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【不正競争・営業秘密】 

17．営業秘密の一部が公開された場合でも全体的に非公知性が認められ、営業秘密に触れる

機会があった元幹部の退職後の類似商品の競争行為が営業秘密侵害とされた事件 

 

１．事件の性質 

 

不正競争事件 

 

２．事件名、争点 

 

事件名：一得閣墨業有限責任公司と伝人文化芸術有限公司及び高辛茂との商業秘密侵害事件 

 

争点：営業秘密の一部が公開された場合でも、全体的に非公知性が認められるといえるか 

 

３．書誌的事項 

 

第一審：北京市第一中級人民法院（事件番号不明） 

原 告：一得閣墨業有限責任公司 

被 告：伝人文化芸術有限公司及び高辛茂 

判決日：不明 

 

第二審：北京市高級人民法院（2005）高民終字第 440 号 

上訴人：伝人文化芸術有限公司及び高辛茂 

被上訴人：一得閣墨業有限責任公司 

判決日：不明 

 

再審：最高人民法院（2011）民監字第 414 号 

再審申立人：高辛茂 

再審被申立人：一得閣墨業有限責任公司 

判決日：2011年 11月 23 日 

 

関連条文：不正競争防止法第 10 条、「国家秘密技術プロジェクト保有単位管理暫行弁法」第

7条第 2項 

 

出典： 

北大法宝 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=118614633&keyword=%e9%ab%98%e8

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=118614633&keyword=%e9%ab%98%e8%be%9b%e8%8c%82%20%e4%b8%80%e5%be%97%e9%98%81&EncodingName=&Search_Mode=accurate
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%be%9b%e8%8c%82%20%e4%b8%80%e5%be%97%e9%98%81&EncodingName=&Search_Mode=accurate 

 

４．事件の概要 

 

（１）事実関係 

 一得閣墨業有限責任公司（以下「一得閣公司」という）の前身である老舗の北京一得閣墨

汁廠が、1960 年代から「北京墨汁」を作り出し、1980 年代から「一得閣墨汁」と「中華墨汁」

を作り出した。1996 年、「一得閣墨汁」と「中華墨汁」は北京市国家秘密技術プロジェクト

に認定された。 

一得閣公司グループは 1997 年に秘密保持委員会を設立し、1978 年から同公司に入社して

いる高辛茂がその副委員長に就任していた。高辛茂は 2002年に「伝人文化芸術有限公司」（以

下「伝人公司」という）を設立し、同公司最大の出資者となり、その妻が同公司の法定代表

者を務め、製造販売を始めた。2003年 5月、高辛茂は一得閣公司を退社した。同年 7月、一

得閣公司は、市場に出回っている伝人公司製造の 3種類の墨汁が一得閣公司の「一得閣墨汁」、

「中華墨汁」、「北京墨汁」と非常に類似しており、伝人公司による 3 種類の墨汁の製造は、

高辛茂による自社の営業秘密の漏洩に基づくものであるとして、伝人公司及び高辛茂を被告

として、北京市第一中級人民法院に訴えを提起した。 

 

（２）第一審判決 

 第一審法院は、高辛茂による伝人公司への営業秘密の漏洩を認定し、「民法通則」及び「不

正競争防止法」を根拠に、伝人公司及び高辛茂に侵害行為の停止及び損害賠償を命じた。 

 

（３）第二審判決 

 第二審判決は、第一審判決を支持した。 

 

（４）再審判決 

 高辛茂の主張は、以下のとおりである。 

（ⅰ）一得閣公司の関連墨汁の調合方法と製造方法はすでに公知のものである。老舗の北京

一得閣墨汁廠の継承者が、1959年に出版された「墨汁製造」等の公開出版物において、その

墨汁の製造方法及び調合方法を公開した。当時は、民用商品として、国は民間に広く製造さ

れることを望むスタンスを採り、北京一得閣墨汁廠の継承者がそのスタンスに応える形で自

ら製造技術等を公開し、各企業、学校、機関等によって広く製造できるようにした。 

（ⅱ）一得閣公司の墨汁の調合方法と伝人公司の調合方法が同一又は類似することを証明す

る証拠がない。一得閣公司の関連墨汁は国家秘密に認定されているが、秘密ファイルには墨

汁の具体的な調合方法などは記載されておらず、営業秘密とされる調合方法が一体何を指す

のかが不明である。 

（ⅲ）一得閣公司の墨汁と伝人公司の墨汁の主要な原料及び調合方法は公知の分野であり、

その他の調合方法はそれぞれ独自のものである。 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=118614633&keyword=%e9%ab%98%e8%be%9b%e8%8c%82%20%e4%b8%80%e5%be%97%e9%98%81&EncodingName=&Search_Mode=accurate
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（ⅳ）高辛茂は 1978年に一得閣公司に入社してから墨汁の秘密調合方法に触れていない。 

