，ある部分が，それ自体
としては，公知であり，ありふれた形状であ
るとしても，当該意匠全体の支配的部分を占
め，意匠的まとまりを形成し，看者の注意を
強く引くときは，なおその公知部分も意匠上
の要部となるというべきである。

この観点からするときは，本件登録意匠の
要部は，「鍋本体と蓋体とが，胴部から底部
にかけて湾曲して丸みを持った有底筒型とな
っているとともに，蓋体を鍋本体にかぶせた
状態において，蓋体と鍋本体の胴部とがほぼ
直線的に連続していて，蓋体と鍋本体とが統
一的な一体感を与える」点と，
「蓋体を鍋本体にかぶせた状態において，蓋
体と鍋本体とのそれぞれ略半円状の取手が相

互に近接して平行に取り付けられている」点
との結合，

すなわち，鍋本体と蓋体によって構成され
る円筒型の形状と取手の配置位置との結合，
にあるものというべきである。

・ 本件登録意匠の要部について （1/２）

平成１３年(ネ)第５１５８号 差止請求控訴事件
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控訴人が要部と主張する点のうち，「鍋本体と蓋体とが，胴部から底部にかけて
湾曲して丸みを持った有底筒型となっている点」は，両手鍋を含む鍋一般の形状と
して格別のものとは考えにくく，「蓋体を鍋本体にかぶせた状態において，蓋体と
鍋本体とに形成する略半円状の取手が相互に近接して平行に取り付けられる点」に
ついても，略半円状の取手を，胴部に対して垂直に取り付けることが，両手鍋の形
状としては特別なものであるとも考えにくい。

これらが組み合わされたからといって，そのことによって，格別の美感が生じる
とも認められない。また，現に，本件登録意匠出願時（平成８年７月２３日），控
訴人製品（平成９年２月）ないしイ号商品（平成１１年６月）の各市場投入時のい
ずれにおいても，上記の２点を兼ね備えた両手鍋は，市場に存在していたから，こ
の２点は，たといそれらが組み合わされたとしても，特に看者の注意を引くもので
はないと認められる。

収納時に，蓋体と鍋本体を重ねてきっちりと一体的に組み合わせることができる
という使用形態に鑑み，その要部は，蓋体を鍋本体にかぶせた状態において，蓋体
と鍋本体の胴部が直線的に連続していて，蓋体と鍋本体とが統一的な一体感を与え
る点にあるというべきである。

裁判所の判断

・ 本件登録意匠の要部について （２/２）

平成１３年(ネ)第５１５８号 差止請求控訴事件
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共通点の評価

上記の２点（共通点A、Ｂ）を兼ね備えた両手鍋は，既に存在していたことから、
・・たとい
それらが組み合わされたとしても，特に看者の注意を引くものではない。

＝ 両手鍋を含む鍋一般の形状として格別のものとは考えにくい。

＝ 略半円状の取手を，胴部に対して垂直に取り付けることが，
両手鍋の形状としては特別なものであるとも考えにくい。

このような取手をこのように取り付けた蓋体を鍋本体にかぶせた
場合，これらがほぼ平行となるのは当然である。

について （鍋本体と蓋体とが，丸みを持った有底筒型である点）

について （略半円状の取手が近接して平行に取り付けられた点）

裁判所の判断《 両手なべ 》
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Ａ

Ｂ



本件登録意匠の要部

公知意匠・共通点の評価を前提に
本件登録意匠を全体的に観察し，

収納時に，蓋体と鍋本体を重ねてきっちりと一体的に組み合わせることが
できるという使用形態を考慮すると，

蓋体を鍋本体にかぶせた状態において，

蓋体と鍋本体の胴部が直線的に連続していて，

蓋体と鍋本体とが統一的な一体感を与える点にある。

は、

裁判所の判断《 両手なべ 》
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ア 蓋体と鍋本体の接合部分は，本件登録意匠にお
いては，細い線としか表現できないのに対し，イ号
商品の意匠では，ぴかぴか光る太い帯状部分であり
，著しく相違している。

イ 蓋体の鍔部も，本件登録意匠においては，存在
しないのに対し，イ号商品の意匠においては，突出
していることがはっきり見られる。

控訴人の主張 被控訴人の主張

ア イ号商品の意匠は，細かくみれば，蓋体と鍋本
体の接合部に蓋体の鍔部及びガラス製蓋による突部
がある点，取手に取付基板が見えない点において本
件登録意匠と相違するとはいえ，そこには，本件登
録意匠の要部とされるべき上記の態様は十分に表れ
ている。

イ 原判決は，・・「①本件登録意匠では，鍋本体と蓋体と
を被せた状態で，両者の胴部は隙間なく連続しており，その
接合部は細い線として表されているのに対し，イ号商品の意
匠では，・・ガラス製蓋の縁材が，幅のある線として表され
ている点，②本件登録意匠では，蓋体の開口部に鍔部はない
のに対し，イ号商品では，蓋体の開口部に外方に突出した鍔
部が設けられている点，③本件登録意匠では，鍋本体と蓋体
の胴部の外周面は直線的に連続し，両者の接合部に突出はな
いのに対し，イ号商品では，接合部において，前記鍔部及び
前記ガラス製蓋の縁材が，鍋本体と蓋体の胴部の外周面から
左右に突出している点において相違している。」と認定した

上，
「本件登録意匠は，蓋体と鍋本体との接合部におい
て，胴部を隙間なくかつ直線的に連続させることに
より，看者に蓋体と鍋本体とが一体であるとのシン
プルでスマートな美的印象を与える点が，最も看者
の注意を惹く点であると認められるところ，イ号商
品における前記①ないし③の相違点は，イ号商品の
高さ及び直径と対比して，看過しうるほど微細な差
異であるとは認めがたい。」とする。

・本件登録意匠とイ号商品の意匠との類似性 （1/４）

平成１３年(ネ)第５１５８号 差止請求控訴事件
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ウ 胴部の外周面の突出部も，本件登録
意匠においては，存在しないのに対し，
イ号商品の意匠においては，ガラス製蓋
の太い帯状部と一体となって，光の当た
り具合によっては，より一層ぴかぴかと

