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第１章 権利行使前の事前準備 
 

1．侵害情報及び証拠の確保 

 多くの場合、「侵害された」、「類似技術品を発見した」という情報は、漠然と

した状況報告であって具体的でない場合が多い。よって具体的対応を事前に検

討するとき有効に利用するためには、以下の項目について迅速正確に確認して

おく必要がある。そのうえで、被害状況の規模、市場に与える影響、自製品の

売れ行きに対する影響、信用失墜の可能性など広範囲に分析を行い、特許侵害

対応の最終ゴールを全社的に決定しなければならない。社内報告用の「侵害品

発見報告書」のサンプルを次ページに示す。 

 

2．証拠保全手続 

2-1  意義 

 証拠保全とは、訴訟係属前または訴訟係属中に特定の証拠を予め調査して置

き、本案訴訟で事実を認定するのに使用するための証拠調査方法である。この

手続きは、例えば、医療訴訟のように本案訴訟で正常な証拠調べをする時まで

放置してはその証拠を本来の使用価値通りに使用することが不可能となったり

困難になるおそれのある証拠を予め調査してその結果を保全しておこうという

判決手続の付随手続である(民事訴訟法 375 条、証拠保全に関する説明部分で特

別な説明のない条項は全て民事訴訟法の条項である)。訴訟係属前に実施するこ

とが原則であるが訴訟係属中であっても必要ならば行うことができ、証拠保全

手続は訴訟手続と区別され別個に行われる。 

 特許侵害と関連した例で言えば、証拠が変質する可能性がある場合や、通常

の流通経路では侵害品等相手方の証拠の入手が困難である場合、相手方が証拠

の隠滅を図るおそれが考えられる場合、物を生産する方法発明に基づいた特許

権を行使したい場合等に有効に活用できる。特に、▲特許法第 129 条に基づく

生産方法の推定規定を適用できず、▲被告が被告製品を生産する工程を直接確

認しなければ侵害立証が不可能で、▲被告がいつでも容易にその工程を変更す

ることができることが明らかで、▲文書提出命令など通常の立証手続きに頼っ

ていては侵害事実を立証することが困難な場合などに証拠保全手続を活用すべ

きである。 

化学製品や薬品などの製法特許で活用すべき事例が多いが、たとえ物の特許

であっても上述のような場合、利用すべきであろう。 
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2-2  証拠保全手続の機能 

(1) 証拠の「保全」機能 

 将来の証拠調べが不可能、または困難なおそれがある時(証人となる者が死亡

侵害品発見報告書のサンプル 

侵害品発見報告書 

報告日/報告者 
    年  月  日 

 

発見日/発見者 

(本社出張者、現地営業社員、
取引先、ユーザーなど詳しく) 

    年  月  日  時 

 

 

発見場所 

(市町村名や販売店名など可能
な限り具体的に) 

 

 

 

 

侵害された当社製品/技術 

(当社のどの製品かどの技術
か、現行品か旧製品か、海外向
けか国内向けか、実際には存在
しないが部分的･複合的に模倣

など) 

 

 

 

 

侵害品の説明 

(技術的構成や機能以外にも外
見、商標、包装パッケージなど
まで詳しく。使用マニュアル、
故障修理用のサービスマニュ
アル、写真があればなおよい) 

 

 

 

 

侵害品発見時の状況 

(店頭に大量陳列、露天で少量
発見、ネットで見た、カタログ
を見た、実施している設備を見

た、など) 

 

 

 

 

サンプルの入手/証拠 

(個数、価格、領収証の有無、
その他現地の状況証拠) 

 

 

 

 

製造者・販売者の情報 

(韓国内製造か、中国などから
輸入か、大手メーカー、零細無
名企業かなどその過程で知り
得た範囲でなるべく詳しく) 
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しそうであったり海外に移住しようとする場合、証拠物の現状が滅失または変

更されるおそれがある場合)に予めその証拠調べをしておくことによってその

現状や内容を確保することができる。 

 

(2) 証拠の公開機能 

 当事者の一方の支配領域内にある証拠の内容を相手方当事者に知らせる効果

がある。 

 

(3) 紛争予防の機能 

 紛争予防目的のみの証拠保全は許容されないが、提訴前の証拠保全の結果、

当事者が紛争の真相を把握して提訴を断念するか和解をすることにより、紛争

が予防されるという付随的効果を期待することができる。 

 

2-3  証拠保全の要件 

① 証拠保全の事由(375 条)として、予め(提訴以前はもちろん訴訟係属中

でも本来の証拠調査が実施される以前であれば該当)証拠調査をしなけ

ればその証拠を使用することが困難な事情があると認められるとき 

② ただし、その理由を疎明しなければならない(377 条 2 項) 

 

2-4  証拠保全手続の開始及び対象 

 原則的に当事者の申請により、例外的に職権により証拠保全を決定する。そ

の対象は全ての種類の証拠方法である。 

 

2-5  証拠保全の手続 

① 管轄(376 条) 

提訴後にはその証拠を使用する審級の法院(切迫した場合には、提訴前

と同じ法院に提起申請可能)、提訴前は尋問を受ける者や文書を有する

者の居所または検証しようとする目的物がある場所を管轄する地方法

院。移送も可能である。 

② 申請(377 条) 

相手方の表示、証明する事実、保全しようとする証拠、証拠保全の事由

を明示して証拠保全の事由に関する疎明資料を添付。証拠保全の決定に

対しては不服申請をできないが(380 条)、申請を却下した決定に対して

は申立人が 439 条によって抗告可能である。 

③ 召喚 
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証拠保全手続では申立人と相手方を召喚することが原則であるが急を

要する場合には、当事者を召喚しないこともあり得る(381 条) 

 

2-6  効力 

 証拠保全による調査結果は弁論に提出されることによって本訴訟において証

拠調査結果と同じ効力を有するようになる。証拠保全手続で尋問した証人であ

っても当事者が弁論で再度尋問を申請した時には受訴法院はその証人を尋問し

なければならない(384 条、直接主義)。 

 

3．自社特許権と相手方侵害品（イ号製品）の特定 

 自社特許権を侵害していると思われる侵害品を入手した場合、権利行使を行

おうとする自社特許権の特定と相手方侵害品となるイ号製品の特定を行い、実

際に侵害しているか否か判断を行うことになる。しかし、特許権者側としては、

自社特許権をより広く解釈し、またイ号製品が自社特許権に属するように解釈

しがちとなるため、自社特許権とイ号製品の特定は、後の特許侵害訴訟におけ

る大きな争点となる。これらの特定は、侵害品と思われる製品（侵害被疑品）

を入手した初期段階においては、その確認のため社内で行う必要があるが、侵

害訴訟提起等を行うに当たっては、必ず専門家である弁理士を交えて詳細に検

討すべきである。 

 

3-1  自社特許権の特定 

 特許権は、発明の詳細な説明の記載を参酌して、特許請求の範囲の請求に記

載された事項に基づいて発生するものであり、日本の場合と変わりない。また、

いざ紛争となると、その正確な特定は専門家であっても難しく、それを開発し

た技術者にはなおさら困難である点も日本の場合と同様である。特に発生しが

ちな間違いとして、例えば、特許請求の範囲に記載されている事項について、

勝手な技術常識から解釈を加えたり（自社における技術常識が当該業界におけ

る技術常識とは限らない。特に、当該事項に自社用語を用いている場合、本来

自社で意図したものとは違う内容で特定されてしまう可能性がある）、実施例の

記載に引きずられて解釈を加えてしまう場合や、逆にその文言のみから判断し、

それに含まれるものはすべて該当するといった楽観的な解釈をしてしまう例が

少なくないので、十分な注意を払うべきである。 

 自社特許権の特定の方法については、一般的には、日本の場合と同様、請求

項の記載を技術的に意味のあるまとまりごとに分けて（文節）行う。 

 例えば、発明が「A 部分と B 部分とを有し、A 部分と B 部分とが C 構造により
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連結されている X 装置」である場合、①A 部分と B 部分を有している点、②A

部分と B 部分とが C 構造により連結されている点、③X 装置である点という具

合に構成を文節し、内容を把握していく。 

 この場合、例えば、A 部分がどのような構造のものを意味するかは、当該請

求項の記載に基づくが、発明の詳細な説明も参酌した上でその技術的意義が検

討されることになるため、単に文言上含むものなら何でも該当するわけではな

い。また、自社の技術者にとって、A 部分と言えば当然ある構造を有している

はずであると考えられる場合であっても、他社の技術者にとってはそれが当り

前ではない可能性もあるため、このような解釈を加える必要がある場合は、客

観的な根拠も用意する必要がある。 

 

3-2  相手方侵害品（イ号製品の特定） 

 イ号製品の特定に当たって、権利者側は、当然自社の特許権に属するように

認定を行いがちであり、一方、相手方は、当然であるが当該特許権に属さない

ように認定を行おうとする。 

 そのため、技術的客観性をもち、第三者の目でイ号製品を特定することが重

要である。また、構造の特定に問題がないとしても、後に自社特許権との属否

判断を行う際、その部分の技術的意義が問われることになるため、当該部分の

構造を特定するだけではなく、当該製品の中で全体の構造、機能、作用等を把

握した上で当該構造を特定する必要がある。 

 また、当該製品からでは必ずしもそのように特定できず、技術常識等を参酌

した上で特定したのであれば、そのように特定した技術的理由を説明するため

の証拠を用意すべきである（ここでも、上述のとおり、自社の技術常識が通用

するとは限らないことを念頭に置く必要がある。）。 

 なお、形式上の話として、訴状の記載方法としては、次の点に留意する。 

 