（ⅴ）第一審及び第二審において一得閣公司が提出した墨汁生産原料のリストに劇毒の二ク

ロム酸ナトリウムが含まれているが、劇毒の物質を含む製品に対する裁判所による保護は、

消費者の利益に背く。 

 

 一得閣公司の主張は、以下のとおりである。 

（ⅰ）一得閣公司の墨汁の原料調合方法及び生産方法は 1990 年国家秘密技術プロジェクトに

リストアップされ、一得閣公司は秘密保持制度を制定して営業秘密を守ってきた。 

（ⅱ）高辛茂はかつて生産及び技術検査、マーケティングを担当しており、一得閣公司の秘

密保持委員会のナンバー2を務め、一得閣公司の営業秘密を熟知している。 

（ⅲ）伝人公司は高辛茂が作った家族経営の会社で、高辛茂が最大の出資者であり、その配

偶者及び娘、義弟、妹等が参加している会社である。 

（ⅳ）伝人公司が製造する墨汁の機能は、一得閣公司の墨汁のそれと完全に同じである。 

（ⅴ）伝人公司の製品が自社開発のものであると主張する証拠は第一審で偽造されたもので

あると立証された。 

（ⅵ）伝人公司はその墨汁の原料調合方法及び製造方法の由来の合法性を立証することがで

きていないから、その立証不能の不利益は伝人公司が負うべきである。 

 

最高人民法院の再審判断は、以下のとおりである。 

（ⅰ）「一得閣墨汁」と「中華墨汁」は 1995 年北京市国家秘密技術プロジェクト候補として

上がり、その翌年に北京市国家秘密技術プロジェクトとして認定され、秘密保持期間は長期

である。国家秘密は国家の安全と利益にかかわるものであり、特定の期間において限られた

特定の者しか知ることができないものである。国家秘密技術プロジェクトとして認定された

ものを保有する単位として、均しく厳格な秘密保持管理規定が適用される。我が国の不正競

争防止法にいう「非公知」とは、関係情報がその所属分野の関係者一般により知られ又は取

得されないことをいう。秘密である以上、秘密ファイルには墨汁の具体的な調合方法などが

記載されていないのは当然である。 

 国家科学委員会と国家秘密保持局が 1998 年 1月 4日に公布した「国家秘密技術プロジェク

ト保有単位管理暫行弁法」第 7条第 2項は、「秘密を知っている者が退職、定年又は配置転換

で当該単位を離れるときは、単位と秘密保持承諾書を締結し、守秘義務を引き続き履行しな

ければならず、本単位の同意又は上級所管部門の許可がなければ、当該プロジェクトの秘密

性が解かれるまで、いかなる単位においても当該技術に関係する仕事に携わってはならない。」

と規定している。したがって、「一得閣墨汁」と「中華墨汁」の調合方法と製造方法の秘密性

が解かれるまで、当該調合情報が公知のものでないと認定した第一審判決及び第二審判決は

不当ではない。 

（ⅱ）老舗の北京一得閣墨汁廠の墨汁は百年の歴史を有し、業界で高い評価を得ている。国

家秘密に認定された以上、必ずや、その調合成分、比例加工方法が公知にされていないもの

がある。高辛茂が提出した 1959年に出版された「墨汁製造」及びその他の文献において、一
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得閣公司の墨汁の製造方法と調合方法が記載されているが、これは一得閣公司の墨汁の調合