光輝する度合を増すものであって，看
者の注意を極めてよく引くものである。

控訴人の主張 被控訴人の主張

しかし，ガラス製蓋の縁材の幅は，①イ号
商品の高さの４％未満に過ぎず，また，②蓋
体の開口部の鍔部の高さも，イ号商品の直径
の４％未満に過ぎない。いずれも微細な差異
というべきである。

蓋体の鍔部は，もともと，ガラス製蓋を載
置するなどの機能的な必要性があって形成さ
れるものである。そこには意匠上の創作はな
い。

ウ 両意匠は，２種類の鍋を・・１セットに
組み合わせることに，共通のコンセプトを有
する。

ガラス製蓋を用いるか否かは付加的要素で
ある。控訴人製品でも，ガラス製蓋を別個用
意して使用することは可能である。 機能的
な必要性からわずかに変更を加えただけで非
類似の意匠となる，などということはあり得
ない。

・本件登録意匠とイ号商品の意匠との類似性 （2/４）
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エ 本件登録意匠を体現する物品においては
，ガラス製蓋はなく，・・イ号商品において
は，ガラス製蓋があって，これがなければ蓋
体と鍋本体を組み合わせることは不可能であ
り，蓋体を鍋本体の蓋として使用することは
できない。両者の使用状態は著しく相違して
いる。

オ 仮に，控訴人の主張するとおり「蓋体と
鍋本体の胴部とがほぼ直線的に連続していて
，蓋体と鍋本体が統一的な一体感を与える点
」が，本件登録意匠の要部であると解しても
，イ号商品の意匠においては，前記のとおり
，鍋本体とガラス製蓋と蓋体との三つの部材
を重ね合わせたとき，ガラス製蓋のぴかぴか
に光沢を有するステンレス製の縁金と，縁金
の上方部の蓋体の外側方に突出する鍔部とが
一体となった太い帯状部となるので，本件登
録意匠とは著しく異なる。

控訴人の主張 被控訴人の主張

エ 原判決は，取手の握部に関し，・・イ号
商品では蓋体の取手の握部はわずかに上向き
に傾斜しており，また，本件登録意匠の取手
は・・握部において金属製取付腕の取付基板
が見える状態であるのに対し，イ号商品にお
いては，握部はすべて合成樹脂製である点で
正面及び側面から見た形状が異なっている点
において相違しており，両者は非類似である
，と判断した。

しかし，これらの相違点は，いずれも，共
通点を凌駕して意匠の類否に影響を与えるほ
どのものではない。両意匠は，基本的形状が
共通しており，平面形状も酷似している。握
部が若干上下に傾斜するのは，製造上の誤差
の範囲に属することである。

・本件登録意匠とイ号商品の意匠との類似性 （３/４）
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(1) イ号商品は，蓋体の鍔部が突出している。また，蓋体と鍋本体を組み合わせた際には，
その間にガラス製蓋が挟み込まれ，その銀色に光る縁金と蓋体の鍔部が一体となって，蓋体と
鍋本体の接合部を形成する。これは，物理的な形状としては，それぞれ幅がイ号商品の高さの
数％，突出部の高さも直径の数％に過ぎないとはいえ，一見して看者の注意を強く引く特徴的
なものということができる。・・これを微細な差異ということはできない。

(2) 本件登録意匠の取手は，・・ほぼ平行に向かい合うよう取り付けられているのに対し，
イ号商品では，蓋体の取手は，その先端がやや上方に，鍋本体のものは同様に下方に傾いた状
態で取り付けられている。

本件登録意匠では，取手の一部分である金属製取付基板の一部が，握部にこれを上下から挟
み込むように取り付けられている樹脂の間に，帯状となって露出しているが，イ号商品ではそ
のような露出はない。

(3) 本件登録意匠とイ号商品は，「蓋体を鍋本体にかぶせた状態において，蓋体と鍋本体の
胴部が直線的に連続していて，蓋体と鍋本体とが統一的な一体感を与える」という要部におい
て相違があり，また，これ以外に，取手握部の外見，取手の取付角度においても異なる。これ
らを総合すると，両意匠を類似するものと認めることはできないというべきである。

裁判所の判断

・本件登録意匠とイ号商品の意匠との類似性 （４/４）

22



差異点

・イ号商品 ： 蓋体の鍔部が突出している。 また，
蓋体と鍋本体の間にガラス製蓋が挟み込まれている。

（１） 蓋体と鍋本体の接続態様

・本件登録意匠 ： 胴部が直線的に連続している。

（２） 取手の態様

・本件登録意匠：蓋体のものと鍋本体のものがそれぞれ相互に近接して、
ほぼ平行に向かい合うよう取り付けられている。

・イ号商品 ： 蓋体の取手は，その先端がやや上方に，
鍋本体のものは同様に下方に傾いた状態で取り付けられている。

また、取手の一部分である金属製取付基板の一部が，
握部にこれを上下から挟み込むように取り付けられている
樹脂の間に，帯状となって露出している。

樹脂間に金属の露出はない。

裁判所の判断《 両手なべ 》
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直線的に連続 鍔部が突出

ガラス製蓋

上下が平行

樹脂間に金属

上方・下方に傾き

樹脂のみ

差異点



差異点の評価

幅がイ号商品の高さの数％，突出部の高さも直径の数％に
過ぎないとはいえ，一見して
看者の注意を強く引く特徴的なものということができる。

これと，本件登録意匠の要部と認められる上記特徴とを対比した場合，
両者の違いは顕著であり，これを微細な差異ということはできない。

２（１） 蓋体と鍋本体の接続態様

イ号商品：

総合評価

「蓋体を鍋本体にかぶせた状態において，蓋体と鍋本体の胴部が直線的に連続
していて，蓋体と鍋本体とが統一的な一体感を与える」 という

要部において相違があり，
また，これ以外に，取手握部の外見，取手の取付角度においても異なる。

これらを総合すると，両意匠を類似するものと認めることはできない。

蓋体と鍋本体の間にガラス製蓋が挟み込まれ、その銀色に光る縁金と
蓋体の鍔部が一体となって、蓋体と鍋本体の接合部を形成する。

裁判所の判断《 両手なべ 》
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意匠の類否判断の具体例 ３