3-3  物の発明の場合 

 侵害差止訴訟手続で、侵害被疑品・侵害品（いわゆる「イ号製品、イ号発明」

である）の特定において、これまでは、権利行使の対象になる自社特許権の特

許請求範囲をそのまま使って被告が生産・販売する製品を特定して付記する方

法「構成 A、B、C および D を含む組成物(被告が○○○という商品名で生産・販

売する製品を含む)」として別紙目録を作成して侵害差止を行なってきた。しか

し、このような表現形式であると、「構成 A、B、C および D を含む組成物」とい

う記載に基づいて執行官が判決を執行することになり、実際の執行において不

適切であるという理由で、現在法院では、侵害被疑品・侵害品を「製品名」だ
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けで特定するように誘導する一方、判決主文も同じ方式で「製品名」を特定し

て記載している。 

 

3-4  物を生産する方法発明の場合 

 これも同じようにその方法で生産した物に対しては物発明と同じように侵害

製品の製品名で特定するようにするものの、その生産方法を実施してはいけな

いという判決主文に対応する別紙には、当該方法の請求項の内容をそのまま「A

段階、B 段階、C 段階および D 段階を含む～～方法により生産される～」という

ように記載するしかないのが実情である。 

 

3-5  単に方法発明の場合 

 方法請求項の内容をそのまま記載して実施禁止を命じるほかはなく、「A 段階、

B 段階、C 段階および D 段階を含む～～方法」のように特定されることになる。 

 

 

コラム「請求項の機能的表現と、製造方法で限定された物の解釈」 

 
 

 請求項を記載する場合、発明の構成を物理的構造材料など直接的で具体的

に限定しないで機能、効果など間接的で抽象的な表現を使う機能的表現によ

る請求項と、物の構成や物自体を製造方法で限定した product by process

請求項がある。 

 まず、機能的表現の請求項の場合には、機能および作用を請求項に記載す

ることによって明細書に開示された特許による独占権の範囲を超過して権

利範囲が認められ得るという点が問題となり、product by process 請求項の

場合には、例えば、進歩性判断時に物の構成要素自体は公知のものだが製造

方法自体には進歩性がある場合、製造方法自体の技術的特徴まで考慮して進

歩性を判断しなければならないかどうかが問題となる。このような機能的表

現の請求項や product by process 請求項の解釈に対しては様々な意見があ

るが、韓国特許実務の一般的傾向を紹介すれば、次のとおりである。 

 

(1) 機能的表現の解釈 

 まず、請求範囲に機能的表現が記載されている場合であって新規性や進歩

性といった特許要件を判断する場合には、機能的表現を文言的意味そのまま

解釈するのが一般的である。 

 これと関連して、特許法院は無効審判の審決取消訴訟で「特にＢＭ発明や

コンピュータ関連発明などにおいては発明の特性上特許請求範囲を具体的

な構造の記載だけで表現して作成しにくい場合があるので、発明の目的また

は、効果などを達成するために必要な構造または構成を具体的に記載しない



第１章 権利行使前の事前準備 

38 

 

で機能または作用効果などを現わす用語を使って表現する場合が多いため、

このように発明を特定するための事項が作用、機能、性質または、特性によ

って表現されたいわゆる『機能的請求項』の場合においては、発明の詳細な

説明や図面などを参酌してその発明が追求する目的または効果のための技

術的構成および権利範囲を確定しなければならないと言え、ただし、この場

合にも発明の技術的構成を発明の詳細な説明や図面に示された実施例など

に限定して解釈してはならず、発明の詳細な説明などの参酌を通じて、現れ

る技術思想から把握される技術的構成全てを含む広い概念として見なけれ

ばならない（特許法院 2008.8.22.宣告 2007 ホ 9798 判決)。」と判示して、特

許要件判断での機能的表現に対する解釈基準を明確に提示した。 

 反面、侵害事件で権利範囲を解釈する場合には、機能的表現を発明の詳細

な説明によって裏付けられた実施例に制限して解釈するのが一般的実務で

ある。 

 これと関連して、特許法院は権利範囲確認審判の審決取消訴訟で「特許請

求範囲が機能的表現と記載されていてその記載だけで発明の技術的構成を

理解することができない場合には、発明の詳細な説明や図面など明細書の他

の部分の記載を補充して明細書全体として特許発明の技術内容を実質的に

確定することができる(大法院 2006.11.24.宣告 2003フ 2072判決など参照)。

そして機能的表現でなる請求項の権利範囲は、請求項に記載された機能を遂

行するすべての構成を含むのではなく、請求項の記載と発明の詳細な説明お

よび図面によって明確に確定できる構成だけを含むものに限定解釈しなけ

ればならない(特許法院 2009.4.15.宣告 2008 ホ 7584 判決)。」と判示した。 

 

(2) 製造方法で限定された物の解釈 

 請求項に記載された物を製造方法で限定する記載がある場合には、特別な

事情がない限り製造方法自体に関する記載はこれを考慮しないで物そのも

のでだけ解釈して新規性や進歩性を判断するのが一般的な実務であり、この

点は、審査等における特許請求の範囲の認定においても、特許発明の技術的

範囲の認定においても特段の事情がない限り同様である。 

 これと関連して、大法院は「物の発明の特許請求範囲は、特別な事情がな

い限り、発明の対象である物の構成を直接特定する方式で記載しなければな

らないため、物の発明の特許請求範囲にその物を製造する方法が記載されて

いるとしてもその製造方法によってのみ物を特定するほかはないなどの特

別な事情がない以上、当該特許発明の進歩性有無を判断するにおいてはその

製造方法自体はこれを考慮する必要なしにその特許請求範囲の記載によっ

て物で特定される発明だけをその出願前に公知となった発明などと対比す

ればよい(大法院 2006.6.29.宣告 2004 フ 3416 判決)。」と判示している。 

 一方、製造方法で限定された物の請求項の解釈と関連して、特許法院は「物

の発明の特許請求範囲は特別な事情がない限り発明の対象である物の構成

を直接特定する方式で記載しなければならないことが原則であっても、その

請求範囲に物を製造する方法が物の特性に影響を与える構成要素として明

確に記載されて登録された場合、その効力範囲を定めるにあってはその物を

製造する方法をその発明の必須構成要素とみて、その限定された製造方法に

よって作られその特定された性質や特性を持つ物にだけ効力が及ぶと解釈
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しなければならないもので、特定された性質や特性を持つ物とは、一定の形

態を有し外観上その形態を異にする場合だけでなく、物理的にその性質を異

にしたり化学的分析によって区別できる場合も含まれると見なければなら

ない(特許法院 2006.11.1.宣告 2005 ホ 10947 判決)。」と判示している。 

 このように、製造方法で限定された物の発明の場合であって、侵害者が請

求項の製造方法と違った方法で物を生産している場合には、特許権者が請求

項に記載された製造方法によって特定された物の性質と特性が侵害物と同

一であるという点を立証する必要があることになる。 

 一方、日本においては、知的財産高等裁判所大合議判決（平成 22 年(ネ)

第 10043 号）により、特許侵害訴訟時における product by process 請求項

の技術範囲の特定に関し、物の特定を直接的にその構造又は特性によること

が出願時において不可能又は困難であったとの立証ができない場合（真正の

product by process 請求項であることが立証できない場合）、当該製法も含

め、発明の技術的範囲を特許請求の範囲の文言に記載されたどおりに解釈す

べきであるとの判示がなされており、今後の上告審の判断にもよるが、韓国

における取り扱いと異なってくる可能性があるので、注意を要する。 

 

4．自社権利の確認と相手方イ号製品の属否(社内分析) 

 自社特許権の特定とイ号製品の特定を行った後に、当該イ号製品が自社の特

許権抵触するか否か検討する。この検討もきわめて高度な判断が必要であり、

詳細には必ず弁理士に相談すべきであるが、まずは社内で行った上で弁理士に

相談した方がスムーズに行く。また、同時に、当事者としての見解整理にも有

用となる。 

 

4-1  構成要素の対比表 

 以下に社内での分析に用いる「構成要素の対比表」の例を示す。 

 

当社保有の登録特許 

登録番号◯◯◯号 

侵害被疑品 

型番◯◯◯ 
評価 

～において、 ～において、 カテゴリーは同種で争

いはない。 

～である A と、 ～である A’と、 同一ではないが同一の

機能を持つ。 

～である B と、 ～である B と、 同一である。 

～である C と、 ～である H と、 構成も機能も異なる。 

 ～である I と、 登録特許にはない構成

である。機能は～であ

る。 
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～である F と、  登録特許だけにある構

成である。機能は～で

ある。 

～である G と、 ～である J と、 登録特許の F と G を組

合せて代替えする要素

である。 

～であることを特徴とする～ ～であることを特徴とする～ 導かれる特徴は類似す

る。 

【総合評価】 

・ 目的と特徴は同じだが、登録特許発明より◯◯の点で劣っている。 

・ 登録特許発明と違う効果はない。 

・ 動作原理は多少異なるが目的は同じである。 

・ 構成が異なるが代替可能であり、もたらされる効果も同じである。……など 

 

 

 上述３.で説明したとおり、まずは、自社の特許権について、特許請求範囲の

請求の記載を構成要素ごとに書き出し、その要素ごとに侵害被疑品の中からど

のような部分が対応するのかを考慮する。無理に自社特許権の構成に近づける

ことは避けるべきであるが、技術的に無理がなければ、できる限り自社特許権

の構成に類似させておいた方が分かりやすく、有利になる。 

 そして、各要素ごとに、どのような「もの(構造、形、成分など)」でどのよ

うな「働き(機能、作用など)」をするのかを考えながら、右側の評価欄に書き

込んでいく。最後に各要素からもたらされる特徴(優れている点と考えてもよ

い)が同じかどうかを考慮してみる。特許明細書には、「解決しようとする課題

(目的)」や「効果」が書かれているはずであるから、「それと同じである・異な

っている」、「それよりも優れている・劣っている」、「違う効果も持っている」、

「目的が違う」、「動作原理が異なる」などの出願人の主観で構わないので書き

留めるようにする。 

 この時点における分析は、弁理士や弁護士などの専門家に相談する前の当事

者としての社内分析であって、専門家の分析や意見が反映されたものではない。

しかし、自社に不利な事項であっても気づきの点は書き留めるようにすると共

に、可能な限り自分自身に都合のいい偏った事項は排除するようにする。 

また、ここで気をつける重要なポイントとして、くれぐれも社内の営業秘密に

関する情報は秘密の状態を維持し、不用意に第三者や相手方の目に触れたりす

ることのないように管理しておきたい。 

 

