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第５章 民事的救済方法(本案訴訟) 
 

1．民事訴訟の対象となる侵害行為 

 特許侵害は、直接侵害と間接侵害に分けることができ、直接侵害は同一の範

囲内における侵害と均等の範囲内における侵害に分けられる。同一範囲内の侵

害は、発明の構成要件の全てをそのまま使用するので故意的な侵害である場合

も少なくない。発明の構成要件的特徴を全て使用しないが、重要な特徴を使用

して同じ結果を得る場合、即ち、請求の範囲の一つの要素でも抜けていたり、

変更されている場合には、文言侵害は否定され、均等領域においての侵害が成

立するかどうかを判断することになる。 

 

1-1  特許発明の特定 

 上述第Ⅱ編第 1章 3.で述べたとおり、韓国における特許発明は、日本と同様、

明細書の記載を参酌しつつ、特許請求の範囲の請求項の記載に基づき特定され

るが、一般に、権利者側は、文言上広く主張しがちとなるため、注意が必要で

ある。 

 

1-2  相手方製品の特定 

 相手方製品の特定についても、既に第Ⅱ編第 1 章 3.で述べたとおりであり、

こちらも、一般に権利者側は、相手方製品が自社の特許権に属するように主張

する傾向があるため、注意が必要である。 

 

1-3  同一領域における侵害(文言侵害) 

 特許請求の範囲の請求項に記載された文言の解釈により特定された発明内容

(対象)に対し、同一領域における侵害、即ち当該特許の構成要件的特徴を全部

そのまま使用する場合(文言上の一致)は、先使用権などの違法性阻却事由がな

い限り、特許侵害を構成する。 

 ただし、上述特許発明の特定と関連し、請求項に記載された文言の技術的意

義は、明細書の記載や技術常識を参酌して理解されるものであるから、相手方

製品が文言上合致するからと言って、その範囲のすべてが属するものと解され

るわけではないので注意を要する。そのため、相手方製品の構成が当該文言に

属する旨を主張する場合は、例えばその文言解釈に当たって前提となる技術水

準等を示す証拠等を提示する等、その根拠を示しながら丁寧に行うべきである。 
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コラム「特許発明の認定」 

 
 

 韓国特許法第 97 条は「特許発明の保護範囲は、特許請求範囲に記載され

た事項により定められる」と規定している。そして、特許請求範囲をどのよ

うに解釈するのかにより、その保護範囲が決定されるので、特許請求範囲の

解釈は、実務上、最も激しく、又難しい部分の一つである。 

 特許請求範囲の解釈に関する韓国大法院の主な判示を整理すると次のと

おりである。 

 

１．特許権の権利範囲ないし実質的な保護範囲は、登録出願書に添付した明

細書の請求範囲に記載された事項により定められるのが原則である。た

だし、その記載だけで特許の技術的構成が理解することができなかった

り、理解することができたとしても技術的範囲を確定できない場合に

は、明細書の他の記載による補充をすることはできるが(大法院 2002．

4.12．言渡 99 フ 2150 判決、1991．11．26.言渡 90 フ 1499 判決など)、

その場合であっても明細書の他の記載によって特許権範囲の拡張解釈

は許容されない(大法院 2001．6.1．言渡 98 フ 2856 判決、2000.11．14.

言渡 98 フ 2351 判決、1992．6.23.言渡 91 フ 1809 判決など)。 

 

２．請求範囲の記載だけで技術的範囲が明白な場合には、明細書の他の記載

によって請求範囲の記載を制限して解釈してはならない (大法院

1997.5.28.言渡 96 フ 1118 判決、1993.10.1２．言渡 91 フ 1908 判決な

ど)。 

 

３．請求範囲の文言を解釈するにおいては、当該の技術分野で通常に認識さ

れる用語の意味に従わなければならず、その意味が不明確だったり文言

そのままの解釈が明細書の他の記載に照らしてみて明確に不合理な場

合には出願された技術思想の内容と明細書の他の記載及び出願人の意

志と第三者に対する法的安定性をあまねく参酌して正義と公平により

合理的に解釈しなければならない(大法院 1998.4.10.言渡 96 フ 1040 判

決など)。 

 

 上記のような韓国大法院の判示は大きく 2 種類の流れがある。一つは文言

解釈の原則といい、「特許請求範囲の記載だけで権利範囲が明白になる場合

には特許請求範囲の記載自体だけを基礎にしなければならず、発明の詳細な

説明や図面など他の記載によって特許請求範囲を制限したり拡張解釈する

ことは許容されない」(大法院 2006.10.13.言渡 2004 フ 776 判決など多数)

という流れと、もう一つは発明の詳細な説明参酌の原則といい、「特許明細

書の記載のうち、特許請求範囲の記載だけでは特許の技術構成が分からなか

ったり、その技術的範囲を確定できない場合、特許請求の範囲に発明の詳細

な説明や図面など明細書の他の記載の部分を補充して明細書全体で特許の
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技術的範囲ないしその権利範囲を実質的に確定しなければならない」(大法

院 1997.5.28.言渡 96 フ 1118 判決など多数)という流れである。 

 

 問題は文言解釈の原則によれば請求範囲の記載だけで権利範囲が明白な

場合には詳細な説明などを参酌するのを禁止しており、他方で請求範囲記載

だけで権利範囲が明白でない場合は詳細な説明を参酌して請求範囲を解釈

するとなっており、実際の事案においては両者が衝突するケースが発生する

のである。すなわち、現在、係争中の特許の請求範囲解釈においてこれを広

く見ようとする場合には請求範囲自体だけで明確であるから詳細な説明の

記載に制限してはならないという主張と、請求範囲自体だけでは明確でない

ので詳細な説明の記載を参酌して請求項文言が包容する全ての範囲ではな

く、より具体的に記載された詳細な説明の範囲を意味するという主張が衝突

するのである。ただし、実務上、日本における保護範囲の確定とさほど違い

は見られない。 

 

文言解釈の原則によって用語の辞書的な意味に含まれる 

全ての構成を権利範囲とみた事例 

大法院 2004.12.9.言渡 2003 フ 496 判決(登録無効) 

 

 「本件特許発明の特許請求範囲第 1,2,4,5 項には全ての餅の「あんこ」に

おいて「クリーム」を利用したり「クリーム」を注入するとだけ記載されて

いるだけであり、これを特に限定する記載はなく(詳細な説明の項目に「あ

んこの代わりに保存性が優秀なクリーム類を利用する」という趣旨の記載が

ある 水分含有量があんこの水分含有量である 29.8%より低い「クリーム」

のことであると限定解釈することはできない」 

 

・ 本件は請求範囲に単純に餅の中身の固形物を「クリーム」とだけ記

載しているが、発明の詳細な説明によれば小豆を利用した餅の中身の

固形物より、より保存性が優秀な「クリーム」を利用するという記載

があり、一方当事者は小豆を利用した固形物より保存性が「優秀なク

リーム」を意味するという主張をした。 

 

 これに対し大法院はこれについて「優秀なクリーム」と限定されるもので

はないという判断をした。 

 

発明の詳細な説明を参酌して、発明の保護範囲を限定した事例 

大法院 2006.12．22．言渡 2006 フ 2240 判決(権利範囲確認) 

 

 「自動傘式キャノピーテントに関する本件登録考案(登録番号第 223717 号)

の実用新案登録請求範囲第 1 項には「弾性スプリング」の設置と関連して、

その実用新案登録請求範囲に「連結部材に具備されており….」と記載され

ており、「挿入」の辞書的な普通の意味は「隙間や穴の間に他の物体を差し

込み入れること」であるといえるが、物理的には「弾性スプリング」が連結

部材内部に挿入されるものと理解される余地もあるが、外周にはめ込んで入
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れることについても挿入という表現が使われたりもするので、その実用新案

登録請求範囲に記載された文言の記載内容だけでは本件登録考案の「弾性ス

プリング」が連結部材内部に挿入・具備されることなのか、連結部材外周に

挿入・具備されることなのか、でなければ両者を包括するものなのか、その

意味が明確でない。この点について、明細書の説明及び図面には「弾性スプ

リング」を連結部材の外周に挿入設置する構成を開示しているだけで、連結

部材内部に「弾性スプリング」が挿入・具備できるという記載はみられず、

本件登録考案の「弾性スプリング」は連結部材上段とスライディング部材の

間または、スライディング部材と固定板の間で圧縮・膨張をしてスライディ

ング部材が連結部材の外部で昇・下降を可能にさせるのだが、もし「弾性ス

プリング」が連結部材内部に挿入・具備される場合には「弾性スプリング」

は連結部材上段と連結部材外部にあるスライディング部材の間または、スラ

イディング部材と固定板の間で圧縮・膨張を正しくすることができず、別途

の追加的な構成なしでは、その実施が不可能であるため、考案の目的を達成

できず、明細書のどこにもそのような追加的な構成に対する記載や暗示がな

いため、本件登録考案の「弾性スプリング」は連結部材の外周に挿入・具備

されると見なければならず、したがって「弾性スプリング」が連結部材内部

に挿入・具備される確認対象考案は本件登録考案とはその構成が異なると言

える。」 

 

・ 請求項の記載は単純にスプリングが挿入されるとだけなっており、

外側に挿入するのか、内側に挿入するのか、これに対する限定がなく、

両方を含むと文言上では解釈する余地があるものの、大法院は詳細な

説明を参酌して外側に挿入する場合にのみ権利範囲を認めている。 

 

 結論として、権利範囲の外縁を判断するにおいては単純に文言の解釈にだ

け頼るのは危険であり、全体的な技術思想、詳細な説明の記載内容、出願過

程での意志表示などを総合的に考慮しなければならない。また、すでに公知

公用となった技術の部分が文言上抱擁されているとしても、この部分に対し

ては権利行使が制限されるという点も留意する必要がある。 

 本来であれば、特許登録がなされる前にこのような特許請求範囲の解釈問

題を解決しておき、権利範囲が明確になるようにしておくべきであるが、こ

のような技術的範囲の解釈問題は、実務上、相手方侵害品（イ号製品）との

関係や先行技術との関係で初めて生じることも少なくないため、審査・審判

段階においてこれらの問題を一掃しておくことができないという点にも困

難性がある。 

 

1-4  均等領域における侵害(均等論) 

均等論とは、侵害物が特許発明の構成要件を変更する態様で達成されている

場合、即ち形式的に同一ではないが、当該発明の核心的特徴をそのまま使用し

て実質的に同一なものと評価される場合、特許侵害を肯定するものである。 

韓国における均等の要件は、次の５つである（後述コラム、「韓国の均等論」
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参照」） 

① 両発明の技術的思想ないし課題の解決原理が共通又は同一であること 

② 置換によっても特許発明と同じ目的を達成することができ、実質的に同

じ作用効果を有すること 

③ 置換すること自体がその発明に属する技術分野で通常の知識を持った

者なら当然容易に引き出すことができる程度に自明であること 

④ 確認対象発明が当該特許発明の出願時にすでに公知の技術であるか、そ

れにより当業者が容易に導き出すことができるものではないこと 

⑤ 当該特許発明の出願手続きを通じて確認対象発明の置換された構成要

素が特許請求の範囲から意識的に除外されるなどの特別の事情がない

こと 

 

 

コラム「韓国の均等論」 

 
 

 通常、上記の均等論の 5 つの要件のうち、①、②、③は均等論適用の積極

的要件、④、⑤は消極的要件と言われている。これらの 5 つの要件は、韓国

大法院 2000.7.28.言渡 97フ 2200判決で初めて均等論として明示されたもの

であるが、この大法院判決直前からその後に均等論の考え方を適用した 10

件余りの大法院判決を見てみると、その要件において若干の差ないし修正が

存在する。 

 

① 日本の均等要件では、両発明の相違部分が特許発明の本質的な部分で

はないことという限定を付加しているが、韓国大法院はこのような限

定を付加していない。 

② 韓国大法院は、置換可能性について初期の判決では作用効果の同一性

だけ言及し目的の同一性については言及していなかったが、後の判決

でこれが追加されたという経緯がある。現在はこの部分においては差

がなくなった。 

 

均等論適用初期の判例(大法院 2000.7.4.言渡 97 フ 2194 判決) 

 

 本件は、抗菌剤のサイプロフロキサシン(ciprofloxacin)を製造する方法

に関する外国製薬会社(Ａ社)の特許発明に対し、韓国の製薬会社(Ｂ社)が中

間剤を製造する工程を追加して通常の化学反応理論及び発明の収率を高め

た方法がＡ社の特許発明の権利範囲に属さないという判断を請求した事件

で、大法院は、Ｂ社の発明はその出発物質、反応物質及び目的物質がＡ社の

特許発明と同一で、その製造方法も反応物質のピペラジンを出発物質の C-7

の位置に結合させて目的物質を製造するＡ社の特許発明の主反応の反応原
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理をそのまま利用するという点でその技術的思想と核心的な構成が同一で、

ただＢ社の発明が出発物質にアルミニウムクロライドを反応させて中間体

を経る構成を付加した差がありはしても、この付加工程は本件の両発明が属

する技術分野で通常の知識を有する者であれば、周知の慣用技術によって容

易に付加させることができる工程にすぎないと見られ、その作用効果もまた

周知の慣用技術を付加することによる効果以上に優れていたり、顕著に向上

したとは見難いので、Ｂ社の発明はＡ社の特許発明と相違する発明であると

見ることができず、その特許発明の権利範囲に属する均等領域での侵害であ

ると判断した。 

 

