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要約
◆背景
我が国知的財産紛争における証拠収集及び損害賠償額認定の適正化に向けた
検討の必要性については、2015年6月19日に知的財産戦略本部において決定された
「知的財産推進計画２０１５」にも記載されているところ、これらの検討には、
国際的な動向把握に加え、我が国における証拠収集手続や損害の額の推定規定等
の利用実態を把握することが必要である。そのためには、諸外国の知財紛争にお
ける証拠収集・損害賠償額認定に関する制度及びその利用実態・評価に関する調
査に加え、判決文には表れない、我が国知財紛争における訴え提起前の証拠収集、
証拠保全、具体的態様の明示義務、文書提出命令及び秘密保持命令等や、損害額
の推定規定等の各制度及びその利用実態・評価について把握することも必要であ
る。
そこで、本調査研究では、国内外の証拠収集及び損害賠償額認定に関する制度
及びその利用実態を調査し、知財紛争処理システムの活性化に向けた検討の場に
おける基礎資料とすることを目的とした。

◆公開情報調査
調査研究報告書、データベース及びインターネット情報等を利用

◆国内アンケート調査
【調査先】
国内企業：1,104 者、弁護士 52 者
【調査項目】
証拠収集及び損害賠償額認定

◆海外質問票調査
【調査先】
米国、英国、ドイツ、フランス
企業：12 者、法律事務所：12 者
【調査項目】
証拠収集及び損害賠償額認定

◆国内ヒアリング調査
【調査先】
国内企業：13 者、弁護士：8 者
【調査項目】
証拠収集及び損害賠償額認定

◆海外現地ヒアリング調査
【調査先】
米国、英国、ドイツ、フランス
企業：4 者、法律事務所：5 者
裁判官：3 者
【調査項目】
証拠収集及び損害賠償額認定
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Ⅰ．

序

１．

背景

知的財産推進計画の初期の成果の一つである知的財産高等裁判所の設立から10年経ち、
我が国の知財紛争処理システムは、
産業界や実務家から一定の評価が得られているものの、
利用状況や利便性の面での改善を求める声も強い1。我が国において、知的財産に関する多
種多様な紛争を迅速かつ的確に解決することは、知的財産を活用したイノベーション創出
の基盤であり、知財システム全般において知財紛争処理システムの知財戦略上の重要性は
ますます高まっている。国際的なシステム間競争にさらされていることを十分考慮し、我
が国の知財紛争処理システムの在り方を検証すべき時期にある。
特許権侵害訴訟において適正な審理がなされるためには、原告・被告の両者から十分な
証拠が提出される必要がある。しかし、特許権侵害訴訟では多くの場合、その証拠が原告
側ではなく被告側に偏在しているため、権利者による侵害の立証が困難であると言われて
いる。証拠収集が困難な場合として、①訴訟の冒頭段階である争点整理手続が十分に機能
していないこと、②被疑侵害者による侵害の事実を立証するための有力な手段である文書
提出命令が十分に機能していないこと、③証拠収集の前提となる秘密保持命令制度が十分
に機能していないことの３点が挙げられている2。一方で、従来から民事訴訟法及び特許法
の改正によってその充実化が図られてきており、裁判所の訴訟指揮も踏まえると適切な証
拠収集が可能となっているとの評価もある。
したがって、証拠収集手続の制度及び運用について実態を十分に把握した上で、証拠収
集手続の在り方について検証する必要がある。
損害賠償額については、累次の特許法改正を経て適正化されたとの評価がある一方で、
日本の裁判所により認められる損害賠償額がビジネスの実態ニーズを反映した額よりも低
い額にとどまっているという声は多い。損害の額の推定等の規定（特許法第102条）につい
て、立証の容易化を目指して導入された第1項があまり活用されていない、損害賠償額の算
定に用いられる「寄与率」概念によって賠償額が低額にされているが、その適用に当たっ
ての考え方及び算定方法が明確でないなどの問題があり、さらには、民法の不法行為の枠
内での「実損」賠償の考え方についても、研究開発投資の結果として生み出される特許権
の侵害からの救済を図るという観点からの見直しの余地も指摘されている3。
1

例えば、知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 知財紛争処理タスクフォース（第１回）資料３「知財紛争処理に
関する有識者の主な意見」を参照。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/tf_chiizai/dai1/
siryou3.pdf
2
知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 「知財紛争処理タスクフォース報告書」2頁～5頁を参照。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2015/dai13/siryou2.pdf
3
知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 「知財紛争処理タスクフォース報告書」第7頁～第10頁を参照。

ii

したがって、海外における損害賠償制度やビジネスの実態を理解した上で、我が国にお
ける損害賠償制度の在り方について検証する必要がある。
我が国知的財産紛争における証拠収集手続及び損害賠償額制度の検討の必要性について
は、昨年6月19日に知的財産戦略本部において決定された「知的財産推進計画２０１５」に
も記載されている4ところ、これらの検討には、国際的な動向把握に加え、我が国における
証拠収集手続や損害の額の推定等の利用実態を把握することが必要である。そのためには、
諸外国の知財紛争における証拠収集・損害賠償額認定に関する制度及びその利用実態・評
価に関する調査に加え、判決文には表れない、我が国知財紛争における訴え提起前の証拠
収集、証拠保全、具体的態様の明示義務、文書提出命令及び秘密保持命令等や、損害額の
推定規定等の各制度及びその利用実態・評価について把握することも必要である。
そこで、本調査研究では、国内外の証拠収集及び損害賠償額認定に関する制度及びその
利用実態を調査し、知財紛争処理システムの活性化に向けた検討の場における基礎資料と
することを目的とした。

２．

実施方法

（１）

公開情報調査（国内外の証拠収集手続及び損害賠償額認定に関する制度及びその
利用実態等）

書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネ
ット情報等を利用して、日本、及び、米国、英国、ドイツ、フランス、中国、韓国等６か
国程度の証拠収集・損害賠償額認定等に関する制度及びその利用実態に関する文献等（海
外の文献等を含む）を調査、整理及び分析した。その際、以下の項目について重点的に調
査を行った。
また、特許権侵害訴訟全体における証拠収集・損害賠償額認定等に関する制度の位置付
けを把握するため、日本、及び、米国、英国、ドイツ、フランス、中国、韓国等６か国程
度における特許権侵害訴訟の一般的な流れ等についても調査及び整理した。
＜重点調査項目＞
①

証拠収集制度

・米国のDiscoveryとその改善に向けた議論の状況
・英国のDisclosureとその利用実態
・ドイツのInspectionとその利用実態

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2015/dai13/sir you2.pdf
4
「知的財産推進計画２０１５」第18頁参照。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20150619.pdf

iii

・フランスの証拠収集制度とその利用実態
・日本の訴え提起前の証拠収集、証拠保全、具体的態様の明示義務、文書提出命令及
び秘密保持命令制度とその利用実態
② 損害賠償額の認定
・米国における損害賠償額認定の実態とその改善に向けた議論の状況
・欧州（特に、英国、ドイツ、フランス）における損害賠償額認定の実態
・諸外国における懲罰的賠償制度と導入に向けた議論の状況
・日本の損害賠償額認定の実態（特許法上の損害賠償の推定規定（特許法第102条第１
項乃至第３項）の利用実態）
（２）

国内アンケート調査（国内の証拠収集及び損害賠償額認定に関する制度の利用実
態等）

国内企業1,104者及び日本における特許権侵害訴訟の代理経験のある弁護士・弁理士52
者程度を対象に、証拠収集及び損害賠償額認定についてのアンケート調査を実施した。ア
ンケート調査先の選定及びアンケート項目の設定については、多様な観点を踏まえて検討
を行い、以下の点に留意した。
・アンケートは、簡便な選択式の問と、自由意見を書き込み可能な問とを組み合わせる
等の工夫をした。
・アンケート内容については、国内企業に対するものと弁護士・弁理士に対するものと
でそれぞれ質問項目を決定の上、作成した。国内企業に対しては特許権侵害訴訟の経
験を実際に有する企業だけではなく、訴訟提起の検討の経験を有する企業についても
考慮した。また、弁護士・弁理士に関しては守秘義務との関係を考慮した。
・調査票における趣旨・用語の説明の追加や、回答方法の平易化に努めた。
（３）

国内ヒアリング調査（国内の証拠収集及び損害賠償額認定に関する制度の利用実
態等）

前記（２）のアンケート調査対象者のうち21者程度に対して、国内ヒアリング調査を実
施した。
国内ヒアリング調査は、公開情報調査及び国内アンケート調査を踏まえてさらに深掘り
することを目的とし、ヒアリング調査先の選定及びヒアリング内容については、公開情報
調査等を踏まえて、多様な観点から検討を行った。
（４）

海外質問票調査（諸外国の証拠収集及び損害賠償額認定に関する制度及びその利
iv

用実態等）
米国、英国、ドイツ、フランス等の４か国程度において特許侵害訴訟の経験を有してい
る海外企業等（各国３者程度）や、これらの国等において特許権侵害訴訟の訴訟代理人を
多く受任している現地法律事務所等の者（各国３者程度）に対し、各国の証拠収集及び損
害賠償額認定に関する制度及びその利用実態や、各国の制度に関する議論の状況を調査す
るための質問票を送付し、特許権侵害訴訟の実務経験に裏付けられた実態調査を実施した。
海外調査票の送付先の選定及び調査項目の設定については、多様な観点を踏まえて検討
を行い、送付先の属性に応じて複数種類作成した。
なお、実施に当たっては、以下の点に留意した。
・海外質問票調査については、公開情報調査及び国内アンケート調査と同様の点に留意
して実施した。
・質問票については、送付先の国・地域ごとに、質問項目を決定の上、翻訳等を行い、
作成した。
（５）

海外現地ヒアリング調査（諸外国の証拠収集及び損害賠償額認定に関する制度及
び利用実態等）

米国、英国、ドイツ、フランス等の４か国程度における、前記（４）の海外質問票調査
表対象者、裁判官又は元裁判官のうち、各国３者程度に対して、海外現地ヒアリング調査
を実施した。
海外現地ヒアリング調査は、公開情報調査及び海外質問票調査を踏まえてさらに深掘り
することを目的とし、ヒアリング調査先の選定及びヒアリング内容については、公開情報
調査及び海外質問調査票調査等を踏まえて、多様な観点から検討を行った。
（６）

まとめ

上記調査に基づく分析によって、以下のような知見が得られた。
諸外国の知財紛争における証拠収集・損害賠償額認定に関する制度及びその利用実態・
評価や、我が国知財紛争における訴え提起前の証拠収集、証拠保全、具体的態様の明示義
務、文書提出命令及び秘密保持命令等や、損害額の推定規定等の各制度及びその利用実態・
評価について以下の通り把握することができた。
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Ⅱ．

国内編

１．

証拠収集

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第 132 条の 2、第 132 条の 3、第 132 条の 4）
に関してはほとんど利用されていない。その理由は、事前予告が必要な点と強制力がない
点を挙げる者が多く、そもそも同制度を知らないと回答した者も多数存在した。また、同
制度に関しては、その改善を求める声より、訴訟提起後の証拠収集制度の充実・改善を求
める声の方が大きかった。
証拠保全制度（民事訴訟法第 234 条）に関しても、申立てを行ってもその必要性がない
として裁判所から命令が滅多に出ないという指摘や仮に命令が出ても実効性に疑問がある
と考えてほとんど利用されていない。
具体的態様の明示義務（特許法第 104 条の 2）に関しては、機能しているという意見が
比較的多かった。
文書提出命令（特許法第 105 条第 1 項、2 項）に関しては、申し立てても裁判所が同命
令を出さなかったという経験が多い一方で、裁判所の訴訟指揮により任意で文書が提出さ
れる場合も多いようである。文書提出命令を伝家の宝刀として訴訟指揮により任意で提出
される形で運用されている点を評価する意見や、裁判所がもう少し同命令と秘密保持命令
を組み合わせて発令すべきという意見が挙げられた。
インカメラ手続（特許法第 105 条第 3 項）に関しては、知財訴訟の経験豊富な弁護士 27
者中僅か 3 者のみ経験を有し、訴訟経験や訴訟検討経験を有する企業 158 者中 1 者のみ経
験を有する程度でほとんど利用されていない。
秘密保持命令（特許法第 105 条の 4）に関しても、知財訴訟の経験豊富な弁護士 27 者中
僅か 5 者のみが経験を有し、訴訟経験や訴訟検討経験を有する企業 158 者中 5 者のみ経験
を有する程度するでほとんど利用されていない。相手方企業担当者を閲覧対象者に含めな
いといけない点に関しては、開示する側としては抵抗感が強い一方、閲覧する側としては
代理人だけ閲覧しても理解できない場合があることや、技術的知見を有する第三者が閲覧
できない状態では、内容を最も理解できる企業担当者の閲覧は必要という意見が多かった。

２．

損害賠償額認定

損害賠償額の認定に関しては、特許権者及び弁護士からは結果に不満であるとの意見が
比較的多く挙げられる一方で、被疑侵害者からは結果に納得したとする意見と不満とする
意見が同程度挙げられた。最も不満の多い点としては、寄与率の認定が不十分、不明瞭で
納得感がないという点であった。寄与率は製品の一部（部品）に特許がある場合や特許が
vi