5．自身の権利状況、弱点把握及び補完 

 普段より自社が保有している特許権は、どのような技術・製品に対しどれく

らいあり、それぞれ特許料や設定登録料などが期限内に納付され有効に存続し
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ているのか確認し、権利の内容に瑕疵がないように手当てしておくことが必要

である。しかし、特許侵害品が発見された場合には、後の法廷争いで相手側か

ら攻撃を受けても持ちこたえられる権利でなければならないので、さらに念を

入れて主張可能な自社特許権の状況を把握することが重要である。 

 そのため、警告状送付や法的措置を行う前に、以下のような点を中心にチェ

ックを行い、必要であれば瑕疵を補完する必要がある。 

 

【特許権が無効となる可能性がないか事前点検】 

 

・ 韓国における出願から登録までに関わるすべての書類（拒絶理由通知や

意見書、引例など審査/審判過程の書類を含む）を見直し、チェックする。 

・ 当該韓国特許権の優先権の基礎となる日本出願や、その他の外国で出願

登録したファミリー特許などについても同様にチェックする。韓国では

指摘されなかった引例・先行技術などもすべてチェックする。 

・ 必要な場合は訂正審判を通じて特許請求の範囲や明細書などを訂正す

る（71 ページ参照）。 

 

5-1  無効理由の有無の精査 

 こちら側が権利を主張する特許権は、特許庁での審査を経て、時には拒絶決

定不服審判や審決取消訴訟までを経て厳正に取得したものであるが、その権利

が 100％有効なものとは限らない。審査の過程で見落とした先行技術がある可

能性もあるし、審査官による判断も間違っている場合もあるからである。また、

実際問題として、特許庁における審査で要求される特許性と、法院の侵害判断

で要求される特許性は、基準や観点が違うと認識した方がよい。 

 そこで、自社の特許権に無効理由が存在していないか、改めて確認する必要

がある（無効審判については、後述第 4 章 3-2 参照）。ただし、ここではあくま

でも弁理士など現地専門家の意見を聞く前の事前調査であって、韓国語の公報

や書類を和訳を通じて見るに過ぎないので、この段階では把握できる範囲内で

行えばよい。後日、いずれにせよ現地専門家が精査する必要があるからである。 

 

(1) 審査官や審判官の指摘と出願人の反論・補正の過程 

 出願人としては、最初明細書を書いた時から特許を取るまでの間、「本件発明

は、◯◯だから有効なのだ、特許性がある」と一貫して主張するわけだが、審

査官や審判官から権利範囲が曖昧であると指摘されたり、有力な先行技術を提

示されたときは、出願人はその権利範囲を明確にするために、あるいは、先行

技術とは異なるものであることを主張するために、「請求項に記載のこの用語の

意味は✕✕のように限定的に解釈されるべきである」とか「請求項に係る発明
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は、先行技術に含まれるほど広くない」といったように、自ら権利範囲を狭く

解釈するように主張したり、あるいは、そのような内容により補正しがちであ

る。一方、特許が登録され権利行使の段になって、「自分の特許の権利範囲は侵

害品を含む程度に広いものである」と主張したくなるわけであるが、これがい

わゆる「包袋禁反言」の原則に該当する原因である。その他にも、審査官の先

行技術調査や対比判断において甘さや見落としがなかったか、無効事由となり

そうな「穴」を前もって検討してみる必要がある。 

① 審査官が引用した先行技術は妥当か？さらに関連する他の先行技術文

献はないか？ 

② 自社の特許発明に至る動機や暗示が含まれている先行技術はないか？ 

③ 事実認定、判断の際に設定した出願当時の当業者水準は適切か？ 

④ 明細書の記載に矛盾や欠陥がなく、一貫性が保たれているか？また、発

明を行った事項を超えた内容が請求項に記載されていないか？ 

⑤ 明細書の記載、意見書などの主張に論理的矛盾はないか？ 

⑥ 審査官の拒絶理由に対する反論過程で誤解は生じていないか？特に請

求項に係る発明の解釈において限定解釈などの主張を自ら行っていな

いか？ 

⑦ 補正に当たって、新規事項の追加などが見落とされていないか？ 

 

 これらについては、出願経過の精査を現地代理人にすべて任せてもよいが、

現地専門家と言えども、実際の審査過程における審査官の心証形成の過程でど

のような経緯があったのか理解しがたいことがあり、また、詳細な技術内容等

について、背景等必ずしも正確に理解し得たいこともあることから、当事者に

おいてもこのような確認を行うべきである。 

 

(2) ファミリー出願の精査 

 権利行使の基となる特許権の出願経過を精査したのと同様に、日本や他の外

国にも出願された「ファミリー出願」についても精査しておく必要がある。す

なわち、ファミリー出願の審査過程において、韓国の審査では引用されていな

かった先行技術が引用されていることがあり、当該先行技術によって韓国での

特許権に無効理由が発生している場合がある。ファミリー出願が多く、作業量

が多いようであれば、請求項及び引用された先行技術文献の比較だけでもよい。 

 その他、ファミリー出願の審査の過程で減縮補正や分割などが行われ、その

結果、韓国の権利解釈に当たっても影響を与えうる事項が発見される可能性が

あるため、ファミリー出願についてもこのような観点からの確認を行う必要が

ある。 
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コラム「特許行使のための最適な特許出願戦略」 

 
 

 韓国は、日本と同様、特許侵害可否を判断するとき、構成要素の完備の原

則を一般的判断基準にしている。したがって構成要素が不要に多く記載され

ているクレームや、技術課題解決において重要度が低い構成要素を含むクレ

ームは相手が回避しやいという欠陥を持っていることになる。クレームに記

載した構成要素を代替え品に置き換えたり、重要でない要素を初めから含ま

せないで実施することが容易になるからである。 

 しかし特許侵害に対する抗弁として、無効が提起される場合には反対の状

況となる。多くの構成要素を含むクレームであればあるほど生き残るのに有

利だからである。同じ理由で特許権者は無効判断の局面ではクレーム自体を

なるべく狭く解釈しようと考えることになる。 

このように強い特許権とは、権利を活用する局面と権利を守る局面で正反対

の 2 つの様相を持つ。このように相反する様相においてバランスがとれた特

許獲得戦略が必要となる。 

 もちろん発明者が認識した技術課題を解決するのに必須構成を最小限で

記載した独立項をいくつか記載するわけであるが、明細書には独立項に記載

した必須構成の技術的意義と効果を明確に提示すると共に明細書内でこれ

を裏付ける実施形態と試験結果をなるべくたくさん記載しておくことが基

本戦略の骨格となる。 

 しかし特許出願段階から予想され得る無効攻撃と特許権の回避案を全て

考えクレームを作成することは事実上不可能である。そこで、最終的な権利

獲得を引き延ばすことを常に考慮すべきである。例えば審査請求を最大に留

保（韓国では、日本と異なり、遅延審査の請求が可能である。）したり、分

割出願を通じて最終的な権利化を引き延ばす（ただし、日本と異なり、特許

決定（特許査定）後の分割出願が認められていないため、注意が必要である。）

ことにより、競合会社の実施形態を最大限推察した後、回避されにくい最適

のクレームを確定していくのである。この戦略は迅速な権利確保を目指した

いパイオニア的な技術よりも、常に競合会社との特許技術競争にさらされて

いる分野においてより有効であろう（ただし、審査請求留保は韓国出願日か

ら 5 年以内で、分割出願も可能な時期が制限されているため、権利獲得を無

制限延ばすことは不可能である）。 

 また、韓国では、多数従属引用形式（いわゆる、マルチマルチ）が認めら

れていないため、多面的なクレーム記載の柔軟性にやや難があり、後の訂正

審判等において、請求項の削除のみで対応できない場合があるので、注意が

必要である。 
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6．侵害者の保有権利に対する調査 

 また、相手方の権利状況を調査し、どのような権利を持っているか把握する

ことにより、侵害行為を行っている相手方がどのような対抗手段をとってくる

かを予測することが可能である。例えば、相手方の会社が単に侵害品を作るだ

けでなく、その他にも類似製品を多数開発・販売している場合、関連する権利

を多数保有していることが考えられるが、このような場合、特許侵害の提起に

対して、例えば韓国以外の国も含め反訴を行ってくるなど、非常に強力に対抗

してくる可能性がある（韓国企業の場合、いったん特許侵害訴訟を提起すると、

あらゆる国であらゆる権利により反訴を行ってくる「攻撃的反訴」の傾向が強

い。）。 

 また、相手方の特許出願動向を見ることで、その侵害品が主力製品なのかど

うかを知る手がかりにもなるし、その侵害品だけが問題でなく、他の技術分野

にもこちらが先手を打って、相手方の出願中の特許に対して情報提供を行い権

利化を阻止したり、無効審判などで逆に権利を無効化しておくことも重要な場

合が出てくる。 

 逆に、自社製品が相手方保有権利に抵触している場合もあり、そのような意

味からも侵害者の保有権利はしっかりと調査しておくべきである。 

 なお、特許権だけでなく、商標権やデザイン登録権についても出願中のもの

を含め調査可能であるし、ドメインネームについても比較的簡単に調査が可能

であるので、相手方の状況を総合的に把握する上で助けになる。 

 

7．現地代理人事務所の選定、円滑なコミュニケーション 

 具体的対応の事前検討段階では、より具体的に現地代理人事務所を評価する

必要がある。 

 