方法が 1959 年にすでに公知のものとなっていたことを意味するわけではない。さもなければ、

1996 年に国家秘密に認定された事実と矛盾することになる。高辛茂が提出した出版物「精細

化学品調合法 1000 例」「新編実用日常用化学品製造技術」「炭素生産と応用手引き」「実用化

工製品調合工芸手引き」では、墨汁製造の調合方法の具体的な成分が異なる。部分的な一致

もあれば重なり合いもある。製造方法についても異なる叙述がある。むしろ、各成分の配合

比率の異なる組合せこそ、最終的な製品の品質に効果をもたらすものである。競争にとって

優勢をもたらすのは全体的な組み合わせであり、各部分と全体を切り離して見てはならない。

伝人公司の墨汁調合方法が公知の資料による独自の研究開発であるとの抗弁は、これを支持

しない。 

（ⅲ）高辛茂が一得閣公司の副工場長を務めている間に、墨汁新製品の研究開発を管理し、

高辛茂の提案により高級墨汁の研究開発が進められ、その結果は高辛茂に報告されていた。

高辛茂は一得閣公司に在職中に墨汁の秘密調合法に触れる可能性があった。伝人公司が提出

した「伝人ブランド墨汁初歩研究開発段階の記録」については、研究開発者が伝人公司の法

定代表者及び株主であり、本件と直接利害関係を有するため、その真実性は証明できない。

公知の使用の中で墨汁の成分の調合方法の組合せにより、市場のニーズに適合する品質の高

い墨汁を生産するためには、かならずや、大量の労働と繰り返しの実験が必要だが、伝人公

司は成立して間もなく、関係技術背景のない人物によりすぐに生産段階に入り、北京、深セ

ン等で販売を行ったが、これは、出来上がった調合方法がなければできなかったことである。

伝人公司による墨汁の生産は、高辛茂が漏洩した一得閣公司の調合方法に基づくものとする

第一審判決及び第二審判決の認定は、不当ではない。 

（ⅳ）毒性のあるものは、墨汁の原材料としてはならないことを直ちには意味しない。 

よって、高辛茂の再審請求を棄却する。 

 

５．解説 

 

 営業秘密の要件として、不正競争防止法第 10条によれば、「非公知性」、「価値性・実用性」、

「秘密保持措置」の 3要件がある。 

本件ではまず、1959 年に、社会主義思想の下で、民間企業の伝統製法をその一会社の私的

財産ではなく、社会一般の公有財産として位置づけ、より広く製造できるように、公権力の

介入のもとに老舗の北京一得閣墨汁廠の継承者が墨汁の製造技術を開示した（このことを、

非公知性との関係でどのようにとらえるべきかが本件事案では問題となった）。 

しかし、その後、時代が変わり、歴史のある企業の伝統製法の価値への認識が変わり、公

権力が再び介入し、これを国家秘密にしてしまう、という流れが本件の背景にあった。すな

わち、もともと民間・個人が所有する製法を国が取り上げてみんなのものとして誰にでも生

産できるようにしておきながら、その後、その価値に気付き、その製法を保有している主要

な生産者である企業を対象に製法を国家秘密プロジェクトに指定して独占し、他の民間人の

生産を締め出す、という構図である。 
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 本件の第一審、第二審及び再審は、いずれも、国家秘密プロジェクトにリストアップされ

認定されたことを、非公知性の証拠として位置付けている。これは、司法が、行政の態度を

司法の事実認定の材料として位置付けていることを示している。行政がこれは秘密だと言っ

ている以上、司法もそれを踏襲するという司法実務の表れである。 

 今後、他の案件においても、「国家秘密技術プロジェクト」等に認定された技術が「公知に

なったこと」を立証することは、非常に困難と思われる。 

 

６．企業へのメッセージ 

 

「非公知性」、「価値性・実用性」、「秘密保持措置」の 3 要件は、通常、原告である会社側

が立証する必要がある。本件では「国家秘密技術プロジェクト」等に認定された技術である

ことから、営業秘密の一部が公開された場合であっても、被告が「非公知性」を否定するこ

とは非常に困難であったが、そのような認定を受けていない通常の企業の技術秘密のケース

では、「非公知性」が否定される可能性が高まることに留意されたい。 
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18．2012 年民事訴訟法改正で登場した行為保全制度の実務上の適用例としての営業秘密保全

事件 

 

１．事件の性質 

 

営業秘密保全紛争事件 

 

２．事件名、争点 

 

事件名：Eli Lilly社と黄孟煒の間の営業秘密保全事件 

 

争点：民事訴訟法第 100条の行為保全の要件は何か 

 