複数入っている場合に限定して、それ以外の要素は推定の覆滅事由として、判決では、そ
の推定覆滅事由を明示すべきで、認定理由が不明瞭な寄与率はやめてもらいたいという意
見もあった。
特許法第 102 条第 1 項に関しては、比較的高額の損害賠償額が認められやすいとする一
方で、自社の利益率の開示についての抵抗感が強く、第 1 項による請求を見送る企業が多
かった。
特許法第 102 条第 3 項に関連しては、現状、発明協会の実施料率表がベースとなってい
るが、同データは平均値になっているので、もっと適用範囲を絞り込んで幅を設けるべき
という意見が聞かれた。そこで実施料の算定に関するデータベースやガイドラインがあれ
ば便利と考えるかという問いについては、もしあれば有用と考えるものの、業界別や条件
別で何%という料率の条件の細分化が必要であり、ライセンス契約の守秘義務の関係でその
ような情報は収集できないであろうという考えが多く、中途半端なデータベースやガイド
ラインであれば弊害の方が大きいのではないかという意見が多数であった。
計算鑑定人（特許法第 105 条の 2）に関しては、費用が 300 万円～400 万円要するなどの
理由から利用実績は、知財訴訟の経験豊富な弁護士 27 者中僅か 4 者、訴訟経験や訴訟検討
経験を有する企業 158 者中 2 者のみの経験の利用ではあるが、弁護士の利用実績のある４
者中 3 者が、企業では 2 者中１者がその鑑定結果に満足したという結果があり、ヒアリン
グにおいても同制度を評価する声も聞かれた。

Ⅲ．

海外編

１．

米国

（１）

証拠収集

Discovery は、提訴後からトライアル開始までの間に、当事者双方により、訴訟に関す
る情報開示を行うための制度である。
一般的に、Discovery には、約 50 万ドル～500 万ドルの費用、約 1 年～2 年の期間を要
する。
Discovery に関しては、大量に情報収集できるとの意見がある一方で、大きな負担（費
用と時間）がかかる、和解を強要するための道具として用いられている、開示の範囲をよ
り狭くすべき等といった意見が多かった。
（２）

損害賠償額認定

vii

米国の特許権侵害訴訟では、途中で和解することが多く、判決により損害賠償額が認定
されることは少ない。
損害賠償額の算定方法としては、逸失利益、合理的実施料がある。
訴訟費用の敗訴者負担は、法的には可能であるが、実際にそれが認定されている件数の
割合は 25％以下である。これに関しては、悪質な行為をした者に対しては認められるべき
だが、そうでない場合には認められるべきではないとの意見が多かった。
懲罰的賠償は、法的には 3 倍を上限として可能であるが、実際にそれが認定されている
件数の割合は 50％以下である。これに関しては、懲罰的賠償を得ることは難しいとの意見
が多かった。
損害賠償の制度全般に関しては、ルールが少なくケースに応じて柔軟な判断ができると
いう意見がある一方で、損害賠償額の予見性が低い、訴訟に負担（費用と時間）がかかる
要因になっている等といった意見もあった。

２．
（１）

英国
証拠収集

Disclosure は、米国の Discovery と同様に、当事者双方により、訴訟に関する情報開示
を行うための制度である。ただし、申請時に開示範囲を具体的に指定し、そこから裁判所
によって認められた部分のみが開示対象になるという点が異なる。
一般的に、Disclosure には、約 25 万ポンド～100 万ポンドの費用、約数カ月の期間を要
する。
Disclosure に関しては、費用がかかるとの意見がある一方で、負担は制限されている、
開示の範囲はほぼ適切になりつつある等といった意見が多かった。
（２）

損害賠償額認定

英国の特許権侵害訴訟では、侵害の認定と損害賠償額の認定が別訴となっており、損害
賠償額については侵害の判決が出た後に当事者同士で和解することが多い。
損害賠償額の算定方法としては、逸失利益、合理的実施料がある。
裁判所が認定する損害賠償額に関しては、高くはないが妥当なレベル、予見性が低い等
といった意見があった。
訴訟費用の敗訴者負担は、法定されており、実際にかかった費用の約 6～8 割が認定され
ている。これに関しては、支持する、パテントトロールを排除するために有効等といった
意見が多かった。
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懲罰的賠償は、法定されていない。これに関しては、例外的な場合に限って認められる
べき、過度に懲罰的なものであるべきではない、特許侵害訴訟は経済的な問題であり必要
以上に罰するべきではない等といった意見が多かった。
損害賠償の制度全般に関しては、損害賠償額の認定が別訴となっていることにより、侵
害の認定の裁判が迅速かつ安価に解決されるとの意見が多い一方で、損害賠償額の認定に
は往々にして長い期間と高い費用がかかるという意見が多かった。

３．
（１）

ドイツ
証拠収集

Inspection は、主に提訴前に、特許権者の申し立てにより、被疑侵害者の施設等におい
て強制的に証拠収集を行うための制度である。
一般的に、Inspection には、約 50,000 ユーロ～250,000 ユーロの費用、約 6 か月～12
か月の期間を要する。
Inspection の利用状況としては、提起される特許権侵害訴訟のうち約 5～10％しか利用
されていない。その理由としては、市販されている侵害製品を購入して調査することによ
り侵害活動は立証できるという思想が根底にあるようである。
Inspection に関しては、不意打ち効果があるという意見に加えて、うまく機能している、
容易に認められる、迅速に実施される等といった意見が多かった。
（２）

損害賠償額認定

ドイツの特許権侵害訴訟では、英国と同様に、侵害の認定と損害賠償額の認定が別訴と
なっており、損害賠償額については侵害の判決が出た後に当事者同士で和解することが多
い。
損害賠償額の算定方法としては、逸失利益、侵害者の利益、合理的実施料がある。
裁判所が認定する損害賠償額に関しては、ライセンス料に基づく算定では（通常のライ
センス料に基づいて計算することが多いため）少し足りないとの意見が多かった。
訴訟費用の敗訴者負担に関しては、法律により決められた一定額を敗訴者に負担させる
ことが可能であり、多くの場合に弁護士費用の半分以上が認定されている。これに関して
は、敗訴者から十分な額の費用を回収できている、トロール等の迷惑な訴訟の抑止力とな
りうる等といった意見が多かった。
懲罰的賠償は認められていない。これに関しては、反対、標準的な侵害事件であれば懲
罰的損害は行き過ぎ等といった意見が多かった。
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損害賠償の制度全般に関しては、うまく機能しているという意見がある一方で、ドイツ
では差止めに重点が置かれる、損害賠償額の判決が出されるまでに時間がかかる等といっ
た意見もあった。

４．
（１）

フランス
証拠収集

Seizure は、ドイツの Inspection と同様に、特許権者の申し立てにより、被疑侵害者の
施設等において強制的に証拠収集を行うための制度である。ただし、より歴史が長く、弁
護士や裁判官も当該制度に慣れているという点が異なる。
一般的に、Seizure には、約 12,000 ユーロの費用、約１か月の期間を要する。
Seizure の利用状況としては、提起される特許権侵害訴訟のうち約 80％も利用されてい
る。その理由としては、Seizure の歴史が長く慣れ親しまれており、容易に認められ迅速
に実施されるということが考えられる。
Seizure に関しては、良くも悪くも強力な手段という意見に加えて、うまく機能してい
る、容易に認められる、迅速に実施される等といった意見が多かった。
（２）

損害賠償額認定

フランスの特許権侵害訴訟では、米国と同様に、侵害の認定と損害賠償額の認定が 1 つ
の訴訟で行われる。
損害賠償額の算定方法としては、侵害の負の経済的影響（被害者に生じた逸失利益を含
む）、被害者が被った道徳的不利益、侵害者が受けた利益（侵害者が侵害によって得た知
識や材料及び販売促進への投資による利益を含む）を考慮する。
裁判所が認定する損害賠償額に関しては、現在では合理的に納得できるようになった、
フランスは損害賠償額が小さい分訴訟も少ない等といった意見があった。
訴訟費用の敗訴者負担に関しては、法定されており、多くの場合に弁護士費用の半分以
上が認定されている。これに関しては、バランスが取れた制度をとなっているという意見
がある一方で、勝訴者の実費と比べて低いとの意見があった。
懲罰的賠償は認められていない。これに関しては、模倣品に対しては認められるべきと
の意見がある一方で、反対、民法の哲学から考えられない、刑法で取り扱う問題等といっ
た意見が多かった。
損害賠償の制度全般に関しては、公正、維持すべきという意見がある一方で、損害賠償
額をもう少し増やすべき、そのために法的には既に整っているが判事が法の適用をするに
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至っていない等といった意見もあった。

Ⅳ．

総括

特許権の侵害訴訟においては、多くの場合権利者自らの調査によって必要な証拠が収集
されているが、製造方法に関する証拠など、その証拠が特に被告側に偏在している場合に
ついては、権利者による侵害の立証が困難である実態が明らかになった。その理由として、
訴えの提起前の証拠収集制度が機能していないこと、被疑侵害者による侵害の事実を立証
するための有力な手段である文書提出命令や訴訟証拠収集の前提となる秘密保持命令制度
が十分に機能していないことなどが挙げられた。一方で、このような制度は、利用率が低
いことが必ずしも機能していないことを意味するものではなく、伝家の宝刀として利用さ
れればよく、このような制度があることによって、訴訟指揮により任意で証拠の提出等が
される場合が多い現状においては、文書提出命令や秘密保持命令制度の存在意義はあると
いう意見も多く聞かれた。
また、当事者の求めに応じて相手方や第三者に証拠の提出を義務付ける米国のDiscovery
のような強力な証拠収集手続に関しては、一部では導入を求める意見もあったが、圧倒的
多数はその費用や工数を考えて同様な制度の導入には反対という意見であった。但し、入
手困難なBtoB製品やソフトウェア、相手方の工場内で実施されている疑いがある場合など
は、特許権者による証拠の収集や侵害の立証が特に困難であるため、特許権者が侵害を主
張するに“十分な”レベルで立証したことを前提として、被疑侵害者側にも非侵害を主張
する限りにおいてそれを立証するために十分な証拠の提出を義務付けるといった制度など、
なんらかの強制力を伴う証拠収集制度を望む声がある一方で、強制力を伴う証拠収集手続
に対してはパテントトロール等による濫用の恐れを懸念した慎重な意見もあった。
損害賠償額については、累次の特許法改正を経て適正化されたとの評価がある一方で、
日本の裁判所により認められる損害賠償額が低い額にとどまっているという声があった。
また、案件の規模を鑑みれば認定額は適切との意見や、米国の認定額との単純比較は適切
ではないとの意見もあった。
損害の額の推定等の規定（特許法第102条）については、立証の容易化を目指して導入さ
れた第1項が自社の利益率の開示が障害となってあまり活用されておらず、更に、損害賠償
額の算定に用いられる「寄与率」概念によって賠償額が低額にされているが、その適用に
当たっての考え方及び算定方法・根拠が明確でないという不満が多かった。
今後、我が国においては、知的財産権が一層尊重され活用されるべきであるが、一方で
およそ適正でない権利が濫用されることがないようにバランスの取れた知財紛争処理シス
テムを維持しつつ、ユーザーニーズを考慮し、更に海外の知財紛争処理制度も踏まえなが
ら我が国の知財紛争処理システムの在り方の検討を進めていくべきである。
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はじめに
知的財産推進計画の初期の成果の一つである知的財産高等裁判所の設立から10年経ち、
我が国の知財紛争処理システムは、
産業界や実務家から一定の評価が得られているものの、
利用状況や利便性の面での改善を求める声も強い。我が国において、知的財産に関する多
種多様な紛争を迅速かつ的確に解決することは、知的財産を活用したイノベーション創出
の基盤であり、知財システム全般において知財紛争処理システムの知財戦略上の重要性は
ますます高まっている。国際的なシステム間競争にさらされていることを十分考慮し、我
が国の知財紛争処理システムの在り方を検証すべき時期にある。
証拠収集手続については、従来から民事訴訟法及び特許法の改正によってその充実化が
図られてきており、裁判所の訴訟指揮も踏まえると適切な証拠収集が可能となっていると
の評価がある一方で、特に製造方法に関する特許の侵害行為の立証に必要な証拠収集が難
しいとの声もある。
したがって、制度及び運用について実態を十分に把握した上で、証拠収集手続の在り方
について検証する必要がある。
損害賠償額については、累次の特許法改正を経て適正化されたとの評価がある一方で、
日本の裁判所により認められる損害賠償額がビジネスの実態ニーズを反映した額よりも低
い額にとどまっているという声は多い。損害の額の推定等の規定（特許法第102条）につい
て、立証の容易化を目指して導入された第1項があまり活用されていない、損害賠償額の算
定に用いられる「寄与率」概念によって賠償額が低額にされているが、その適用に当たっ
ての考え方及び算定方法が明確でないなどの問題があり、さらには、民法の不法行為の枠
内での「実損」賠償の考え方についても、研究開発投資の結果として生み出される特許権
の侵害からの救済を図るという観点からの見直しの余地も指摘されている。
したがって、海外における損害賠償制度やビジネスの実態を理解した上で、我が国にお
ける損害賠償制度の在り方について検証する必要がある。
本調査研究では、このような背景を踏まえ、国内外の証拠収集及び損害賠償額認定に関
する制度及びその利用実態を調査・分析を行った。
本調査研究で得られた国内外の証拠収集及び損害賠償額認定に関する制度及びその利用
実態に係る報告が、今後の知財紛争処理システムの活性化に向けた検討の場における基礎
資料となれば幸いである。
最後に、本調査研究の遂行に当たり、アンケート調査、ヒアリング調査及び質問票にご
協力を頂いた企業、法律事務所、法曹関係者の関係各位に、この場を借りて深く感謝を申
し上げる次第である。
平成28年2月