・ 権利取得より訴訟や渉外に強いか。交渉、警告対応、権利侵害対応の経

験が豊富か。 

・ ある程度規模が大きく、短時間で多岐にわたる調査が可能なマンパワー

がそろっているか。 

・ 特許庁、税関、裁判所、検察、貿易委員会、紛争調停委員会、各種の関

連機関と太いパイプを持っているかどうか。実績があるかどうか。 

・ 紛争対策に対するサジェスチョンが多様かどうか。具体的かつ現実的で

あるかどうか。 

・ 日本企業との実績が多く、緊密なコミュニケーションを取ることが可能

か。 

・ 事務所の責任者だけでなく実際の担当者・実務者が経験豊富で優れてい

るか。 
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 上記の事項が総合的に関係するが、逆説的に言えば、特許侵害に関して相談

を持ちかけたときに、限定的な対策方法しか提示されなかった場合には、なぜ

そうなのかをきちんと説明できることがキーポイントであると言ってもよい。

出願系の業務と違って、特許侵害の対応は非ルーチンワークの積み重ねに他な

らないので、必ずしも有効な対策が直ぐに見つかるわけではない。現実的には、

むしろ攻撃の決め手に欠き手詰まり状態であることも多いのであるが、このよ

うな場合に一般論に終始する受け答えしかできない代理人は、敬遠すべきであ

る。ベストな解が見つからない場合でも、実現可能なベターな解を提案してく

る代理人を選定すべきであろう。 

 また、韓国の弁護士/弁理士等は、日本語が堪能である者が少なくないので、

積極的にコンタクトをとり、コミュニケーションを図っていくべきである。 

 なお、ジェトロソウル事務所知財チーム（http://www.jetro-ipr.or.kr/）に

て日本語対応が可能な特許事務所を紹介しているので、ご参考にしていただき

たい。 

 

8．訴え提起国家/管轄の選定 

 小規模な侵害事件ではあまり問題になることはないが、グローバル市場で流

通する製品・商品に関し知財権関連紛争が起きたとき、米国やヨーロッパ、中

国などアジア各国、そして日本で同時多発的に侵害事件に対応を迫られること

がある。また、それほど大型の侵害事件でないとしても、例えば、中国で生産

され韓国や日本で流通している場合など、韓国内のみの法的措置だけでとどま

ってはいけないことも多くある。すなわち、法的措置の事前検討段階で、どの

国家でどのような対策を並行してとっていくべきか、ということも合わせて現

地代理人と共に模索すべきである。そして、この点については依頼者が積極的

に現地代理人に依頼をしないと、現地代理人側でも韓国内に限定することを前

提に処理を進めることが多いので、留意しなければならない。 

 加えて、韓国においては、一般に権利侵害訴訟における原告勝訴率が 20％程

度であり、また、無効率が 60％以上と高く、仮に勝訴したとしても損害賠償額

がきわめて低い(一説では、平均 5000 万ウォン程度といわれている。)ことを考

慮し、韓国において特許侵害訴訟を提起する意味を十分に精査し、場合によっ

ては他国で訴訟を行う等の戦略を練っておくべきである。例えば、先日、ソウ

ル地方法院で判決が言い渡されたのサムスン電子とアップルのスマートフォン

の知財訴訟においては、韓国における損害賠償認定額がサムスン電子に対し

2500 万ウォン（約 175 万円）、アップルに対し 4000 万ウォン（約 280 万円）に

http://www.jetro-ipr.or.kr/
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すぎず、主張された権利の差異やそれぞれの国における製品の販売量の差など

もあり、もちろん直接の比較はできないものの、同種の米国での審理において

サムスン電子に対し 10 億 5 千万ドル（約 830 億円）であったことを考えると、

韓国における損害賠償認定額の低さに気がつくであろう。 

 一方で、訴訟が比較的早く進行すると共に、米国のディスカバリー制度のよ

うな極端に負担のかかる手続が必要ではないため、リーズナブルなコストで訴

訟追行可能であるとの評価もある。 

 また、韓国内で特許侵害訴訟を提起する法院に関し、上述のとおり、韓国に

おいては専属管轄が置かれていないため、例えばソウル地方法院と地方におけ

る地方法院との間で特許侵害訴訟に対する判事の習熟度が異なるという問題が

ある（114 ページ参照）。もちろん、習熟度が低い法院の方が特許権者が有利で

ある、あるいは不利であるといったことは直ちに言えないが、どの地域で訴訟

を提起するかは、このような状況を踏まえて検討しておくべきである。 

 一方で、訴訟が比較的早く進行すると共に、米国のディスカバリー制度のよ

うな極端に負担のかかるものでもないため、リーズナブルなコストで訴訟追行

可能であるとの評価もある。 

 

 

コラム「高すぎる無効率は改善されるか」 

 
 

 特許庁だけでなく一般メディアでも「高すぎる無効率」に注目しており、

中でも「電子新聞」は知識財産(IP)リーダーズフォーラムを運営しつつ、盛

んに関連記事を掲載している。最近掲載された幾つかの関連記事から抜粋す

る。 

 

ともすると簡単に捨てられる特許 このままでは… 

 
（前略）- 韓国の特許無効率は特許審判院の審決基準で 2009 年 70.4％であ

った。2010 年と昨年はそれぞれ 64.9％と 6２．8％であった。10 件のうち 6

件以上の特許が無効になるわけである。特許審判院の決定に取消訴訟を提起

して特許法院で下された判決を合わせれば、無効率は 66.3％(昨年基準)に上

がる。 

 特許審判院は特許無効率を低くするためにここ数年間、大幅に低くなった

日本に注目している。日本の特許無効率は 2008 年 66.4％であったが、2009

年 1 月、飯村部長判事が続けて特許権者に手を挙げてから、大幅に低下した。

2009 年 50％、2010 年 44.2％、昨年は 39.4％となった。アメリカは韓国と制

度が異なり比較が難しいが、無効確認訴訟を基準として「全ての請求項無効」
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の割合は 47％である。 

 特許無効率を低くするための努力は特許庁と特許法院が共同でなされる。

特許訴訟が特許審判院の「有効」審決(特許審判院決定)後、特許法院で追加

で判断される事例が頻繁にあるためである。 

 特許庁は今月末、特許法院に日本の飯村判事(現知識財産高等裁判所所長)

を招請して特許無効率が低くなった背景を探る。ムン・ソンフップ特許庁審

判政策課の技術書記官は、「日本で飯村判事の判決後、特許権者権利を認め

なければならないという共感が形成され、以降無効率が大幅に低くなった」

とし、「日本の現状を見れば、韓国でも数件の判決で流れが変わるかも知れ

ない」と説明した。 

 

 
 

特許権者が優待される社会を 
 

 韓国の特許無効率は 60～70％に達する。特許無効訴訟が行われれば特許権

者が勝利する比率が 30～40％にすぎないという意味である。見方を変えると

国家から許可されたはずの相当数の特許が特許と認められないのである。こ

の程度であれば、国内で特許を受けても効果がないという「特許無用論」が

出るのも不思議ではない。 

 もちろん特許無効訴訟は全体有効特許のうち、無効と認定される可能性が

高いと見透かされた特許権に対して請求されるので必然的に無効率が高く

なる。それを差し引いても特許無効率が高ければ特許権利の安定性の側面で

否定的な影響を及ぼす。結果的に国内特許出願の減少につながり、国内産業

界の知識財産権(IP)の弱化を招く。サムスン-アップルの特許戦争で IP 産業

に対する関心が高まったが、特許無効率の高さは開発者の意欲を削ぐのに充

分である。-（中略）- 

 最近国内でも特許庁が特許無効率を先進国水準に下げることにし、方策を

摸索中であるとのことだ。やっとのことで特許登録をし、少なくない費用を

かけながら特許を維持してきた中小企業には朗報である。特許無効率が低く

なれば特許権者の士気が上がるのは当然で、技術開発を主導する「 first 

mover」の登場も促す。 

 この機会に特許無効率のみを低くするのではなく、特許侵害損害賠償額も
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先進国水準に高めなければならない。特許権者が特許無効訴訟で勝った時に

受け取る平均損害賠償額は約 5000 万ウォンで世界最低水準である。国内特

許権者が正当な権利を行使できてこそ、特許権の価値も上がり、特許取引市

場も形成されるであろう。       [2012 年 11 月 05 日；電子新聞] 

 

9．特許侵害対応策の決定 

 特許侵害に対する対応策は、▲当事者の自発的措置である警告状発送、▲行

政的措置、▲民事的措置、▲刑事的措置に大きく分けられるが、以下に各対策

方法の一覧を示すので、対策方法の決定に参考とされたい。ただし、実際の事

件の規模や処理方針によって大幅に差があり、また現地代理人によっても非常

に大きな差が存在するのであくまでも参考にとどめ、費用についても具体的な

案件ごと見積もりを取って進めるべきである。 

 

対策 特徴(メリット/デメリット) 処理の主体 所要期間 

警告状の発送 

・当事者同士の合意により 
多様な解決が可能である。 

・低廉であるが法的拘束力はなく、 
無視されることもある。 

・証拠隠滅や逃亡の恐れがある。 

当事者/現地代理人 約 1～2 ヶ月 

不公正貿易 
行為調査申請 

・侵害品の輸出入行為など規制 
・是正措置命令＋罰金が下され、

これに従わない場合、刑事罰も
問える。 

・行政措置としては比較的長期間
かかりコストも比較的高くな
る。 

貿易委員会(KTC) 約 6～8 ヶ月 

紛争調停申請 

・裁判を行うより短期、低コスト 
・裁判上の和解と同等の効果 
・クロスライセンスや技術協力な

どの勧誘も期待 
・調停不成立なら裁判も可能 

法院の調停センター 

産業財産権 
紛争調停委員会 

韓国著作権調停委員
会 

約 2～4 ヶ月 

民事手続 
(本案訴訟) 