３．書誌的事項 

 

第一審：上海市第一中級人民法院裁定（事件番号不明） 

申立人：Eli Lilly米国社及び Eli Lilly 中国社 

被申立人：黄孟煒 

裁定日：2013年 7月 31日 

 

関連条文：民事訴訟法第 100条 

 

出典： 

北大法宝 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=119220157&keyword=%e7%a4%bc%e6

%9d%a5%e5%85%ac%e5%8f%b8%20%e9%bb%84%e5%ad%9f&EncodingName=&Search_Mode=accurate 

 

４．事件の概要 

 

（１）事実関係 

 被申立人である黄孟煒は 2012年 5月に申立人である Eli Lilly 中国社に入社し、Eli Lilly

中国社との間に秘密保持契約が締結された。 

2013 年 1 月、被申立人は Eli Lilly 中国社のサーバーから、申立人が所有する 48 個のフ

ァイルをダウンロードし、かつ、自らが所有する設備に保存した。申立人は、うち 21個が申

立人の最重要営業秘密ファイルであると主張している。 

申立人は被申立人と話合いをした結果、被申立人は、念書にサインし、申立人が所有する

33 個の秘密ファイルをダウンロードしたことを認め、かつ、申立人が指定する者によるこれ

らのファイルの検査及び削除を受けることに同意した。 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=119220157&keyword=%e7%a4%bc%e6%9d%a5%e5%85%ac%e5%8f%b8%20%e9%bb%84%e5%ad%9f&EncodingName=&Search_Mode=accurate
http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=119220157&keyword=%e7%a4%bc%e6%9d%a5%e5%85%ac%e5%8f%b8%20%e9%bb%84%e5%ad%9f&EncodingName=&Search_Mode=accurate
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しかし、その後、申立人が再三、被申立人に連絡をしたが、被申立人に同念書の義務の履

行を断られ続けていた。申立人は 2013年 2月 27日に被申立人に解雇の通知を送った。 

2013 年 7 月、Eli Lilly 米国社及び Eli Lilly 中国社は、黄孟煒を相手に、営業秘密の侵

害を理由に、上海市第一中級人民法院に訴えを提起するとともに、行為保全の申立てを行い、

被申立人に、申立人から盗んだ 21個の営業秘密のファイルの開示、使用又は他人に使用させ

ることを禁ずるよう求めた。申立人は、裁判所に対し、当該 21個の秘密ファイルの名前及び

内容並びに承諾書等の証拠を提出するとともに、申立ての担保金も拠出した。 

 

（２）申立てに対する裁定 

 上海市第一中級人民法院は、以下のとおり、裁定を下した。 

申立人が提出した証拠は、被申立人が、申立人の営業秘密を獲得しかつ保有していること

を疎明することができる。被申立人が検査及び削除に関する念書の履行を怠ったため、申立

人が主張する営業秘密が開示、使用又は漏洩される危険があり、申立人にとって取り返しの

つかない損害となるおそれがあるので、行為保全の要件を満たす。被申立人による申立人の

主張する営業秘密を開示、使用又は漏洩する行為を禁ずる。 

 

５．解説 

 

 営業秘密が不正に獲得され、その所有者に重大な損害をもたらすおそれがある場合、民事

訴訟を提起するとともに、特定の行為を禁ずるという「行為保全」は、損害の発生及び拡大

を予防するうえで重要である。民事訴訟法の 2012年改正により、行為保全が盛り込まれたが、

その実務における運用として、本件は、2013 年 10 月に最高人民法院が公表した「8つの知的

財産権保護の典型判例」の一つとして紹介された。実務上、同種の事件にとって参考価値が

非常に高いと思われる。 

 

６．企業へのメッセージ 

 

 本件は、民事訴訟法第 100 条の実務上の運用の実例としてのみならず、申立人が外資系企

業という意味でも、非常に参考となる事例である。日本企業としては、今後、中国企業を相

手方として営業秘密侵害訴訟を提起する場合、行為保全の適用を積極的に検討してみる価値

があると思われる。 
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19．ドメインの登録について、商標権侵害と企業名称侵害は否定されたが、不正競争防止法

違反とされた事件 

 

１．事件の性質 

 

不正競争、商標権侵害紛争事件 

 

２．事件名、争点 

 