一般財団法人

知的財産研究所
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Ⅰ．

序

１．

背景

知的財産推進計画の初期の成果の一つである知的財産高等裁判所の設立から10年経ち、
我が国の知財紛争処理システムは、
産業界や実務家から一定の評価が得られているものの、
利用状況や利便性の面での改善を求める声も強い5。我が国において、知的財産に関する多
種多様な紛争を迅速かつ的確に解決することは、知的財産を活用したイノベーション創出
の基盤であり、知財システム全般において知財紛争処理システムの知財戦略上の重要性は
ますます高まっている。国際的なシステム間競争にさらされていることを十分考慮し、我
が国の知財紛争処理システムの在り方を検証すべき時期にある。
特許権侵害訴訟において適正な審理がなされるためには、原告・被告の両者から十分な
証拠が提出される必要がある。しかし、特許権侵害訴訟では多くの場合、その証拠が原告
側ではなく被告側に偏在しているため、権利者による侵害の立証が困難であると言われて
いる。証拠収集が困難な場合として、①訴訟の冒頭段階である争点整理手続が十分に機能
していないこと、②被疑侵害者による侵害の事実を立証するための有力な手段である文書
提出命令が十分に機能していないこと、③証拠収集の前提となる秘密保持命令制度が十分
に機能していないことの３点が挙げられている6。一方で、従来から民事訴訟法及び特許法
の改正によってその充実化が図られてきており、裁判所の訴訟指揮も踏まえると適切な証
拠収集が可能となっているとの評価もある。
したがって、証拠収集手続の制度及び運用について実態を十分に把握した上で、証拠収
集手続の在り方について検証する必要がある。
損害賠償額については、累次の特許法改正を経て適正化されたとの評価がある一方で、
日本の裁判所により認められる損害賠償額がビジネスの実態ニーズを反映した額よりも低
い額にとどまっているという声は多い。損害の額の推定等の規定（特許法第102条）につい
て、立証の容易化を目指して導入された第1項があまり活用されていない、損害賠償額の算
定に用いられる「寄与率」概念によって賠償額が低額にされているが、その適用に当たっ
ての考え方及び算定方法が明確でないなどの問題があり、さらには、民法の不法行為の枠
内での「実損」賠償の考え方についても、研究開発投資の結果として生み出される特許権
の侵害からの救済を図るという観点からの見直しの余地も指摘されている7。
5

例えば、知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 知財紛争処理タスクフォース（第１回）資料３「知財紛争処理に
関する有識者の主な意見」を参照。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/tf_chiizai/dai1/
siryou3.pdf
6
知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 「知財紛争処理タスクフォース報告書」2頁～5頁を参照。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2015/dai13/siryou2.pdf
7
知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 「知財紛争処理タスクフォース報告書」第7頁～第10頁を参照。
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したがって、海外における損害賠償制度やビジネスの実態を理解した上で、我が国にお
ける損害賠償制度の在り方について検証する必要がある。
我が国知的財産紛争における証拠収集手続及び損害賠償額制度の検討の必要性について
は、2015年6月19日に知的財産戦略本部において決定された「知的財産推進計画２０１５」
にも記載されている8ところ、これらの検討には、国際的な動向把握に加え、我が国におけ
る証拠収集手続や損害の額の推定等の利用実態を把握することが必要である。そのために
は、諸外国の知財紛争における証拠収集・損害賠償額認定に関する制度及びその利用実態・
評価に関する調査に加え、判決文には表れない、我が国知財紛争における訴え提起前の証
拠収集、証拠保全、具体的態様の明示義務、文書提出命令及び秘密保持命令等や、損害額
の推定規定等の各制度及びその利用実態・評価について把握することも必要である。
そこで、本調査研究では、国内外の証拠収集及び損害賠償額認定に関する制度及びその
利用実態を調査し、知財紛争処理システムの活性化に向けた検討の場における基礎資料と
することを目的とした。

２．

実施方法

（１）

公開情報調査（国内外の証拠収集手続及び損害賠償額認定に関する制度及びその
利用実態等）

書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネ
ット情報等を利用して、日本、及び、米国、英国、ドイツ、フランス、中国、韓国等６か
国程度の証拠収集・損害賠償額認定等に関する制度及びその利用実態に関する文献等（海
外の文献等を含む）を調査、整理及び分析した。その際、以下の項目について重点的に調
査を行った。
また、特許権侵害訴訟全体における証拠収集・損害賠償額認定等に関する制度の位置付
けを把握するため、日本、及び、米国、英国、ドイツ、フランス、中国、韓国等６か国程
度における特許権侵害訴訟の一般的な流れ等についても調査及び整理した。
＜重点調査項目＞
②

証拠収集制度

・米国のDiscoveryとその改善に向けた議論の状況
・英国のDisclosureとその利用実態
・ドイツのInspectionとその利用実態

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2015/dai13/sir you2.pdf
8
「知的財産推進計画２０１５」第18頁参照。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20150619.pdf
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・フランスの証拠収集制度とその利用実態
・日本の訴え提起前の証拠収集、証拠保全、具体的態様の明示義務、文書提出命令及
び秘密保持命令制度とその利用実態
② 損害賠償額の認定
・米国における損害賠償額認定の実態とその改善に向けた議論の状況
・欧州（特に、英国、ドイツ、フランス）における損害賠償額認定の実態
・諸外国における懲罰的賠償制度と導入に向けた議論の状況
・日本の損害賠償額認定の実態（特許法上の損害賠償の推定規定（特許法第102条第１
項乃至第３項）の利用実態）
（２）

国内アンケート調査（国内の証拠収集及び損害賠償額認定に関する制度の利用実
態等）

国内企業1,104者及び日本における特許権侵害訴訟の代理経験のある弁護士・弁理士52
者程度を対象に、証拠収集及び損害賠償額認定についてのアンケート調査を実施した。ア
ンケート調査先の選定及びアンケート項目の設定については、多様な観点を踏まえて検討
を行い、以下の点に留意した。
・アンケートは、簡便な選択式の問と、自由意見を書き込み可能な問とを組み合わせる
等の工夫をした。
・アンケート内容については、国内企業に対するものと弁護士・弁理士に対するものと
でそれぞれ質問項目を決定の上、作成した。国内企業に対しては特許権侵害訴訟の経
験を実際に有する企業だけではなく、訴訟提起の検討の経験を有する企業についても
考慮した。また、弁護士・弁理士に関しては守秘義務との関係を考慮した。
・調査票における趣旨・用語の説明の追加や、回答方法の平易化に努めた。
（３）

国内ヒアリング調査（国内の証拠収集及び損害賠償額認定に関する制度の利用実
態等）

前記（２）のアンケート調査対象者のうち21者程度に対して、国内ヒアリング調査を実
施した。
国内ヒアリング調査は、公開情報調査及び国内アンケート調査を踏まえてさらに深掘り
することを目的とし、ヒアリング調査先の選定及びヒアリング内容については、公開情報
調査等を踏まえて、多様な観点から検討を行った。
（４）

海外質問票調査（諸外国の証拠収集及び損害賠償額認定に関する制度及びその利
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用実態等）
米国、英国、ドイツ、フランス等の４か国程度において特許侵害訴訟の経験を有してい
る海外企業等（各国３者程度）や、これらの国等において特許権侵害訴訟の訴訟代理人を
多く受任している現地法律事務所等の者（各国３者程度）に対し、各国の証拠収集及び損
害賠償額認定に関する制度及びその利用実態や、各国の制度に関する議論の状況を調査す
るための質問票を送付し、特許権侵害訴訟の実務経験に裏付けられた実態調査を実施した。
海外調査票の送付先の選定及び調査項目の設定については、多様な観点を踏まえて検討
を行い、送付先の属性に応じて複数種類作成した。
なお、実施に当たっては、以下の点に留意した。
・海外質問票調査については、公開情報調査及び国内アンケート調査と同様の点に留意
して実施した。
・質問票については、送付先の国・地域ごとに、質問項目を決定の上、翻訳等を行い、
作成した。
（５）

海外現地ヒアリング調査（諸外国の証拠収集及び損害賠償額認定に関する制度及
び利用実態等）

米国、英国、ドイツ、フランス等の４か国程度における、前記（４）の海外質問票調査
表対象者、裁判官又は元裁判官のうち、各国３者程度に対して、海外現地ヒアリング調査
を実施した。
海外現地ヒアリング調査は、公開情報調査及び海外質問票調査を踏まえてさらに深掘り
することを目的とし、ヒアリング調査先の選定及びヒアリング内容については、公開情報
調査及び海外質問調査票調査等を踏まえて、多様な観点から検討を行った。
（６）

まとめ

上記調査に基づく分析によって、以下のような知見が得られた。
諸外国の知財紛争における証拠収集・損害賠償額認定に関する制度及びその利用実態・
評価や、我が国知財紛争における訴え提起前の証拠収集、証拠保全、具体的態様の明示義
務、文書提出命令及び秘密保持命令等や、損害額の推定規定等の各制度及びその利用実態・
評価について以下の通り把握することができた。

-4-

Ⅱ． 国内編
１．

特許権侵害訴訟の流れ

日本の特許権侵害訴訟は、その手続は原則として訴状の裁判所への提出によって開始さ
れる。特許権侵害訴訟の訴訟手続きの主な流れは図１に示す通りである。
（１）

訴状

訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない(民訴133条1項)。
訴訟手続は、訴状を裁判所に提出することにより開始され、その訴状に対して、被告に
よる答弁書、準備書面による攻撃防御が行われ、以後、原告、被告の双方が準備書面によ
り攻撃防御を行う。
（２）

答弁書9

答弁書には、請求の趣旨に対する答弁を記載するほか、訴状に記載された事実に対する
認否及び抗弁事実を具体的に記載し、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実
で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。
知的財産権に関する請求を内容とする訴状が提出され、裁判所において受理されると、
訴えが不適法で補正することができない場合等を除き(民訴140条、141条)、裁判長は、第1
回口頭弁論を聞くために、原則として訴えが提起された日から30日以内(民訴規60条2項)
に口頭弁論期日を指定し、当事者を呼び出さなければならず、裁判所書記官が口頭弁論期
日の呼出状とともに訴状副本を被告に送達し(民訴139条、138条)、当該裁判所に訴訟が係
属することになる。
答弁書には、原則として、請求の趣旨に対する答弁及び訴状に記載された事実に対する
認否及び抗弁事実を具体的に記載し、立証を要する事由ごとに当該事実に関連する事実で
重要なもの及び証拠を記載する(民訴規80条)。

9

本款（ⅱ）は、『日本弁理士会編著「改訂3版
2012年発行』を参考に作成した。

知的財産権侵害実務ハンドブック」193頁（（財）経済産業調査会発行、
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原告
訴状

裁判所

被告
答弁書

当事者照会

当事者照会
第1回口頭弁論
答弁書陳述（被告主張の概要
の提示）
基本的書証の提出

訴状陳述
基本的書証の提出
第1回弁論準備手続

対象製品/方法の特定
技術的範囲の属否の主張
無効の抗弁の主張
第2回弁論準備手続
技術的範囲の属否に関する被
告の主張に対する反論
無効の抗弁に対する反論
第3回弁論準備手続
技術的範囲の属否に関する原
告の主張に対する反論
無効の抗弁の主張の補充
第4回弁論準備手続
無効の抗弁に対する反論の補
充
第n回弁論準備手続
技術説明

技術説明
第ｎ+α回弁論準備手続
損害論の審理への移行
の有無の決定
心証開示
非侵害／侵害

和解調書

（和解勧告）

和解調書

第ｎ+1回弁論準備手続
損害論の審理
第2回口頭弁論
判決言渡し
控訴
知的財産高等裁判所
上告
最高裁判所

図１

特許権侵害訴訟の訴訟手続きの流れ10

10

図１は裁判所ホームページhttp://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/singairon/（参照日：2015.11.5）の『別紙「特
許権侵害訴訟の審理モデル（侵害論）
」』を参考に作成した。
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（３）

準備書面11

準備書面とは、当事者が口頭弁論において陳述を予定する内容を記載して裁判所に提出
する書面である。
口頭弁論において、準備書面の提出が要求されている(民訴161条1項)。現行の裁判制度
は、当事者の事実上及び法律上の主張は口頭弁論において口頭で陳述する(口頭主義。民訴
87条1項)ことを原則とするが、必要に応じて書面主義を採用している。
（４）

審理12

特許権等の侵害に基づく損害賠償請求訴訟の審理は、大きく分けて侵害論と損害論に分
けられる。侵害論とは、相手方(被告)の行為が、権利者（原告）の特許権の侵害であるか
否かという権利侵害の成否を審理するものであり、損害論とは、侵害が認められる場合に、
その損害額を審理するものである。裁判所は、通常、図2の通り、まず侵害論について審理
をし、裁判所が“侵害”との心証を抱いた後、損害論の審理に入るが、この段階で和解を
勧告し、和解期日が指定される場合もある。裁判所が、“非侵害”との心証を抱いた場合
には、弁論準備手続を終結し、第2回口頭弁論期日において弁論を終結し、判決言渡しに至
るが、裁判所の心証を開示した上で和解を勧告し、和解期日が指定される場合もある。
損害論