「カラビナ」

平成１７年（ネ）第１００７９号 判決

（原審：平成１６年（ワ）第２４９号判決）



登録第1156116号

「カラビナ」
本件登録意匠 被控訴人商品

控訴人は、願書の「意匠に係る物品の説明」欄に，「本願意匠に係る物品は，登山用具
や一般金具としても使用される他，キーホルダーやチェーンの部品等の，装飾用として
も使用されるものである」と記載して，
「カラビナ」に装飾用として使用される物品が含まれることを明確にしているから，
本件登録意匠に係る本件登録意匠に係る物品の範囲は，キーホルダーとして使用される
カラビナにも及ぶ旨主張する。

【正面図】 【a-a断面図】

「ハートカラビナキーチェーン」

《 カラビナ 》 意匠権侵害差止請求事件
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ア 「カラビナ」とは，「岩登り用具。ハー
ケンとザイルとを連絡するための金属製の輪
。一部分が開閉できる。」（広辞苑第５版，
乙１０）と記載されているように，登山用具
であり，鋼鉄その他の金属を材料とする一定
の強度が必要不可欠な登山用具であり，用途
・機能がアクセサリー（装身具）であるキー
ホルダーとは全く異なるものである。

イ 「意匠に係る物品の説明」は，新規物品
や物品の区分にない物品名を記載する場合に
，願書の「意匠に係る物品」の欄に記載され
た物品の理解のために補助的に記載されるも
のであり，これによって，出願に係る物品本
来の用途・機能が変更されたり，拡張された
りすることは許されない

上記補助的説明は，・・ 「カラビナ」の理
解を助けるために記載されたものであるから
，「登山用具であるカラビナそれ自体を用途
の異なる一般金具，キーホルダー，チェーン
の部品等にも使用出来る。」という意味に解
釈するほかない。

控訴人の主張 被控訴人の主張

ア 出願人は、願書の「意匠に係る物品の説
明」欄に，「本願意匠 に係る物品は，登山
用具や一般金具としても使用される他，キー
ホルダーやチェーンの部品等の，装飾用とし
ても使用されるものである」と記載して，「
カラビナ」に装飾用として使用される物品が
含まれることを明確にしているから，本件登
録意匠に係る物品の範囲は，キーホルダーと
して使用されるカラビナにも及ぶものである
。

イ 登録審決においても，「その意匠は，願
書の記載及び願書に添付した図面に記載され
たとおりのものである」とされて登録されて
いるから，本件登録意匠の権利範囲を定める
に当たっては，「意匠に係る物品の説明」欄
の記載を参酌すべきであり，そうすると，本
件登録意匠に係る物品の範囲は，キーホルダ
ーとして使用されるカラビナにも及ぶことが
明らかである。

・本件登録意匠に係る物品について （１/３）

平成１７年(ネ)第１００７９号 意匠権侵害差止等請求控訴事件

28



ウ 「カラビナ」という用語がアクセサリー
やキーホルダーその他に商業的に変形さ れて
使用されているとしても，実体はアクセサリ
ーやキーホルダーであってカラビナではない
から，本件意匠権における「カラビナ」の権
利範囲には何らの影響も及ぼさない。

控訴人の主張 被控訴人の主張

ウ 「カラビナ」という名称の物品は，登
山用具に限定されるものではなく，「リング
体の一部がスプリング付開閉杆構造を備えて
いる器具」という概念でとらえられる基礎製
品というべきである。したがって，本件登録
意匠は，願書の「意匠に係る物品」欄の「カ
ラビナ」の記載と，「意匠に係る物品の説明
」欄の記載から，「キーホルダーとして使用
されるカラビナ」も本件登録意匠の権利範囲
と解することに何の問題もない。

・本件登録意匠に係る物品について （２/３）

平成１７年(ネ)第１００７９号 意匠権侵害差止等請求控訴事件
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(1) 一般に，「カラビナ」（Karabiner）とは，「岩登り用具。ハーケンとザイルとを連絡
するための金属製の輪。一部分が開閉できる。」（広辞苑第５版，乙１０），「岩登り用具
の一。岸壁に打ち込んだハーケンとザイルを連絡する鋼鉄製の輪」（大辞林第２版）を意味
するものとされており，その他の証拠（乙２，３，９，１１～１３）を併せ考えると，「カ
ラビナ」は，上記の意味の物品として一般名称化しているものと認められる。

そうすると，本件登録意匠に係る意匠公報に，「その他の運動競技用品」を意味する「意
匠分類 Ｅ３－００」の記載があることとあいまって，本件登録意匠に係る物品の「カラビナ
」とは，「ピッケル」，「ハーケン」と同様に岩登り用具の一つであり，岩登り用具ないし
登山用具として使用される「カラビナ」を意味するものと解するのが相当である。

(2) 登録意匠における物品の範囲は，「意匠に係る物品」の欄に記載された物品の区分によ
って確定されるべきものであり，「意匠に係る物品の説明」の欄の記載は，「意匠に係る物
品」の欄に記載された物品の理解を助けるためのものであるから，物品に関する願書の記載
は，願書の「意匠に係る物品」に記載された物品の区分によって確定されるのが原則であり
，「意匠に係る物品の説明」の記載によって物品の区分が左右されるものではない。

(3) 付言すると，そもそも，本件登録意匠の物品が，実際には，「意匠に係る物品の説明」
欄に記載されている多機能物品であるとすれば，「意匠に係る物品」欄に「カラビナ」と記
載すべきでなく，上記ガイドラインに従えば，「キーホルダー用カラビナ」などとすべきで
あったものである。

(4) その他，本件全証拠を検討しても，「カラビナ」が「リング体の一部がスプリング付開
閉杆構造を備えている器具」という，いわば上位概念でとらえられる物品として一般名称化
していることを認めるに足りる証拠を見いだすことはできない。