均等論適用以降の判例(大法院 2009.6.25.言渡 2007 フ 3806 判決) 

 

 確認対象発明で特許発明の特許請求の範囲に記載された構成のうち、置換

ないし変更された部分がある場合でも、両発明で課題の解決原理が同一で、

そのような置換によってでも特許発明でと同じ目的を達成することができ、

実質的に同一の適用効果を示し、それと同じく置換することが、その発明が

属する技術分野で通常の知識を有する者であれば何人でも容易に考え出す

ことができる程度に自明であれば、確認対象発明が特許発明の出願時に既に

公知となった技術と同一の技術、又は通常の技術者が公知技術から容易に発

明することができた技術に該当するか、若しくは特許発明の出願手続きを通

して、確認対象発明の置換された構成が特許請求の範囲から意識的に除外さ

れたものに該当するなどの特別な事情がない限り、確認対象発明は全体的に

特許発明の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、依然とし

て特許発明の権利範囲に属すると見なければならないと判断した。 

 

 

1-5  間接侵害 

 現実に侵害と見難いが、侵害行為の前段階にあって特許侵害と見られる形態

の実施をいう。法は一定の実施類型を特に規定して特許侵害行為と擬制してい

る。第一に、特許が物の発明の場合には、その物の生産にのみ使用する物を業

として生産・譲渡・貸与又は輸入したり、その物の譲渡又は貸与の申出をする

行為、第二に、特許が方法の発明である場合には、その方法の実施にのみ使用

する物を業として生産・譲渡・貸与又は輸入したり、その物の譲渡又は貸与の

申出をする行為(特許法第 127 条)である。 

 日本の特許法では、この間接侵害に関し、特許発明の生産等に用いられるこ

とを知りながらその物を生産、譲渡等を行った場合、間接侵害とみなされるが、

韓国においてはこの規定が設けられておらず、また、その物の生産に「のみ」

使用する物としての認定がきわめて厳しいことに留意する必要がある（次のコ

ラムを参照のこと）。 
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コラム「韓国での間接侵害解釈」 

 
 

 特許権に対する侵害行為は、特許発明を実施する権限がない第三者がその

特許発明を実施しているというのが一般的な姿である。特許発明の保護範囲

は特許請求範囲に記載された事項に限定して定められるので、特許請求範囲

の請求項が複数の構成要素で形成されているのに、第三者が請求項の構成要

素の一部だけ実施した場合には原則的に特許権を侵害したと見ることはで

きない。 

 ところで特許発明請求項の一部構成要素にだけ関連した行為を全部特許

権の侵害から除外することになれば特許権者の実質的な保護を達成できな

いケースが発生する。  

 例えば特許発明の核心的部品を供給したり、特許発明を実施する方法を勝

手に教えるなど第三者が容易に特許発明を実施する原因を提供したり、これ

を幇助する行為もやはり特許権を実質的に侵害するものだからである。 こ

のような理由で各国の特許法は、特許発明の構成要素を全部実施していない

行為でも、一定の場合には、これを法的に特許権の侵害と同様に取扱う規定

を設けており、これを一般的に特許権の間接侵害という。 

 韓国特許法第 127 条は、間接侵害に該当する行為を次のように規定してい

る (2002 年改正される前の日本の規定と類似)。 

 

① 特許が物の発明である場合には、その物の生産にのみ使用する物を生

産・譲渡・貸渡しもしくは輸入し、又はその物の譲渡もしくは貸渡し

の申出をする行為 

② 特許が方法の発明である場合には、その方法の実施にのみ使用する物

を生産・譲渡・貸渡しもしくは輸入し、又はその物の譲渡もしくは貸

渡しの申出をする行為 

 

 ここで実務的に主に争われるのは、侵害品が果たして特許物の生産に「の

み」使う物（いわゆる「専用品」）かどうかである。 

 

間接侵害を認めた判決例(大法院 2001.1.30.言渡 98 フ 2580 判決) 

 レーザープリンターの消耗部品である感光ドラムカートリッジについて、

▲特許発明の本質的構成要素で、▲他の用途に使用されず、▲一般的に広く

簡単に購入できず、▲レーザープリンター購入時にすでにその交替が予定さ

れていて、▲特許権者によって別に製造・販売されている、という理由で、

「特許の物の生産にのみ使用する物」に該当すると認定した。 

 

間接侵害を否定した判決例(大法院2002.11.8.言渡2000ダ27602判決) 

 証明書の自動被覆装置に使われる消耗品である片面に接着剤が塗布され

ロール状に巻かれている合成樹脂フィルムが特許の物の生産にのみ使用さ
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れる物に該当するかについて、この事件特許発明において証明書の被覆材と

してなくてはならない消耗品として熱融着時、証明書と接合される物という

点だけが分かるだけで、さらには上記合成樹脂接着フィルムが専ら本件特許

発明の証明書の自動被覆装置の生産にのみ使用される物であると認めるほ

どの資料も見いだせず、むしろ本件特許発明の出願前に頒布された実用新案

公報を見ると上記合成樹脂接着フィルムは本件特許発明の出願前に公知と

なったものであることが分かるという理由で、特許発明の証明書の自動被覆

装置の生産にのみ使用される物と見難いと判断した。 

 

間接侵害を認めた判決例(大法院 2009.9.10.言渡 2007 フ 3356 判決) 

 

 特許の構成要素のうちの特定部分を欠いた物品が、特許の権利範囲に属す

かどうかについて確認を求めた事案で、大法院は、発明の全ての構成要素を

持つ物品を生産したわけではなく、その前段階にある行為をしたとしても、

発明の全ての構成要素を持つ物品を生産する蓋然性が大きい場合には、一定

の要件の下で特許権の侵害になると判断した。即ち、発明の一部構成要素を

欠いた物品を生産したとしても、この物品が専ら発明の全ての構成要素を持

つ新たな物品の生産にのみ使用される場合には、特許の侵害いわゆる間接侵

害に該当すると判示した。 

 さらに、このような物品が他の用途に使用される可能性があるならば、こ

のような間接侵害は否定され得るが、これは社会通念上、経済的、商業的、

実用的な他の用途がなければならず、単に理論的、実験的、一時的な使用可

能性のある程度では間接侵害が否定できないことを付け加えた。 

 

 ところで、日本では、2002 年特許法改正を通じて非専用物であっても、特

許の物の生産または方法の実施に使われるものであって特許発明の課題の

解決に不可欠な物を業として生産、譲渡する行為を追加的に間接侵害と規定

して間接侵害の適用範囲を拡大している。 

 一方、韓国でも専用物に限定された間接侵害規定の適用範囲を広げようと

する議論があるものの、まだ立法化されるには至っていない。つまり、実務

的にはいわゆる専用物なのかどうかに対し他の用途を商業的または経済的

に実用性のある用途として社会通念上通用するものであるか受け入れられ

る場合に限っており、間接侵害問題にかかる「のみ」については日本におけ

るより厳格に解釈される状態が続いている。 

 

 

2．侵害に対する救済の種類及び内容 

 特許権の侵害がある場合、その侵害者に対する権利としては、差止・予防請

求権と損害賠償請求権が最も重要である。その他、信用回復請求権、不当利得

返還請求権などがある(商標権、著作権の侵害及び不正競争行為の場合も同一)。 

なお、特許権ではないが、著作人格権の場合、著作者の死亡により保護期間が
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そのまま満了するのではなく、著作者の死亡以後のその著作物を利用する者に

よる著作人格権の侵害行為を禁止し、これを保障するために著作者の遺族や遺

言執行者などに侵害差止請求及び名誉回復請求ができるようにしている。 

 

2-1  差止・予防請求権 

 特許権に対する侵害を理由にして、侵害行為の差止又は予防を求めることが

できる権利を差止請求権という(特許法第 126 条)。この権利に基づく差止請求

訴訟は被告が実施している物又は方法が原告の特許権を侵害するものであるの

で、その実施を禁止するよう求める訴訟であり、物権に対する妨害の除去及び

予防請求とその性質を同じくする。 

 

2-2  損害賠償請求権 

 被侵害者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者

に対して損害の賠償を請求できる(特許法第 128 条)。 

 

2-3  信用回復請求権 

 違法な侵害行為により、業務上の信用を失墜させた者に対しては、裁判所は

特許権者などの請求により損害の賠償に代えて、又は損害の賠償と共に業務上

の信用回復のために必要な措置を命じることができる(特許法第 131 条)。 

 

2-4  不当利得返還請求権 

 不当利得返還請求制度は、正当な法律上の原因なくして、他人の財産(又は労

務)により利得を得て、これによって他人に損害を加えた者に対し、その利得を

そのまま保有させることは不公平なので、これを返還させるようにする制度で

ある(民法第 741 条)。特許法に明文の規定はないが、理論上特許権者に不当利

得返還請求権を認めることには異論がない。 

 

3．請求権発生の要件 

3-1  差止請求権 

 差止請求権は権利を侵害され、又は侵害されるおそれがある場合、行使する

ことができる。この請求権は、請求が裁判所により受け入れられる場合、その

相手方に重大な影響を及ぼす場合が多いので、その要件を充足しているか否か

を判断するに当たって、厳格かつ慎重でなければならない。特に、侵害予防請

求に関して「侵害するおそれ」があるかどうかを判断するときには、客観的で
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明白な証拠によらなければならない。そして、人的・物的施設の有無及び準備

の程度、投資計画、投資状況、特許権などを侵害する物品に対する宣伝、広告

などを総合して判断されることとなる。ただし、差止請求権は、権利侵害又は

侵害のおそれがあれば足り、侵害者の故意又は過失は要件でない。 

 

3-2  損害賠償請求権 

(1) 故意または過失 

 不法行為の一般原理により、主観的要件として故意・過失を要する。他人の

特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害行為に対して過失があるもの

と推定する(特許法第 130 条)。特許権などは公報による登録公告制度及び特許

標識などで一般に広く公示されるので、特別な事情がない限り、侵害者は侵害

行為に関して過失があったものと推定される(立証責任の転換)。そのため、侵

害者において過失が無いことを立証しなければ、その責任を免れることができ

ない。 

 

(2) 違法な侵害行為による損害の発生 

 客観的要件として違法な侵害による損害がなければならない。侵害と損害発

生の間に因果関係がなければならない。因果関係は合理的な蓋然性があれば十

分である。 

 

3-3  信用回復請求権 

 業務上の信用失墜とは、特許発明を模倣した製品が粗悪な場合などである。

そのため、侵害の事実があったということだけで業務上の信用が失墜したと見

ることはできず、これに対する別途の立証が必要である。 

 

3-4  不当利得返還請求権 

損害賠償請求と異なり、故意・過失がない場合でも、不当利得の返還を請求で

き、さらに損害賠償請求権の消滅時効(3 年)が成立した場合にも、不当利得返

還請求権(10 年)を行使できるという点で実益がある。 

 

4．当事者適格 

4-1  特許権者 

 特許権の設定登録をすれば特許権者として侵害差止などを請求できる。第三

者に通常実施権を与え、又は専用実施権を設定したとしても、同様である。 
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4-2  専用実施権者 

 専用実施権者は、その設定行為で定めた範囲内で業としてその特許発明を実

施する権利を独占するので、設定範囲内で特許権者の権利行使とは別途に独立

して差止請求などをすることができる。 

 

4-3  通常実施権者 

 通常実施権は、債権的利用権である。すなわち、第三者が当該特許発明を無

断で実施したとしても、第三者の違法実施行為は原則として当該特許権の侵害

にはなっても、通常実施権それ自体を侵害するのではないので、直接第三者を

相手取って差止請求や損害賠償請求をすることができない。ただし、第三者の

違法実施行為が通常実施権を侵害するものと認められる特別な場合には、債権

侵害に関する一般理論により理論上の権利侵害の成立が認められる。 

 

5．損害賠償額の算定方法 

5-1  損害賠償の種類 

 大法院は、損害賠償において損害を積極的損害(侵害行為による被害者の既存

財産の減少)、消極的損害(逸失利益)、精神的損害(慰謝料)の 3 種類に分ける、

いわゆる“損害三分説”をとっている(大法院 1976. 10. 1２．言渡 76 ダ 1313

等)。特許侵害の場合、主に論議となるものは消極的損害、即ち、逸失利益の算

定に関するものであるが、これらについては、日本の場合と大差ないであろう。 

 

(1) 積極的損害 

 特許権の侵害があったとして直ちに特許権自体が損傷を受けたものではない

ため、すぐに積極的な損害が発生したとは見られない。ただし、侵害防止や除

去のために支出した費用、弁護士費用などについては、積極的損害として認め

られ、特に弁護士費用は、民事訴訟法において訴訟の種類と訴訟価額などを基

準として一定額の弁護士費用を訴訟費用に算入して敗訴者に負担をさせている

(民事訴訟法第 109 条)16。また、その金額を超える弁護士費用を損害賠償とし

て請求し、それが認められる場合もなくはないが、例えば、被告が数回に渡っ

て権利侵害などの行為をしないという趣旨の覚書と謝罪文を作成・交付したに

もかかわらず、それ以後も侵害行為を続け、原告がこれによる被害の拡大を防

止するためにやむをえず仮処分を申し立てた事例において、大法院は、それに

要した弁護士費用に対し、 “支出経緯及び支払内訳、訴訟物の価額及び委任業

                            