侵害論

訴訟提起

Yes
裁判所の“侵害”と
の心証

⇓No
終結
図 2．特許権等の侵害に基づく損害賠償請求訴訟の審理
（５）

和解

通常の民事事件は和解によって訴訟が終了することが多いが、知的財産権侵害訴訟にお
いても和解によって終了することが多い13。
11

本款（ⅲ）は、『前記「改訂3版 知的財産権侵害実務ハンドブック」253頁』を参考に作成した。
本款（ⅳ）は、『前記「改訂3版 知的財産権侵害実務ハンドブック」267頁』を参考に作成した。
13
「侵害訴訟等における特許の安定性に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書」61頁 （財）知的財産研究所2015
12
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和解の一般的要件としては、①当事者が、②互いに譲歩して、その間に存する争いをや
めることを約することによって、その効力を生ずる。（民法695条）。
（６）

上訴14

上訴は、未確定の原裁判に対し、当事者がそれを不服としてその取消しや変更を上級裁
判所に求める訴訟行為であり、原裁判が判決の場合は、控訴(民訴281条)、上告(民訴311
条)、上告受理の申立て(民訴318条)が上訴になる。
なお、未確定の原裁判に対するものであるので、確定判決を覆滅させる再審(民訴338条)
は上訴ではない。
（ⅰ）

控訴

控訴(民訴281～310条の2、民訴規173～185条)は、第1審の終局判決に対する第2の事実審
(地裁判決に対しては高等裁判所、訴額が140万円以下の場合の簡裁判決に対しては地方裁
判所)への上訴である。
控訴審は、第1審の裁判資料に新たな資料を収集して、第1審の判決の当否を判断するも
のであるから続審といわれる。
（ⅱ）

上告

上告(民訴311～327条、民訴規186～204条)は、終局判決に対する法律審への上訴であり、
3審制のもとで控訴審の終局判決に対する上訴である。
第2審の高裁判決に対しては最高裁判所に、第2審が地裁の控訴審判決に対しては高等裁
判所に提起する(民訴311条)。

年2月発行参照。
本款（ⅵ）は、『前記「改訂3版

14

知的財産権侵害実務ハンドブック」345～349頁』を参考に作成した。
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２．

証拠収集

（１）

制度

（ⅰ）

訴えの提起前における証拠収集の処分等15（民事訴訟法 132 条の 2 等）

平成 15 年の民事訴訟法の改正により、第 1 編第 6 章として「訴えの提起前における証拠
収集の処分等」の規定が設けられた。
①

提訴予告通知制度

民事訴訟の充実・迅速化を実現するため、提訴予告通知制度を利用することにより、訴
え提起前に、相手方への照会及び裁判所に対して訴え提起前の証拠収集処分を申し立てる
ことができる（民事訴訟法 132 条の 2～同条の 9。
）。
（a）

提訴予告通知とは、「訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対

し訴えの提起を予告する通知」である（132 条の 2 第 1 項）。提訴予告通知を発することに
より提訴前の照会及び証拠収集の処分を利用することが可能となる（132 条の 2、
同条の 4）。
予告通知に対して返答した相手方も同様である（132 条の 3、同条の 4）。
（b） 提訴予告通知者は、提訴予告通知書に提起しようとする訴えに係る請求の要旨及
び紛争の要点を具体的に記載しなければならない
（132 条の 2 第 3 項、規則 52 条 2 第 2 項）
。
その他の記載事項は、規則 52 条の 2 に定められている。規則上、できる限り、訴えの提起
の予定時期を明らかにしなければならない（52 条の 2 第 3 項）。
②

訴えの提起前における予告通知者・被予告通知者照会（132 条の 2、132 条の 3）

（a） 提訴予告通知者及び被予告通知者は、予告通知をした日（被予告通知者は受領し
た日）から 4 か月以内に限り、相手方に対して、訴訟の主張又は立証を準備するために必
要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面
で照会をすることができる（132 条の 2、132 条の 3）。
（b） 当事者照会が許されない場合（163 条各号）など照会内容については制限がある
（132 条の 2 第 1 項ただし書、同条の 3 第 1 項後段）。
③

訴えの提起前における証拠収集の処分（民訴法 132 条の 4）

（a）提訴予告通知者及び返答をした被予告通知者は、
「予告通知に係る訴えが提起され
た場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきもの」について、予告通知がさ
れた日から 4 か月の不変期間内に、次の証拠収集処分を申し立てることができる（132 条
の 4 第 1 項、2 項）
。
・文書の送付嘱託（文書の所持者にその文書の送付を嘱託すること）
15

本款（ⅰ）は、『東京地方裁判所民事部プラクティス委員会編「民事訴訟における証拠収集手続」16頁～19頁
敏「訴えの提起前における証拠収集の処分等」LIBRA Vol.8 No.10 2008/10』を参考に作成した。
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大坪和

・調査嘱託（必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会
議所、取引所その他の団体に嘱託すること）
・専門家の意見陳述の嘱託（専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づ
く意見の陳述を嘱託すること）
・執行官による現況調査（執行官に対し、物の形状、占有関係その他の現況について調査
を命ずること）
（b）提訴前の証拠収集処分は、
「訴えが提起された場合に立証に必要であることが明ら
かな証拠」となるものについて、
「申立人が自ら収集することが困難であると認められると
き」に利用することができる（民訴法 132 条の 4）。ただし、「その収集に要すべき時間又
は嘱託を受けるべき者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でない
と認めるとき」は利用できない（民訴法 132 条の 4 ただし書き）。
（ⅱ）

証拠保全等16

証拠保全とは、帳簿類の廃棄又は改ざんのおそれや、侵害行為の変更のおそれなど予め
証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認められ
るときに、当事者の申立てにより、裁判所が当事者尋問、鑑定、書証、検証等をすること
ができる(民訴234条)。
①

請求の理由についての主張と疎明

証拠保全の申立てに当たっては、証拠保全の事由、相手方の表示、証明すべき事実及び
証拠を書面に記載しかつ、証拠保全の事由を疎明しなければならない(民訴規153条)。
証拠保全は、一般的には、緊急性の要請から、原則として、保全される証拠により証明
される事実を、その請求原因の一部とする裁判上の請求自体の当否についてまで疎明を求
めるべきでないとされているが、知的財産訴訟における証拠保全には、競業相手の工場や
事業所等における現場検証や帳簿類の取調べが必要な場合が多く、重大な営業秘密ないし
ノウハウの開示を求める場合があるため、裁判所から、請求自体の当否及び保全の必要性
についてかなり厳格に疎明を要求されることが多い。
②

審理

裁判所は、証拠保全の事由及び訴訟上の請求に理由があることにつき、主張及び疎明が
なされているかどうかを審理する。
③

許否の裁判

申立てに理由があると認められた場合には、証拠保全決定がなされる。
証拠保全の申立てが不適法であるか又は理由がない場合には、却下されるが、却下決定

16

本款（ⅱ）は、『前記「改訂3版

知的財産権侵害実務ハンドブック」301～304頁』を参考に作成した。
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に対しては通常抗告をすることができる(民訴328条1項)。
④

証拠調べ

証拠調べの方法については、通常の証拠調べの手続により行われる。相手方が代理人と
なるべき弁護士にその場で連絡をつけることができ、その立会いも許される。相手方が呼
出しを受けながら、証拠保全の期日に指定の場所に出頭しない場合にも証拠調べをするこ
とができる。
（ⅲ）

具体的態様の明示義務17（特許法 104 条の 2）

特許権侵害訴訟において、特許を侵害するものであると主張する行為自体を権利者が立
証することは容易でないことが多い。例えば、成型用金型に係る特許権侵害が争われてい
る場合に、設計書等の金型に関する資料は相手方が所持しており、また、金型それ自体も
相手方の工場内にあるため、権利者が相手方の訴訟対応が不熱心、不誠実である場合には、
訴訟の争点整理段階が適正に進行しないことも懸念される。このような実情に鑑み、権利
者のみでなく相手方も訴訟の争点整理段階に積極的に参加させる観点から、民事訴訟にお
ける積極否認（訴訟当事者の主張する事実を否認する場合は否認の理由を明らかにしなけ
ればならない）の考え方を一歩進めた具体的要件を定めることとした。すなわち、特許権
侵害訴訟において、権利者が主張する相手方の行為の具体的態様を否認するときは、相当
な理由があるときを除き、相手方は自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならな
いこととした。
（ⅳ）

書類等の提出等（特許法 105 条）18

文書一般の提出義務については民事訴訟法220条に定められているが、本条の規定は民事
訴訟法220条の要件を充足していない場合にも適用される。本条の申立ては、原告たる特許
権者又は専用実施権者のみならず、被告である侵害者もすることができる。本条の規定に
より提出命令があったにもかかわらず、当事者が書類の提出をしないときは民事訴訟法224
条1項の規定が適用され、裁判所は相手方の主張を真実と認めることができる。また相手方
の使用を妨げる目的をもって書類を滅失等した場合も、民事訴訟法224条2項の規定により
同様な効果を生ずる。
なお、平成11年の一部改正により、1項に規定する書類の提出の対象として「侵害行為に
ついて立証するための必要な書類」が追加され、侵害行為の立証に際しても、裁判所は訴
訟上必要な書類の提出を命じることができることとなった。また、同改正により、2項を新
17
18

本款（ⅲ）は、『前記「工業所有権法（産業財産法）逐条解説」304頁』を引用した。
本款（ⅳ）は、『前記「工業所有権法（産業財産法）逐条解説」311頁』を引用した。
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設し、1項における書類の提出を拒む「正当な理由」があるか否かの判断について、裁判所
のみが書類を見ることにより行う手続（インカメラ手続）を規定した。
さらに、平成16年の裁判所法等の一部改正に伴って、3項を新設し、2項で提示された書
類については、何人も開示を求めることができないが、侵害行為の立証の容易化と営業秘
密の保護とのバランスを図る観点から、営業秘密に該当するか否かなど正当な理由がある
かどうかについて2項後段の書類を開示して意見を聴くことが必要であると認めるときは、
裁判所の裁量で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し当該書類を開示することができ
ることとした。なお、民事訴訟法上はこのような開示は認められない(民事訴訟法223条6
項)。
（ⅴ）

秘密保持命令（特許法105条の4）19

秘密保持命令は、特許権等の侵害に係る訴訟において、営業秘密を含む準備書面や証拠
について、当該訴訟の追行の目的以外の目的への使用や訴訟関係人以外の者への開示を禁
ずることにより、営業秘密を訴訟手続に顕出することを容易にし、営業秘密の保護及び侵
害行為の立証の容易化を図り、併せて審理の充実を図るものである。
1項本文は、秘密保持命令は、当該営業秘密の当該訴訟の追行の目的以外の目的への使用
及び当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けた者以外の者への開示を禁止するものである
ことを規定している。一方、訴訟追行の目的への使用については、訴訟当事者の防御権を
確保するためにこのような使用を認める必要があり、また、正当行為として違法性が阻却
されること及び訴訟手続の中で営業秘密が保護されることにより、この行為により営業秘
密がその要件を欠く危険性は極めて低いと考えられることから、これを秘密保持命令の対
象から除外している。
秘密保持命令は、訴訟手続に顕出された営業秘密の保護を目的とするものであり、秘密
保持命令の申立て以前に訴訟手続と無関係に取得され又は保有されていた営業秘密につい
ては、その知るに至った法律関係の規律するべきところであって、営業秘密を訴訟手続に
顕出することを容易にすることとは無関係であるから、本項ただし書において、秘密保持
命令の申立ての時までに秘密保持命令の名宛人が当該準備書面又は証拠以外の方法で当該
営業秘密を取得し又は保有していたものである場合は、秘密保持命令の発令対象とはなら
ないことを規定している。
本項1号及び2号は、秘密保持命令が発令され得るために疎明を要する事項を規定してい
る。2項は、秘密保持命令の申立てについては、その重要性にかんがみ、所定の事項を記載
した書面で行わなければならないことを規定している。そして、秘密保持命令が発せられ

19

本款（ⅴ）は、『前記

工業所有権法（産業財産法）逐条解説 317頁～319頁』を引用した。
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た場合には、名宛人の手続保障の観点から、3項の規定により、その決定書を名宛人に送達
し、4項の規定により、秘密保持命令は当該決定書が送達された時からその効力を生ずるこ
とになる。
また、5 項に規定するように、秘密保持命令を却下した裁判に対しては、即時抗告をす
ることができるが、秘密保持命令を発令した決定は、直ちに確定する。
（ⅵ）

計算鑑定（特許法 105 条の 2）20

特許権侵害による損害額の立証のために必要な事項は、侵害品の販売数量等、侵害者が
所持する証拠によらなければ立証できないものであるため、従来、105 条（書類の提出等）
において、民事訴訟法の文書提出命令の特則として、損害の計算に必要な書類の提出を求
めることができることとしていた。しかし、①損害計算のために提出される書類の量は膨
大であり、経理・会計の専門家ではない者にとっては、書類の内容を正確かつ迅速に理解
することは困難であるとともに、②提出書類が略号表記を含んでいたり、コンピュータ管
理された帳簿類の打ち出しデータである場合には、説明を受けることなしにその意味を理
解できず、③当事者照会（民事訴訟法 163 条）や鑑定人の発問（民事訴訟規則 133 条）等
の制度を活用しても、当事者が説明に応じなければ、書類の内容を理解することは困難で
ある。こうした問題を解決するためには、経理・会計の知識を持った専門家を活用すると
ともに、当事者を損害の計算に協力させることが有効と考えられることから、本条では、
民事訴訟一般における鑑定の特則として、特許権侵害訴訟における損害計算のための鑑定
において、当事者は、鑑定に必要な事項の説明義務を負うことにした。なお、本条におい
て特段の定めがない手続や効果等については、
民事訴訟における通常の鑑定と同様であり、
民事訴訟法及び民事訴訟規則の規定が適用される。
（２）