・本件登録意匠に係る物品について （３/３）
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裁判所の判断

物品に関する願書の記載は，願書の「意匠に係る物品」に記載された物品の
区分によって確定されるのが原則であり，「意匠に係る物品の説明」の記載
によって物品の区分が左右されるものではない。

そもそも，本件登録意匠の物品が，実際には，「意匠に係る物品の説明」欄
に記載されている多機能物品であるとすれば，「意匠に係る物品」欄に 「カ
ラビナ」と記載すべきでなく，上記ガイドラインに従えば，「キーホルダー
用 カラビナ」などとすべきであったものである。

控訴人は，本件登録意匠に係る物品につき， 「キーホルダーとして使用され
るカラビナ」を除くことは許されない旨主張する。
しかし，意匠法7条は，いわゆる一意匠一出願の原則を採用することを明ら
かにしている。したがって，一つの意匠登録出願で，二つ以上の意匠の区分
を包含する意匠の登録を求めることは許されていないことが明らかで ある。

控訴人は，本件登録意匠に係る物品の範囲は，
キーホルダーとして使用されるカラビナにも及ぶ旨主張する。

しかしながら、

・ 本願の物品について

《 カラビナ 》
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金属製リングの一部に
開閉できる部品がついた登山道具

基本的な形状として、Ｏ型、
洋梨型、Ｄ型のものがある。

カラビナ

「SHOPLIST.com by CROOZ」
https://shop-list.com/men/overragmen/brasscarabinerkeyholder/

カラビナ型のキーホルダー
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本件において，本件登録意匠に係る物品は，岩登り用具ないし登山用具と
して使用される「カラビナ」であるのに対して，被控訴人商品は、アルミ
ニウム，メタル製のハート型の形状をしたアクセサリーである。

そうすると，被控訴人商品と本件登録意匠に係る物品とは，物品の使用の
目的， 使用の状態等が大きく相違していることが明らかであり，たとえ，
被控訴人商品の形態と本件登録意匠の構成態様とが似ているとしても，被
控訴人商品の一般需要者が具体的な取引の場で被控訴人商品と本件登録意
匠に係る「カラビナ」とを混同するおそれがあるとは認め難いから，

被控訴人商品は，物品の類否の観点からも，本件登録意匠の権利範囲に属
するとはいえず，本件意匠権の効力は及ばないものというべきである。

33

・ 物品の類似について

裁判所の判断

意匠権の効力が及ぶ「登録意匠に係る物品と類似の物品」とは，

登録意匠又はこれに類似する意匠を物品に実施した場合に，当該物品の一
般需要者において意匠権者が販売等をする物品と混同するおそれのある物
品を指すものと解するのが相当である。

《 カラビナ 》



意匠の類否判断の具体例 ４

「自動二輪車用タイヤ」

平成２４年（行ケ）第１００４２号 判決

審決取消請求事件



USD 601943 意願2010-15224

平24（行ケ）10042 「自動二輪車用タイヤ」

本願意匠引用意匠

《 自動二輪車用タイヤ 》 審決取消請求事件
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トレッド部の周回面に，
長い略「へ」字状の溝と逆略「へ」字状の溝（以下「長傾斜溝」という
。）をタイヤの赤道を中心として千鳥配置状に配設し，

この長傾斜溝のそれぞれの外端近傍に，ごく短い溝を配設し，

さらに，各長傾斜溝の周回方向の略中間位置に，
それぞれ，長傾斜溝よりやや短く，長傾斜溝と同じ向きに屈曲させた略
「へ」字状の溝と逆略「へ」字状の溝（以下「中傾斜溝」という。）を
配設した構成態様で，

これら長中二つの傾斜溝は，赤道からサイドに向かってやや末広がり状
とした態様であり，

中傾斜溝は，長傾斜溝と短溝の間を略二等分する位置にあり，

長傾斜溝，中傾斜溝及び短溝の三つの溝が全体として横に伸びた
略「さんずい」偏様を呈する態様である点

【共通点Ａ】 （基本的構成態様）

審決の認定《 自動二輪車用タイヤ 》
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共通点Ａは，意匠全体に及ぶものであり，
また，この種物品において需要者が着目するトレッドパターンの
基本的構成態様についての共通点であり，

特に
長傾斜溝，中傾斜溝及び短溝の三つの溝が，
全体として，横に伸びた略「さんずい」偏様を呈する態様で，こ
れらが，赤道を中心として千鳥配置状に配設されている点は,
両意匠の基調を形成しており，

需要者が両意匠を観察するとき，共通の印象を強く与え，
共通の美感を生じさせるものであって，

両意匠の類否判断に支配的な影響を及ぼす。

審決の判断

《 自動二輪車用タイヤ 》
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第３ 原告主張の審決取消事由
２ 相違点の認定の誤り
(1) 長傾斜溝及び中傾斜溝について，中央付

近に形成されている折曲部あるいは湾曲部
を，本願意匠が角部を有する折れ線形状に
形成しているのに対して，引用意匠は円弧
状の曲線によって形成しており，全体とし
てみた場合に，本願意匠が各溝の溝縁全体
について直線を主体に構成しているのに対
して，引用意匠が各溝の溝縁全体について
曲線を主体に構成しているという相違があ
るのに，審決は，そのような相違を看過し
た。

審決の理由の要点 原告の主張

(1) 本願意匠と引用意匠との間には，形態について
次の共通点と相違点がある。
ア 共通点（共通点Ａは基本的構成態様，

共通点Ｂ～Ｄは具体的構成態様）
【共通点Ａ】

全体は，断面略円弧状のトレッド部とその左右に
左右対称に形成されたサイドウォール部で構成され
る環状体であり，トレッド部の周回面に，長い略「
へ」字状の溝と逆略「へ」字状の溝（以下「長傾斜
溝」という。）をタイヤの赤道（正面視において，
トレッド面を左右に２分する仮想の中心線をいう。
）を中心として千鳥配置状に配設し，この長傾斜溝
のそれぞれの外端近傍に，ごく短い溝（以下「短溝
」という。）を配設し，さらに，各長傾斜溝の周回
方向の略中間位置に，それぞれ，長傾斜溝よりやや
短く，長傾斜溝と同じ向きに屈曲させた略「へ」字
状の溝と逆略「へ」字状の溝（以下「中傾斜溝」と