16 ただし、その金額は実際に要される弁護士費用に遥かに及ばない場合がほとんどである。 
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務の性格とその難易度などを考慮”し、実際に支払った弁護士費用のうち、約

10％のみしか損害額として認定しなかった事例(大法院 2005. 5. 27.言渡 2004

ダ 60584 判決)もある。 

 

(2) 精神的損害 

 大法院は“一般に、他人の不法行為により財産権が侵害された場合には、そ

の財産的損害の賠償により精神的苦痛も回復すると見なければならないが、財

産上の損害以外に名誉や信用の毀損などで、財産的損害の賠償だけでは回復す

ることができない精神的損害がある場合には、それによる精神的苦痛に対して

慰謝料を支払わなければならない”とし、財産上の損害以外に精神的損害を特

別に立証する場合に精神的損害の賠償が可能であるという点を認めている(大

法院 1997.2.14.言渡 96 ダ 36159 判決)。ただし、実際の精神的損害を認めた事

例17は極めて少ないのが実情である。 

 

(3) 消極的損害 

 逸失利益とは、侵害行為がなかったとすれば権利者が得たであろう財産上の

利益であり、仮に侵害行為がなかったとすれば権利者が得た財産上の利益(財産

状態)と侵害行為により実際に発生した財産上の利益(財産状態)の差が逸失利

益として算定される。しかし、これを立証するためには“侵害行為がなかった

とすれば権利者が得たであろう財産上の利益”という仮想の状態に対して権利

者が立証をしなければならない困難がある。特に、権利者と侵害者だけが二分

する市場であれば、立証がある程度可能かもしれないが、多数の競争者が存在

する場合には、仮想の状態の立証は事実上不可能である。結局、このような立

証上の困難を救済するために、特許法は第 128 条18において損害額推定に関す

る特則を規定して特許権者の立証上の困難を軽減している。 

 

5-2  損害額の算定 

 特許法第 128 条による損害額の算定方式は、以下のとおりであり、基本的に

は日本の場合とほぼ変わりない。 

                            

17  中小シューズメーカが大手企業を相手にデッドコピー品を不正競争防止法で訴えた事

件で、経済的損失に対する損害賠償として8千万ウォン（約6百万円）に加え、原告の企

業イメージが打撃を受けたとしてさらに2千万ウォン（約150万円）を認めた事例がある

(ソウル中央地方法院2011.1.14.言渡2010ガ合29077判決)。  

18  なお、商標法、デザイン保護法、実用新案法、不正競争防止及び営業秘密保護に関す

る法律など知的財産権保護に関する他の法律でもこの規定と同一の形式の損害額推定

規定をおいている。  
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① 権利者の生産することができた物の数量を限度にして侵害者が譲渡し

た侵害品の数量に権利者の単位数量当りの利益額を乗じる方法(第 1項) 

② 侵害者の利益額を損害額として推定する方法(第 2 項) 

③ 通常の実施料相当額を損害額とする方法(第 3 項) 

 

 上記三つの方式のうち、如何なる方式を適用するかに関しては、当事者の主

張に拘わらずに法院が適切であると判断するものを選択して適用することがで

きるという見解があるが、実務上は原告が主張して算定する方式に従って法院

が判断しており、法院が当事者の主張とは異なる他の規定を適用して判断した

事例は見いだせない。関連する判決例として、例えば、ソウル高等法院

2005.5.25.言渡 2004 ナ 65345 判決がある。これは、原告が意匠法第 64 条第 1

項により損害賠償額の算定を請求したのに対し、被告は、自身が侵害により得

た利益は原告が主張する金額よりも小さいため、自身が得た利益を限度にして

損害賠償額が算定されなければならず、意匠法第 64 条第 2 項が適用されなけれ

ばならないと反論した事件であるが、これに対し、法院は“原則的に意匠権者

が受けた損害は・・・逸失利益相当額であると言えるものの、その立証が容易

でない点を考慮し、旧意匠法第 64 条は、侵害がなかったとすれば、意匠権者が

得ることができた単位数量当りの利益額を基準とした算定方法(同条第 1 項)、

侵害者が得た利益額を意匠権者の損害額として推定する方法(同条第 2 項)、通

常実施料による算定方法(同条第 3 項)を規定することにより、最小限、通常実

施料を基準に算定した金額の損害賠償だけは保障しようとする趣旨の規定であ

る。そして、意匠権者は、上記各規定による損害額算定方法を選択的に主張す

ることができ、不法行為による損害額を算定するにおいて不法行為者が得た利

益額を限度にしなければならないものでもないため、被告の上記主張は理由が

ない”と判断し、権利者の選択により上記三つの方法の一つを選択することが

できると判断した(同判決は、大法院に上告されたが、上告棄却により確定)。 

 

 また、特許法第 128 条第 3 項では、その特許発明の実施に対し通常受けるこ

とができる金額を損害額として請求することができるとし、さらに特許法第

128 条第 4 項では、特許法第 128 条第 3 項による損害額を超える損害に対して

当も賠償を請求することができるとしている。その際、侵害者に故意または重

過失がない場合には、法院がこれを参酌することができるとしており、当該侵

害が軽過失19の場合、法院は、裁量によりその損害額を軽減することができる。

                            

19 軽過失とは、重過失(当事者の職業、行為の種類及び目的などに照らして一般に要求さ

れる注意を顕著に欠如したもの)に及ばない一般的な過失を意味するものであり、その

判断は、具体的な事案において法院が上記のような要素を考慮して判断をすることにな
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しかし、その場合であっても、第 128 条第 3 項により算定された損害以下に軽

減することはできないこととされており、当該規定は、権利者に現実的な損害

が発生したかどうかを問わず(即ち、実施如何を問わず)、損害額を保障する事

実上の法定最低賠償額であると言える。 

  

さらに、特許発明の侵害が相手方侵害品の一部の部品等においてのみなされ

ている場合、その損害額をどのように算定するかという問題があるが、日本の

場合と同様、原則的に全体損害のうち当該特許の寄与度を考慮して算定される。

ただし、特許侵害事件における直接の判例はなく、実用新案権侵害事件(大法院

2003. 3. 1１．言渡 2000 ダ 48272 判決)、著作権侵害事件(大法院 2004. 6. 1

１．言渡 2002 ダ 18244 判決)などにおいて、 “法院が製品全体の売上としての

成果(顧客吸込力、需要者の選択購入の動機等)に関して当該特許発明部分が有

する不可欠性及び重要度、他の部分と当該特許発明部分の価値相対的評価、製

品全体における侵害者独自の技術如何・価格比率などを判断要素として当該特

許発明の製品全体の購買力に対する因果関係の程度を裁量的に認めることがで

きる”という見解が提示されている程度である。 

 

5-3  発明の不実施者の損害賠償 

(1) 法的根拠 

 上述のとおり、特許権者が特許発明を実施していない場合であるとしても、

特許法第 128 条第 3 項の適用は可能であるが、特許権者が特許発明を実施して

いない以上、侵害行為により販売できない数量のように逸失利益の前提となる

事項を算定することが困難であり、特許法第 128 条第 1 項、第 2 項で定める損

害賠償の適用はまず難い。この辺の事情も、日本の場合と同様であろう。 

 関連する判決として、商標侵害訴訟ではあるが、大法院は、“商標法第 67 条

第 1 項20の規定は、商標権者などが商標権などの侵害により被った損害の賠償

を請求する場合に、その損害の額を立証することが困難な点を勘案し、権利を

侵害した者がその侵害行為により利益を受けた時にはその利益の額を商標権者

などが受けた損害の額と推定するだけであり、商標権などの侵害がある場合に、

それによる損害の発生までを推定する趣旨であると見るものではないため、商

標権者が上記規定の適用を受けるためには、自ら業として登録商標を用いてお

り、また、その商標権に対する侵害行為により実際に営業上の損害を受けたこ

                                                                               
る（ただし、この規定が適用され軽過失を認めた事例は確認できない）。  

20  現在の商標法第67条第2項と同様な内容であり、侵害者の利益を損害として推定する特

許法第128条第2項と同一の規定である。  
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とを主張・立証する必要がある”と判事している。ただし、当該判決において、

大法院は、“上記規定の趣旨に照らしてみれば、上記のような損害の発生に関す

る主張・立証の程度においては損害発生の恐れ、ないし蓋然性の存在を主張・

立証することで十分であると見るべきである。したがって、商標権者が侵害者

と同種の営業をしていることを証明した場合であれば、特別な事情がない限り、

商標権侵害により営業上の損害を受けたことが事実上推定されると見ることが

できるものである”としており(大法院 1997. 9. 12．言渡 96 ダ 43119 判決)、

その程度を多少緩和している。特許侵害においてもこの判例を参考にすること

ができるであろう。 

 

5-4  不実施者の損害賠償額の算定 

 特許法第 128 条第 3 項に規定された実施料の算定について、大法院は、“特許

法第 128 条第 3 項により特許発明の実施に対して通常受けることができる金額

に相当する額を決定するにおいては、特許発明の客観的な技術的価値、当該特

許発明に対する第三者との実施契約内容、当該侵害者との過去の実施契約内容、

当該技術分野で同じ種類の特許発明が得ることができる実施料、特許発明の残

余保護期間、特許権者の特許発明利用形態、特許発明と類似の代替技術の存否、

侵害者が特許侵害により得た利益など弁論終結時まで弁論過程で示された様々

な事情を全て考慮して客観的、合理的な金額で決定しなければならず、特に、

当該特許発明に対して特許権者が第三者との間に特許権実施契約を結んで実施

料を受けたことがあれば、その契約内容を侵害者にも類推適用するのが顕著に

不合理であるという特別な事情がない限り、その実施契約で定めた実施料を参

酌して上記金額を算定しなければならず、その類推適用が顕著に不合理である

という事情に関する立証責任はその事情を主張する者にある”と判示している

(大法院 2006.4.27.言渡 2003 ダ 15006 判例)。即ち、上記のような多様な要素

を考慮して法院が決定することとなるが、特許権者が第三者と同一の特許に関

して適用した実施料があれば、他の特別な事情がない限りこれが適用されるた

め、当該特許発明に関し他の第三者との間でライセンス契約等を行っている場

合は、損害賠償額の算定にあたって、有力な証拠となる。
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5-5  不実施による損害額の下方修正 

 上述の判例において、大法院は、“特許権者の特許発明利用形態”も実施料の

算定にあたって考慮する要素として挙げている。そのため、具体的な事案によ

っては、特許権者による当該特許発明の実施如何によって、損害額としての実

施料相当額が減額されて認定される可能性も排除できない。 

ただし、この要素は、実施料相当額算定にあたって考慮すべき要素の一つに

過ぎず、実際に特許権者が発明を実施しているかどうかにより実施料率を変え

て適用した事例はまだ存在しないと思われる。 

 

6．訴訟手続の概要 

6-1  概要 

 従来、韓国の裁判所では、争点整理手続及び弁論準備期日などの集中審理制

度を運営してきたが、2008 年 12 月 26 日民事訴訟法を一部改正し、被告が答弁

書を提出すれば裁判長は直ちに弁論期日を指定するようにし、必要な場合にの

み弁論準備手続きに回付するようにし、弁論準備手続きは当事者の主張と証拠

を整理するための目的で運用されるものとされた。 

 

6-2  本案訴訟のタイムスケジュール 
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6-3  裁判所に提出すべき書類 

(1) 訴状 

(2) 訴状の付属書類 

① 委任状(会社の商号、本店住所、及び代表者の名前が記載され、登記所

に登記された代表者印を捺印したもの) 

② 登記所発行の同代表者印の印鑑証明書 

③ 会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書) 

 

6-4  料金 

(1) 訴額 

 訴額は、原告が請求の趣旨で求める範囲内において原告の立場から見て全部

勝訴する場合に直接受けるようになる利益を客観的に評価して定めた金額をい

う。訴額は、訴訟の目的によって算定金額が異なる。 

 

(2) 印紙代 

訴額の請求金額 印紙代の計算方法 

1,000 万ウォン未満 訴額 × 10,000 分の 50 

1,000 万ウォン以上 1 億ウォン未満 訴額 × 10,000 分の 45 ＋ 5,000 ウォン 

1 億ウォン以上 10 億ウォン未満 訴額 × 10,000 分の 40 ＋ 55,000 ウォン 

10 億ウォン以上 訴額 × 10,000 分の 35 ＋ 555,000 ウォン 

 

 控訴状には、訴状の１．5 倍、上告状には訴状の 2 倍の印紙を貼る必要があ

る。 

留意事項：財産権上の訴として、その訴訟目的の価値を算出することができな

いものと非財産権を目的とする訴訟の訴訟目的の価値は 2000万 100ウォンとす

る。ただし、民事訴訟などの認知規則第 15 条第 1 項～第 3 項(会社などの関係

訴訟など)、第 17 条の 2(特許訴訟)、第 18 条(無体財産権に関する訴)で定めた

訴訟の訴訟目的の価値は 5000 万 100 ウォンとされる。 

 また韓国では、2011 年 5 月から手続きを電子化した民事電子訴訟を施行して

いるところ、電子訴訟を利用すると上述の印紙代が 10％減額される。 

 

(3) 送達料 

 訴状を提出する時は、各審級事件における平均的な書類送達回数と当事者の

数をかけ合わせた送達料を、予め送達料収納銀行(大部分法院構内の銀行)に納
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付し、その銀行から公布を受けた送達料納付書を訴状に添付しなければならな

い。審級別ごとの送達料は次のとおりとなる。 

 

