
判例研究会発表判例一覧
（敬称略）

回数 開催日 発表者 裁判所 判決日 事件番号 備考

第303回 平成24年4月20日（金） 角田政芳 知財高裁 平成23年12月22日判決 平成23年（ネ）10008号 東芝私的録画補償金事件（著作権）

第304回 平成24年5月25日（金） 奥邨弘司 最高裁 平成24年2月2日判決 平成21年（受）2056号 ピンクレディ事件（パブリシティー権）

第305回 平成24年6月29日（金） 木棚照一 知財高裁 平成24年2月28日判決 平成23年（ネ）10047号 中国法人からの映画の著作物に関する侵害事件（著作権）

第306回 平成24年7月13日（金） 中川淨宗 知財高裁 平成22年12月15日判決 平成22年（行ケ）10013号 エコルクス事件（著作権）

第307回 平成24年9月21日（金） 本山雅弘 大阪地裁 平成23年11月24日判決 平成21年（ワ）20132号、22年（ワ）4332号 ＹＧ性格検査用紙共有著作権更新契約事件（著作権）

第308回 平成24年10月26日（金） 長塚真琴 東京地裁 平成24年1月12日判決 平成22年（ワ）10785号 ゆうメール事件（商標権）

第309回 平成24年11月16日（金） 小島喜一郎 知財高裁 平成24年1月27日判決 平成22年（ネ）10043号 知財高裁大合議判決、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈

第311回 平成25年1月25日（金） 堀江亜以子 知財高裁 平成24年11月7日判決 平成24年（行ケ）10222号 本願商標「北斎」（商標権）

第312回 平成25年3月15日（金） 諏訪野大 知財高裁 平成25年1月24日判決 平成24年（行ケ）10285号 本願商標「あずきバー」（商標権）

第313回 平成25年4月26日（金） 中川淨宗 知財高裁 平成24年8月8日判決 平成24年（ネ）10027号 ゲーム画面の翻案権等（著作権）

第314回 平成25年5月31日（金） 内田剛 知財高裁 平成25年2月1日判決 平成24年（ネ）10015号 ごみ貯蔵器事件・控訴審（特許権）

第315回 平成25年6月28日（金） 角田政芳 東京地裁 平成25年2月28日判決 平成23年（ワ）19435号、19436号 ピオグリタゾン事件（特許権）

第316回 平成25年7月26日（金） 紋谷崇俊 東京地裁 平成25年2月28日判決 平成23年（ワ）38969号 アップルVSサムソン・ＦＲＡＮＤ特許判決

第317回 平成25年9月27日（金） 諏訪野大 知財高裁 平成24年6月27日判決 平成23年（行ケ）10399号 ターザン商標事件（商標権）

第318回 平成25年10月24日（金） 梁瀬和男 知財高裁 平成24年10月25日判決 平成21年（ワ）4753号、39494号 CM原版の著作権侵害訴訟（控訴審）（著作権）

第319回 平成25年11月15日（金） 堀江亜以子 知財高裁 平成25年6月27日判決 平成24年（行ケ）10454 「KUMA」商標事件（商標権）

第321回 平成26年1月24日（金） 木棚照一 東京地裁 平成25年2月19日判決 平成22年（ワ）28813号 特許権移転登録請求権不存在確認請求事件（特許権）

第322回 平成26年3月28日（金） 小島喜一郎 知財高裁 平成25年12月19日判決 平成24年（ネ）10054号 「ヒト疾患に対するモデル動物」控訴審（特許権）

第323回 平成26年4月25日（金） 角田政芳 大阪地裁 平成26年1月16日判決 平成24年（ワ）8071号 薬剤分包用ロールペーパ事件（特許権）

第324回 平成26年5月30日（金） 三浦正弘 東京地裁 平成24年7月11日判決 平成22年（ワ）44305号 ＤＶＤ商品の頒布につき著作権侵害が認められた事例（著作権）

第325回 平成26年6月27日（金） 内田剛 知財高裁 平成26年5月16日判決 平成25年（ネ）10043号 アップルVSサムソン・ＦＲＡＮＤ特許控訴判決（特許権）

第326回 平成26年7月18日（金） 長塚真琴 知財高裁 平成25年4月18日判決 平成24年（ネ）10076号 治療薬ハンドブック事件（著作権）

第327回 平成26年9月26日（金） 諏訪野大 大阪高裁 平成26年1月17日判決 平成24年（ネ）2044号、2655号 雑誌の題号の一部について不正競争防止法による保護が認められた事例（不競法）

第328回 平成26年10月31日（金） 中川淨宗 大阪地裁 平成25年9月6日判決 平成25年（ヨ）20003号 希望の壁事件（著作権）

第329回 平成26年11月21日（金） 帖佐隆 東京地裁 平成24年2月28日判決 平成22年（ワ）11604号 グレイブガーデン事件（商標権）

第331回 平成27年1月31日（金） 紋谷崇俊 知財高裁 平成26年10月22日判決 平成25年（ネ）10089号 自炊代行訴訟・控訴審（著作権）

第332回 平成27年3月27日（金） 小島喜一郎 知財高裁 平成26年5月30日判決 平成25年（行ケ）10195号 「血管内皮細胞増殖因子アンタゴニスト」（特許権）