いう。）を配設した構成態様で，これら長中二つ
の傾斜溝は，赤道からサイドに向かってやや
末広がり状とした態様であり，中傾斜溝は，
長傾斜溝と短溝の間を略二等分する位置にあ
り，長傾斜溝，中傾斜溝及び短溝の三つの溝
が全体として横に伸びた略「さんずい」偏様
を呈する態様である点
・・
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３ 類否判断の誤り
(1) 審決は，基本的構成態様たる共通点Ａが類否判

断に支配的な影響を及ぼすとした。

しかしながら，本願意匠と引用意匠に共通
する，繰返しの単位となる長さの異なった
三つの溝を略同方向に傾斜させている態様
は，例えば，意匠登録第１２２５３１２号（甲２
の１），同第１３１１３９４号（甲２の２），同
第１３５４１７４号（甲２の３）など，引用意匠

の出願前からこの種物品の意匠においてみられ

る類型化した概略態様であって，格別の特徴が
あるわけではなく，類否判断を支配する要素とは
なり得ない。

・・・

これらの例からすれば，自動二輪車用タイ
ヤの意匠においては，溝部の基本的な 構成態
様がほぼ同一であっても，そのことのみをも
って類否判断を決する要素とされるのではな
く，各溝の具体的な形状，配置態様などによ
って醸成される視覚的な印象を含む，意匠全
体としての総合判断によって類否判断が行わ
れるのであって，基本的構成を高く評価する
審決の判断は誤りである。

(2) 共通点と相違点の評価
ア 共通点Ａは，意匠全体に及ぶものであり

，また，この種物品において需要者が着目
するトレッドパターンの基本的構成態様に
ついての共通点であり，特に長傾斜溝，中
傾斜溝及び短溝の三つの溝が，全体として
，横に伸びた略「さんずい」偏様を呈する
態様で，これらが，赤道を中心として千鳥
配置状に配設されている点は，両意匠の基
調を形成しており，需要者が両意匠を観察
するとき，共通の印象を強く与え，共通の
美感を生じさせるものであって，両意匠の
類否判断に支配的な影響を及ぼす。

平成２４年（行ケ）第１００４２号 審決取消請求事件
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相違点アに関して，本願意匠の各溝は，端部
を斜め直線状に切断し，角部を折れ線状の角
張った形状としているのに対して，引用意匠
の各溝の端部は，角部小円弧状の丸味のある
形状とするとともに，各溝ともその一方端部
寄りの溝縁に，本願意匠にはない略三角形状
の突出を設けて，かかと部を有する人体の足
先様の態様としているという相違がある。

これらの相違は，意匠全体の基調について，
本願意匠は直線的で幾何学模様的な視覚的印
象を与えるのに対し，引用意匠は曲線的で人
体の一部を想起させる有機的な視覚的印象を
与えるものであり，意匠全体としての形態上
の基調を別異とする強い要素となっている。

２ 相違点の認定の誤りに対して
(1)両意匠の各溝の溝縁全体から見れば，「

折曲部あるいは湾曲部」，しかも， その
外側の溝縁部分が，溝全体に対して占める
比率は極めて小さく，ごく限られた範囲に
すぎない。このごく限られた小さな部分を
除き，両意匠の溝の大部分は，溝全体の中
間からややずれた箇所において曲がった略
「へ」字状を呈しているという共通点があ
る。

審決が，曲がった部位の縁形状を，原告が
主張するような円弧状が直線状かという相
違点として挙げなかったのは，それがごく
限られた小さな部分にすぎず，相違点とし
て，ことさら挙げるほどのものではないか
らであって，相違点を看過したものではな
い。

平成２４年（行ケ）第１００４２号 審決取消請求事件
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４ まとめ
本願意匠と引用意匠に共通すると認められ

る基本的な構成態様は，従来からみら れる概
略構成に関するものでしかなく，意匠全体の
類否判断を支配するほどの特徴あるものとい
うことはできない。これに対して構成各部の
具体的な態様には，審決が看過した相違も含
めて顕著な相違があり，意匠全体として美感
が異なる。

３ 類否判断の誤りに対して
原告は，両意匠の共通点が従来から存在す

ると主張し，証拠（甲２の１～３）を提出し
ているが，これらの中に，上記の点のすべて
が共通する意匠は記載されておらず，特に甲
２の３には４本の溝が１単位を形成する意匠
が記載されている。審決は，両意匠が，溝の
基本的構成態様に関する上記すべての点につ
いて共通していればこそ，共通点Ａが類否判
断に支配的な影響を及ぼすと評価したのであ
り，共通点Ａは，従来からありふれている態
様についてのものではない。

(2) 直線主体か曲線主体かという原告の主張
は，上記２(1)で反論したとおり，溝全体の
中ではごく限られた小さな部位における相違
を，あたかも溝全体についての相違であるか
のごとく主張しているにすぎない。

平成２４年（行ケ）第１００４２号 審決取消請求事件
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甲２－（１） 甲２ － （２） 甲２－（３）

《 自動二輪車用タイヤ 》 先行登録例 １
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《 自動二輪車用タイヤ 》 先行登録例 ２
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《 自動二輪車用タイヤ 》 先行登録例 ３
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《 自動二輪車用タイヤ 》 先行登録例 ４
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（１）本願意匠の要部について
本願意匠において，全体としてみて，いずれも略同方向に傾斜した長，中，短の 三つの溝

を１単位とし，これを，赤道を中心として，左右の斜めに向けて，千鳥配置状に配設した点に
ついては，本願意匠の出願前に日米において複数登録されていることを斟酌すると，それだけ
では取引者・需要者の注意を引きやすい特徴的な形態であるとはいえず，本願意匠においては
，繰返しの単位を構成する三つの溝の，具体的な形状，配列，位置関係等が，取引者・需要者
の注意を引きやすい特徴的な部分（要部）であると認めることができる。