利用実態（企業）

（ⅰ）

アンケート対象者について

日本知的財産協会正会員企業 936 者と、平成 26 年～27 年 8 月において、特許権侵害訴
訟の原告又は被告の経験がある企業（判決ベース）から日本知的財産協会正会員企業の重
複を除いた 168 者の合計 1104 者にアンケートを送付し、523 者（回答率 47.4％）より回答
を得た。
本編では、回答を頂いた 523 者中、特許権侵害訴訟経験又は訴訟の検討経験のある企業

20

本款（ⅵ）は、『前記

工業所有権法（産業財産法）逐条解説312頁～313頁』を引用した。
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（158 者）からの C.証拠収集手続きおよび D.損害賠償請求に関する経験の回答の集計結果
を掲載した。
集計対象者（158者）の内訳：
・訴訟経験あり（原告）
：65者
・訴訟検討経験あり：127者(内、訴訟経験あり：65者、訴訟経験なし：62者)
・提訴された経験あり（被告）
：62者（内、訴訟経験あり：14者、訴訟検討経験あり：17
者）
アンケートの集計結果と集計結果に対するコメントに続き、比較的経験豊富な13者に対
して実施したヒアリングの主なコメントを記載した。各企業の属性は下記の通りである。
企業Ｋ

大企業

電機

企業Ｌ

中小企業

その他

企業Ｍ

大企業

医薬品

企業Ｎ

中小企業

その他製造

企業Ｏ

大企業

医薬品

企業Ｐ

中小企業

機械

企業Ｑ

大企業

機械

企業Ｒ

中小企業

機械

企業Ｓ

大企業

電機

企業Ｔ

中小企業

その他製造

企業Ｕ

大企業

医薬品

企業Ｖ

大企業

精密機械

企業Ｗ

大企業

非鉄金属

なお、企業全523者の回答結果、フリーコメントやその他のクロス集計結果については資
料編に掲載した。
注：掲載した棒グラフの横軸のスケールは回答者総数とした。
Ｃ．貴社の過去5年間の特許権侵害に係る証拠収集手続の経験についてお尋ねします。

Ｃ－1

我が国における特許権侵害訴訟の証拠収集に関する経験を教えてください（b

～uは複数回答可）
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証拠収集についての経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

20

40

60

80

100

120

140

45

a. 経験はない

81

侵害の行為についての経験がある

55

損害の計算についての経験がある

15

無回答

訴訟経験（原告または被告）と訴訟検討経験を有する者（以下、
「経験者」という）の半数
以上（158者中81者（51.3%））が侵害行為に関する証拠収集経験を有し、34.8%（55者）が
損害の計算に関する証拠収集経験を有する。

証拠収集手続きについての経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

10

20

30

40

50

60

70

81

b. 自社の調査により証拠を収集できた
20

c. 調査会社等を利用して証拠を収集できた
8

d. （訴訟指揮により）被疑侵害者が任意で証拠を開示した
3

e. 日本の法制度を利用して証拠を収集できた
f. 他国の法制度を利用して証拠を収集できた

0
19

g. 自社の調査では証拠を収集できなかった
5

h. 調査会社等を利用しても証拠を収集できなかった

6

i. 日本の法制度を利用しても証拠を収集できなかった
j. 他国の法制度を利用しても証拠を収集できなかった
k. その他

80

1
3

侵害行為に関する証拠収集経験を有する者81者の全者が自社の調査により証拠を収集でき
た経験を有すると回答しているが、一方では、19者（12.0%）が自社の調査では証拠収集が
できなかった経験を有すると回答している。また、25％が調査会社を利用して証拠収集で
きたが、5者（3.2%）は、調査会社等を利用しても証拠収集できなかった。
・市場で入手可能なものがほとんどであり、自社で解析可能である。
（企業 K）
・疑義品はわかりやすいものが多い。（企業 K）
・自社の調査でわかる。調査会社を利用する必要性もあまりない。（企業 K）
・自社の方が詳しいので、製品解析に調査会社を使うことはない。（企業 L）
・疑義品（結晶）を含有する最終製品（製剤）が市場に出回っており、自社で入手で
きた。（企業 M）
・最終製品（製剤）からの疑義品の分析は専門性が高く自社でおこなった（調査会社
を使う必要はなかった）。製品が入手できても分析が困難な場合があった。
（企業 M）
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・立証しやすい物の構造とかに限定してやっている。（企業 N）
・調査会社に、リバースエンジニアリングに至らない程度の簡単な検証を依頼したり、
損害賠償額の概算のためにイ号の売り上げを調べさせたことがある。
（企業 N）

損害の計算についての経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

10

20

30

40

50
55

l. 自社の調査により証拠を収集した
16

m. 調査会社等を利用して証拠を収集した
9

n. （訴訟指揮により）被疑侵害者が任意で証拠を開示した
2

o. 日本の法制度を利用して証拠を収集した
0

p. 他国の法制度を利用して証拠を収集した

18

q. 自社の調査では証拠を収集できなかった
3

r. 調査会社等を利用しても証拠を収集できなかった
2

s. 日本の法制度を利用しても証拠を収集できなかった
0

t. 他国の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

4

u. その他

損害の計算についての証拠収集も、上記の侵害行為の証拠収集とほぼ同じ傾向といえる。
・損害の計算のため（販売数量の調査など）に弁理士に調査を依頼したことがある。
具体的には、調査報告書の類を集めてもらった。（企業 L）
・調査会社に、シェア、売り上げや利益を調べさせたことがある。（企業 V）

Ｃ－２

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の結果に関する経

験を教えてください（b～jは複数回答可）
訴訟検討段階の証拠収集の経験の有無(企業：訴訟経験者・検討経験者）

44

0%

10%

96

20%

30%

40%

50%

a . 訴訟検討段階の証拠収集の経験はない

60%

18

70%
経験がある

80%

90%

100%

無回答

96者（60%）が訴訟検討段階の証拠収集経験を有し、同経験を有しない者44者の倍以上であ
る。
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提起検討段階の証拠収集の結果に関する経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

20

40

60

80

54

b. 訴訟提起を判断するのに十分な証拠を収集できた

55

c. 侵害行為の立証のために十分な証拠を収集できた

15

d. 損害の計算のために十分な証拠を収集できた

24

e. 訴外で相手方と交渉するのに十分な証拠を収集できた

20

f. 訴訟提起を判断するのに十分な証拠を収集できなかった

24

g. 侵害行為の立証のために十分な証拠を収集できなかった

29

h. 損害の計算のために十分な証拠を収集できなかった

9

i. 訴外で相手方と交渉するのに十分な証拠を収集できなかった

4

j. その他の経験

54者(34.2%)は、証拠提起を判断するのに十分な証拠を収集できた経験を有し、ほぼ同数の
55者が侵害行為の立証に十分な証拠を収集できた経験を有する。一方、損害の計算のため
に十分な証拠は収集できた者（16者）よりできなかった者（29者）の方が多く、損害の計
算のための証拠収集は侵害行為の立証のための証拠収集より困難と思われる。
・解析も、それを見越して戦略的に権利化しているので比較的容易だった。（企業 V）

Ｃ－３

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の困難性に関する

経験を教えてください（c～fは複数回答可）
訴訟検討段階の証拠収集の経験の有無(企業：訴訟経験者・検討経験者）

37

0%

10%

25

20%

30%

79

40%

50%

60%

17

70%

80%

90%

100%

a . 訴訟検討段階の証拠収集の経験はない
b. 訴訟検討段階の証拠収集の困難性に関する経験（困難と感じたこと）はない
証拠収集の困難性に関する経験がある
無回答

訴訟検討段階の証拠収集の困難性に関する経験がないとする25者に比べ、79者が困難性の
経験を有する。
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証拠収集の困難性に関する経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

20

40

60
70

c. 証拠が被疑侵害者側に偏っている

35

c1. 侵害が疑われる行為が被疑侵害者側の工場等で行われていた

26

c1①. 製造方法

4

c1②. コンピューター・プログラムによる情報処理

3

c1③. その他

45

c2. 侵害が疑われる製品が入手できなかった

6

c2①. 製品が被疑侵害者側の工場等にあった

35

c2②. 製品がＢｔｏＢ向けで市場に出回っていなかった

6

c2③. その他

21

c3. 損害の計算を証明する証拠が入手できなかった

2

c4. その他

19

d. 侵害が疑われる製品を入手したが、分析出来なかった

9

d1. 化合物

4

d2. コンピューター・プログラム

5

d3. その他

20

e. 営業秘密に関わる証拠が多い

13

e1. 被疑侵害者から営業秘密であることを盾にされた
e2. コンタミネーション等、貴社の業務への悪影響を懸念した

2

e3. その他

2
7

f. その他の困難性

困難性を有するとする79者中70者が、証拠が被疑侵害者側に偏っていると考え、その理由
として、疑義侵害行為が工場等で行われていたり、製品の入手の困難性を挙げている。ま
た、製品を入手できても分析ができなかったケースも相当数ある。
うまくいかなかったケースについて：
・大型の機械・装置は入手が困難であった（侵害しているか否かの確認のステージの
話）。（企業 K）
・被疑侵害品は、業務用製品で BtoB 製品なので入手が容易でない場合がある。
（企業
L）
・最終製品（製剤）からの疑義品の分析が上手くできなかったケースがある。
（企業 M）
・営業秘密で証拠入手できなかったことがある。（企業 N）
・相手方が小さくてそれほどお金が取れそうもなければ、調査・分析にかけられるお
金も限られる。（企業 N）
・製剤特許では添加物が分からなかったケースがある。（企業 O）
・製法特許、製剤特許は、一般に有効性も弱く、技術的範囲の確認も不明確な上、回
避もしやすいので、特許が無効になる可能性や回避される可能性があるので提訴を
諦めることが多い。（企業 O）
・供給元（製造元）がなくなっているケースがある。（企業 P）
・商品をみても供給元（製造元）が全く分からないケースがある。（企業P）
・BtoB 製品なので、入手が困難。
（企業 Q、R）
・仮に市場で入手できてもシステムで動く商品は単体ではほとんど価値がない場合が
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多い。
（企業 Q）
・疑義侵害品を入手できなかったり、確認できなかったケースがある。この場合は諦
めざるをえないが、そのようにならないように特許請求の範囲を書くようにしてい
る。但し、その当てが外れて確認できない場合もある。（企業 Q）
・ソフトウェアで疑わしいものがあったが、確認することができず断念したことがあ
る。（企業 R）
・ディスクリートやセンサー、スイッチなどは会社名が明示されていない場合もあり、
入手した被疑侵害品が被疑侵害者のものであるという紐付に苦労したことがある。
（企業 S）
・ホームページだけでは型名はわかっても中身が分からないケースや、製品に型名や
メーカ名が表示されていないケースがある。（企業 S）
・事前協議で事前に資料を頂いて判断するケースもあるが、提出は義務ではなく、時
間も限られているので集めるのは通常、困難である。（企業 U）
・用途特許は添付文書の記載から判断できることもある。用途特許は厚労省も後発品
の承認の際に判断しているので、問題となるのは製剤特許が中心。（企業 U）
・製剤特許の場合、被疑侵害品の入手はできるが、分析・解析がうまくいくか否かは
ケースバイケース。中間体のようなものを入手できないと分析できないケースもあ
る。間に類推が入ってしまう場合もある。（企業 U）
・製剤中に一回混ざった成分を分離するのは一般的に容易ではない。
（企業 U）
困難性に対して具体的にどのように対応されたかお聞かせください。
・被疑侵害品の入手が困難なケースで、相手に分からないように個人的な伝手で入手
したことがある。
（企業 L）
・デリケートな問題なので、関係者に迷惑をかけないように入手経路には注意する。
（企業 L）
・ホームページでマニュアル・解説書類が開示されている場合はそれを利用する。機
能面は解析が困難なので、解説書などに頼らざるを得ない場合がある。（企業 L）
・訴訟期間を通じて分析方法の改良を試みた。分析できるか否かに尽きる。（企業 M）
・訴訟対象が過去の機種で証拠収集が困難であったことがある。（企業 N）
・ビジネス用途向けの製品は市場で入手が困難だったことがある。（企業 N）
・IH 関係のプログラムで調査会社を使っても分析できなかったことがある。
（企業 N）
・専用消耗品は BtoB の商品であるので、取引先から入手したり、インターネット販
売されている場合はダミーで発注して入手することもある。（企業 P）
・刑事手続きで対応もしている。刑事手続きで得た証拠を民事訴訟でも使う予定。
（企
業 P）
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・疑義侵害品が実際に使用されている取引先で懇意にしているところに営業を通じて
訪問して確認させてもらったりすることがある。但し、取引先の商品で稼働中の商
品なので、確認できる内容は限られてくる。（企業 Q）
・取扱説明書も懇意にしている取引先で見せてもらったりする。証拠の入手ルートは
細かいところまで開示する必要がないので問題となったことはない。
（企業 Q）
・形状的に明らかに侵害が疑われるものをホームページやカタログで確認する。（企
業 R）
・BtoB 製品の場合、市場で入手することは困難なので、その部品が搭載されている製
品の情報を入手して、その製品を購入して部品を取り出し自社あるいは社外で解析
したことがある。
（企業 S）
・メーカ特定のために、ホームページに掲載された形状を参照することがある。（企
業 S）
・予想するしかない。予想した内容を示し、違うなら開示してほしいと要求するが、
企業秘密として拒否されることが多く、交渉で何とか聞き出すように努力している。
（企業 S）
・訴訟レベルになると、相手方の特許や論文で状況証拠を集めて、「この方法で実施
しているのでは」と迫る。（企業 S）
・訴訟に使う特許は、立証のしやすさを考えて、製法特許は使わないようにしたり、
優先順位を下げたり、製法特許と構造特許をセットで使ったりしている。（企業 S）
・クレームを作る際も使いやすさを考えて権利化している。（企業 S）
・製剤特許は測定してみないと分からないケースもある。この場合は市場から入手し
て分析する。
（企業 U）
・確固たる情報がない限り、現状、分析技術、分析方法を何とかするしか方法はない。
（企業 U）
・最終製品だけでなく、中間原料が入手できれば侵害立証の助けになる場合がある。
（企業 U）