・侵害差止/予防請求、損害賠償請
求、不当利得金返還請求など 

・短期解決の場合もあるが普通は
長期間にわたり、高コスト 

法院 
一審基準 

約 6～12 ヶ月 

民事手続 
(仮処分申立) 

・侵害差止仮処分 
・比較的短期間 
・緊急性がないとして認められな

い可能性あり 

法院 
一審基準 

約 3～7 ヶ月 

刑事手続 

・取締依頼(情報提供)/告訴状提出
が必要(親告罪は告訴が必要) 

・比較的短期間、比較的低コスト 
・侵害者への精神的圧力が大きく、

短期解決が期待できる。 

捜査機関 
検察 

及び法院 

捜査から 
一審裁判まで 
約 6-12 ヶ月 
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10．仮処分と本案訴訟の比較 

 民事手続の中でも同じ事案に対して仮処分を申請する場合と本案訴訟を提起

する場合の 2 通りを考慮し得る場合があり、両手続の特徴につき比較表を示す

ので実際の法的措置をとる場合の参考とされたい。 

 

 仮処分 本案訴訟 

要件 

権利の立証 

侵害行為の疎明 

緊急性(回復不可能な損害) 

権利の立証 

侵害行為の証明 

担保提供 必要 不要 

効力 臨時的決定 終局的判決 

執行停止 仮処分執行に対する執行停止不可能 仮執行に対する執行停止可能 

審理方式 2～3 週間隔の審尋期日 3～4 週間隔の弁論期日/準備手続 

証拠方法 

証人尋問、現場検証、鑑定など時間

のかかる証拠方法はあまり行われな

い 

証人尋問、現場検証、鑑定など多様

な証拠方法が用いられる 

請求内容 差止請求のみ可能 差止請求/損害賠償請求 

 

 

 

コラム「本案訴訟か仮処分か？」 

 
 

 侵害訴訟を提起するにあたって考慮すべき選択肢の一つが本案訴訟か仮

処分のどちらを選択するか、それとも二つの手続きを同時に進行するかであ

る。 

 これに関しては上記比較表の両訴訟形態の差異を充分に考慮して決める

べきであるが、実際においてはまさに特許権の対象である技術分野、性質、

特許無効の可能性、侵害立証の難易度、特許侵害の態様や場所など多様な要

素を考慮してケースバイケースで決めるしかない。また、仮処分（保全処分）

については、後の本案訴訟に敗訴した場合の損害賠償の危険性もある。 

 以下の説明は多様な考慮事項の中で一部の一般的な説明に過ぎず、すべて

の事例にそのまま適用できないため、実際侵害事例が発生した場合には現地

代理人と相談して綿密に検討する必要がある。 

 

1．緊急性 

 本案訴訟が終るまで待っていては、マーケットシェアの下落により回復不



第１章 権利行使前の事前準備 

50 

 

能な致命的な損害を被るとか、相手側の設備投資が終わってしまい相手の譲

歩を引き出すのがさらに難しくなるとか、緊急に差止を求める必要がある場

合には仮処分を選択するしかない。ただし、仮処分は多様な証拠方法を活用

した徹底的な審理が必ずしも保障されない保全手続なので審理不十分のま

ま想定外の敗訴となる可能性がある。そうなると、後の本案訴訟や他の対応

中の手続にも悪影響が出る可能性が大きいという点を充分に考慮すべきで

ある。 

 

2．強い特許 vs 弱い特許 

 特許の有効性に疑問がある場合、仮処分法院は侵害を認めても容易く仮処

分を言い渡さない傾向がある。かりに仮処分を下したとして、後日特許が無

効になってしまうと、仮処分の債務者側（侵害者側）に回復不能な損害を被

らせる可能性が高いため、仮処分申請が権利濫用に当たる、または保全の必

要性がないという理由で仮処分自体を棄却したり、棄却しないとしても特許

無効審判の結果が出るまで判断を待ってしまう可能性が高くなり、「迅速な

判断」という仮処分の本来の目的を達せなくなる場合が多い。したがって、

特許の有効性に疑問がある場合には、仮処分ではなく本案訴訟を提起して、

さらに別途の無効審判手続や本案訴訟手続の中で必要な立証を充分にして

有効性が認められるよう注力し、あるいは、訂正審判によりより強固な特許

としたうえで、最終的な結論を引き出すようにした方がよいと思われる。 

 

3．侵害立証の難易度 

 特許侵害事実に対する立証が書証だけで可能で、だれが見ても容易く理解

できる水準であれば、仮処分を考慮することができよう。反対に、侵害事実

の立証のために専門家による鑑定や証言が必須であったり鑑定結果が出て

も侵害かどうかの判断に専門的な高度の知識が必要で一般人がなかなか理

解しにくいものである場合には、迅速な判断として臨時的な侵害憂慮行為の

禁止を命ずる仮処分を利用するのは適切ではない。一般的に機械・構造分野

の事件は一般人も理解しやすいが、電子や化学などの場合は専門家鑑定など

の複雑な証拠方法が必要となることが多い。 
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11．差止請求と損害賠償請求の比較 

 本案訴訟の中でも同じ事案に対して侵害行為そのものをやめさせる差止請求

と、その侵害行為により受けた損害の補填を目的とする損害賠償請求の 2 つを

考慮する必要もある。両手続の特徴につき比較表を示すので実際の法的措置を

とる場合の参考とされたい。 

 

 差止請求 損害賠償請求 

要件 故意・過失不要 
故意・過失必要 

過失推定規定あり 

要証事実 侵害事実 
侵害事実、損害発生及び損害額に関

する立証要望 

消滅時効 
侵害が継続していたり予想される限

りいつでも請求可能 

通常、提訴日から 3 年以内の期間に

発生した損害についてのみ可能 (た

だし不当利益により請求する場合は

10年間に発生した損害を請求できる

可能性あり) 

所要期間 概ね一審に 6～10 ヶ月程度所要 
侵害が認められた場合、 

侵害訴訟より 2～3 ヶ月追加所要 

 

 

 

コラム「差止請求か損害賠償請求か？」 

 
 

 侵害訴訟を提起する場合、一般的には差止請求と損害賠償請求を共に行う

ことが多いが、これも慎重な選択が必要である。損害賠償請求を共に請求す

る場合には侵害当否に対する審理の後でさらに損害賠償額に対する審理を

行うため訴訟期間が増大するという短所がある。したがって迅速な救済を希

望する場合には差止請求のみを求めることも考慮しなければならない。いっ

たん侵害が認められて差止請求が認容されれば、これを前提に特許権者は有

利な立場に立って合意や和解の交渉を進めることができるからである。ただ

し、侵害者が既に侵害行為を中断している場合などには、差止請求だけでは

侵害者は窮しないのでその後の交渉が無駄に長引く可能性もあるため、どの

ような請求を行うかは、戦略的に決めていく必要がある。また、侵害が長期

間にかけて行われた場合には、損害賠償請求権の消滅時効中断のために損害

賠償請求が必要となってくる。韓国法上、特許侵害事実と侵害者を知った日

から 3 年が経過すると不法行為を理由とする損害賠償請求権は時効により消

滅するからである。 
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 一方、現実的な法院の立場で見ると、差止請求は侵害か/非侵害かの二者

択一をしなければならないので、侵害認定の結果に負担を感じるのも事実で

あるようである（例えば、特許権を侵害した中小企業の倒産、これによって

関係者の生計に直接的打撃が予想される場合など)。そのため、場合によっ

ては差止請求をせず、損害賠償のみを請求して、損害額の算定に法院が裁量

を持って対応できるようにすることで早期解決を図るという方法も考えら

れるであろう。 

 ところで、特許法に基づいた差止請求は、特許権者が行使できる強力な手

段の 1 つであって、差止命令により侵害者が受ける不利益も甚大であるため、

差止請求権の行使を合理的に制限することについて検討が必要であるとい

う議論がある。これに対し、韓国内における多数説は、韓国特許法の規定上、

相手方の侵害事実が客観的に立証された場合、法院はその当然に差止命令を

下すべきであると解釈するのが妥当であると見ている 3（なお、現在までこの

ような解釈の妥当性について説示した判例はなく、また、特許権に対する侵

害事実が客観的に立証されたにもかかわらず、差止命令を下さなかった事例

も存在しない)。 

 ただし、商標権の行使と関連しては、極めて悪質な例であるが、権利濫用

を理由に商標権に基づいた差止請求を棄却する判決を下した事例がある。 

 

12．訂正審判請求の必要性検討 

 もしも特許の有効性に瑕疵があると思われる場合には、事前に訂正審判を通

じて瑕疵を治癒することを検討する必要がある。しかし、訂正審判を請求した

場合、相手方がこれを訴訟における攻撃材料とし、権利者側から自ら訂正前の

請求項に問題があることを認定したから訂正を請求したのだと主張することも

あり得るのでそれぞれの事案ごとに慎重な判断を要する。 

 その上で、訂正審判を請求する際には、訂正可能な事項が厳しく制限される

ものの、相手方イ号製品が自社特許の権利範囲を充足するように訂正すること

も念頭に置く（71 ページ参照）。 

 

13．積極的権利範囲確認審判の活用 

 特許侵害訴訟を闇雲に行うだけでなく、権利者が侵害被疑品である(イ)号製

品を確認対象発明として、自らの権利範囲に属するかどうかを特許技術に対す

る専門の公的機関である特許庁審判院に見解を求める積極的権利範囲確認審判

を請求してみることを考慮すべきである（第 II 編第４章 3-1 66 ページ参照）。 

 その理由としては、 

                            

3
 パク・ソンス、韓国の特許権濫用規制、LAW & TECHNOLOGY 第3巻第1号、2007, 19頁  



第Ⅱ編 特許権を侵害された場合の対応 

53 

 