この点について，被告は，いずれも略同方向に傾斜した長，中，短の三つの溝を１単位とし
，これを，赤道を中心として，左右の斜めに向けて，千鳥配置状に配設した点に加え，各溝が
並ぶ順番，長中二つの傾斜溝の形状と屈曲の方向，中傾斜溝の長さと位置を一体の共通点Ａと
して捉え，これらのすべてを満たす公知意匠が存在しないことから，それらを一体として審決
が認定した共通点Ａは，引用意匠との対比において類否判断に支配的な影響を及ぼすと主張す
る。

しかしながら，「いずれも略同方向に傾斜した長，中，短の三つの溝を１単位とし，これを
，赤道を中心として，左右の斜めに向けて，千鳥配置状に配設した点」は，特定の単位の繰返
しという意匠全体の構成に関する基本的な態様であるということができるものの，上記のとお
り，それだけでは取引者・需要者の注意を引きやすい特徴的な形態であるとはいえず，各溝の
並ぶ順番（溝の長さは相対的な評価なので，溝の長さが変化すると，溝の並ぶ順番も変化し得
る関係にある。）や，長傾斜溝，中傾斜溝の形状等については，繰返しの単位内における個別
的な形状に関するものとして，取引者・需要者の注意を引く特徴的な形態となり得るものであ
る。
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（２）両意匠の類否判断
本願意匠の三つの溝は，溝縁が直線であり，端部に向けて溝幅が細くなることから，看者に

対し，一方の先端がとがった細い直線により構成され，無機的であり，かつ，非常にすっきり
として，サイドウォールから赤道に向けて流れる印象を与えるような美感を生じさせるものと
いえる。

これに対し，引用意匠の 三つの溝は，全体として，基本的に溝幅に変化がないことも相ま
って，看者に対し， 同じ幅の溝が曲線的にねじ曲がった印象，例えていえば，先端の丸まっ
た筒状の細菌あるいは細胞をまとまりなく配した印象を与えるような美感を生じさせるものと
いえる。

・・その他にも，両意匠は，長傾斜溝が，溝の中間よりサイドウォール寄りの部分に折曲部を
有する略「へ」字状である点，中傾斜溝が長傾斜溝よりやや短い点，長傾斜溝と中傾斜溝の間
隔が溝全体としては若干広がっている点などの共通点を有するが，他方で，短溝の長さが異な
り，長傾斜溝と中傾斜溝の拡幅度合いが異なるなどの相違点も存する。

以上を総合すると，本願意匠は，共通点を考慮したとしても，全体として取引者・需要者に
引用意匠と異なる美感を生じさせるものと認めるのが相当であって，引用意匠とは類似しない
。
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登録1276846号登録1225312号 登録1311394号 登録1354174号 登録1337993号

全体としてみて，いずれも略同方向に傾斜した長，中，短の三つの溝を１単位とし，
これを，赤道を中心として，左右の斜めに向けて，千鳥配置状に配設した点については，

本願意匠の出願前に日米において複数登録されていることを斟酌すると，それだけでは取引
者・需要者の注意を引きやすい特徴的な形態であるとはいえず，

本願意匠においては， 繰返しの単位を構成する三つの溝の，具体的な形状，配列，
位置関係等が，取引者・需要者の注意を引きやすい特徴的な部分（要部）であると認めること
ができる。

平24（行ケ）10042 号判決

要部の認定

《 自動二輪車用タイヤ 》 裁判所の判断
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本願意匠
引用意匠

三つの溝につき，いずれも一方の端部が毛筆書体における横棒の入り様とした形態
であって，足のかかと様に出っ張った部分があり，かつ，この部分の溝幅が広がっている
ことなどから，当該端部がねじれている印象を与え，・・・

本願意匠の三つの溝は，溝縁が直線であり，端部に向けて溝幅が細くなることから，
看者に対し，一方の先端がとがった細い直線により構成され，無機的であり，
かつ，非常にすっきりとして，サイドウォールから赤道に向けて流れる印象を与える
ような美感を生じさせるものといえる。

全体として，基本的に溝幅に変化がないことも相まって，看者に対し，
同じ幅の溝が曲線的にねじ曲がった印象，例えていえば，先端の丸まった筒状の細菌
あるいは細胞をまとまりなく配した印象を与えるような美感を生じさせる

本願意匠

引用意匠

《 自動二輪車用タイヤ 》 裁判所の判断
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自動二輪車用タイヤに係る意匠である本願意匠と引用意匠との類否
について，

審決は， 両意匠の共通点のうち，「さんずい」偏様の三つの溝が
千鳥配置状に繰り返し配設されている点を重視して，両意匠が類似
するとしたが，

本判決は，公知意匠を斟酌すると上記の点のみでは要部であるとは
いえず，
繰返しの単位を構成する三つの溝の具体的な形状等が要部に当たる
とした上で，両意匠の三つの溝の具体的な形状等から生じる美感を
認定・対比し，

両意匠は非類似であるとして，上記審決を取り消した。

《 自動二輪車用タイヤ 》 平成２４年（行ケ）第１００４２号

判決要旨
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意匠の類否判断の具体例 ５

「包装用箱」

平成２６年（ワ）第１２９８５号

意匠権侵害差止等請求事件



本件意匠 被告意匠

意匠登録第１４４０８９８号

「包装用箱」
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（１）本件意匠の構成態様及び要部
イ 本件意匠の要部は，①稜線部に形成される
面（アクセントパネル）が，中央部の谷折り
線を介して，いずれも二等辺三角形である２
平面を接続させた凹平面であって，全体が菱
形状であり，縦横比が約８対１の縦に細長い
，直線的ですっきりしたシャープな印象を与
えるものである点，②開口部が，正面視した
ときに見えない位置であって，かつ稜線部に
形成される面（アクセントパネル）とは異な
る位置に設けられている点にある。

・・

ウ なお，本件意匠は，包装用箱の組立て動作
時と，蓋を開封して内容物を取り出す動作時
のいずれにおいても，アクセントパネルを意
識する必要がなく，開封時において三角錐を
つぶすように全体形状を大きく変形させて開
封することが想定される。