Ｃ－４

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の３、第132

条の4）に関する予告通知者等（検討のみも含む）としての経験を教えてください（c
～eは複数回答可）
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証拠収集制度に関する
予告通知者等としての経験の有無(企業：訴訟経験者・検討経験者）
9
60

0%

10%

74

20%

30%

40%

50%

60%

15

70%

80%

90%

100%

a. 同制度を知らない
b. 同制度を知っているが、予告通知者等としての経験はない
予告通知者等の立場での経験がある
無回答

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条の4）はあま
り利用されていないといわれているが、本集計でもその通りである。予告通知者等の立場
で経験（検討のみを含む）があるのはわずか9者で、74者（46.8%）は、制度は知っている
が予告通知者等の経験はなく、60者は同制度を知らない。
・疑義品は市場で、自社で入手できない場合は、侵害に確認が持てず、気軽に同制度
を利用することは考えづらい。（企業 K）
・制度が改正してもどのように使ってよいか想定しづらく、将来的にも同制度を活用
することはあまり考えられない。（企業 K）
・制度改正して簡単に利用できるようになって、自社に頻繁に照会がきても困る。
（企
業 K）
・最終製品（製剤）は入手可能。製剤に含まれる疑義品の証拠収集に、相手方が応じ
る可能性は考えづらい。そもそも事前の交渉があり得ないのでこの制度を利用する
ことも考えづらい。（企業 M）
・デメリットが多い。（企業 N）
・制度をよく知らないため検討もしていなかった、弁護士から勧めもされないため。
（企業 O）
・医薬品業界では、後発承認されてから侵害とその相手を知るのが普通であるが、後
発承認によって先発品の薬価が低下したり、マーケットシェアを回復させることも
困難なことなどから、早期に販売差止判決を得ないと回復不可能になり得る。そこ
で後発承認の後、直ちに提訴したいため、訴えの提起前の証拠収集制度は利用しに
くい。製法特許や製剤特許の侵害が疑われるケースにおいて、原薬を海外から輸入
して製造するなどの情報が後発承認前に入った場合は、この制度を利用しやすいか
もしれない。
（企業 O）
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・やるだけ無駄。そもそも選択枝から外している。
（企業 S）
・医療過誤などのような証拠が偏在しているケース以外では使いづらい。（企業 S）
・訴え提起前の証拠収集の制度はあまり活用の余地はないと考える。
（企業 S）
・訴訟前より訴訟後の証拠収集制度の充実や使えるものにする方が良い。（企業 S）
・証拠収集にそれほどの困難性がないので、本制度には興味がない。
（企業 T）
・手元に何かない限り、このような制度の利用は難しい。
（企業 U）
・コンシューマー製品を訴訟対象としており、市場で購入が容易だったため、訴え提
起前の証拠収集制度を利用する必要がなかった。（企業V）
・訴え提起前の証拠収集制度に強制力を持たせることには反対だが、仮に強制力を持
たせるのであれば、侵害の蓋然性を立証させるとかそれなりの担保等が必要。（企
業 V）
予告通知者等の立場での経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

2

4

6

8

10
9

c. 検討したが実際には予告通知しなかった

4

c1. 実効性に疑問があった

2

c2. 訴訟を検討していることを相手方に知られる不利益を考慮

1

c3. その他

0

d. 予告通知して照会した

0

d1. 被予告通知者から何らかの証拠が提出された
d1①. 証拠収集の処分なく提出

0

d1②. 貴社が証拠収集の処分を申し立てて認められた

0
0

d2. 被予告通知者から証拠は一切提出されなかった
d2①. 貴社が証拠収集の処分を申し立てたが認められなかった

0

d2②. 貴社が証拠収集の処分を申し立てて認められた

0
1

e. 被予告通知者から返答があって照会された

1

e1. 何らかの証拠を提出した

1

e1①. 証拠収集の処分なく提出
e1②. 被予告通知者が証拠収集の処分を申し立てて認められた

0
0

e2. 証拠は一切提出しなかった
e2①. 被予告通知者が証拠収集の処分を申し立てたが認められなかった

0

e2②. 被予告通知者が証拠収集の処分を申し立てて認められた

0

予告通知者等の立場で経験（検討のみを含む）を有するとする9者いたが、検討のみの経験
で実際には予告通知を行った経験者は皆無である。その理由は、実効性に疑問がある、訴
訟を検討していることを相手方に知られる不利益を考慮したようである。
・強制力がないので、相手方と交渉しているのとあまり変わりがないように感じる。
（企業 O）
・事前の交渉でおおよそ証拠は押さえられていたので本制度を利用する必要性はなか
った。
（企業 Q）
・事前の警告でも納得が得られないケースでは、強制力がなければ使えない。
（企業 R）
・事前話し合いで交渉のテーブルにも着かない相手には、強制力がなければ使えない。
（企業 R）
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・強制力がない点が最大の理由。自己の不利な証拠をみすみす出す人はいない。（企
業 S）
・強制力を伴う制度となると、NPE が乱発するリスクがある。
（企業 S）

Ｃ－５

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する被予告通知者としての経験を教えてください（c～dは複数回答可）
証拠収集制度に関する
被予告通知者等としての経験の有無(企業：訴訟経験者・検討経験者）
2
56

0%

10%

83

20%

30%

40%

50%

60%

17

70%

80%

90%

100%

a . 同制度を知らない
b. 同制度を知っているが、被予告通知者としての経験はない
被予告通知者の立場での経験がある
無回答

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条の4）の被予
告通知者等の経験は、予告通知者等の場合と同様、利用実績が低く、利用経験ありはわず
か2者、制度は知っているが経験がないが約半数である。

被予告通知者の立場での経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

1

2
2

c. 予告通知者から照会された

2

c1. 何らかの証拠を提出した

2

c1①. 証拠収集の処分なく提出

0

c1②. 予告通知者が証拠収集の処分を申し立てて認められた

0

c2. 証拠は一切提出しなかった
c2①. 予告通知者が証拠収集の処分を申し立てたが認められなかった

0

c2②. 予告通知者が証拠収集の処分を申し立てて認められた

0
0

d. 返答して照会した

0

d1. 予告通知者から何らかの証拠が提出された
d1①. 証拠収集の処分なく提出

0

d1②. 貴社が証拠収集の処分を申し立てて認められた

0
0

d2. 予告通知者から証拠は一切提出されなかった
d2①. 貴社が証拠収集の処分を申し立てたが認められなかった

0

d2②. 貴社が証拠収集の処分を申し立てて認められた

0

経験ありの2者はいずれも、予告通知者からの照会に基づいて何らかの証拠を提出した経験
を有する。
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・米国の NPE から対象製品の販売台数の照会があった。回答義務がないことは理解し
ていたが、台数が少ないこともあり回答した。台数が少ないので、訴訟しても無駄
と理解させたかった面もある。侵害の証拠は要求してこなかった。相手方はディス
カバリー的なものとして本制度を使ってきたのかもしれない。
（企業 V）

Ｃ－６

証拠保全制度（民事訴訟法第234条）に関する経験を教えてください（c～gは

複数回答可）

証拠保全制度に関する経験の有無(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

20

40

60

80

100

120

140

23

a. 同制度を知らない

112

b. 同制度を知っているが、経験はない
5

証拠保全を検討したが申立てしなかった経験について
相手方に対する証拠保全の経験について

2

貴社に対する証拠保全の経験について

2

証拠保全制度（民事訴訟法第234条）の認知度は、前問の訴えの提起前の証拠収集制度（民
事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条の4）よりも高いといえるが、検討したが申し
立てなかった経験者は5者、相手方に対する証拠保全の経験、自社に対する証拠保全の経験
がそれぞれ2者とあまり利用されていない。
・疑義品は市場に出回っている場合が多く、改ざんや証拠隠滅のおそれがないため、
同制度を活用する必要性がない。（企業 K）
・模倣品の場合、訴訟検討段階で必ず証拠は入手できているので改ざんの恐れはない。
（企業 K）
・損害額の算出のための証拠を確保するためには必要となる場合は想定できる。（企
業 K）
・最終製品が市場で流通していること、疑義品も変更される可能性が無いことから、
秘匿される可能性もなく証拠保全する必要性がなかった。
（企業 M）
・証拠を秘匿される恐れがなく同制度を使用する必要性はない。（企業 N）
・医薬品業界では、情報を隠匿されたり改ざんされたりするケースはあまりないので、
必要性がない。（企業 O）
・かつて証拠のねつ造が疑われるケースがあったようであるが、最近は聞かない。
（企
業 O）
・事前の交渉段階でおおよそ証拠は押さえられていたので本制度を利用する必要性は
- 24 -

なかった。（企業 Q）
・利用価値はあると思う。（企業R）
・証拠の隠滅や改ざんのおそれがあるようなケースは経験がなく、これまで必要性が
なかった。本制度は、これまで検討の対象にもなったことがない。（企業 T）
・有効成分のように誰が見ても明らかな場合には保全の必要性はない。（企業 U）
・製剤の場合もサンプルは入手して分析結果は手元にある場合が多いので、証拠の隠
滅や改ざんが問題となるケースは考えづらい。
（企業 U）
・製法特許の場合も、医薬品の許認可の関係で自由に製法を変えることはできないの
で保全する必要性は生じにくい。（企業 U）
・コンシューマー製品を訴訟対象としており、市場で購入が容易だったため、改ざん
や隠ぺいの可能性がなかったので、これまで必要性が特になかった。
（企業 V）

証拠保全を検討したが申立てしなかった経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

1

2

3

4

5
5

c. 検討したが実際には申立てしなかった

3

c1. 実効性に疑問があった
c2. 訴訟を検討していることを相手方に知られる不利益を考慮

1

c3. その他

1

検討したが実際には申し立てなかった理由は、実効性に疑問があるとするのが3者（60%）
で最も多い。

相手方に対する証拠保全の経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

1

2
2

d. 貴社が申し立てた
1

d1. 証拠保全が決定された

1

d1①. 実際に証拠が確保された
d1②. 実際には証拠は確保されなかった

0
1

d2. 申立ては認められなかった
e. 相手方に対する証拠保全が職権により決定された

0

e1. 実際に証拠が確保された

0

e2. 実際には証拠は確保されなかった

0

自社が申し立てた2者中1者が証拠保全の決定がされ、実際に証拠が確保された。職権によ
る証拠保全の例は、本集計では皆無であった。
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貴社に対する証拠保全の経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

1

2

f. 相手方から申し立てられた

1

f1. 証拠保全が決定された

1
1

f1①. 実際に証拠が確保された
f1②. 実際には証拠は確保されなかった

0
0

f2. 申立ては認められなかった

2

g. 貴社に対する証拠保全が職権により決定された

2

g1. 実際に証拠が確保された
0

g2. 実際には証拠は確保されなかった

相手方から申し立てられた証拠保全は、決定され実際に証拠保全されたケースが1者ある。
前問と違い、職権により証拠保全された経験を有るものが2者あり、いずれも実際に証拠確
保されている。したがって、職権による証拠確保は極めて希な例であるが、皆無ではない
ようである。

Ｃ－７

具体的態様の明示義務（特許法第104条の2）に関する経験を教えてください（c

～hは複数回答可）
具体的態様の明示義務に関する経験の有無(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