訴状の送達料 

事 件 送達料の計算方法 

民事第一審合議事件 当事者数×3,020 ウォン×15 回分＝送達料 

民事控訴事件 当事者数×3,020 ウォン×12 回分＝送達料 

民事上告事件 当事者数×3,020 ウォン×8 回分＝送達料 

＜例示＞ 原告、被告各 1 人である場合の民事第一審合議事件の場合の送達料： 

     当事者数(2 人)×3,020 ウォン(郵便料)×15 回分＝90,600 ウォン 

 

7．提訴管轄 

7-1  民事訴訟法の規定 

 特許民事訴訟は、地方法院の管轄に属するが、日本の場合と異なり、専属管

轄等が設定されておらず、民事訴訟法上の普通裁判籍の規定と財産権所在地、

義務履行地の特別裁判籍の規定が特許侵害訴訟においてもそのまま適用される。

しかし、2002 年 7 月 1 から施行された改正民事訴訟法第 24 条により、知的財

産権などに関する訴えを提起する場合、普通裁判籍や不法行為の特別裁判籍な

どの規定などによる管轄裁判所の所在地を管轄する高等法院がある地方法院に

も訴えが提起できるよう規定が緩和され、知的財産権などに関する特別裁判籍

を認められることになった(後述のコラム「特別裁判籍」を参照)。そのため、

知的財産権関連事件の訴訟管轄については、専属管轄ではないものの、ある程

度集中化が図られている。 

 

7-2  不法行為地の特別裁判籍 

 民事訴訟法第 18 条に規定された不法行為地は不法行為の実行行為をした場

所と侵害結果の発生地をすべて含むと解釈されている。特許法では侵害行為の

態様となる「実施」に関して、生産から使用に至る各段階、即ち生産、譲渡、

貸与、使用する行為及び輸入又は展示する行為を意味するものと規定している

ので(特許法第 2 条)、上記のそれぞれの実施行為に該当する行為がある場所全

てが不法行為地になる。原告としては、上記の各生産、譲渡、貸与、使用、輸

入、展示の各行為がある場所のうち、いずれかの 1 ヵ所を選択して不法行為地

としての特別裁判籍を選択することができる。 

 ただし、知的財産権侵害事件において侵害品が単純に販売されている地域を

管轄する法院に無条件で管轄権を認めてしまうと全国で流通する製品に関する
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侵害禁止請求訴訟で原告が管轄法院を自由に選択することができることになる

のに対し、被告には非常に不利な結果になる可能性があるため、これを否定的

にみる見解もある。この点については法院の立場も明確に整理されているわけ

ではないため、販売地を管轄権の根拠にしようとするときは、弁護士と十分に

相談する必要がある。 

 

 

コラム「特別裁判籍」 

 

1．制度の趣旨 

 知的財産権や国際取引に関する訴訟事件は、専門的な知識と取引実務に対

する深い理解が必要であるため、専門の法院(裁判所)で統一的かつ一貫性を

もって処理することが望ましい。 

 専門的で技術的な要素が強い事件は、当然相対的に事件数が少なく、これ

を中小規模の地方の法院で処理することになると、知識や資料の不足などの

様々な理由で審理が円滑に行われないおそれもある。そこで、事案の類型と

事件数、専門の裁判部が設けられている法院の場所などを勘案して、2002 年

7 月 1 日施行の改正民事訴訟法第 24 条で特別裁判籍が定められた。この改正

趣旨は知的財産権関連訴訟の特別裁判籍を東京地裁と大阪地裁に定めた日

本の立法例と類似している。 

 

2．特別裁判籍が適用される事件 

 本特別裁判籍が適用される知的財産権とは、特許権、実用新案権、デザイ

ン権、商標権、著作権、コンピュータプログラム著作権、半導体集積回路の

配置設計に関する法律所定の配置設計権、不正競争防止及び営業秘密保護に

関する法律所定の営業秘密(ただし、周知標識の保護については明確な規定

や前例がない)などをいい、また、この知的財産権に関連する事件とは、知

的財産権の侵害を巡る民事訴訟事件、すなわち侵害差止などの請求や信用回

復に必要な措置の請求、損害賠償の請求に関する全ての訴訟事件を含んでい

る。 

 また、国際取引事件での国際取引とは、国境を超える物品、金銭、資本、

技術の移動や役務の提供などを内容とする取引きを言い、国際取引事件と

は、このような国際間の人的、物的取引による法律的紛争であって、少なく

とも当事者のうち一方が外国人または外国法人である事件を意味する。 

 

3．特別裁判籍の性質 

 上述の知的財産権事件及び国際取引事件に対して認められる特別裁判籍

に基づいた管轄は、専属管轄ではなく、任意管轄であり、本来の土地管轄に

対して付加的、重畳的に認められるものである。例えば、地方都市 A2 に居

住する原告「甲」が地方都市 B2 に居住する被告「乙」を相手取って金銭の

支払いを求める知的財産権等の訴えを提起する場合、通常の管轄法院は、被
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告の普通裁判籍所在地である A2 地方法院/支院か、義務履行地の B2 地方法

院/支院になる。ところが、上記規定により、A2 地方法院/支院を管轄する A

高等法院が所在する都市 A1 にある A1 地方法院と、B2 地方法院/支院を管轄

する B 高等法院の所在地の B1 地方法院もまた管轄権を有することになり、

その結果、A 高等法院が管轄する A1、A2、A3、A4、…の地方法院/支院で受

け付けられる知的財産権事件及び国際取引事件はすべて A1 地方法院に集中

し得るようになった(ただし、原告の管轄選択権を制限することのないよう、

本来の土地管轄法院 A2、B2 の管轄権も認めている点が日本の制度と異なる。

日本では知的財産権関連訴訟は東京地裁か大阪地裁の専属管轄である)。 

 この場合、例えば、A 高等法院に隣接している A1 地方法院は、他の地方法

院よりも規模が大きく処理能力も高いことが多く、また、後日二審の高等法

院に進むにあたっても利便性が高いため、当該地方法院訴訟が集中していく

効果が現れている。すなわち、韓国は 5 ヶ所(ソウル、釜山、光州、大田、

大邱)の高等法院で全土をカバーしているため、事実上、当該 5 ヶ所の地方

法院に一審が集中し、なかでもソウル高等法院に近接するソウル中央地方法

院では、数多くの知的財産関連事件が処理されている。 

 

 

コラム「特許侵害訴訟をどの国で提起するか？」 

 

 
 特許侵害への対応を考慮する際の一つの問題は、どの国のどの法院に提訴

するかである。近年、企業のグローバル展開により、特許侵害の紛争もひと

つの国の中で終わらず、国境を超え、関連事件が同時多発することが少なく

ない。そのため、このように特許侵害訴訟特許侵害対応戦略の中でも非常に

重要なポイントとなる。 

 

 権利者立場で考慮する要素としては以下の項目を考えて見ることができ

る。 

① どの国が伝統的に特許権者の勝訴率が高く、友好的なのか(特許権者

の勝訴率、特許権無効率など) 

② どの国がすみやかかな権利救済が可能なのか 

③ どの国が訴訟費用が低くて済むのか 

④ 同時に複数の国で提訴するのか、1 国だけで提訴して肯定的結果を得

てから他の国家でも提訴するのか 

 

 上記の考慮事項を踏まえて韓国の状況を見てみる。 

 まず韓国 2008年まで特許無効審判の認容率は 70%に達するほど無効率が高

く、特許権者の勝訴率も 20%前後と低かったのが現実である。一方で、この

ような現象に対して韓国内でさえ特許権者に過酷なほどに不利な運用であ
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るとの批判と反省が強く起こり、その結果 2009年以後には特許無効率が 60％

台に低下し、権利者勝訴の割合も高くなってきているというのが 2012 年現

在の分析である。 

 また、侵害訴訟期間は、1 審を基準にすると 2008 年には平均 448 日を要し

ていたが、2011 年には平均 327 日に短縮され、迅速化が進んでいる。 

 次に、訴訟費用の側面で見ると、アメリカのような discovery 制度などに

よる過度なコスト上昇要素が少ないため相対的に合理的なコストとして言

われている。韓国民事訴訟法は外国に本社を置く外国企業の場合には予め訴

訟費用の担保を提供するようになっているが、大部分保証/保険証券等によ

る担保提供が可能となっている。 

 色々な国に同時に提訴するかどうかの問題と関連しては、国家毎に互いに

矛盾する主張が交錯してしまうことを避け、訴訟前に十分にすり合わせを行

うなどの訴訟戦略の協力体制が鍵となるから、特に lead counsel（単に法律

事務所ではなく担当する弁護士、プロフェッショナル）の選定が重要となる。

関連訴訟がヨーロッパ、アメリカ、韓国などで同時に進行される場合にはこ

れらの国家の訴訟関連書類を直接扱うことができる言語能力を備えている

ことはもちろんだが、裁判国家だけでなく、原告・被告の国籍や書証の使用

言語も念頭において検討することが重要であろう。 

 

 

コラム「管轄違反の抗弁について」 

 
 侵害訴訟をソウルで行うのか、それとも地方都市で行うのかについて考え

てみると、特許権者である原告が外国企業で、その代理人がソウル所在であ

るならば、ソウル中央地方法院、ソウル高等法院で訴訟を進めるのがなんと

いっても有利である。地理的に近いことも大きな理由だが、ソウル中央地方

法院は全国の地方法院の中でも知財関連訴訟の処理件数が圧倒的に多く、専

門知識の蓄積された人材が集中している点も大きい。地方法院で訴訟を余儀

なくされると、距離的な遠さもさることながら、知財権事件処理の不慣れに

より、合理的でない判断が下される可能性を排除できず（ただし逆に権利者

有利になることももちろんある）、さらに、処理件数が少ないことから、期

日指定のサイクルがやや早くなることがあり、この点は外国企業に不利に作

用する。理由は、外国企業側には、書面や証拠類の準備に翻訳が介在するた

め、韓国企業よりも「時間に追われる」からである。事件の処理期間が短い

ことは基本的に良いことではあるが、実際問題としては適当なインターバル

が必要になるのである。 

 そして、このような原告・被告にとって不利有利な点があるため、稀にで

はあるが本題の審理に着手に入る前に裁判管轄について争いが生じること

がある。 

 裁判管轄の適否が争われた事件として、原告はデザイン権者であり、韓国
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の大邱市に本店住所を置く被告会社を相手取って、原告のソウル事務所及び

京畿道(ソウル近郊)営業所所在地を管轄する高裁(ソウル高等法院)のある

地方裁判所(ソウル中央地方裁判所)にデザイン権侵害差止などを求め提訴

した事件がある。この事件において、被告は登記簿上の本店所在地が大邱市

であることを主張して事件の移送申請をしたところ、法院は「被告はホーム

ページでもソウル所在の事務所に会長、副会長、社長らを始めとする企画調

整室、営業本部などの組職をおき国内外マーケティング及び営業機能を遂行

していると紹介されており、京畿道(ソウル近郊)に所在する営業所にて侵害

品を販売しているため、実質的にソウル所在である」として、この移送申請

を却下決定した事例がある。 

 

7-3  主張・立証 

(1) 特許権の存在 

 特許権者・専用実施権者(特許法第 126 条)など原告が権利を行使することが

出来る地位にあるという点は、特許登録原簿、特許登録公報などによって容易

に立証することができる。一方、上述したように、通常実施権者は差止請求権

がないとみるのが多数説である。特許権者が専用実施権を設定した後には、特

許権の実施は制限を受けるが(特許法第 94 条)、差止請求権は行使が可能である。 

 

(2) 自社特許権及び相手方侵害品の特定 

 特許侵害訴訟において、自社特許権の権利内容及び相手方侵害品をどのよう

に特定すべきかということは、他の訴訟では見い出し難い独特な問題である。

侵害訴訟の中心問題は言うまでもなく、権利と具体的な侵害行為とを比較対照

して侵害の有無を決定するところにある。侵害を論証するには大前提として当

該特許権の内容を確定し(権利の特定)、次に侵害品の具体的な物品(方法)の性

質内容を客観的に記述しなければならない(侵害品の特定)。これらの特定方法

は、基本的には、上述第Ⅱ編第 1 章 3．のとおりであり、日本の場合と差異は

ない。 

 訴訟の実務において、自社特許権の特定は、その後の属否判断の際に具体的

に問題となる場合が多い。一方、相手方侵害品の特定は、訴訟手続きの初期に

おいて特に争点となることが多い。相手方侵害品の特定に当たっては、具体的

な製品や写真等を用い、それを図面化し、細部を説明書などにより主張してい

くことになる。これに対し、相手方は、特許権者が主張する図面や説明書の記

載に対し、実際にはそのとおり実施していない旨主張しつつ、逆に自ら図面及

び説明書を提出して争うことが多い。そのため、被告のこのような積極的否認

に対して原告が主張を修正しつつ両者間の食い違いをなくしていくのが普通で
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ある。しかし、被告が最後まで争う(否認する)場合、原告側が検証などの方法

によって対象物が被告の実施するものと同一であることを立証しなければなら

ない。 

 一方、予防請求の場合には、未だ具体的な侵害物が現存しないのでより難し

い問題がある。そのため、それが相当な程度具体化しない限り、むやみに訴訟

を提起するのは賢明でない。特に、侵害禁止の対象物が具体的な物品でなく概

念で構成されることとなるため、執行に当たっても対象侵害品が特定困難とな

るなど、多くの問題が生じることになる。 

 