事件名：深圳市国中資産管理有限公司と潍柴動力股份有限公司の間のドメイン名の保有及び

商標権侵害、企業名称権侵害、不正競争の紛争事件 

 

争点：ドメイン名の登録のみ行い実際には使用していない場合は、商標権及び企業名称権の

侵害は成立するか 

 

３．書誌的事項 

 

第一審：北京市第一中級人民法院（2011）一中民初字第 1210 号 

原 告：深圳市国中資産管理有限公司（以下「国中公司」という） 

被 告：潍柴動力股份有限公司（以下「潍柴公司」という） 

判決日：2011年 12月 20 日 

 

第二審：北京市高級人民法院（2012）高民終字第 4609 号 

上訴人：潍柴公司 

被上訴人：国中公司 

判決日：2012年 12月 10 日 

 

関連条文：不正競争防止法第 2条第 1項 

 

出典： 

中国知識産権雑誌 

http://www.chinaipmagazine.com/Topics/InfoShow.asp?t_id=11&id=368 

 

４．事件の概要 

 

（１）事実関係 

潍柴公司は 2002年に成立したディーゼルの設計、開発、製造、販売、メンテナンス、輸出

入に携わる会社であり、2005年に中国自動車部品企業総合競争力金メダル企業を受賞したり、

http://www.chinaipmagazine.com/Topics/InfoShow.asp?t_id=11&id=368
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上場企業トップ 10等にリストアップされたりするなど、著名企業として数々の名誉を手に入

れてきた。「潍柴」は同社の企業名称の略称として別件訴訟で認められるようになっており、

また、複数類の一部商品及びサービスにおいて「潍柴 WEICHAI 及び図案」商標を登録し、第

７類商品に「潍柴」商標及び「WEICHAI 及び図案」商標を登録した。2006 年 6 月 1 日、国家

工商行政管理総局商標局は、潍柴公司が第 7類のディーゼル商品に使う「WEICHAI及び図案」

を馳名商標と認定した。2008年に、山東省工商行政管理局は、潍柴公司がディーゼル、ディ

ーゼルエンジン部品に使う「WEICHAI 及び図案」商標を山東省の著名商標と認定した。 

 一方、2008年、国中公司は「潍柴．中国」のドメイン名を登録したが、実際に当該ドメイ

ン名を使用してはいない。 

2010年、潍柴公司はかかるドメイン名に関して、ドメイン名紛争解決センターに申立てを

した。同センターは、2011 年 1 月 30 日に当該ドメイン名を潍柴公司に移転するよう裁定し

た。 

 国中公司は同裁定について北京市第一中級人民法院に民事訴訟を提起し、かかるドメイン

名は潍柴公司に移転せず、自らが引き続き保有すること、潍柴公司が国中公司に損害賠償と

して 10万元を支払うことを請求した。 

 

（２）第一審判決 

 第一審法院は、次のとおり判示した。 

①ドメイン名の帰属について、当該ドメイン名の登録行為は潍柴公司の商標権及び企業名称

権を侵害し、又は不正競争行為にあたるか 

（ⅰ）当該ドメイン名の登録後、それは実際に使用されていないから、ドメイン名の登録行

為は当該ドメイン名といかなる商品又はサービスとの間にも出所表示関係を形成しておらず、

商標権を侵害する可能性はない。よって潍柴公司の商標権を侵害しない。 

（ⅱ）不正競争防止法第 5 条第 3 項が他社の企業名称の無断使用を禁止しているのは、他社

の商品又はサービスの出所に関する誤認を防止するためであり、ドメイン名を登録しただけ

では、当該ドメイン名といかなる商品又はサービスとの間に出所表示関係を形成しておらず、

潍柴公司の企業名称権を侵害しない。 

（ⅲ）ドメイン名の登録については、原則としては先に登録した者の勝ちである。関連する

商標権または企業名称権を有する者が当然に関連ドメイン名について権利を有するわけでは

ないため、他者がすでに関連ドメイン名を正当に登録した場合、商標権及び企業名称権の権

利者は当該ドメイン名を登録できなくなる不利益を甘受するしかない。 

しかし、国中公司は、当該ドメイン名を登録するにあたり、一定の知名度を有する潍柴公

司の商標権及び企業名称権について知っていたはずであり、それにもかかわらず、他人の商

標及び企業名称と同一の本件ドメイン名を登録した。 

潍柴公司はかかる商標権と企業名称権を有するからといって、当然にかかるドメイン名を

登録する権利を有するわけではないが、ドメイン名は商標、企業名称と同様に、商品又はサ

ービスの出所を表示する機能を有する。国中公司に比べ、潍柴公司は当該ドメイン名とより

密接な関連性を有し、その有する商標権及び企業名称権と同様のドメイン名を登録し、自ら
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の身分を表明する利益がある。国中公司が不正に本件ドメイン名を登録したことで、潍柴公