50

被疑侵害者の立場での経験がある
無回答

150

19

a. 同制度を知らない

97

b. 同制度を知っているが、経験はない
特許権者の立場での経験がある

100

18
22
16

具体的態様の明示義務も制度は知っているが利用経験なしが97者であり、特許権者の立場
で利用経験ありが18者、被疑侵害者の立場で利用ありが22者で、いずれも本集計の母数で
ある158者中、11%～14％程度である。
・これまで自社で立証できるケースが多かったため同制度の経験がないが、将来、プ
ロセス特許や方法の特許などで活用する可能性がありうる。（企業 K）
・製法や製剤特許であれば使えるかもしれないが、その経験がない。
（企業 O）
・反論の過程で、相手方が自主的に開示してきたことはあるが、具体的態様の明示義
務は使ったことはない。
（企業 Q）
・これまで特に必要性がなかった。
（企業 T）
・訴える段階で、ほぼ証拠は掴んでいるので、同制度の利用経験はない。（企業 U）
・通常、販売後に訴えるケースが多いが、十分な証拠が揃っていない段階で訴訟でき
ないので、同制度の利用経験はない。（企業 U）
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・ビジネス上のインパクトが非常に大きく、侵害の蓋然性が高い場合に訴訟するので、
この制度に頼って、訴訟するということはない。（企業 U）
・相手方なりのクレーム解釈で非侵害であることを主張するために、被疑侵害製品の
態様を主張してきたことがある。（企業 V）

特許権者の立場での経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

4

c. 貴社が主張する具体的態様を被疑侵害者が否認しなかった

10

d. 貴社の主張を否認するため被疑侵害者から具体的態様が明示された

8

d1. 答弁書の提出段階で明示された

3

d2. 訴訟指揮に従って明示された

2

d2①. 被疑侵害者は相当の理由を主張したが認められなかった

0

d3. 貴社の義務履行要求を踏まえて明示された

1

d4. 当事者間で秘密保持契約を締結することで明示された

7

e. 被疑侵害者は貴社の主張を否認した上で具体的態様を明示しなかった

3

e1. 被疑侵害者は相当の理由を主張して認められた

0

e2. その他

特許権者として経験ありの18者中55%の10者が被疑侵害者側から具体的態様が明示された
経験を有し、その多くは答弁書の提出段階で明示されたが、7者は具体的態様は明示されな
かった経験を有する。
・具体的態様の明示義務（特許法第 104 条の 2）が直接出たのではなく、裁判所の訴
訟指揮に従って、相手方から明示された。（企業 R）
・製法特許の中間物で要求して、十分ではないが出てきたことがある。（企業S）

被疑侵害者の立場での経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

5

10

15

1

f. 特許権者が主張する具体的態様を否認しなかった

16

g. 特許権者の主張を否認するため具体的態様を明示した

12

g1. 答弁書の提出段階で明示した

8

g2. 訴訟指揮に従って明示した

1

g2①. 相当の理由を主張したが認められなかった

0
0

g3. 特許権者からの義務履行要求を踏まえて明示した
g4. 当事者間で秘密保持契約を締結することで明示した

2

h. 特許権者の主張を否認した上で具体的態様を明示しなかった

1

h1. 相当の理由を主張して認められた
h2. その他

20

0

被疑侵害者の立場では、22者中16者が具体的態様を明示し、その多くは答弁書の提出段階
で提示しているが、半数は訴訟指揮に従って提出している。また、特許権者の主張を否認
して具体的態様を明示しなかった経験を有する者が2者あり、その内1者は相当の理由の主
張が認められた経験を有する。
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Ｃ－８

具体的態様の明示に関する経験を教えてください（c～fは複数回答可）
特許権者の立場での経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

5

10

15

2

c. 被疑侵害者が明示した具体的態様が十分だと感じた

12

d. 被疑侵害者が明示した具体的態様が不十分だと感じた

9

d1. 具体的態様に関して、文書提出命令の申立てを検討したが、見送った

5

d1①. 実効性に疑問があった

0

d1②. 当事者間で秘密保持契約を締結することで文書が提出された

4

d1③. 訴訟指揮により文書が任意で提出された

1

d1④. 文書の特定が十分にできなかった

0

d1⑤. その他

6

d2. 具体的態様を明らかにすべく、文書提出命令を申し立てた

0

d2①. 同命令が出された

6

d2②. 同命令は出されなかった

2

d2②あ. 訴訟指揮により文書が任意で提出された

3

d2②い. 同命令を出す理由がないと裁判官が判断した

特許権者の立場で、具体的態様の明示に関して2者のみが十分と感じ、大多数の12者が被疑
侵害者の明示した具体的態様は不十分と感じ、内9者は文書提出命令の申立てを見送り、6
者は文書提出命令を申し立てた経験を有する。文書提出命令の申立てを見送ったケースは、
実効性に疑問があったためと訴訟指揮により文書が任意で提出されたためがほぼ半々に分
かれた。
・相手方なりのクレーム解釈で非侵害であることを主張するために、被疑侵害製品の
態様を主張してきたことがある。（企業 V）
・具体的態様の明示義務（特許法第 104 条の 2）が直接出たのではなく、裁判所の訴
訟指揮に従って、相手方から明示された。（企業 R）

被疑侵害者の立場での経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

5

10
12

f. 明示した具体的態様に対して特許権者から異論があった

1

f1. 当事者間で秘密保持契約を締結して文書を提出した

5

f2. 訴訟指揮により具体的態様に関する文書を任意で提出した

3

f3. 具体的態様に関して特許権者が文書提出命令を申し立てた

0
3

f3②. 同命令は出されなかった
f3②あ. 訴訟指揮により文書を任意で提出した

20

9

e. 明示した具体的態様に対して特許権者から異論はなかった

f3①. 同命令が出された

15

0
2

f3②い. 同命令を出す理由がないと裁判官が判断した

被疑侵害者の立場で、提出した文書に対して特許権者からの異論がなかった経験を有する
者と異論があった経験を有する者は、それぞれ9者と12者である。これは前問の特許権者の
立場での回答結果(＝満足度)と比べると、やや感じ方が相違するようである。
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Ｃ－９

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）としての経験を教えてください（c～eは複数回答可）

侵害の立証に係る文書提出命令に関する
申立人等としての経験の有無(企業：訴訟経験者・検討経験者）
16
13

0%

115

10%

20%

30%

40%

14

50%

60%

70%

80%

90%

100%

a . 同制度を知らない
b. 同制度を知っているが、質問にあるような経験はない
侵害の立証に係る同命令の申立人等としての経験がある
無回答

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）についても、申立人等と
しての利用経験者（検討のみ含む）は16者に留まり、具体的態様の明示義務（特許法第104
条の2）の利用経験と同レベルである。
・訴訟前に証拠は入手しているので、訴訟開始後に文書提出命令で証拠を出させる必
要性がない。
（企業 K）
・侵害の立証に確認がない状況では、通常訴訟は提起しない。
（企業 K）
・利用は想定しづらい。
（企業U）
・コンシューマー製品を訴訟対象としており、市場で購入が容易だったため、文書提
出命令を申し立てる必要がなく、訴訟指揮によって任意で証拠の提出を促すような
こともなかった。
（企業 V）
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侵害の立証に係る同命令の申立人等としての経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

5

10
7

c. 検討はしたが、同命令を申し立てなかった

2

c1. 実効性に疑問があった

4

c2. 訴訟指揮により文書が任意で提出された

1
1
1

c3. 文書の特定が十分にできなかった
c4. その他
d. 申し立てて同命令が出された
d1. 同命令に反対する被申立人の主張は認められなかった
d1①. 被申立人は文書の特定が不十分又は不明確と主張した
d1②. 被申立人は提出を拒む正当な理由があると主張した
d1③. その他

0
0
0
0
1

d2. 同命令に基づき文書が提出された

0
0
0

d2①. 立証に必要な文書であった
d2②. 立証に必要な文書ではなかった
d3. 文書が提出されなかった

9

e. 申し立てたが同命令は出されなかった

3

e1. 訴訟指揮により文書が任意で提出された

6

e2. 同命令を出す理由がないと裁判官が判断した

5

e2①. 主に裁判官による判断
e2②. 被申立人が文書の特定が不十分又は不明確と主張した
e2③. 被申立人が提出を拒む正当な理由を主張した
e2④. その他

15

0
0
0

利用経験ありの16者中7者は検討のみ、9者は申し立てたが文書提出命令は出されず、実際
に命令が出たのは1者のみである。但し、訴訟指揮により任意で提出されたケースが計7者
あり、結局、半数の8者が文書の提出を受けた経験を有する。
・侵害の立証を積み上げて、最後に相手方に検証目的物提出命令でサンプルの提出を
要求したが、必要性なしとして認められなかった。
（企業 M）
・物質特許や用途・結晶特許であれば、証拠は手の内にあるからこの制度を利用する
必要性がない。製法特許や製剤特許の侵害が疑われるケースにおいて、既に提訴を
諦めてしまっているので、経験がない。
（企業 O）
・製造元の情報を明らかにさせる場合に使いたい。過去にトライしたことがあるが中
間業者がいくつも絡んでいたため、製造元までたどり着かなかった。
（企業P）
・裁判所から「これはどうなのですか？」というような発言があり、次回、相手方か
らその質問の答えになるものが出てきたことがある。（企業Q）
・そもそもあるのかないのかも分からなかったケースでは文書の特定が困難であった。
（企業 R）
・侵害の立証に係る文書として「図面」、損害の計算に係る文書として「数量等のデ
ータ」を対象としたことがある。（企業 R）
・文書の特定については、自社で使っているものと同等な工程表やレシピがあるはず
なので、それを要求する。製造装置のプログラムがあるはずで、それを技術者が見
ればわかる。
（企業 S）
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・文書送付嘱託の制度を利用して、任意で出させようとしたが果々しくなかったので、
文書提出命令を要求したところ、先方が、文書送付嘱託の枠内で任意で提出したこ
とがある。（企業 T）
・製品の供給元の製作図面を出させた。裁判所も、この図面の提出に興味を持ち動い
てくれた。（企業 T）

Ｃ－10

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人としての経験を教えてください（c～dは複数回答可）
侵害の立証に係る文書提出命令に関する
被申立人としての経験の有無(企業：訴訟経験者・検討経験者）
6
12

0%

121

10%

20%

30%

40%

19

50%

60%

70%

80%

90%

100%

a . 同制度を知らない
b. 同制度を知っているが、質問にあるような経験はない
侵害の立証に係る同命令の被申立人としての経験がある
無回答

被申立人の立場では、特許権者の立場より更に少数の6者のみが経験者である。

侵害の立証に係る同命令の被申立人としての経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

1

2

3

5

6

2

c. 申立てに対して同命令が出された

1

c1. 同命令に反対する貴社の主張は認められなかった

0

c1①. 文書の特定が不十分又は不明確と主張した

1

c1②. 提出を拒む正当な理由があると主張した

0

c1②あ. 判断するための書類の提出を裁判官が求めた

1

c1②い. 判断するための書類の提出を裁判官が求めなかった

0

c1③. その他

1

c2. 同命令に基づき文書を提出した

0

c3. 文書を提出しなかった

4

d. 申立てに対して同命令は出されなかった

2

d1. 文書を任意で提出した

2

d2. 同命令を出す理由がないと裁判官が判断した
d2①. 主に裁判官による判断

1

d2②. 貴社が文書の特定が不十分又は不明確と主張した

1
2

d2③. 貴社が提出を拒む正当な理由を主張した

0

d2③あ. 判断するための書類の提出を裁判官が求めた

1

d2③い. 判断するための書類の提出を裁判官が求めなかった
d2④. その他

4

0

6者中4者には命令は出されず、2者には命令が出され、内1者のみが実際に文書を提出した
経験を有する。但し、命令が出されなかった4者の内、2者は任意で文書を提出した経験を
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有する。

Ｃ－11

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）としての経験を教えてください（c～eは複数回答可）

損害の計算に係る文書提出命令に関する
申立人等としての経験の有無(企業：訴訟経験者・検討経験者）
16
12

0%

116

10%

20%

30%

40%

14

50%

60%

70%

80%

90%

100%

a . 同制度を知らない
b. 同制度を知っているが、質問にあるような経験はない
損害の計算に係る同命令の申立人等としての経験がある
無回答

損害の計算に係る文書提出命令の申立人等としての利用経験（検討のみ含む）は、侵害の
立証に係る文書提出命令の申立人等としての利用経験と同数の16者である。
・損害の計算の文書提出命令も経験がない。自社で必要な情報を調べて、反論があれ
ばこの制度の利用も考えたが、結局、和解したので利用しなかった。
（企業 O）
・損害の計算に係る文書についても、自社や調査会社で収集した証拠で十分であった。
（企業 V）
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損害の計算に係る同命令の申立人等としての経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

5

10
7

c. 検討はしたが、同命令を申し立てなかった

1

c1. 実効性に疑問があった

6

c2. 訴訟指揮により文書が任意で提出された

1

c3. 文書の特定が十分にできなかった

0

c4. その他

3

d. 申し立てて同命令が出された
d1. 同命令に反対する被申立人の主張は認められなかった
d1①. 被申立人は文書の特定が不十分又は不明確と主張した
d1②. 被申立人は提出を拒む正当な理由があると主張した
d1③. その他

0
0
0
0
3
3

d2. 同命令に基づき文書が提出された
d2①. 立証に必要な文書であった

0
0

d2②. 立証に必要な文書ではなかった
d3. 文書が提出されなかった

6

e. 申し立てたが同命令は出されなかった

0

e1. 訴訟指揮により文書が任意で提出された

6

e2. 同命令を出す理由がないと裁判官が判断した

3

e2①. 主に裁判官による判断
e2②. 被申立人が文書の特定が不十分又は不明確と主張した
e2③. 被申立人が提出を拒む正当な理由を主張した

15

0
0
2

e2④. その他

損害の計算に係る文書提出命令の申立人等としての利用経験（検討のみ含む）を有する16
者中7者は検討のみで同命令の申し立ては行わなかったが、その内6者は訴訟指揮により文
書が任意に提出された経験を有する。6者は申し立てたが同命令を出す必要がないと裁判官
に判断された経験を有する。
・損害の計算に係る文書提出命令は出たことがあるか、その数字が本当かどうかは疑
問が残った。
（企業 P）
・裁判所が訴訟指揮で相手方に要求し、相手方もそれに応じた。提出された証拠（損
害の計算に係る証拠）の内容の確かさは完全にはわからなかった。（企業 R）
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Ｃ－12