原告の主張 被控訴人の主張

（１）本件意匠の構成態様及び要部
ウ 要部

本件では，需要者たる菓子の購入者の注意
を惹く構成態様を類否判断の 主たる視点と
すべきであるところ，本件意匠は，包装用箱
の形態として直方体が多い中で，三角形状面
からなる周知の単純な正四面体でなく，正四
面体としての三角錐の稜線部の１つにアクセ
ントパネルが形成された多面体である構成態
様としており，この点が要部である。
・・

平成２６年（ワ）第１２９８５号 意匠権侵害差止等請求事件

・争点(1)（本件意匠と被告意匠の類否）について １／６
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(3) 本件意匠と被告意匠との類否
ア 部分意匠においては，意匠公報の図面にお
ける実線部分が物品全体との関係でどのよう
な機能及び用途を有するか，また，実線部分
が「どこに位置し，どのような大きさを有し

，物品全体に対しどのような割合を示す大
きさであるか」を認定するために破線部分を
用いなければならない。

そうすると，・・本件意匠において，開口部
が稜線部のアクセントパネルとは異なる位置
に形成されていることは，その本質的な特徴
というべきである。

また，需要者は，包装用箱という物品の性
質上，どのように開封するのか，すなわち，
開口部の位置，形状，機能について，当然に
関心を抱くのであり，これらの点は，「需要
者の視覚を通じて起こさせる美感」（意匠法
２４条２項）に大きな影響を与える要素であ
る。

原告の主張 被控訴人の主張

（３）本件意匠と被告意匠との類否
ウ 被告の主張に対する反論
(ア) 被告は，被告意匠のアクセントパネルが開口

部になっている点をアクセントパネルが開口部と
なっていない本件意匠との差異点とするが，本件
意匠では，開口部が意匠登録を受けた部分以外に
あり，また，被告意匠の開口部は，開口としての
機能が形態として表されたものではないことから
すれば，被告主張の差異点は，本件意匠と被告意
匠との類否判断に影響を与えるものではない。

すなわち，本件意匠は，展開紙型の形態として
登録されたものではなく，組み立てられた形態と
して意匠登録を受けたものであるから，組み立て
るまでの形態を評価の対象とすべきではないし，
被告意匠の需要者は，アクセントパネルが開口部
であることを意識せずに購入し，購入後内容物を
取り出す際に初めてアクセントパネルが開口部で
あることを理解すると考えられる。

したがって，アクセントパネルが開口部である
か否かという差異は，この種の物品が需要者によ
って観察される際に，視覚的な効果を奏するもの
ではなく意匠の類否判断に影響のない差異にすぎ
ない。

平成２６年（ワ）第１２９８５号 意匠権侵害差止等請求事件
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(2) 本件意匠の要部
本件意匠に相当する部分には，略三角錐形状の単一な印象から動的な美観を生じさせる多

面体としての外観上の装飾（アクセント）としての機能を有するものと認められ，ほかに特
別な使途及び機能を有するものではないものと認められる。

そして，三角形４面で形成される略三角錐形状をした包装用箱の意匠それ自体は，少なく
とも本件意匠登録の出願前に日本国内において公然知られたものであること（乙１，弁論の
全趣旨）に照らすと，

本件意匠の要部は，組立時において天頂に位置する頂点から底面を形成する点に至る３本の
稜線のうち１本の稜線に（構成態様Ｂ），当該稜線の縦方向中央を垂直に横切る谷折り線を
底辺とし，天頂に位置する点を頂点とする二等辺三角形と，上記谷折り線を底辺とし，底面
を形成する点を頂点とする二等辺三角形の二つの二等辺三角形を，底辺部分で上下に接続さ
せて略菱形状の面（アクセントパネル）を形成したこと（構成態様Ｃ），アクセントパネル
の中央部分は，三角錐形状の面よりも凹状にへこませて形成されていること（構成態様Ｄ）
，アクセントパネルの縦の長さと中央部分（上記Ｃの二つの二等辺三角形の底辺に当たる部
分）の幅の比は，約８対１であること（構成態様Ｅ）であると認めるのが相当である。
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(3) 被告意匠の構成態様
イ 差異点

本件意匠におけるアクセントパネルの形状は，稜線の縦方向中央を垂直 に横切る谷折り
線を底辺とし，天頂に位置する点を頂点とする二等辺三角形と，上記谷折り線を底辺とし，
底面を形成する点を頂点とする二等辺三角形の二つの二等辺三角形を，底辺部分で上下に接
続させて略菱形状としているのに対し，被告意匠は，稜線の三角錐の天頂に位置する点と底
面を形成する点とを，稜線の縦方向中央部分にかけてふくらむように円弧状の線で結び，当
該稜線を中心線として円弧状の線が左右対称になった略紡錘形状としており，アクセントパ
ネルの具体的形状が異なっている。

また，アクセントパネルの縦の長さと中央部分の幅の比は，本件意匠では約８対１，被告
意匠では約４対１である点も異なる。

本件意匠においては，物品である包装用箱の開口部は破線部で示され， その開口部が設
けられた三角錐形状の面とは別の面にアクセントパネルが配置されているのに対し，被告意
匠においては，アクセントパネル自体が包装用箱の開口部として配置されている点が異なる
。
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・争点(1)（本件意匠と被告意匠の類否）について ４／６

裁判所の判断



ウ 判断
本件意匠は，部分意匠であるため，類否判断に当たっては，当該 意匠それ自体のみなら

ず，当該部分の物品全体における位置等についても参酌すべきことは，前記１のとおりであ
るところ，本件意匠では，アクセントパネルとは別の面に包装用箱の開口部が設けられ，ア
クセントパネルは開口部としての機能を有していないのに対し，被告意匠では，アクセント
パネルが開口部として配置されていることにより，開口部としての機能を有している点にお
いても差異がある。