① 法院よりも高度な技術的知識を有する審判院で審理されるため、複雑な

技術内容を持つ発明の場合、より具体的で詳細な客観的判断が得られや

すい。 

② 先ずは権利者自らが侵害被疑品を特定するので、自らの権利範囲に含ま

れるよう先手を打つことができる（ただし相手側も反論でき、審判官も

客観的な方向で双方主張を調整して権利の確定、イ号発明の確定をす

る）。 

③ 審決は法院を拘束することはできず法院も権利範囲確認審判が進行中

であっても独自判断が可能であるが、法院は審決結果が先に出れば、権

利侵害訴訟の過程においても十分に参考とし技術的判断を尊重する。 

④ 司法手続ではなく、特許庁の審判手続であるので、当事者にとって敷居

が低く、代理人も弁護士ではなく弁理士だけで進めることができる。 

⑤ こちらの権利範囲に属すか属さないかを公的客観的に確かめようとす

るものであるため、侵害訴訟（仮処分、本案訴訟、証拠保全手続など）

に比べ侵害被疑者へのファースト・アタックとしては一番相手を刺激し

ない手続と言える。 

 

14．攻撃によるリスク分析 

14-1  権利者の全般的なリスク 

 特許権者が侵害者に警告状を発送する場合に、名誉毀損罪、信用毀損罪、業

務妨害罪に該当する余地があるので、この点を事前に綿密に検討してみる必要

がある。リスクの詳細については、第Ⅱ編第 9 章、権利を主張する際のリスク

(143 ページ)を参照されたい。 

 

14-2  公正取引法（独占禁止法）上のリスク 

 独占規制及び公正取引に関する法律(以下「公正取引法」という)は、独占排

除を通じて自由な競争を促進しようとする法律であり、独占権行使を一定期間

保障する特許法、商標法などの知的財産権法とは、本来相反する目的を持つ法

律である。しかし、韓国公正取引委員会は「知識財産権の不当な行使に対する

審査指針」を 2010 年 4 月 7 日から改正施行して、知的財産権を保有する企業が

これを乱用して他の企業の事業活動を妨害する知識財産権乱用行為に対する監

視を続けている。 

 この改正審査指針では、特に実施許諾について(1)実施許諾の対価、(2)実施

許諾の拒絶、(3)実施範囲の制限、(4)実施許諾時の不当な条件の賦課の 4 つの

類型に分類し、各行為の類型別に不公正取引行為を例示しており、特許権者が
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侵害被疑者に対し権利行使を行いつつライセンス供与などの交渉をする際には

特に留意すべきである。 

 

15．紛争の進め方及び終結方法の決定 

 ここまで、登録された特許権を有する権利者が、侵害品や侵害者を発見した

場合について、取りうる紛争解決のための各種方法を説明した。そこで今一度

考えておきたいのは、紛争途中の状況で見直す必要があるものの、ここまで説

明してきた各種方法をとり混ぜ、事前にある程度方針（紛争の進め方、終結方

法）を決定しておく必要がある。 

 そこで、先ず念頭に置くべきことは、特許侵害訴訟は正義の裁判ではなく、

ビジネス上の一つの手段にすぎない点である。一番良くないのは「我社の権利

は素晴らしいもので、それを侵害するとはけしからん。正義は絶対勝つのだか

ら、優秀な弁護士弁理士に任せておけば、後はなんとかなるはずだ」と盲目的

に信じこむことである。 

 例えば、「侵害差止を勝ち取って侵害品を根絶すること」が最終目標であれば、

先ずは証拠保全手続の必要性を考慮した後、多少長期戦になっても本案訴訟で

権利侵害差止を追求する。逆に「一刻でも早くとりあえず現状の侵害行為を止

めさせたい」ということであれば、多少のリスクを覚悟して、仮処分申請を選

ぶことになる。侵害非侵害が明確で比較的に単純な技術のものや輸出行為を止

めさせたい場合であれば、貿易委員会手続を検討してもよいだろう。さらに、

侵害者との話し合いにより、「適切なライセンス収入が得られるのなら、共に切

磋琢磨しつつ市場開拓・拡大を目指したい」ということであれば、警告状を発

送する時点でライセンス供与の意志があることを匂わせライセンス交渉に全力

を注いでもよいし、ライセンス交渉の途中で戦略として形式的に訴訟手続や行

政手続をとり、その行く末を見守りながら当事者間の合意、法院の和解勧告な

どを目指してもよいのである（最近は韓国でも少しづつ増えている趨勢である）。 

 自社の利益が最大限になるように紛争を進め、どこで終結させるかなどにつ

いて、冷静な判断に立脚して全社的な最終ゴールを決めておく必要がある。 
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第２章 警告状発送 
 

1．警告状の意義 

 侵害品、侵害行為及び侵害者に対する措置の中で最も優先的に考慮すべき事

項が警告状の発送であり、その意義は、第一に、侵害品が出回っていること、

及び侵害行為があることを権利者が認識していることを相手側に知らせ、第二

には、当方の権利(補償金請求権)の存在を相手側が知っていたという時点を明

確にさせ、刑事的措置を取る際の故意による侵害の主張を容易にすることであ

る。そして、第三には、相手側の権利侵害に対して今後どのような対応をして

いくかを知らせることである(断固とした法的対応を考えているとするのが普

通であるが、場合によってはライセンス供与や協力関係構築の申し出を強調す

る警告状というのもあり得る)。 

 また、模倣対策実施の多様な選択肢のうちの一つとして、警告状を出さずに

いきなり法的対応を取ることも考慮すべきである。証拠隠滅の恐れのある小売

業者や秘密製造工場などに刑事的対策をとる場合などに有効であり、民事訴訟

を行う場合であっても警告状の発送をしても誠意のある回答がないと予想され

たり証拠隠滅や設計回避策をとられる事が必至な場合には、直ちに法的・行政

的措置などを行って法院や行政官庁からの副本送達や通知もしくは是正命令と

いう形で相手側に知らせてもよい。 

 警告状を送付しないという選択肢に関連して重要な点としては、親告罪によ

る刑事告訴を視野に入れている場合には、犯人を知った日から 6 ヶ月を経過す

ると刑事告訴することが出来なくなるという点である。警告状の発送は、少な

くともその時点より前から犯人を知っていたことを自ら明かすことになるので、

十分にこの点を考慮して警告状発送のタイミングを決める必要がある。 

 

2．警告状の様式 

 警告状は特別な様式や形式が要求されるわけではなく、上記のように相手側

が当方の権利を侵害していることを相手自身に知らせることができるものであ

れば足りるといえるが、自社の権利を十分な証拠と共に提示し、当方の要求(侵

害行為中止、侵害品回収・廃棄、販売実績の開示、損害賠償、謝罪文、覚書や

念書など。ただし謝罪広告については注意を要する)について、いつまでに回答

せよとの旨を明記すべきである。また、警告状を発送する相手が特定されるの

であれば、伝達の方法はメールでもファックスでもいいが、相手側が受け取っ

たことを確認できなければならないので、将来訴訟などに発展することに備え

るなら内容証明郵便で発送することがもっとも望ましい。ちなみに、自社のホ
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ームページや新聞広告などで侵害者を特定せずに、わが社は○○に関する特許

を有しており侵害者に対しては断固とした対応をする、と声明を発表するのは

警告状の意味を有さない。 

 

2-1  警告状サンプル 

 

경 고 장 
（警告状） 

 
수 신 : ◯◯주식회사 대표이사 ◯◯◯ 
  （受 信 : ◯◯株式会社 代表理事◯◯◯） 

 
제 목 : 특허권 침해사실 통보와 침해중지 요청 및 이에 대한 답변요구 
  （題 目 : 特許侵害事実の通報と侵害中止要請とこれに対する返信の要求） 

 
귀사의 무궁한 발전을 기원합니다. 
  （貴社のますますのご発展をお祈りします。） 

 
１．본 대리인은 경기도 ◯◯◯◯◯◯에 소재하는 ◯◯◯◯사로부터 본건 통보에 

대해 위임을 받아 대리인의 자격으로 귀사에 이 서신을 보내게 되었음을 
양해하여 주시기 바랍니다. 
(本代理人は京畿道 ◯◯◯◯◯に住所を置く◯◯◯社（以下、“依頼人”とする）から本件通報につ
いて委任を受け代理人の資格で貴社にこの書信を送るようになりましたので、この点ご了承下さい。) 

 
２．의뢰인 ◯◯◯는 ◯◯◯◯◯◯ 라는 발명의 명칭으로 20◯◯년 ◯◯월 

◯◯일자로 특허 출원을 하여, 20◯◯년◯◯월◯◯일자로 등록을 받았습니다.  
이러한 등록 사실은 첨부 1 특허 등록 원부를 통해 확인할 수 있습니다. 
(依頼人(◯◯◯)は 「◯◯◯◯◯◯」という発明の名称で 20◯◯年◯◯月◯◯日付けで特許出願を
し 20◯◯年◯◯月◯◯日付けで登録を受けました。このような登録事実は添付 1 特許登録原簿を通

じて確認することができます。 

 
3.  의뢰인은 귀사의 ◯◯◯◯ 제품은 본인의 특허권을 침해하고 있다고 생각하며, 

법적 수단을 취하기에 앞서, 이와 같은 침해 행위를 중지할 것을 요청하기 
위해, 이렇게 경고장을 보내는 바입니다. 
(依頼人は貴社の◯◯◯◯製品が本人の特許権を侵害していると考え、法的手段を取るに先立ち、こ
のような侵害行為を中止することを要請するため、このように警告状をお送りした次第です。) 

 
4.  귀사에서도 잘 아시다시피, 상기 특허권을 보유하고 있는 의뢰인은, 특허법에 

기초하여, 침해 금지 또는 예방을 청구할 수 있으며, 침해품의 폐기, 그 생산 
설비의 제거, 침해품의 몰수, 기타 침해 예방에 필요한 행위를 청구하는 등, 
침해 금지 청구권, 손해 배상 청구권, 그리고 부당 이익 반환 청구권을 행사할 
수 있습니다. 
(貴社にてもよくご存じのように、上記特許権を保有する依頼人は、特許法に基づき、侵害の差止ま

たは予防を請求することができ、侵害品の廃棄、その生産設備の除去、侵害品の没収、その他侵害の
予防に必要な行為を請求するなど、侵害差止請求権、損害賠償請求権、そして不当利得返還請求権を
行使することができます。) 

 
5. 따라서, 의뢰인의 상기와 같은 요청에도 불구하고 침해 행위를 계속하는 

경우에는, 상기 민사적 구제 및 형사적 구제 수단을 적극적으로 이용하여 
법률이 허용하는 범위 내에서 강력히 대처할 생각이며, 이하와 같은 사항에 
대한 이행을 촉구하는 바입니다. 