第333回 平成27年5月29日（金） 内田剛 東京地裁 平成26年10月30日判決 平成25年（ワ）6158 野村證券・職務発明事件

第334回 平成27年6月19日（金） 角田政芳 知財高裁 平成27年4月14日判決 平成26（ネ）10063号 TRIPP　TRAPP事件

第335回 平成27年9月4日（金） 中川淨宗 最高裁 平成27年6月5日判決 平成24年（受）1204号 プラバスタチンナトリウム事件（特許権）

第336回 平成27年10月23日（金） 諏訪野大 東京地裁 平成26年9月11日判決 平成25年（ワ）1084号 損害賠償請求事件（ライセンシーの損害賠償請求を認容した事例）

第337回 平成27年11月27日（金） 三浦正弘 東京地裁 平成27年4月28日判決 平成24年（ワ）17815号 「ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ。」映像化契約解除事件（著作権）

第339回 平成28年1月29日（金） 堀江亜以子 知財高裁 平成27年5月13日判決 平成26年（行ケ）10170号他 アドミラル事件（商標権）

第340回 平成28年3月25日（金） 紋谷崇俊 知財高裁 平成27年12月24日判決 平成27年（ネ）10069号 売買代金請求控訴事件（特許権）特許権侵害に係る補償条項違反による損害賠償請求を認めた事案

第341回 平成28年5月13日（金） 中川淨宗 大阪地裁 平成27年3月27日判決 平成26年（ワ）5064号 安定高座椅子事件（実用新案権）

第342回 平成28年6月24日（金） 角田政芳 知財高裁 平成28年3月25日判決 平成27年（ネ）10014号 ビタミンＤ等製造方法事件控訴審（特許権）

第343回 平成28年7月29日（金） 内田剛 東京地裁　 平成28年3月30日判決 平成27年（ワ）12414号 オキサリプラチン事件（特許権）

第344回 平成28年10月21日（金） 諏訪野大 東京地裁 平成28年1月14日判決 平成27年（ワ）7033号 スティック型加湿器が不競法2条1項3号「商品」、著作権法2条1項「著作物」にも該当しないとされた事例

第345回 平成28年11月25日（金） 三浦正弘 東京地裁 平成28年2月29日判決 平成25年（ワ）28071号、26年（ワ）17051号 果実酒みみきゅ～るイラスト事件（著作権）

第347回 平成29年1月20日（金） 堀江亜以子 知財高裁 平成28年11月11日決定 平成28年（ラ）10009号 著作権判例百選第５版出版差止め事件（著作権）

第348回 平成29年3月19日（金） 小島喜一郎 最高裁 平成27年11月17日判決 平成26年（行ヒ）356号 「血管内皮細胞増殖因子アンタゴニスト」（最高裁判決）

第349回 平成29年4月28日（金） 中川淨宗 最高裁 平成29年2月28日判決 平成27年（受）1876号 不正競争防止法による差等請求本訴、 商標権侵害行為差止等請求反訴事件（Ｅｅｍａｘ事件）
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判例研究会発表判例一覧
（敬称略）

回数 開催日 発表者 裁判所 判決日 事件番号 備考

第350回 平成29年5月26日（金） 内田剛 東京地裁 平成28年12月19日判決 平成27年（ヨ）22042 仮処分命令申立事件（コメダ珈琲店店舗外観事件）

第351回 平成29年6月23日（金） 角田政芳 大阪地裁 平成29年1月19日判決 平成27年（ワ）9648、10930 不正競争行為差止等請求事件（シャミ－ブラウス等事件）

第352回 平成29年7月21日（金） 佐藤祐介 知財高裁 平成29年5月17日判決 平成28年（ネ）10076 商標権の行使が権利濫用にあたるとされた事例 （極真会商標権侵害差止等請求控訴事件）

第353回 平成29年9月22日（金） 帖佐隆 大阪地裁 平成28年11月22日判決 平成25年（ワ）11642 「交通規制情報管理システム」ソフトウエア事件　貸金請求事件（不競法）

第354回 平成29年10月27日（金） 諏訪野大 知財高裁 平成28年11月30日判決 平成28年（ネ）10018号 不正競争差止等請求控訴事件（不競法）　

第355回 平成29年11月24日（金） 三浦正広 大阪地裁 平成29年1月12日判決 平成27年（ワ）718号 損害賠償等請求事件（民法・著作権）　ニューカラー写真印刷

第357回 平成30年1月26日（金） 小島喜一郎 最高裁 平成29年3月24日判決 平成28年（受）第1242号 特許権　「ビタミンＤおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」