(3) 権利侵害の主張・立証 

 原告としては、このように特定された侵害品(方法)が特許の権利範囲に属す

ることを主張・立証しなければならない。この主張・立証方法は、基本的には、

上述第Ⅱ編第 1 章 4．のとおりであり、日本の場合と差異はない。 

 特許の保護範囲は、特許明細書のうち特許請求の範囲の記載によって決定さ

れるが(特許法第 97 条)、その解釈においては、技術常識のほか、発明の詳細な

説明及び図面を参酌しなければならない。その上で、特許権の構成を技術的な

まとまりに文節し、相手方侵害品が当該文節された構成を有しているか、ある

いは、同価値のものに置き換えられた均等物である等について、一つ一つ対比

し、その属否を主張していく。実際の訴訟の実務として、この属否の判断がも

う一つの大きな争点となる。 

 この属否の主張は、単に構造・形状が似ている、あるいは、その部分の方法

が似ているといった「絵合わせ」や「パズル」のような内容では足りず、相手

方製品の当該構成がなぜ自社特許権の構成に属するといえるのか、全体の中で

当該構成がどのような機能・作用を有しているのか、その技術的意義も含め、

必要であればその根拠となる先行技術文献等（特許公報のほか、頒布されてい

るパンフレット等、客観的な証拠となり得るものを広く用意）を用いつつ主張

する必要がある。 

 また、権利者は、当該特許権を用いた自社製品や自社技術を念頭に、特許請

求の範囲に記載されていない事項を主張したり、特許請求の範囲の文言に拘泥

し、広く解釈した上で属否の主張を行いがちである。特許請求の範囲に記載さ

れていない事項に基づく主張は意味がないし、逆に、明細書等の記載を離れ、

特許請求の範囲に記載されている文言にのみ拘泥した主張は、まず受け入れら

れない。また、特に技術者は、技術常識からこのように解釈できると主張する

ことも多いが、その技術常識が自社特有のものであったり、あるいは、その部

分的な構成においてはそのとおりであるものの、全体の構成から見れば当ては

まらないということも少なくない。ここでの属否に関する主張は、主観的な視
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点で行うことのないよう、あくまでも客観的な視点から行わなければ採用され

ないという点に十分留意する。 

 また、侵害品が特許権の当該構成を充足しない場合であっても、例えば、当

該構成上の相違が均等の範囲にある、構成上の微差に基づく特徴の差異が特に

なく、無意味な不完全模倣又は迂回にすぎない、自社特許権に係る当該構成の

利用関係にある、間接侵害の形態に該当するなど主張・立証していくことにな

るが、これらの場合、主張が主観的になりがちとなるため、検証・鑑定を活用

し、より客観性を担保する必要がある。 

 一方、これらの主張に対し、相手方は、自社製品は特許権に属しないという

主張のほか、既に公知の技術（自由技術の抗弁）を使ったものである、当該特

許権は、無効理由がある（無効抗弁）、当該特許権の行使は、権利濫用である(権

利濫用の抗弁)など、様々な抗弁を行うこととなる。 

 

(4) 損害賠償の範囲 

 特許訴訟が進行し、上述のような侵害論が出尽くした後は、損害賠償額の認

定へと移る。この損害賠償の範囲は、侵害と相当因果関係のある全ての損害で

あって、積極的損害、消極的損害及び精神的損害を全て含み、金銭賠償が原則

であるが、その主張・立証は、最後の大きな争点となる。 

 また、これらの損害賠償を算定する基礎となる書類等は、当然相手方が有し

ており、特許権者側で証拠を十分揃えることが難しい場合がある。そこで、特

許法は、特許侵害の場合に損害額の算定が難しいことを考慮して、損害額の推

定や、後述の書類の提出命令などの規定を設けている。 

 これらの規定は、概ね日本の制度と大差ないものとなっている。 

 

① 損害額の推定など 

 侵害者が侵害行為による物件を譲渡したときには、“侵害者の譲渡数量×当該

侵害行為がなかったならば販売できた特許権者(専用使用権者)の製品の単位数

量当りの利益額”を損害額とすることができる。この場合の損害額は特許権者

(専用使用権者)が生産することのできた物件の数量から実際に販売した物件の

数量を差し引いた数量に単位数量当りの利益額を乗じた金額を限度とする。た

だし、特許権者(専用使用権者)が侵害行為以外の事由により販売することので

きなかった事情があるときには、当該侵害行為以外の事由により販売すること

のできなかった数量による金額を差し引かなければならない(特許法第 128 条

第 1 項)。 

 また、侵害者がその侵害行為によって利益を受けたときには、その利益の額

を特許権者(専用使用権者)が受けた損害の額と推定する(特許法第 128 条第 2
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項)。これは特許権者などが自己に発生した因果関係にある損害を立証するのが

容易でないので、侵害者が受けた利益額を損害額と推定したものである。もち

ろん、特許権者などが自己の受けた損害額を証明できる場合には、その損害額

を請求してもかまわない。 

本規定による損害額の推定は、あくまでも推定であるので、侵害者が自分の

受けた利益と侵害行為との間に因果関係がないことを立証すれば、後述する実

施料相当額で評価するほかない。ただし、侵害者のブランド、営業上の努力な

どが利益に寄与したしても、それだけでは推定が覆されない。 

 特許発明の実施品が侵害製品の一部を構成する場合には、理論上、特許発明

の実施によって利得が生じ(因果関係)、全体利益の中で当該特許発明が寄与し

た寄与率21によって利益を算定しなければならない。 

 本推定規定は、損害額の算定に関する推定であって損害それ自体の推定では

ないので、特許権者などがその特許発明を実施していない場合には、適用する

ことができない。このような場合には、後述の損害額の擬制に係る規定を用い

て主張することになる。 

 

② 損害額の擬制 

 特許法では、特許権者などがその特許発明の実施に対して通常受けられる金

額に相当する額を損害額としてその損害賠償を請求することもできる(特許法

第 128 条第 3 項)。この場合、特許権者が特許発明を実施しておらず、現実的な

損害がない場合にも、最低限実施料相当額は損害と見て侵害者に請求すること

ができる。もちろん、実際の損害額が実施料相当額を超過する場合には、その

超過額に対しても損害賠償を請求することができる(特許法第 128 条第 4 項)。 

 

③ 裁量による損害賠償額の決定 

 侵害訴訟において損害が発生した事実が認定されるものの、その損害額を立

証するために必要な事実を立証することが該当事実の性質上極めて困難な場合

には、裁判所は、上記第 1 項～第 4 項の規定にもかかわらず、弁論の全趣旨と

証拠調べの結果に基づいて相当な損害額を認めることができる(特許法第 128

条第 5 項)。ただし、既に損害額の推定や損害額の擬制、後述の書類の提出命令

など法制度が整備されているのであるから、判事の心証形成上も、可能な限り

これらの規定を用いてきちんと損害額を主張すべきであり、この規定は、如何

ともしがたい場合における最終手段として用いた方がよいだろう。

                            

21  寄与率について明示した判決はあまり多くないが、大法院2003.3.11．宣告2000ダ4827

2判決では寄与率3％を認定。大法院2004.6.11．宣告2002ダ18244判決では30％を認定し

ている。  
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(5) 書類の提出命令など 

 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴訟において、当事者の申

立によって他方当事者に対して当該侵害行為による損害の計算をするのに必要

な書類の提出を命じることができる。これは特許権が侵害された場合に、損害

額の計算を容易にするためのものである。しかし、その書類の所持者が書類提

出を拒絶する正当な理由があるときには、その提出を拒否することができる(特

許法第 132 条)。この場合、正当な理由に対しては、論議があるが、提出対象が

損害額計算のための書類に限定されるので、単に営業上の秘密に属するという

理由だけでは提出を拒むことはできない。この規定は民事訴訟法の文書提出命

令に関する規定の補充規定で、当事者は民事訴訟法が限定する書類以外に損害

額の計算のために必要な全ての書類の提出を申請できると解釈され、特別な事

情がない限り、文書の所持者は文書の提出を拒否できない(民事訴訟法第 344

条第 2 項)。 

 当事者が提出命令に応じないとしても直接制裁は受けないが、その文書に関

する相手方の主張が真実であるものとして認められる不利益を受ける(民事訴

訟法第 349 条)。 

 

7-4  秘密維持命令制度 

 韓国の改正特許法によれば、日本と同様、法院は特許権または専用実施権の

侵害に関する訴訟においてその当事者が保有した営業秘密に対して、既に提出

していたり、提出しなければならない準備書面または既に調査していたり、調

査しなければならない証拠に営業秘密が含まれていること、上記営業秘密が該

当訴訟遂行以外の目的に使われたり公開されれば当事者の営業に支障を与える

恐れがあり、これを防止するために営業秘密の使用または公開を制限する必要

があることを共に疎明した場合には、その当事者の申立によって決定により、

他の当事者、当事者のために訴訟を代理する者、その他に該当訴訟によって営

業秘密を知るようになった者にその営業秘密を該当訴訟の継続的な遂行以外の

目的で使用したり、その営業秘密に関係する秘密維持命令を受けた者以外の者

に公開しないことを命じることができる。ただし、準備書面の閲覧や証拠調べ

以外の方法でその営業秘密を既に取得している場合には適用されない。 

 国内外で正当な事由なく秘密維持命令に違反した者は 5 年以下の懲役または

5 千万ウォン以下の罰金に処する。ただし、秘密維持命令を申立した者の告訴

がなければ訴えを提起することができない。 
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7-5  判決、決定の効力 

 判決は、言渡しによって成立し、当事者、弁論期日終結後の承継人又はそれ

により請求の目的物を所持した者に対してその効力がある。 

 

7-6  判決、決定の執行 

 差止請求訴訟は、被告に特定の行為の禁止を求める訴訟で、不作為義務の履

行を求める将来の履行の訴訟に該当する。その強制執行は間接強制の方法によ

る。侵害者が判決を受けた後に従前と異なる技術の内容で実施するようになれ

ば、従前の判決は執行され得ず、新たな仮処分命令又は判決を受けなければな

らない。ただし、債務名義の実効性を確保するために、また侵害形式の変更に

よる強制執行の潜脱を抑制するために、侵害者が僅かな変更を加えて実施中で

ある場合、判決の主文に特定された侵害行為の核心的な内容がそのままである

限り、細かい変更に対しても執行できるという見解が最近有力である。 

 なお、仮執行が付いた勝訴判決を受けたからと言って、必ず仮執行をしなけ

ればならないのではない。すなわち、仮執行をするかしないかは勝訴判決を受

けた原告の権利/裁量に属する事項であるだけで義務ではないからである。実務

上では判決確定前に仮執行に至る場合は多くない。その理由は、①被告が上訴

して執行停止申請をする場合、法院がその申請を受け入れる場合が相当にあり、 

②原告が仮執行をした後に判決が覆ってしまうと被告に損害賠償責任を追わな

ければならない可能性が非常に高いため、安全のために判決が確定するまで待

って執行しようとする傾向が高いからであると考えられる。 

 仮執行は原告の権利を早期に確保して被告に圧迫を加えて和解に至るように

する手段になり得るという長所がある一方、後に判決が覆ると損害賠償責任を

負担することになり、仮執行で被告が感情的な抵抗感を感じるようになる場合、

圧迫による和解促進より感情のもつれから極端な対立をもたらす可能性もある

という点で慎重に決めるべき事項である。 

 

7-7  勝訴確定判決にもかかわらず侵害者が差止判決などに従わない場合 

 このような場合が、典型的に判決の執行が必要な場合である。同時に、執行

をする方法以外に捜査機関に特許権侵害罪で刑事告訴する方法、特許侵害によ

る損害賠償請求をする方法なども強力に考慮してみることができる。 

 

(1) 刑事告訴する方法 

 確定判決がある前に特許権侵害罪で告訴をしても捜査機関で特許侵害の有無
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を判断しにくく実際に処罰にまで至ることは難しいが、特許侵害を認める勝訴

確定判決が出た場合であれば捜査機関も特許権侵害者を相対的に処罰しやすく

なる。侵害者の立場からみれば、即刻捜査機関の召還調査を受けることになれ

ば処罰を避けるために直ちに侵害行為を中止する可能性が高い。ただし、特許

権に関する侵害罪は、犯人を知った日から 6 カ月以内に告訴しなければならな

い（後述第Ⅱ編第 8 章参照）。 

 

(2) 判決を執行する方案 

 侵害差止を命ずる確定判決があるにもかかわらず被告が侵害品を生産/販売

し続ける場合、法院に再び間接強制申請をして決定を受けて(例えば、違反行為 

1 日当たり 1 億ウォンの賠償を命じるなど)、 その違反行為があったことを疎

明してこれによって発生した金銭支給請求権を行使するために本案訴訟を申し

立てるのが最も一般的な執行手続きである。 

 

(3) 損害賠償請求権を行使する方法 

 確定判決後に侵害行為をし続ける場合、先の執行手続きとは別に特許侵害に

よる損害賠償請求権を再び行使することも考えられるが、これはもう一度本案

訴訟を起こすしかなく、効果の面では上の 1、2 には及ばない。 

 

 結果的に、確定判決後にも被告が任意履行しない場合には、刑事告訴と同時

に判決執行をするのが相手に一番強いプレッシャーを加えられるため終局的な

目的を果たすのに有効である。 

 