本件意匠に係る物品である包装用箱の機能として，収納された物品を取り出すことは必須
であることからすると，開口部の配置は，包装用箱の需要者たる事業者や箱に収納された品
物を購入する一般消費者にとってみれば，箱を開口してもアクセントパネルとしての美観に
全く影響がないか，箱の開口によりアクセントパネルとしての美観が消失してしまうかは大
きな差異であるというべきで，本件意匠と被告意匠とは，この点においても美観を共通にす
るものとはいえない。
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・争点(1)（本件意匠と被告意匠の類否）について ５／６

裁判所の判断



(イ) また，原告は，被告意匠におけるアクセントパネルが開口部であるかどうかは，この種
の物品が需要者によって観察される際に視覚的な効果を奏するものではないとも主張する。

確かに，事業者であれ消費者であれ，包装用箱の需要者が包装用箱を 購入，使用する際
には，包装用箱は閉じられたままであるか，包装用箱として組み立てる前の状態であり，包
装用箱の開口部分の位置が視覚的に影響を与えるものではないという主張には，それなりの
理由があると考える余地もある。

しかし，本件意匠に係る物品が包装用箱であり，包装された内容物を取り出すことが必須
となるものであるから，アクセントパネルを有する包装用箱の開口部を包装用箱のどこに配
置するかや，開口部とアクセントパネルの位置関係は，外観としての美感に影響を与えるも
のというべきである。そして，前述のとおり，開口した場合にもアクセントパネルがアクセ
ントとしての形状を保つか否かによって，外観に差異が生じるといえる。

したがって，被告意匠において，アクセントパネル部分に包装用箱の開口部を設けている
点は，もはや本件意匠における開口部の位置を通常考え得る範囲で変更したものとはいえな
いというべきであり，原告の上記主張は採用することができない。

58

・争点(1)（本件意匠と被告意匠の類否）について ６／６

裁判所の判断



本件意匠と被告意匠の対比

ア 共通点

組立時において，
・ 三角形４面で形成される略三角錐形状を基本形状とし，
・ 天頂から底面に至る３本の稜線のうちの１本に、その天頂底面に

至るまでの全体にわたって，アクセントパネルが形成され，
・ アクセントパネルの中央部分は，

三角錐形状の面よりも凹状にへこんで形成されている点
で共通する。

イ 差異点

・ アクセントパネルの具体的形状
二等辺三角形を底辺で接続させた略菱形状
円弧状の線が左右対称になった略紡錘形

・ アクセントパネルと別に開口部を設けているか、
アクセントパネル自体を開口部としているか

裁判所の判断《 包装用箱 》
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ウ 類 否 判 断

直線で構成された略菱形状は，一般的にシャープで固い印象を与えるのに対し，

曲線で構成された略紡錘形状は，一般的に丸く，やわらかな印象を与える。

アクセントパネルの縦の長さと中央部分の幅の比が，
本件意匠では約８対１であり，ほっそりと鋭い感じを与えるのに対し，
被告意匠では約４対１であり，でっぷりとゆるやかな印象を与える。

＜アクセントパネルの形状＞

したがって，本件意匠と被告意匠とは，
上記の点において美観を共通にするものとはいえない。

エ 以上の点に関し、
原告は，「甲８意匠」を本意匠とし，「甲９意匠」及び「甲１

０意匠」を 関連意匠とする意匠登録がされていること
（すなわち，特許庁によって，甲８意匠と，甲９意匠及び甲１０意
匠とが類似 する旨判断されたこと）などの事情に照らし，

本件意匠と被告意匠のアクセントパネルの具体的形状の差異は
意匠全体の類否判断に影響しない旨主張する。

裁判所の判断《 包装用箱 》
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甲８：意登1193959 甲９：意登1194201 甲１０：意登1194202

しかし、・・
本件意匠におけるアクセントパネルのように，
三角錐形状の稜線に沿って設けられた凹状の面ではなく，
また，当該三角錐の天頂から底面に至るまでの全体にわたって，

形成されているものでもない。

本件意匠と被告意匠との差異点が看者に与える美観の差異の程度は，
甲８意匠ないし甲１０意匠における上記凸状の面の差異点が
看者に与える美観の差異の程度とは，量的にも，質的にも異なるものというべき
であって，原告の上記主張は，採用することができない。

裁判所の判断《 包装用箱 》
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登録1375955号 登録1387037号登録1387038号登録1387035号

「包装用容器」

本意匠 関連意匠 関連意匠 関連意匠

先行登録例（関連意匠登録）《 包装用箱 》
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＜ アクセントパネルを開口部としているか否か ＞

ウ 類 否 判 断

箱を開口してもアクセントパネルとしての美観に全く影響がないか，
箱の開口によりアクセントパネルとしての美観が消失してしまうかは
大きな差異であるというべきで，
本件意匠と被告意匠とは，この点においても美観を共通にするものとはいえない。

エ 原告は，被告意匠におけるアクセントパネルが開口部であるかどうかは，
この種の物品が需要者によって観察される際に視覚的な効果を奏するもの

ではないとも主張する。

しかし，本件意匠に係る物品が包装用箱であり，包装された内容物を取り出す
ことが必須となるものであるから，・・・開口部とアクセントパネルの位置関係は，
外観としての美感に影響を与えるものというべきである。

そして，前述のとおり，開口した場合にもアクセントパネルがアクセントとしての
形状を保つか否かによって，外観に差異が生じるといえる。

したがって，
被告意匠において，アクセントパネル部分に包装用箱の開口部を設けている点は，
もはや本件意匠における開口部の位置を通常考え得る範囲で変更したものとは
いえないというべきであり，原告の上記主張は採用することができない。

裁判所の判断《 包装用箱 》
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判断の結論

本件意匠と被告意匠とは，前記イの差異点，
とりわけ上述したところ（注）により，
看者に対し全体として異なる美観を与えるものであり，

前記アの共通点は，
差異点が看者に与える美観の差異を凌駕するものとは

認められない。

したがって，被告意匠が本件意匠に類似するとはいえない。

（注）・アクセントパネルの形状
・アクセントパネルを開口部としているか否か

裁判所の判断《 包装用箱 》
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意匠の類否判断

（ 事例研究 ）

お わ り
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