司のドメイン名登録が阻害され、潍柴公司の利益が侵害された。よって、国中公司の当該登

録行為は、誠実信用の原則と公の商業道徳に反し、かつ潍柴公司の合法的な権益に損害をも

たらした。かかる行為は、不正競争防止法第 2 条第 1 項の不正競争行為にあたる。よって、

国中公司が引き続き本件ドメイン名を保有することは法的根拠がなく、その主張を支持しな

い。 

②国中公司が主張した損害賠償について 

潍柴公司が本件ドメイン名について同センターに申し立てたことは正当な行為であり、訴

権の乱用でもなく、過失もないので、不法行為にはならない。よって、国中公司のその主張

を支持しない。 

 

 以上の第一審判決に対し、潍柴公司は、（ⅰ）本件ドメイン名を自らに無償で移転するよう

主張し、かつ（ⅱ）国中公司が潍柴公司の商標権及び企業名称権を侵害したことを主張して、

上訴した。 

 

（３）第二審判決 

 第二審法院は、次のとおり判示した。 

潍柴公司の主張（ⅰ）は第一審判決においてすでに認められ、上訴は不要である。また、

主張（ⅱ）については、国中公司は本件ドメイン名の保有のみを行い、実際に使用していな

いため、潍柴公司の商標権及び企業名称権の侵害はないと判示した第一審判決に不当な点は

なく、第一審判決を維持する。 

 

５．解説 

 

 ドメイン名の抜け駆け登録については、現在までに数多くの判決例がある。 

商標権及び企業名称権との関係について、単に登録して保有するのみならず、実際に使用

している行為に関しては、最高人民法院の「商標民事紛争案件の法律適用の若干問題の解釈」

第 1 条第 3 号により、商標法第 52 条第 5 号（2013 年 8 月 30 日改正後の商標法第 57 条第 7

号）に該当し、商標法で処理することが可能である。しかし、本件ドメイン名紛争事件のよ

うな、登録のみ行って実際に使用していない場合は、商標法第 52条第 5号に該当しないので、

同解釈を適用する余地はない。 

 また、最高人民法院の「コンピュータネットワークドメイン名民事紛争案件法律適用に関

する若干問題の解釈」第 4 条によれば、不正競争防止法第 2 条第 1 項の適用が可能だが、そ

の適用の要件として、同解釈第 4 条第 2 号の「公衆の誤認」が必要とされている。しかし、

本件ドメイン名紛争事件のように、登録のみ行い実際には使用していない場合は、「公衆の誤

認」の要件を欠くため、同解釈を適用することは困難である。本件第一審判決及び第二審判

決は、上記のような場合に、商標権及び企業名称権の侵害はないと明示したことに意義があ

るといえよう。 



76 

 

 

６．企業へのメッセージ 

 

 本件事案のとおり、ドメイン名の登録のみ行い実際には使用していない場合は、商標権及

び企業名称権の侵害はないとされる。しかし、もし自社の商標及び企業名称と同一のドメイ

ン名が仮に抜け駆け登録されたとしても、相手に悪意があれば、関係ドメイン名を移転させ

て取り戻すことができる可能性があることに留意されたい。 
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20．有名タレントの氏名のローマ字表記をドメイン名として登録した第三者の行為が、不正

競争行為であると認定された事件 

 

１．事件の性質 

 

ドメイン名紛争事件 

 

２．事件名、争点 

 

事件名：岳彤宇と周立波の間のドメイン名紛争事件 

 

争点：他人の氏名のローマ字表記をドメイン名として登録することが不正競争行為に該当す

るか 

 

３．書誌的事項 

 