7-8  上訴 

 上訴できる裁判は終局的裁判であるので、終局判決であれば一部判決であれ、

追加判決であれ、上訴の対象となる。不利益な裁判を受けた下級審の当事者や

当事者の参加人、補助参加人そして弁論終結の後中断された訴訟手続で適法に

受け継いだ者が上訴できる。控訴と上告の場合には、判決正本の送達を受けた

日から 2 週間である。この期間中に上訴状に法定記載事項を記載して上訴期間

内に原法院に提出しなければならない。下級審の裁判に対して上訴を提起する

ことによって、その不服の当否に関して上訴審の裁判を求めることのできる上

訴の利益がなければならない。 

 なお、上述のとおり、韓国の大法院においては、日本よりも実質的に広い範

囲で審理が行われ、例えば事実認定問題が争われることもある点に留意する必

要がある。 
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第６章 民事的救済方法(仮処分) 
 

1．侵害差止め仮処分 

 仮処分は、係争物に関する仮処分と臨時の地位を定める仮処分に分けること

ができる。前者の例としては、特許権を譲り受けたと主張する者が登録名義人

に対してその特許権の処分禁止を求める場合や、通常実施権の許諾を受けたと

主張する者が特許権者又は専用実施権者を相手取ってその特許権又は専用実施

権の処分禁止を求める場合などである。臨時の地位を求める仮処分としては、

特許権者が特許発明の無断実施者を相手取ってその実施行為の差止めを求める

場合、逆に特許権者から侵害行為をしていると指名された者が特許権者を相手

取って差止め請求権の不存在を主張して取引先への警告などの業務妨害の禁止

を求める場合などがある。以下においては、最も典型的な例として、特許権者

が特許発明の無断実施者に対して実施行為の差止めを求める侵害差止め仮処分

について説明する。 

 

1-1  要件 

(1) 被保全権利があること／特許侵害行為があること 

 特許法第 126 条は「特許権者又は専用実施権者は、自己の権利を侵害した者

又は侵害するおそれがある者に対して、その侵害の禁止又は予防を請求するこ

とができる」と規定しており、同規定による要件事実を整理すると、①債権者

が権利者であること(特許権又は専用実施権)、②相手方において禁止の対象で

ある特定の物品又は方法を業として実施し、又は実施するおそれがあること、

③上記の対象物品又は方法が権利者の権利に抵触することに分けられる。権利

発生の根拠規定である同要件事実は、権利者が主張立証の責任を負担する。 

 

(2) 保全の必要性(緊急性)があること 

 従来の実務によれば、侵害が肯定されれば直ちに保全を行う必要性(緊急性)

が肯定されるものとみる見解もあったが、必要性もある程度疎明されなければ

ならないとされている。保全の必要性の疎明は、例えば、相手方の侵害・競合

の程度や態様、営業に占める比率、その利益率などを考慮し、回復できない損

害がどれだけ生じるかがポイントとなる。例えば、特許品に比べて相当に品質

の劣る侵害品が安価かつ大量に製造・販売されている場合は、それだけ保全の

必要性が大きくなると判断され、また、いわゆる季節物や一過性の流行商品な

ども保全の必要性が高いと判断されやすい。専用実施権を設定した特許権者の

場合は、保全の必要性が否定される場合もあるため、注意を要する。 
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1-2  保証金 

 一般的に仮処分命令を発するに当たって、一定の保証金を供託するようにす

る場合が多く、特許禁止の仮処分事件でも同様であるが、通常の仮処分事件に

比べて高額である場合が多い。保証金の基準に関しては、①1 年分の予想利益、

②債務者が被る 2～3 年分の損害の 3 分の 1 など、③債権者が得ることができる

6 ヶ月分の利益の全部又は一部であるなどが提示されている。 

 

1-3  審理 

 仮処分の審理方式としては、①書面審理、②審尋手続、③口述弁論の方式が

ある。知的財産権に関する仮処分は相手方の競業行為を実質的に規制する効果

をもたらすものであって、相手方に与える影響が大きいまた、仮処分の基礎と

なる特許権の判断に当たって、技術的事項の検討が必要であり、保全の必要性

と合わせ慎重な判断が行われる傾向にある。そのため、、相手方に意見を陳述す

る機会を与えず、権利者の主張疎明だけで仮処分が行われる事例は稀である。 

 

1-4  証明(疎明) 

 仮処分における証明の程度は疎明で足りる(民事執行法第 301 条、第 279 条)

とされ、要件事実に対する当事者の主張が一応真実なものであるという心証を

裁判官に形成させる程度が求められる。 

 

 

【参考】疎明資料： 

 

 申請人が特許権者又は専用実施権者であることを疎明するためには、特許公

報、特許権の登録原簿謄本を提出すればよい。また、相手方の製品又は方法が

申請人の特許、実用新案権の権利範囲に属するという疎明は、鑑定書、権利範

囲確認又は無効審判の審決書、関連する文献・雑誌などと共に、相手方の製品(又

はその写真)、模型、カタログ、設計図、及び申請人の権利実施品(又はその写

真)などを提出する。加えて、仮処分の必要性を疎明するため、申請人の営業規

模、売上高の減少、経費の増加、相手方の営業規模、禁止対象の商品の全営業

に占める比率、申請人(会社代表)、担当者取引先などの陳述書、警告書とその

答弁書などを提出する。 

このとき、鑑定書が最も重要であるが、訴訟の実務に接してみると、互いに

結論が相反する鑑定書が両当事者から提出される場合が多い。特許関連の仮処

分においては、鑑定の結論より理由が重要視されるため、鑑定書作成を依頼す

る際、理由づけを詳細にかつ客観的に記載してもらうようにすることが重要で

あろう。 

また、裁判所では、迅速な審理のために、各鑑定人の審尋又は鑑定証言によ
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る証拠調べが行われることが多いため、鑑定人を選ぶ際、このような観点も考

慮すべきである。 

 

1-5  主文(請求の趣旨の特定) 

 実務上、特許事件の仮処分申請においては、申請の一部棄却は行われないが、

申請された範囲内において、必要な最小限の処分に止まるよう決定される。 

 

1-6  仮処分の執行 

 仮処分命令は、決定の告知、判決の言渡と同時に執行力が生じるため、その

確定を待つ必要がない。また、保全執行は言渡又は債権者に送達された時から

14 日が経過すると執行することができなくなる(民事執行法第 301 条、第 292

条第 2 項)。 

 

1-7  仮処分手続のタイムスケジュール 

 

 

2．仮差押 

 仮差押とは、金銭債権又は金銭で換算できる債権の執行を保全するために、

執行の対象となる相手方の一般財産を現状そのままに維持しておくことを目的

とする保全処分である。 
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2-1  要件 

(1) 被保全債権(債権者の債務者に対する債権)があること 

 債権者が仮差押申請をするときは、原則的に被保全債権があることを疎明し

なければならないため、借用証書、手形、小切手、連帯保証書、残額確認書な

どを添付して申請をしなければならない。 

 

(2) 保全の必要性があること 

 理論的には仮差押の必要性について疎明しなければならないが、仮差押の場

合、現在法院の実務上、債務不履行などの疎明があれば原則的に必要性の疎明

が行われたとみて特別な疎明を要求しない場合が多い。ただし、法院では保全

の必要性に対する疎明などの代わりに仮差押申請人に担保提供を要求している。 

 

2-2  仮差押担保金の提供 

 仮差押担保金と関連しては、原則的に▲不動産仮差押は請求金額(一般に被保

全債権額)の 1/10、▲債権仮差押は請求金額の 2/5、▲有体動産仮差押の場合に

は請求金額の 4/5 に該当する金額を仮差押申請と同時に提供することになって

いる。なお、担保提供額のすべてについて無条件で保証保険証券が使えるので

はなく、下表のように一定部分については現金供託となる。 

 

 

 不動産 債権 有体動産 

担保提供額 請求金額の 1/10 請求金額の 2/5 請求金額の 4/5 

担保提供方法 

保証保険証券 

(まれに担保金のうち

一部金額について現

金供託命令が出され

る場合がある) 

保証保険証券 

(ただし賃金、営業者

預金、取引代金の場合

には請求金額の 1/5は

現金供託、残り 1/5 は

保証保険証券) 

通常、請求金額の 2/5

現金供託、残り 2/5 は

保証保険証券 

 

2-3  仮差押命令の手続 

① 仮差押申立書の提出 

② 仮差押申立書を提出する法院 

・ 仮差押えする物件の所在地を管轄する地方法院や本案の管轄法院(民事執行

法第 278 条)に仮差押申立書を提出すればよい。 

③ 仮差押プロセス 

・ 財産調査 

・ 仮差押請求金額決定及び仮差押申立書作成 
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・ 仮差押申立書提出(印紙額、登録税、送達料などの提出) 

・ 法院供託命令及び供託 

④ (実務上、緊急な差し押さえである場合、仮差押申立書提出時に先供託をす

ることもある) 

・ 仮差押決定 

 

2-4  仮差押の執行 

 仮差押の執行と関連して不動産に対する執行、債権に対する執行などは法院

で仮差押申立者の別途の行為なしに執行するため、大きな問題がないが、有体

動産に対する執行においては、仮差押申立者が法院から仮差押命令決定書を受

けてから、管轄法院の執行官に決定正本及び委任状を提出し執行費用を納付し

て差押の執行を依頼しなければならない。 

 

3．債務者が保全処分に反する行為をした場合の救済方法 

 不動産に対する仮差押や処分禁止仮処分が執行され登記されると、これを他

人に処分した場合でも、その他人は債権者に対抗することができない。その他、

有体動産などに対する仮差押の場合にも大体の場合、執行官が占有するとの趣

旨の表示をするため善意取得となるのは困難である。 

 もし、執行官が保全処分の目的物の法律に基づき保全処分の表示を行なった

場合(処分禁止などの趣旨を表示)、債務者がその表示を損壊したり、保全処分

の目的物を隠匿するなどの方法でその効用を失わせた場合、刑法上、公務上、

秘密表示無効罪が成立し刑事上の処罰を受ける。 

 債務者の不作為を命じる仮処分(侵害行為差止め仮処分)などに債務者が違反

した場合は代替執行(違反による物的状態を除去する執行。例えば知的財産権の

侵害製品を執行官が除去するなど)、間接強制(違反時、一定の賠償額を支払う

ようにする)を通して救済される。   
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第７章 民事訴訟と関連するその他の救済方法 
 

1．民事訴訟上の和解の利用 

 当事者間の直接的かつ自主的交渉を通じた互いの譲歩によって紛争を解決す

る方式である。和解は、裁判外で民法上の契約の形態としても認められ、民事

訴訟法上も提訴前の和解と訴訟上の和解がある。訴訟上の和解は訴訟係属中の

訴訟物である権利関係に対して当事者双方の譲歩に基づき裁判所で一致した陳

述をすれば和解調書を作成して訴訟を終了する方式である。和解調書は確定判

決と同じ効力がある。 

 

1-1  和解勧告決定 

 過去、韓国法院の判決以外の紛争解決手続きを利用する割合が非常に低かっ

たのは事実である。しかし、最近になって法院が積極的に調停を勧めて和解に

至らせるようにしたり、和解勧告決定をする場合が徐々に増えている。ただ、

まだまだ判決より和解による事件解決の方がより多いという程までには至って

おらず、この辺りは日本の場合と勝手が違う可能性がある。 

 原告（特許権者）の立場で見るとき、調停または和解勧告決定による和解を

適切に利用すれば結果的に利益になる場合が多い。しかし、韓国においては、

判決で事件が終決すると、その判決に対し上訴する割合が非常に高く、また、

上述のとおり大法院（最高裁）における審理範囲も実務上広いことから、上告

が受理される場合が少なくなく、仮に大法院で破棄差戻しとなるとさらに時間

と費用が必要となる。加えて、特許侵害訴訟の場合、特許無効審判や訂正審判、

その審決取消訴訟が並行して進められる場合が多いため、最終的に確定判決で

権利行使をするには相当な費用と時間が必要となる。そして、もちろんこれら

に対して必ず勝訴できるというわけでもない。また確定判決を受けても相手が

その判決に承服はしても義務を履行しなかったとなると、さらにまたその執行

のための追加的な時間と費用が必要となる。 

 一方、和解で事件が終決される場合は、早期に費用をおさえた解決が可能で

あり、一長一短ではあるが、法院が和解を勧めた場合には、あくまで確定判決

を得るのか、あるいは和解により終結させるのか、短期・長期スパンで最終的

に得られる金銭的利益、その他ビジネス上の利益を冷静に分析し、和解に応じ

るかどうかを決めることが賢明である。 
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2．債務者が任意返済しない損害賠償債権の確保(強制執行) 

 支払い命令の確定、調停の成立、判決の確定などで債務名義を得ても債務者

が任意で返済しなければ、法的強制執行手続に着手せざるを得ないことになる。 

 

2-1  債務者の財産把握 

 執行をするためには不動産、動産、債権、預金などの債務者の財産を把握し

なければならない。争いの可能性がある債務者の場合には予め債務者の住所地

の登記簿謄本を発給するか、債務者が主に取引をする金融機関がどこか、物品

を固定納品する取引先があるかなどを把握しておくのもよい方法である。 

しかし、債権者としては債務者所有の財産現況を把握することは容易ではない

ため、民事訴訟法では財産明示申請、財産照会申請などの手続を規定している。 

 