(登録特許に対する説明と、相手方製品の侵害部分に対する概略的な理由などを入れ
ることもある。必ずしも入れる必要はないが、相手が小規模な場合には初回送付時

から説明をつけることが多い） 
(同様に、登録原簿や登録特許公報の写本も添付したり別便で送ったりする必要はな
いが、これら書類の入手に不慣れであると予想される相手であれば最初から権利者

側から提示した方がよいであろう) 
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(したがって依頼人の上記のような要請にもかかわらず侵害行為を継続する場合には、上記民事的救

済及び刑事的救済手段を積極的に利用して法律が許容する範囲内で力強く対処する所存であり、以下
のような事項に対する履行を促す次第です。) 

 
(1) 즉시 본인의 특허권을 침해하는 물품의 제조, 판매 등 일체의 실시 행위를 

중지할 것. 
(直ちに本人の特許権を侵害する物品の製造、販売など一切の実施行為を中止すること) 

 
(2) 귀사가 본인의 특허권을 침해하는 물품을 공급한 상대방, 그 공급량, 공급 

기간 및 공급 단가를 문서화하여 20◯◯ 년 ◯◯월 ◯◯일까지 알려줄 것. 
(貴社が本人の特許権を侵害する物品を供給した相手先、その供給量、供給期間、及び供給単価を
文書化して 20◯◯年◯◯月◯◯日まで知らせること) 

 
(3) 본인의 특허권을 침해하는 물품의 귀사 관리하에 있는 재고, 및 유통 재고를 

20◯◯년 ◯◯월 ◯◯일까지 수거하고, 본인 또는 본인의 대리인의 입회 하에 
폐기할 것. 
(本人の特許権を侵害する物品の貴社管理下にある在庫、および流通在庫を 20◯◯年◯◯月◯◯日ま
で収去し、本人または本人の代理人の立ち会いの下に廃棄すること) 

 
(4) 앞으로, 본인의 특허권에 대한 침해 행위를 행하지 않겠다는 취지의 각서를 

작성하여  20◯◯년 ◯◯월 ◯◯일까지 본인의 대리인에게 송부할 것. 
(今後、本人 の 特許権 に 対 す る 侵害行為 を 行 わ な い と い う 主旨 の 覚書 き を 作成 し て

20◯◯年◯◯月◯◯日まで本人の代理人に送付すること) 
 
(5) 본인의 특허권에 대한 침해 행위에 의한 손해 배상에 대해 본인의 대리인과 

협의할 것. 
(本人の特許権に対する侵害行為による損害賠償について本人の代理人と協議すること) 

 
이상, 알려드리오며, 20◯◯년◯◯월◯◯일까지 귀사의 성의 있는 답변을 
기다리겠습니다. 
(以上、お知らせいたしますので、20◯◯年◯月◯日までに貴社の誠意あるご回答をお待ち申し上げます。) 

 
--- 첨부 자료(添付資料) --- 
 
１． 특허 등록 원부 (등록 번호 제 ◯◯ - ◯◯◯◯◯) 사본 1 부 
  (特許登録原簿(登録番号◯◯-◯◯) 写本 1 部) 
２． 등록 특허 공보 사본 1 부 
  (登録特許公報 写本 1 部) 
3. 본인의 특허권을 침해하는 귀사 물품의 사진 
  (本人の特許権を侵害する貴社物品の写真) 
 
         ◯◯◯◯년 ◯월 ◯일 
           （◯◯◯◯年◯◯月◯◯日） 

                    ◯◯◯◯주식회사 
                     （◯◯◯◯株式会社） 

                    대표이사 ◯◯ ◯◯ 
                     （代表理事 ◯◯ ◯◯） 

대한민국 ◯◯ ◯◯ ◯◯ ◯◯ 
                     （大韓民国◯◯◯◯◯◯◯◯） 

                    대리인 ◯ ◯ ◯ 
                     （代理人◯◯◯） 

 

3．発送前の検討 

 以上のように、警告状は、まずは相手側への直接的な対策実施の第一歩とし

て費用的にも安く迅速で場合によってはこれだけで紛争が解決してしまうこと

も期待できる比較的簡便な対策ではあるが、発送前に検討しておくべき事項は

多岐にわたる。 
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3-1  相手方製品の権利侵害の確認 

 上述第Ⅱ編第１章 3.で述べたとおり、自社の特許権の特定、侵害が疑われる

相手方製品の特定、及び権利侵害の有無を十分に検討し、相手方製品が自社特

許権を侵害していると信じるに足ることを確認する。同時に、同 4.、5.で述べ

たとおり、自社特許権に無効理由がないか、あるいは、相手方がどのような反

撃をしてくる可能性があるかを考慮した上で、どのような警告を行うか検討し

なければならない。警告状発送に関するリスクについては、第 II 編第９章 権

利を主張する際のリスク(143 ページ)を参照されたい。 

 

3-2  警告状の送付相手と要求事項など 

 次に、相手方に警告を送る場合、どのような内容とするか検討しなければな

らない。特に、今後の交渉や訴訟に大きな影響を及ぼすだけに、当該紛争の将

来的な戦略も見据えて以下のような点について十分な検討が行われるべきであ

る。 

 

【警告状内容の検討】 

 

・ 自社名義で相手側に送るのか、自社の代理人として弁護士や弁理士名義

で送るのか 

・ 製造会社に警告状を送るのか、製造会社から納品を受けこれを販売する

販売会社にするのか、侵害品の中間/最終ユーザーにするのか 

・ 複数の侵害者が存在する場合、全ての侵害者に一律的に送るのか、業界

で最大手だけにするのか、2 番手グループにするのか 

・ 財政的に窮しているところがいいのか（反撃が弱いことが期待される

が、損害賠償を実際に得ることができない可能性も考慮） 

・ 侵害品の売上で潤っているところがいいのか(損害額被害額がある程度

膨らむまで待つことも考慮) 

・ 単に今後の侵害行為を改めるという約束だけを求めるのか、販売量・流

通量の通報や在庫の廃棄を要求しあくまで経済的弁済までも強く求めて

いくのか、今後のライセンス供与や協力関係構築を匂わすか 

・ 自社の権利がまだ確実なものでない場合や相手の侵害に確証が持てな

い場合などには、警告状という名目でなく「案内文」といったよりソフ

トな表現を用いることも考慮 

 

 また、日本ではいきなり代表者名で相手会社の代表者宛に警告状を送ると影

響が大きすぎるため、担当者/担当部署名で相手の担当者/担当部署宛に、内容

もソフトなものとして警告状を送り、相手方のモラルにより穏便に処理しよう

とする場合がある。しかし、韓国において、あまりソフトな対応を行うと、警

告ないし侵害事実に対する自信がないものと見られ、誠意のある回答を得られ
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ないこともある。韓国企業に対し、特に外国企業（日本企業）が警告状を送る

場合には、代理人を立て、直接代表者宛に送付し、また、内容も自社の言い分

を明確に伝えるようなものとすべきである。 

 

3-3  警告状＋権利行使以外の解決方法 

 例えば自社が部品に対する特許権を保有しており、相手方がその部品を含む

完成品に対する特許権、あるいは、当該製品に関する他の部品に関する特許権

を保有している場合、警告状を発送して特許侵害訴訟を提起することだけが方

法ではない。相手側に自社の部品を使用させたり、あるいは、相手側の権利と

の間でクロスライセンス契約を行い、複雑で莫大な費用が要求される訴訟手続

きによらず、より良い方向で問題を解決することもできよう(なお、ライセンス

契約、技術導入契約などの詳細は、ジェトロソウル事務所作成の「韓国ライセ

ンスマニュアル」を参照のこと)。 
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第３章 交渉 
 

 交渉は、当然であるが、自社の目指す最終ゴールを念頭に置きつつ、可能な

限り優位な条件で決着するよう、どこまで妥協するか、どこを死守するか、交

渉に入る前にあらかじめ、あるいは交渉開始後も随時見直し、明確にしておく

必要がある。 

 

1．交渉の段階とチーム構成 

 特許侵害に関連する交渉の場合、特許侵害の有無と特許の有効性を争うテク

ニカル交渉段階と、互いの要求条件(主としてライセンス料)に関して論議する

ビジネス交渉段階に分けて行うことが一般的であり、また、効率的な交渉を行

うことができる。 

 テクニカル交渉段階における交渉チームは、特許チーム担当者、技術担当者

（必ずしも発明者本人でなくてもよい）、特許専門家（弁理士や弁護士）などが

中心となり、ビジネス交渉担当者は、進行過程をモニターする若干名だけ参加

する例が多い。 

 ビジネス交渉段階における交渉チームは、テクニカル交渉担当者（技術担当

者）の数を減らすかゼロにして、和解金や合意金、ライセンス料率などにある

程度の裁量権を持つビジネス交渉担当者と、必要に応じて弁護士／弁理士で構

成する。 

 