第一審：上海市第二中級人民法院（2011）沪二中民五（知）初字第 171号 

原 告：岳彤宇 

被 告：周立波 

判決日：不明 

 

第二審：上海市高級人民法院（2012）沪高民三（知）終字第 55号 

上訴人：岳彤宇 

被上訴人：周立波 

判決日：2012年 9月 5日  

 

関連条文：不正競争防止法第 5 条第 3 号、最高人民法院「不正競争民事事件の審理に適用法

律に関する若干問題の解釈」第 6 条第 2 項、最高人民法院「コンピュータネットワークドメ

イン名民事紛争事件の適用法律に関する若干問題の解釈」第 4 条、第 5 条第 1 項第 3 号、第

8条 

 

出典： 

北大法宝 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=118451052&keyword=%e5%91%a8%e7

%ab%8b%e6%b3%a2%20%e5%9f%9f%e5%90%8d&EncodingName=&Search_Mode=accurate 

 

４．事件の概要 

 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=118451052&keyword=%e5%91%a8%e7%ab%8b%e6%b3%a2%20%e5%9f%9f%e5%90%8d&EncodingName=&Search_Mode=accurate
http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=118451052&keyword=%e5%91%a8%e7%ab%8b%e6%b3%a2%20%e5%9f%9f%e5%90%8d&EncodingName=&Search_Mode=accurate


78 

 

（１）事実関係 

 周立波は、上海漫才の第一人者として長年活躍し、高い知名度を有する。 

2007年、岳彤宇は Hong Yishen の名義でドメイン名 Zhoulibo.com（以下「本件ドメイン名」

という）を登録した。これの前半部分は、周立波のローマ字表記である。その後 4 年の間、

本件ドメイン名を使ったウェブサイト（以下「本件ウェブサイト」という）の更新はわずか

2 回だったが、その 2 回目の更新である 2011 年 11 月 2 日の更新は、周立波がドメイン名セ

ンターに異議申立てをした後のことである。また、2011 年 5 月 10 日、本件ウェブサイトに

本件ドメイン名の売買の意向を表明するメッセージが掲載され、「このドメイン名の売買に関

して、他の買取り希望者よりも、上海漫才の周立波様のほうが知名度も高く、我々は彼の芸

が大好きだから、周様によるこのドメイン名の買取り及び使用を、楽しみにしている。」との

記述があった。2011 年 9 月、周立波はアジアドメインセンターに対して異議申立てを行い、

本件ドメイン名を自分に移転するよう求めた。2011 年 12 月 7 日、同センターは、本件ドメ

イン名を周立波に移転することを裁定した。 

これに対し、岳彤宇は、不服であるとして第一審法院に訴えを提起した。 

 

（２）第一審判決 

 第一審法院は、次のとおり判示した。 

原告による本ドメイン名の登録及び使用は、明らかに悪意がある。他人の氏名を無断で使

用し、公衆に誤認をもたらす不正競争行為にあたるので、原告の請求を棄却する。 

 

（３）第二審判決 

 第二審法院は、第一審の事実認定と法の適用を全面的に支持し、上訴人の行為は不正競争

行為にあたると判示した。 

 

５．解説 

 

 中国の若い世代にとって、「周立波」という名前は、まず、上海漫才の第一人者であると認

識されるが、少し年配の人にとってはもう 1人有名な「周立波」がいた。つまり、1979年ま

で生きていた中国近代文学史上、一定の知名度を有する作家のことである。第一審段階にお

いて、原告は、このことを抗弁としていた。しかし、本件ウェブサイトにおいて、作家周立

波の作品について何も触れていなかったことから、その抗弁は通らなかった。また、本件ウ

ェブサイトにおいて、露骨に周立波に本件ドメイン名を売り付けようとしたことは、他人の

氏名のローマ字表記を使ってのドメイン名登録の悪意の認定の決め手となった。 

 

６．企業へのメッセージ 

 

 中国でその氏名をよく知られている日本の歌手、俳優、スポーツ選手、作家等も、数多い。

商標の抜け駆け出願だけでなく、本件事案のように、氏名のローマ字表記を使ってのドメイ
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ン名登録が行われる可能性も十分あるため、要注意である。中国国内における一定の知名度

があれば、ドメイン名が悪意で抜け駆け登録されたとしても、それを移転させて取り戻すこ

とができる可能性が十分ある。 
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