(1) 財産明示申請及び債務不履行者名簿の登載申請 

 債権者は債務名義に基づき債務者をしてその所有の財産を明らかにせよとの

命令を法院に申請することができ、そのような命令があれば債務者は財産目録

を作成して法院に提出し、指定された期日に法院に出向き提出した財産目録が

真実であることを宣誓しなければならない。債権者は提出された財産目録を閲

覧して執行する財産があるかを把握することができる。 

虚偽の財産目録を提出したり、出席しなかったり、宣誓をしない場合には法院

は 20 日以内の範囲で債務者を監置に処することができ、特に虚偽財産目録を提

出した場合には刑事処罰も受け得る。 

 また、債務名義が確定されたにもかかわらず、6 ヶ月以内に債務を返済しな

い場合には、債権者は法院と区役所などに備えられ金融機関にも通知する債務

不履行者名簿に債務者を登載するように申請することができる。これは債務者

の名誉と信用に不利益を与える方法として債務返済を間接的に強制する効果が

ある。 

 

(2) 財産照会申請 

 債権者が財産明示申請手続を経たものの、債権の満足を得ることができる程

度の財産が確認できない場合には、債権者は法院に個人の財産及び信用に関す

る電算網を管理する公共機関、金融機関、団体などに債務者名義の財産につい

て照会することを申請することができる。 

 

3．強制執行 
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 裁判確定の前に予め保全処分をしておいた財産があるか、或いは上記のよう

な財産明示及び財産照会手続により把握された財産がある場合には、確定され

た債務名義に基づき債務者の財産を差押えて競売するなど、執行の手続を実施

することになる。 

 債務名義のうち、主に利用されるものは法院による確定判決、仮執行宣告付

判決、和解調書、認諾調書、調停調書、確定された支払い命令、公証人が作成

した公正証書などである。判決の場合、判決文が送達された後、2 週間以内に

上訴(控訴、上告)を提起すれば判決が確定されないため、原則的に強制執行を

することができない。しかしながら、判決が確定される以前でも仮執行言渡し

の判決があれば、強制執行をすることができる。 

 このような債務名義が確保されれば、債務名義に執行文が付与された後、送

達証明、確定証明などが付与されなければならない。執行文を付与するために

は、債務名義を添付し執行文付与申請をすればよい。この時、判決は訴訟記録

がある法院に、和解調停認諾調書は該当法院に、公正証書はこの証書を作成し

た公証人事務所に申請する。この時、提出する執行文付与申請書及び送達証明

願、確定証明願には所定の印紙を添付しなければならず、公証人に対して申請

する時には所定の手数料を納付しなければならない。 

このような書類などが具備されれば、強制執行の対象を選択し強制執行申請を

する。その対象が不動産や債権、その他財産権である時には法院に、有体動産

である場合には執行官に申請すればよい。 
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［付録］韓国民事訴訟法（特許侵害問題と関連のある条文のみ抽出） 

 

民事訴訟法 
[施行 2011.7.20][法律第 10629 号，2011.5.19,他法改正] 

 

第 1 章 法院 

第 1 節 管轄 

 

第31条（専属管轄による除外） 

専属管轄が定められた訴えには、第 2 条、第 7 条乃至第 25 条、第 29 条及び第

30 条の規定を適用しない。 

 

第 2 章 当事者 

第 1 節 当事者能力及び訴訟能力 

 

第51条（当事者能力・訴訟能力等に対する原則） 

当事者能力、訴訟能力、訴訟無能力者の法定代理及び訴訟行為に必要な権限の

授与は、この法律に特別の規定がないときは、民法、その他の法律に従う。 

 

第53条（選定当事者） 

① 共同の利害関係を有する多数の者が第 52 条の規定に該当しない場合には、

これらは、その中から全員のために当事者となるべき一人又は数人を選定

し、又はこれを変更することができる。 

② 訴訟が法院に係属した後、第 1 項の規定により当事者を変更したときは、

その前の当事者は、当然に訴訟から脱退したものとみなす。 

 

第60条（訴訟能力等の瑕疵及び追認） 

訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為に必要な授権を欠く者が訴訟行為をした後

に補正された当事者又は法定代理人がこれを追認した場合には、その訴訟行為

は、これをした時にさかのぼって効力を生ずる。 

 

第63条（法定代理権の消滅通知） 

① 訴訟手続が進行中に法定代理権が消滅した場合には、本人又は代理人が相

手方に消滅した事実を通知しなければ、消滅の効力を主張することができ

ない。ただし、法院に法定代理権の消滅事実が伝えられた後は、その法定

代理人は、第 56 条第 2 項の訴訟行為をすることができない。 

② 第 53条の規定により当事者を変更する場合には、第 1項の規定を準用する。 

 

第67条（必須的共同訴訟に関する特別規定） 

① 訴訟の目的が共同訴訟人の全員に合一的に確定すべき共同訴訟の場合にお
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いて、共同訴訟人の一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみ効力を生

ずる。 

② 第 1 項の共同訴訟において、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為

は、共同訴訟人の全員に効力を生ずる。 

③ 第 1 項の共同訴訟において、共同訴訟人の一人に訴訟手続を中断又は中止

すべき理由がある場合、その中断又は中止は、全員について効力を生ずる。 

 

第68条（必須的共同訴訟人の追加） 

① 法院は、第 67条第 1項の規定による共同訴訟人の一部が欠落した場合には、

第 1 審の弁論を終結するまで原告の申立てにより決定をもって原告又は被

告を追加すべきことを許可することができる。ただし、原告の追加は、追

加される者の同意を得た場合にのみ許可することができる。 

② 第 1 項の許可決定をしたときは、許可決定の正本を当事者全員に送達しな

ければならず、追加される当事者には、訴状の副本も送達しなければなら

ない。 

③ 第 1 項の規定により共同訴訟人が追加された場合には、最初の訴えが提起

された時に追加された当事者との間に訴えが提起されたものとみなす。 

④ 第 1 項の許可決定に対して、利害関係人は、追加される原告の同意がなか

ったということを事由とする場合にのみ、即時抗告をすることができる。 

⑤ 第 4 項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。 

⑥ 第 1 項の申立てを棄却した決定に対しては、即時抗告をすることができる。 

 

第72条（参加申出の方式） 

① 参加申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、参加しようとする訴訟

が係属している法院に提起しなければならない。 

② 書面で参加を申し出た場合には、法院は、その書面を両当事者に送達しな

ければならない。 

③ 参加申出は、参加人としてすることができる訴訟行為と同時にすることが

できる。 

 

第75条（参加人の訴訟関与） 

① 参加人は、その参加に対する異議申立てがある場合であっても、参加を許

さない決定が確定するまで訴訟行為をすることができる。 

② 当事者が参加人の訴訟行為を援用した場合には、参加を許さない決定が確

定しても、その訴訟行為は、効力を有する。 

 

第76条（参加人の訴訟行為） 

① 参加人は、訴訟について攻撃・防御・異議・上訴、その他のすべての訴訟

行為をすることができる。ただし、参加するときの訴訟の進行程度に従い

することができない訴訟行為は、この限りでない。 

② 参加人の訴訟行為が被参加人の訴訟行為に逸脱する場合には、その参加人

の訴訟行為は、効力を有しない。 
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第 3 章 訴訟費用 

第 1 節 訴訟費用の負担 

 

第98条（訴訟費用の負担の原則） 

訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。 

 

第99条（原則に対する例外） 

法院は、事情により、勝訴した当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要

でない行為による訴訟費用又は相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であっ

た行為による訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。 

 

第102条(共同訴訟の場合) 

① 共同訴訟人は、訴訟費用を均等に負担する。ただし、法院は、事情により、

共同訴訟人に、訴訟費用を連帯して負担させ、又は他の方法により負担さ

せることができる。 

② 第 1 項の規定にかかわらず、法院は、権利の伸張又は防御に必要でない行

為によって生じた訴訟費用は、その行為をした当事者に、負担させること

ができる。 

 

第110条(訴訟費用額の確定決定) 

① 訴訟費用の負担を定める裁判において、その額が定められていない場合に、

第 1 審法院は、その裁判が確定し、又は訴訟費用負担の裁判が執行力を生

じた後に、当事者の申立てにより決定をもってその訴訟費用額を確定する。 

② 第 1 項の確定決定を申し立てるときは、費用計算書、その謄本及び費用額

を疎明するのに必要な書面を提出しなければならない。 

③ 第 1 項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 

 

第111条(相手方に対する催告) 

① 法院は、訴訟費用額を決定する前に、相手方に費用計算書の謄本を交付し、

これに対する陳述をすること並びに一定の期間内に費用計算書及び費用額

を疎明するのに必要な書面を提出することを催告しなければならない。 

② 相手方が第 1 項の書面を期間内に提出しないときは、法院は、申立人の費

用についてのみ決定することができる。ただし、相手方も、第 110 条第 1

項の確定決定を申し立てることができる。 

 

第136条(釈明権・求問権等) 

① 裁判長は、訴訟関係を明確にするために、当事者に事実上又は法律上の事

項に関し、質問をすることができ、証明をすべきことを促すことができる。 

② 合議部員は、裁判長に知らせ、第 1 項の行為をすることができる。 

③ 当事者は、必要な場合、裁判長に、相手方に対して説明を求めるよう要請

することができる。 

④ 法院は、当事者が看過したことが明確であると認められる法律上の事項に

ついて、当事者に意見を陳述する機会を与えなければならない。 
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第137条(釈明準備命令) 

裁判長は、第 136 条の規定により当事者に説明若しくは証明し、又は意見を陳

述する事項を指摘し、弁論期日以前に、これを準備すべきことを命ずることが

できる。 

 

第153条(形式的記載事項) 

調書には、法院事務官等が次の各号の事項を書き、裁判長及び法院事務官等が

記名捺印する。ただし、裁判長が記名捺印することができない事由があるとき

は、合議部員がその理由を書いた後に記名捺印し、法官全員が記名捺印するこ

とができない事由があるときは、法院事務官等がその理由を書く。 

１．事件の表示 

２．法官及び法院事務官等の氏名 

３．出席した検事の氏名 

４．出席した当事者・代理人・通訳人及び出席しなかった当事者の氏名 

５．弁論の日付及び場所 

６．弁論の公開の如何及び公開しなかった場合には、その理由 

 

第157条(関係人の調書朗読等請求権) 

調書は、関係人が申し立てるときは、その者に読み上げ、又は見せなければな

らない。 

 

第158条(調書の証明力) 

弁論方式に関する規定が守られたということは、調書によってのみ証明するこ

とができる。ただし、調書がなくなったときは、この限りでない。 

 

第167条(期日の通知) 

① 期日は、期日通知書又は出席要求書を送達して通知する。ただし、その事

件で出席した者には、期日を直接告知すればよい。 

② 法院は、大法院規則で定める簡易な方法により期日を通知することができ

る。この場合において、期日に出席していない当事者・証人又は鑑定人等

に対して法律上の制裁、その他期日を怠ったことによる不利益を与えるこ

とができない。 

 

第187条(郵便送達) 

第 186 条の規定により送達することができないときは、法院事務官等は、書類

を書留等大法院規則で定める方法により発送することができる。 

 

第206条(言渡しの方式) 

判決は、裁判長が判決の原本により主文を読み上げて言い渡し、必要なときは、

理由を簡略に説明することができる。 

 

第207条(言渡し期日) 

① 判決は、弁論が終結した日から 2 週間以内に言い渡さなければならず、複
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雑な事件又はその他特別の事情があるときも、弁論が終結した日から 4 週

間を超えてはならない。 

② 判決は、当事者が出席しなくても言い渡すことができる。 

 

第211条(判決の更正) 

① 判決に誤った計算又は記載、その他これに類似した誤りがあることが明確

なときに、法院は、職権で又は当事者の申立てにより更正決定をすること

ができる。 

② 更正決定は、判決の原本及び正本に付け加えて書かなければならない。た

だし、正本に付け加えて書くことができないときは、決定の正本を作成し

て、当事者に送達しなければならない。 

③ 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し

て適法な控訴があるときは、この限りでない。 

 

第234条(法人の合併による中断) 

当事者である法人が合併によって消滅したときに、訴訟手続は、中断される。

この場合において、合併によって設立された法人又は合併した後の存続法人が

訴訟手続を受継しなければならない。 

 

第235条(訴訟能力の喪失、法定代理権の消滅による中断) 

当事者が訴訟能力を失ったとき又は法定代理人が死亡し、若しくは代理権を失

ったときに、訴訟手続は、中断される。この場合において、訴訟能力を回復し

た当事者又は法定代理人となった者が訴訟手続を受継しなければならない。 

 

第254条(裁判長の訴状審査権) 

① 訴状が第 249 条第 1 項の規定に逸脱する場合には、裁判長は、相当期間を

定め、その期間内に瑕疵を補正すべきことを命じなければならない。訴状

に法律の規定による印紙を貼付していない場合にも、同様とする。 

② 原告が第 1 項の期間内に瑕疵を補正しないときは、裁判長は、命令をもっ

て訴状を却下しなければならない。 

③ 第 2 項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。 

④ 裁判長は、訴状を審査しながら必要であると認める場合には、原告に請求

する理由に対応する証拠方法を具体的に書いて提出すべきことを命ずるこ

とができ、原告が訴状に引用した書証の謄本又は写しを添付していない場

合には、これを提出すべきことを命ずることができる。 

 

第255条(訴状副本の送達) 

① 法院は、訴状の副本を被告に送達しなければならない。 

② 訴状の副本を送達することができない場合には、第 254 条第 1 項乃至第 3

項の規定を準用する。 

 