2．使用する言語と通訳者の要否 

 国際間の交渉であるため、使用する言語をどうするかは、相手方と直接相対

する前に決めておくべき重要な問題である。 

 権利者側を日本企業、交渉相手を韓国企業とすると、例えば日本語で直接会

議をするのが権利者にとっては一番有利になろうが、韓国企業側に非常に日本

語が堪能な人間が当事者として参加する場合を除けば、これを受け入れようと

しないことが多い。 

 最近は、両社とも「英語」で行おうと提案する、または提案されることが多

いようであるが、韓国企業にはネイティブ水準の英語を使う人間が多数出席す

ることが多く、また会議に出席する全ての人間が同じ水準で英語を使いこなせ

ない場合は、会議後改めて会議内容のすり合わせが必要になることもあり、非

効率的である（交渉の前に相手側の参加者のプロフィールを確かめ、それに合

わせてこちら側の参加者を調整する必要もあろう）。 

 そこで、プロの通訳者を用いることを考慮することになることとなる。現地
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代理人や現地駐在員が両国の言語に堪能で、一方に偏ることがないと双方から

信頼を十分に得られている場合には不要であるが、これはむしろ稀な場合であ

ろう。通訳者を利用する場合、少なくとも 4-6 名が議論を交わす交渉の場にお

いて、一人の通訳者がこれらを全て中立・正確に通訳を行うことは非常に難し

く、現実的ではないため、双方がそれぞれ知財に堪能なプロの通訳者を用意す

ることが望ましい 4。通訳者の負担が減り、通訳の質が向上するうえ、間に通訳

時間が入ることで、互いの主張が整理されやすく、冷静な話し合いになりやす

いというメリットもあるからである。 

 なお、どんなにベテランの通訳者を用いる場合であったとしても、事前にど

のようなシチュエーションの会議なのか簡単な打ち合わせを行うと共に、可能

な限り資料も渡しておく必要がある。 

 

3．テクニカル交渉段階 

3-1  準備 

 テクニカル交渉の準備においては、こちら側の侵害立証資料と、相手方の非

抵触や無効・進歩性欠如の主張に対する反駁資料を準備する必要がある。言う

までもないが、技術交渉の結果が以後のビジネス交渉や訴訟に大きな影響を与

えるため、訴訟に臨むのと同レベルの姿勢で予想争点に対する当方の論理を組

み立てる必要がある。 

 

3-2  交渉会議の進め方 

 最初の交渉当日には、交渉の基本的な進め方を決めることになるが、先ずは、

権利者側が自分の権利内容を説明し、相手方の侵害品の特定とクレームとの対

比等、侵害部分の分析について意見を述べ、次回交渉時(2～6 週間程度のイン

ターバルを置くことが通例)に相手側が侵害に該当しない、又は特許が有効では

ないなどの反駁を行うというやり方が普通である。 

 また、相手側から本件特許とは全く別個に、相手側特許権をこちら側が侵害

していると主張し、複数の相手側特許権が提示されることも少なくない。相手

                            

4  双方当事者のそれぞれの通訳者が同レベルの能力であるならば、自社の言葉を自社の通

訳者が相手側に伝え、相手側の言葉は相手側の通訳者から聞くのが原則と言える。第一

に、「相手側は『○○』と言っています」と間接話法で通訳するよりも「我々は○○と

考えます」と通訳する方がシンプルかつ確実だからである。また、第二に、相手側が発

する声として、自然な対話となるからである。とかく「相手は何を言っているんだ」と

相手側の発言を自社の用意した通訳者に聞きたくなりがちであるが、自社の通訳者の考

えが混じる可能性もあるので、相手方の発言が理解できない場合は、相手側にきちんと

質問し直し、自社の通訳者に相手の言葉を翻訳させることは避けるべきである。  
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側の特許権に基づく自社の権利侵害が提起された場合、それに対する評価を行

い、こちら側の侵害の有無や相手側特許の有効性、無効性、技術的な価値、利

用価値(後日のクロスライセンスの基礎になり得る)などを綿密に検討する。 

 このように、技術交渉は、1 回の交渉会議で終わることはまずなく、数回か

ら長くは十数回、1 年以上かかることも多い。 

 これらの交渉については、会議が終わる度に内部評価をし、必要であれば現

地代理人などの特許専門家の意見を聞き、資料の収集、方針の確認等、次回交

渉会議に備え準備する。 

 

3-3  テクニカル交渉のまとめ 

 テクニカル交渉段階でお互いの歩み寄りがない（侵害者側が侵害を認めない

など）場合は、一般的に、提訴(行政的措置)に踏み切ることになる。この場合、

提訴(行政的措置)を行うことを事前に相手側に連絡しなければならない義務は

なく、逆に、交渉がまとまりそうな雰囲気を見せていたにも関わらず、相手側

が突然提訴(行政的措置)を行うといったケースも実際にはある。しかし、突然

提訴をしたとしても、相手側を当惑させる以外の実質的なメリットはないのが

普通であるため、交渉決裂の意志表示程度は行うべきであろう。 

 技術的な互いの主張が出尽くし、こちら側の特許の有効性や相手側の侵害の

程度についてある程度互いの解釈が一致したり近接してくれば（すなわち侵害

を相手側が認めれば）、テクニカル交渉は終了したことを互いに告げ、次のビジ

ネス交渉に入ることになる（後日、技術的な部分での蒸し返しを避けるために

もテクニカル交渉の終了を宣言しておくことは重要である）。 

 

4．ビジネス交渉段階 

4-1  準備 

 ビジネス交渉の準備においては、テクニカル交渉の結果と、ビジネス環境（例

えば、特許製品の商品性、交渉/訴訟の期間と勝算、製品市場全体の成長予想、

クロスライセンスの可能性、競合他社の動向や標準化の動き、和解/決裂がもた

らす株価の動きなど）を総合的に勘案して、重役会や関連事業部などの社内意

見をも取りまとめながらロイヤルティ水準などに関する当方の要求条件(マキ

シマム)を提示する。 

 

4-2  交渉会議の進め方 

 ビジネス交渉の会議の進め方は、基本的にテクニカル交渉時と大きく変わり
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ないが、当方のマキシマム要求条件に対し、相手側は、当然ミニマムの要求条

件を提示してくることになるため、ここから先は、互いの妥協点に向けて 2～4

週間程度のインターバルで交渉を繰り返していく。重要なことはテクニカル交

渉で終わった話を相手側に蒸し返させないこと、こちら側も蒸し返さないこと

である。 

 単にマキシマムとミニマムの間で、いくらで折り合うかでまとめるのではな

く、例えば、権利者側の立場では、マキシムの半分で妥協して 1 ヶ月後に現金

を手にした方がよいのか、1 年かけて満額を受け取る努力をした方がよいのか、

逆に、相手側の立場では、直ちにマキシムを支払って早急に妥結し、即刻その

技術分野への投資決断を行い 10 年後のマーケット支配を狙えば、マキシムの何

倍も利益があげられるのか、このままミニマムに執着して訴訟に持ち込んだほ

うが結果的に利得なのかを考えることである。もちろんこれらは立場を裏返せ

ば、相手側への説得理由にもなる。そして、数ヶ月の交渉期間の間にもビジネ

ス環境や社内方針が変わることもあるので、ビジネス交渉の回を重ねるたびに、

社内検討を繰り返すべきである。 

 

4-3  ビジネス交渉のまとめ 

 核心的な事項に関して妥結した場合、最終的に、契約書を作成し調印、交渉

終了となる。 

 金銭的、あるいはビジネス的にどうしても歩み寄りが見られない場合、提訴

(行政的措置)を考慮する。ただし、テクニカル交渉で相手側が侵害事実を明確

に認めていたとしても、裁判過程でそのまま主張・認定がなされるわけではな

いことに注意する。そして損害賠償金額においても裁判で認定される額は、一

般に権利者の望む程の額にはならないことが多いことも念頭に置きたい。その

ため、この段階で提訴（行政的措置を含む）を行う場合、いくら勝つ自信があ

るとしても、大きな負担となるが、証拠の提出等、事実の立証、その他訴訟の

遂行に全力を尽くす必要がある。 

 

5．提訴後の交渉 

 訴訟や行政的措置に突入した後であっても、和解の途をふさぐ必要はない。

訴訟では訴訟担当者が懸命に戦っているとしても、交渉担当者同士は可能な限

り交渉を続ける姿勢を見せるようにしておく。 

 ここで大事なのは、訴訟後の交渉においては、上記の(2)の段階とは違って、

訴訟費用が時間経過にしたがって増えていく点である。つまり、全面勝利した

としても相手側から取れる金額にはどこかで上限(多くはこちら側が提示した
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マキシマム要求額となろう)があるのに、訴訟が長期化すればするほど訴訟費用

が膨らみ、その分実質的な利得が目減りすることになる。 

 言い換えれば、終結を急がなければならない要素が増えるわけで、米国や多

国間における訴訟ではこのパラメータは非常に大きな部分を占めるのである。

韓国では米国ほど訴訟費用は高くないが元々のマキシムが小さければ同じこと

が言え、さらに相手側が逆提訴をして応訴を余儀なくされれば、訴訟費用は 2

倍 3 倍に増大し、極端な例だがマキシム以上に訴訟費用が膨らむのであればそ

れ以上訴訟を続行する意味がないことになる。 

 このように最終的な判決（決定）がなされる直前まで新たな妥協点を模索し、

その結果をみながら、強硬に進めるか、その取り下げなどを匂わせてさらなる

妥協点を模索するなど、最終ゴールに向かって社内の意見調整をすることにな

る5。「社内を説得するのは交渉相手を説得するより難しい」とよく言われるが、

くれぐれも社内調整に時間がかかり終結のタイミングを逃したなどの不手際が

ないように心したい。 

 

 
 

                            

5  なお、契約の規模などによって、最終的な和解・合意後に、交渉担当者のみで契約を交

わすこともあろうし、両社の力関係に考慮しつつ、双方の代表者が別途に調印式を行う

必要も生じる。どちらの国でどのくらいの職位の者が出席するのか、これも交渉担当者

の最後の仕事である。  
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