第358回 平成30年3月23日（金） 堀江亜以子 知財高裁 平成29年7月19日判決 平成28年（行ケ）第10245号 南三陸キラキラ丼事件

第359回 平成30年4月20日（金） 中川淨宗 大阪地裁 平成29年1月31日判決 平成26年（ワ）第12570号 ニックリサイクルトナーカートリッジ事件

第360回 平成30年6月22日（金） 角田政芳 知財高裁 平成30年2月7日判決 平成28（ネ）第10104号 販売差し止め等請求控訴事件（ジュエリー・ミウラ、ミツムラ）

第361回 平成30年7月27日（金） 内田剛 知財高裁 平成30年3月29日判決 平成29年（ネ）第10083号　 不正競争行為差止請求控訴事件（ユニットシェルフ）

第362回 平成30年9月14日（金） 麻生典 東京地裁 平成30年2月21日判決 平成28年（ワ）第37339号 著作権侵害差止等請求本訴事件，損害賠償請求反訴事件（琉球朝日放送、シグロ）

第363回 平成30年10月26日（金） 三浦正広 東京地裁 平成29年11月30日判決 平成28年（ワ）第23604号 損害賠償請求事件（著作権）　食品の包装デザイン

第364回 平成30年11月9日（金） 諏訪野大 大阪地裁 平成30年9月20日判決 平成27年（ワ）第2570号 侵害差止等請求事件（著作権）　フラダンスの振付けの著作権

第366回 平成31年2月15日（金） 堀江亜以子 知財高裁 平成30年7月25日判決 平成30年（行ケ）第10004号 無効審決（成立）取消請求事件（商標権） ランプシェードの立体的形状

第367回 平成31年3月29日（金） 紋谷崇俊 知財高裁 平成30年10月17日判決 平成29年（行ケ）第10232号 取消決定取消請求事件（特許権）ステーキの提供システム

第368回 令和元年5月31日（金） 中川淨宗 知財高裁 平成30年1月15日判決 平成29年（ネ）第10076号 営業秘密使用差止等請求控訴事件（不競）「偏光光配向照射装置事件」

第369回 令和元年6月28日（金） 内田剛 知財高裁 平成30年1月15日判決 平成29年（行ケ）第10155号 くい立体商標事件

第370回 令和元年7月26日（金） 角田政芳 知財高裁 令和元年6月7日判決 平成30年（ネ）第10063号 特許権侵害差止等請求控訴事件　

第371回 令和元年10月25日（金） 前田健 最高裁 令和元年8月27日判決 平成30年（行ヒ）第69号　 化合物の医薬用途に係る特許発明の進歩性の有無に関し

第372回 令和元年11月8日（金） 諏訪野大 奈良地裁 令和元年7月11日判決 平成30年（ワ）第466号 著作権に基づく差止等請求事件（金魚電話ボックス事件）

第374回 令和2年1月24日（金） 堀江亜以子 知財高裁 令和元年8月7日判決 平成31年（行ケ）第10037号 審決取消請求事件「ＫＥＮＫＩＫＵＣＨＩ」商標事件

第375回 令和2年3月27日（金） 紋谷崇俊 最高裁 平成30年12月3日判決 平成30年（あ）第582号 不正競争防止法違反被告事件「不正の利益を得る目的」があるとされた事例

第376回 令和2年9月25日（金） 内田剛 東京地裁 令和2年2月28日判決 平成29年（ワ）第20502号 音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認事件

第377回 令和2年10月23日（金） 中川淨宗 最高裁 令和2年7月21日判決 平成30年（受）第1412号 発信者情報開示請求事件（写真リツイート事件）

第378回 令和2年11月13日（金） 諏訪野大 東京高裁 令和2年7月10日判決 令和元年（ラ）第2075号 地位保全等仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件

第380回 令和3年2月26日（金） 角田政芳 東京地裁 令和2年10月14日判決 令和2年（ワ）第6862号 聖教新聞写真ツイッター掲載事件

第381回 令和3年5月28日（金） 中川淨宗 知財高裁 令和2年2月12日判決 令和元年（行ケ）第10125号 対流形石油ストーブ事件

第382回 令和3年7月9日（金） 帖佐隆 最高裁 令和3年3月1日決定 平成30年（あ）第10号 コミスケ３（技術的制限手段）事件最高裁決定

第383回 令和3年9月24日（金） 奥邨弘司 福岡地裁 令和3年6月2日判決 令和1年（わ）第1181号 漫画村事件（著作権法違反部分に絞って）

第384回 令和3年10月29日（金） 内田剛 知財高裁 令和3年2月9日判決　 令和2年（ネ）第10051号 デリタクト事件・控訴審（試験研究実施該当性）

第385回 令和3年11月12日（金） 諏訪野大 大阪高裁 令和3年1月14日判決 令和元年（ネ）第1735号 金魚電話ボックス事件（控訴審）

第387回 令和4年2月10日（木） 麻生典 知財高裁 令和3年8月30日判決 令和2年（行ケ）第10126号 「マツモトキヨシ」音商標事件

第388回 令和4年3月25日（金） 原謙一 知財高裁 令和2年3月19日判決 令和1年（ネ）第10049号 「ブロマガ」商標事件
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