第259条(重複した訴えの提起の禁止) 

法院に係属している事件に対して、当事者は、再び訴えを提起することができ
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ない。 

 

第260条(被告の更正) 

① 原告が被告を誤って指定したことが明確な場合には、第 1 審法院は、弁論

を終結するまで原告の申立てにより決定をもって被告を更正するよう許可

することができる。ただし、被告が本案について準備書面を提出し、又は

弁論準備期日で陳述若しくは弁論をした後は、その同意を得なければなら

ない。 

② 被告の更正は、書面で申し立てなければならない。 

③ 第 2 項の書面は、相手方に送達しなければならない。ただし、被告に訴状

の副本を送達していないときは、この限りでない。 

④ 被告が第 3 項の書面の送達を受けた日から 2 週間以内に異議を提起しない

ときは、第 1 項ただし書のような同意をしたものとみなす。 

 

第282条(弁論準備期日) 

① 裁判長等は、弁論準備手続を進める間に、主張及び証拠を整理するために

必要であると認めるときは、弁論準備期日を開いて当事者を出席させるこ

とができる。 

② 事件が弁論準備手続に付された後、弁論準備期日が指定されることがなく

4 月を過ぎたときは、裁判長等は、直ちに弁論準備期日を指定し、又は弁

論準備手続を終結させなければならない。 

③ 当事者は、裁判長等の許可を得て弁論準備期日に第三者とともに出席する

ことができる。 

④ 当事者は、弁論準備期日が終結するまでに弁論の準備に必要な主張及び証

拠を整理して提出しなければならない。 

⑤ 裁判長等は、弁論準備期日が終結するまで弁論の準備のためのすべての処

分をすることができる。 

 

第287条(弁論準備手続を終結した後の弁論) 

① 法院は、弁論準備手続を終結した場合には、最初の弁論期日を経た後、直

ちに弁論を終結することができるようにしなければならず、当事者は、こ

れに協力しなければならない。 

② 当事者は、弁論準備期日を終結した後の弁論期日において弁論準備期日の

結果を陳述しなければならない。 

③ 法院は、弁論期日に弁論準備手続において整理された結果により直ちに証

拠調べをしなければならない。 

 

第292条(職権による証拠調べ) 

法院は、当事者が申し出た証拠によって心証が得られず、又はその他必要であ

ると認めたときは、職権で証拠調べをすることができる。 

 

第294条(調査の嘱託) 

法院は、公共機関・学校、その他の団体・個人又は外国の公共機関にその業務
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に属する事項について必要な調査又は保管中の文書の謄本・写しの送付を嘱託

することができる。 

 

第297条(法院外における証拠調べ) 

① 法院は、必要であると認めるときは、法院外において証拠調べをすること

ができる。この場合において、合議部員に命じ、又は他の地方法院判事に

嘱託することができる。 

② 受託判事は、必要であると認めるときは、他の地方法院判事に証拠調べを

再び嘱託することができる。この場合には、その理由を受訴法院及び当事

者に通知しなければならない。 

 

第299条(疎明の方法) 

① 疎明は、直ちに調べることができる証拠によらなければならない。 

② 法院は、当事者又は法定代理人をして保証金を供託させ、又はその主張が

真実であるということを宣誓させて疎明に代えることができる。 

③ 第 2 項の宣誓には、第 320 条、第 321 条第 1 項・第 3 項・第 4 項及び第 322

条の規定を準用する。 

 

第 2 節 証人尋問 

 

第303条(証人の義務) 

法院は、特別の規定がなければ、何人も、証人として尋問することができる。 

 

第328条(隔離尋問及びその例外) 

① 証人は、別々に尋問しなければならない。 

② 尋問しない証人が法廷内にいるときは、法廷から出て行くように命じなけ

ればならない。ただし、必要であると認めたときは、尋問する証人を法廷

内にとどまらせることができる。 

 

第329条(対質尋問) 

裁判長は、必要であると認めたときは、証人の互いの対質を命ずることができ

る。 

 

第330条(証人の行為義務) 

裁判長は、必要であると認めたときは、証人に文字を直接自らの手で書かせ、

又はその他の必要な行為をさせることができる。 

 

第331条(証人の陳述原則) 

証人は、書類によって陳述することができない。ただし、裁判長が許可すると

きは、この限りでない。 

 

第 3 節 鑑定 
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第333条(証人尋問の規定の準用) 

鑑定には、第 2 節の規定を準用する。ただし、第 311 条第 2 項乃至第 7 項、第

312 条及び第 321 条第 2 項の規定は、この限りでない。 

 

第335条(鑑定人の指定) 

鑑定人は、受訴法院・受命法官又は受託判事が指定する。 

 

第338条(宣誓の方式) 

宣誓書には、「良心に従って誠実に鑑定し、万一虚偽があるときは、虚偽鑑定

の罰を受けることを誓います。」と書かなければならない。 

 

第340条(鑑定証人) 

特別の学識及び経験によって知得した事実に関する尋問は、証人尋問に関する

規定に従う。 

 

第 4 節 書証 

 

第343条(書証の申出の方式) 

当事者が書証を申し出ようとするときは、文書を提出する方式又は文書を有す

る者にそれを提出するように命ずることを申し立てる方式とする。 

 

第344条(文書の提出義務) 

① 次の各号の場合において、文書を有している者は、その提出を拒否するこ

とができない。 

１．当事者が訴訟において引用した文書を有しているとき 

２．申出者が文書を有している者にその引渡し又は閲覧を要求することがで

きる司法上の権利を有しているとき 

３．文書が申出者の利益のために作成され、又は申出者と文書を有している

者との間の法律関係について作成されたものであるとき。ただし、次の

各目の事由のいずれかに該当する場合には、この限りでない。 

イ．第 304 条乃至第 306 条に規定された事項が書かれている文書であって、

同条文に規定された同意を得ていない文書 

ロ．文書を有する者又はその者と第 314 条各号のいずれかの関係にある者

について同条において規定された事項が書かれている文書 

ハ．第 315 条第 1 項各号に規定された事項のいずれかに規定された事項が

書かれており、秘密を守る義務が免除されていない文書 

② 第 1 項の場合以外にも、文書(公務員又は公務員であった者がその職務と関

連して保管し、又は有している文書を除く)が次の各号のいずれにも該当し

ない場合には、文書を有している者は、その提出を拒否することができな

い。 

１．第 1 項第 3 号ロ目及びハ目に規定された文書 

２．専ら文書を有する者が利用するための文書 
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第345条(文書提出申立ての方式) 

文書提出申立てには、次の各号の事項を明らかにしなければならない。 

１．文書の表示 

２．文書の趣旨 

３．文書を有する者 

４．証明する事実 

５．文書を提出すべき義務の原因 

 

第347条(提出申立ての許否についての裁判) 

① 法院は、文書提出申立てに正当な理由があると認めたときは、決定をもっ

て文書を有する者にその提出を命ずることができる。 

② 文書提出の申立てが文書の一部に対してのみ理由があると認めたときは、

その部分のみの提出を命じなければならない。 

③ 第三者に対して文書の提出を命ずる場合には、第三者又はその者が指定す

る者を審尋しなければならない。 

④ 法院は、文書が第 344 条に該当するかを判断するために必要であると認め

るときは、文書を有している者にその文書を提示するように命ずることが

できる。この場合において、法院は、その文書を他人が見るようにしては

ならない。 

 

第352条(文書送付の嘱託) 

書証の申出は、第 343 条の規定にかかわらず、文書を有している者にその文書

を送るように嘱託することを申し立てることによっても行うことができる。た

だし、当事者が法令によって文書の正本又は謄本を請求することができる場合

には、この限りでない。 

 

第355条(文書提出の方法等) 

① 法院に文書を提出し、又は送るときは、原本、正本又は認証がある謄本と

しなければならない。 

② 法院は、必要であると認めるときは、原本を提出するように命じ、又はこ

れを送るように嘱託することができる。 

③ 法院は、当事者をしてその引用した文書の謄本又は抄本を提出させること

ができる。 

④ 文書が証拠として採択されなかったときは、法院は、当事者の意見を聴い

て提出された文書の原本・正本・謄本・抄本等を返還し、又は廃棄するこ

とができる。 

 

第356条(公文書の真正の推定) 

① 文書の作成方式及び趣旨によって公務員が職務上作成したものと認めたと

きは、これを真正な公文書と推定する。 

② 公文書が真正であるか疑わしいときは、法院は、職権で、該当公共機関に

照会することができる。 

③ 外国の公共機関が作成したものと認めた文書には、第 1 項及び第 2 項の規
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定を準用する。 

 

第 5 節 検証 

 

第364条(検証の申立て) 

当事者が検証を申し立てようとするときは、検証の目的を表示して申し立てな

ければならない。 

 

第365条(検証するときの鑑定等) 

受命法官又は受託判事は、検証に必要であると認めるときは、鑑定を命じ、又

は証人を尋問することができる。 

 

第 6 節 当事者尋問 

 

第367条(当事者尋問) 

法院は、職権で、又は当事者の申立てによって当事者本人を尋問することがで

きる。この場合において、当事者に宣誓をさせなければならない。 

 

第377条(申立ての方式) 

① 証拠保全の申立てには、次の各号の事項を明らかにしなければならない。 

１．相手方の表示 

２．証明する事実 

３．保全しようとする証拠 

４．証拠保全の事由 

② 証拠保全の事由は、疎明しなければならない。 

 

第380条(不服の禁止) 

証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 

 

第396条(控訴期間) 

① 控訴は、判決書が送達された日から 2 週間以内にしなければならない。た

だし、判決書の送達前も、することができる。 

② 第 1 項の期間は、不変期間とする。 

 

第397条(控訴の方式、控訴状の記載事項) 

① 控訴は、控訴状を第 1 審法院に提出することにより行う。 

② 控訴状には、次の各号の事項を書かなければならない。 

１．当事者及び法定代理人 

２．第 1 審判決の表示及びその判決に対する控訴の趣旨 

 

第418条(必須の差戻し) 

訴えが不適法であるとして却下した第 1 審判決を取り消す場合には、控訴法院

は、事件を第 1 審法院に差し戻さなければならない。ただし、第 1 審において



 

180 

 

本案判決をすることができる程度に審理がなされた場合又は当事者の同意があ

る場合には、控訴法院は、自ら本案判決をすることができる。 

 

第420条(判決書を書く方法) 

判決理由を書くときは、第 1 審判決を引用することができる。ただし、第 1 審

判決が第 208 条第 3 項により作成された場合には、この限りでない。 

 

第 2 章 上告 

 

第422条(上告の対象) 

① 上告は、高等法院が言い渡した終局判決及び地方法院合議部が第 2 審とし

て言い渡した終局判決に対して行うことができる。 

② 第 390 条第 1 項ただし書の場合には、第 1 審の終局判決に対して上告する

ことができる。 

 

第425条(控訴審手続の準用) 

上告及び上告審の訴訟手続には、特別の規定がないときは、第 1 章の規定を準

用する。 

 

第446条(抗告の処理) 

原審法院が抗告に正当な理由があると認めるときは、その裁判を更正しなけれ

ばならない。 

 

第 4 編 再審 

 

第451条(再審事由) 

① 次の各号のいずれかに該当するときは、確定した終局判決に対して再審の

訴えを提起することができる。ただし、当事者が上訴によりその理由を主

張し、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。 

１．法律により判決法院を構成しなかったとき 

２．法律上その裁判に関与することができない法官が関与したとき 

３．法定代理権・訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を

欠いたとき。ただし、第 60 条又は第 97 条の規定により追認したときは、

この限りでない。 

４．裁判に関与した法官がその事件について職務に関する罪を犯したとき 

５．刑事上処罰を受ける他人の行為により、自白をし、又は判決に影響を及

ぼす攻撃若しくは防御の方法の提出に妨害を受けたとき 

６．判決の証拠となった文書、その他の物件が偽造され、又は変造されたも

のであったとき 

７．証人・鑑定人・通訳人の虚偽の陳述又は当事者尋問による当事者若しく

は法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったとき 

８．判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決、その他の裁判又は行政処

分が他の裁判又は行政処分により変更されたとき 
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９．判決に影響を及ぼす重要な事項について判断の遺脱があったとき 

10．再審を提起する判決が前に言い渡した確定判決に逸脱するとき 

11．当事者が相手方の住所又は居所を知っていたにもかかわらず、いる所を

よく知らないとし、又は住所若しくは居所を偽って訴えを提起したとき 

② 第 1 項第 4 号乃至第 7 号の場合には、処罰を受ける行為に対して有罪の判

決若しくは過料賦課の裁判が確定したとき又は証拠不足以外の理由により

有罪の確定判決若しくは過料賦課の確定裁判をすることができないときに

のみ再審の訴えを提起することができる。 

③ 控訴審において事件について本案判決をしたときは、第 1 審判決に対して

再審の訴えを提起することができない。 

 

第453条(再審管轄法院) 

① 再審は、再審を提起する判決をした法院の専属管轄とする。 

② 審級を異にする法院が同じ事件について下した判決に対する再審の訴え

は、上級法院が管轄する。ただし、控訴審判決及び上告審判決にそれぞれ

独立した再審事由があるときは、この限りでない。 

 

第459条(弁論及び裁判の範囲) 

① 本案の弁論及び裁判は、再審請求理由の範囲内においてしなければならな

い。 

② 再審の理由は、変更することができる。 
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