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人としての経験を教えてください（c～dは複数回答可）

損害の計算に係る文書提出命令に関する
被申立人としての経験の有無(企業：訴訟経験者・検討経験者）
6
12

0%

123

10%

20%

30%

40%

17

50%

60%

70%

80%

90%

100%

a . 同制度を知らない
b. 同制度を知っているが、質問にあるような経験はない
侵害の立証に係る同命令の被申立人としての経験がある
無回答

損害の計算に係る文書提出命令の被申立人等としての利用経験（検討のみ含む）を有する
者は6者で、申立人等としての利用経験を有する16者よりかなり少ない。大多数が制度は知
っているが利用経験はない。

侵害の立証に係る同命令の被申立人としての経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

1

2

3

4

5

6

1

c. 申立てに対して同命令が出された
c1. 同命令に反対する貴社の主張は認められなかった

0

c1①. 文書の特定が不十分又は不明確と主張した

0

c1②. 提出を拒む正当な理由があると主張した

0

c1②あ. 判断するための書類の提出を裁判官が求めた
c1②い. 判断するための書類の提出を裁判官が求めなかった

0
0
0

c1③. その他

1

c2. 同命令に基づき文書を提出した

0

c3. 文書を提出しなかった

5

d. 申立てに対して同命令は出されなかった

4

d1. 文書を任意で提出した

1

d2. 同命令を出す理由がないと裁判官が判断した
d2①. 主に裁判官による判断

0

d2②. 貴社が文書の特定が不十分又は不明確と主張した

0
1

d2③. 貴社が提出を拒む正当な理由を主張した

0

d2③あ. 判断するための書類の提出を裁判官が求めた

1

d2③い. 判断するための書類の提出を裁判官が求めなかった

0

d2④. その他

損害の計算に係る文書提出命令の被申立人等としての利用経験（検討のみ含む）を有する6
者中1者は同命令が出され文書も提出した経験を有する。5者には同命令は出されずに内４
者は任意で文書を提出した経験を有する。
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Ｃ－13

インカメラ手続（特許法第105条第3項）に関連する経験について教えてくださ

い（c～lは複数回答可）
インカメラ手続に関連する経験の有無(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

50

100

150

18

a. 同制度を知らない

123

b. 同制度を知っているが、経験はない
2

文書提出命令の申立人としての経験がある

0

文書提出命令の被申立人としての経験がある

15

無回答

インカメラ手続きはあまり利用されていないといわれているが、本集計でもそのような結
果である。申立人として利用経験があるものが2者、被申立人としての利用経験がある者は
皆無である。本集計の母数である158者中123者（77.8%）は、同制度は知っているが利用経
験はないとしており、制度の認知度自体は高いといえる。
・インカメラ手続きが必要な状況にならなかった。被告からサンプルが提出されるこ
とになれば、インカメラ手続きを利用する可能性があったかも知れない。（企業 M）
・具体的態様の明示義務、文書提出命令、インカメラ手続きの一連の手続きが実際は
あまり機能していないように感じる。（企業 M）
・同制度が必要なケースはこれまでなかったため。
（企業 N、O）
・そもそも文書提出命令もないので、インカメラ手続きの経験はない。
（企業Q、S、V）
・この制度は、事案によって必要な場合もあるだろう。（企業U）
・営業秘密を担保しつつ、営業秘密を見て白黒つけられる制度は必要。（企業U）

文書提出命令の申立人としての経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

1

c. 主に裁判官の判断により同手続が行われた

0

d. 貴社が必要性を主張した結果、同手続が行われた

0

2

2

e. 貴社が必要性を主張したが、同手続が行われなかった
f. 被申立人が必要性を主張した結果、同手続が行われた

0

g. 被申立人が必要性を主張したが、同手続が行われなかった

0

インカメラ手続きの申立人として経験を有する 2 者は、必要性は主張したが認められず、
結局、同手続きは行われなかった経験を有する。

- 35 -

文書提出命令の被申立人としての経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

1

h. 主に裁判官の判断により同手続が行われた

0

i. 貴社が必要性を主張した結果、同手続が行われた

0

j. 貴社が必要性を主張したが、同手続は行われなかった

0

k. 申立人が必要性を主張した結果、同手続が行われた

0

l. 申立人が必要性を主張したが、同手続が行われなかった

0

Ｃ－14

インカメラ手続（特許法第105条第3項）の開示対象者に関する経験について教

えてください（c～jは複数回答可）
インカメラ手続の開示対象者に関する経験の有無(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

20

40

60

80

100

120

140

17

a. 同制度を知らない
b. 同制度を知っているが、開示対象者に関する経験はない
文書提出命令の申立人としての経験がある
文書提出命令の被申立人としての経験がある
無回答

112
1
0
28

インカメラ手続（特許法第105条第3項）の開示対象者に関して申立人として経験を有する
者は、わずか1者のみである。

文書提出命令の申立人としての経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

c. 貴社の担当者及び代理人が開示対象者となった

0

d. 貴社の担当者のみが開示対象者となった

0

1

1

e. 貴社の代理人のみが開示対象者となった
f. 補佐人・その他の開示対象者

0

申立人として経験を有する1者は、その代理人のみが開示対象者となった。

文書提出命令の被申立人としての経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

1

g. 申立人の担当者及び代理人が開示対象者となった

0

h. 申立人の担当者のみが開示対象者となった

0

i. 申立人の代理人のみが開示対象者となった

0

j. 補佐人・その他の開示対象者

0

Ｃ－15

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する申立人等（検討のみも含む）とし

ての経験を教えてください（c～eは複数回答可）
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秘密保持命令に関する申立人等としての経験の有無(企
業： 訴訟経験者・検討経験者）
5
11

0%

126

10%

20%

30%

40%

50%

16

60%

70%

80%

90%

100%

a . 同制度を知らない
b. 同制度を知っているが、申立人等としての経験はない
同命令に関する申立人等としての経験がある
無回答

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する申立人等（検討のみも含む）としての経験を
有する者は、わずかに5者である。
相手方企業担当者を閲覧対象者に含めなければならない点について：
・相手方企業担当者を閲覧対象者に含めるのは抵抗感がある。相手方企業担当者に見
せれば、全て相手方に知られてしまう。
（企業 K）
・営業秘密を出す立場になれば、抵抗感はある。（企業 M、N、O、T、U）
・開示側としては抵抗がある。誰が見るか、開示する中身や閲覧時間にもよる。（企
業 Q）
・内容によるが抵抗感はある。たとえば、限界利益とか経営に直結する秘匿性の高い
情報は抵抗感が強い。（企業 S）
・開示する情報にもよるが、相手方企業担当者を閲覧対象者に含めることにはかなり
抵抗感がある。（企業 V）
・米国のディスカバリーで機密情報をアトーニーズアイズオンリーで提出することが
あるが、それですら抵抗がある。（企業 V）
・特に、機密情報が入手できればそっくり製品が真似できてしまうような情報につい
ては、相手方当事者のみならず相手方代理人にも開示したくない。開示先は裁判所
だけに限定したい。（企業 V）
代理人のみを名宛人とすることについて：
・代理人のみであれば良い。代理人の管理も大変でコピーも代理人自身が行う必要が
あるし大変だと思う。（企業 K）
・見る側としては弁護士だけなく企業担当者も見られれば良い。米国係争のように弁
護士に全てを任せてしまうのではなく、日本では弁護士と企業担当者が一体となっ
て係争を進めることが多く、その場合は企業担当者も閲覧しないと訴訟が進めづら
い。（企業 M）
・代理人だけでも、医薬品のプロセキューションをやっている代理人であればわかる
と思う。こういう制度になれば、そのような代理人を含めて選ぶこととなる。（企
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業 O）
・代理人だけで見てわかるかはやや疑問。（開示側としては、見せても分からないか
ら見せても良いともいえる）
（企業 Q）
・相手方企業担当者に見せたくない場合は現実的な方法と思う。（企業 S）
・企業担当者を閲覧対象者に含められないなら、代理人のみでやむなし。（企業 T）
・相手方帳簿を弁護士に閲覧させた経験がある。詳細な数字のチェックというより、
伝票の中抜きがされていないか（連続しているか）などの外観上の確認のため。
（企
業 T）
・企業担当者には見せたくないものであれば、相手方代理人にだけ開示するというの
はあり得る方法だと思う。米国のアトーニーズアイズオンリーのようなもの。但し、
相手方代理人にすら開示したくないものもある。（企業 V）
・米国では、機密情報を第三者に開示すると弁護士資格がはく奪されると聞いていた
が、我々が関ったケースではないが、実際のケースで資格はく奪に至らず、訴訟費
用の負担程度の制裁で済んでしまったケースがあった。このようなことがあったの
で、相手方の弁護士を「信用しろ」と言われても難しい。
（企業 V）
技術的知見を有する第三者に資料を閲覧させることができない点や閲覧できるようして
はどうかという考えについて：
・技術的知見を有する第三者に資料を閲覧させることの可否はケースバイケースだと
考える。開示する情報の種類によるが、それがないと非侵害立証ができない場合だ
と出す可能性はある。（企業 K）
・企業担当者より専門性の高い技術的知見を有する第三者の方が良い。（企業 K）
・代理人だけで技術的に理解できないのであれば、技術的知見を有する第三者に資料
を閲覧させることは良いと感じる。
（企業 N）
・補佐人として、技術に精通した弁理士に閲覧させるという手がある。（企業 O）
・専門家を誰がやるかが問題。大学の先生、専門官だけでは能力不足では？（企業 O）
・分野や特許によっては使えるかもしれない。
（企業 O）
・適任者がいれば良いのではないか。理解できない人が見ても意味がない。（企業 P）
・利害関係のない人で、技術的知見を有する第三者はいるのか疑問。
（企業 Q）
・反対する理由はない。
（企業 S）
・適任者がいないのではないか。（企業 S、T）
・学者が適任かどうかは技術の中身次第だろう。物性論みたいアカデミックな内容な
ら学者でも OK だが、製造工程などは学者の出番はないだろう。（企業 S）
・制度としてあった良いと思う。（企業 T）
・1 つのやり方として妥当だと思う。（企業 U）
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・情報を開示する側の安心感はある。（企業 U）
・代理人だけで十分に見ることができるのかは不安。代理人の技術的なバックグラン
ドが十分かは問題となる。（企業 U）
・技術的知見を有する第三者は誰をイメージしてよいのか分からない。（企業 U）
・大学の先生で学問的にはご高名な方でも、そのスペシフィックな分野でどれだけ理
解しているかはちょっと違うものがある。（企業 U）
・その専門家に任せてよいのかという不安は残る。
（企業 U）
・その分野で最も知見を有するのは一般に当該企業や同業他社の技術者。（企業 U）
・アメリカであれば、エキスパートがいて、産学を行ったり来たりしているが、日本
の学者はどっぷりアカデミックで、企業 OB となればはリタイヤしてかなりの歳月
がたったような人になりそう。米のエキスパートは訴訟経験も豊富で技術面だけで
なくリーガル面も詳しい人が多い。そのような背景の成熟度が日米ではかなり相違
する。
（企業 U）
・米国では「エキスパート」に技術情報が機密で開示されるが、中にはこの人で大丈
夫かなという人もいる。相手方の弁護士ですら信用できない状況で、どこの誰だか
分からないエキスパートを完全に信用しろと言われても難しい。（企業 V）
・日本には適任者がいるのか？専門委員だと不十分ということはあるのか？（企業 V）

秘密保持命令に関する申立人等としての経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

1

2

c3. 不正競争防止法による保護で十分と考えた

3
1

d. 申し立てて同命令が出された
d1. 同命令に反対する被申立人の主張は認められなかった
d1①. 被申立人が証拠調べの必要性を欠くと主張
d1②. 被申立人が不正競争防止法による保護で十分と主張
d1③. 被申立人が申立人との秘密保持契約で十分と主張
d1④. その他の主張

0
0
0
0
0
1

d2. 被申立人の担当者及び代理人が同命令の名宛人となった

0
0
0

d3. 被申立人の担当者のみが同命令の名宛人となった
d4. 被申立人の代理人のみが同命令の名宛人となった
d5. 補佐人・その他の名宛人

1
1

e. 申し立てたが同命令は出されなかった
e1. 主に裁判官による判断
e2. 被申立人が同命令を出さないよう主張した
e2①. 被申立人が証拠調べの必要性を欠くと主張
e2②. 被申立人が不正競争防止法による保護で十分と主張
e2④. その他の主張

5

0
0

c4. その他

e3. その他

4

1

c1. 実効性に疑問があった
c2. 被申立人との秘密保持契約で解決した

e2③. 被申立人が申立人との秘密保持契約で十分と主張

3
3

c. 検討したが実際には申し立てなかった

0
0
0
0
0
0

秘密保持命令（特許法第105条の４）に関する申立人等（検討のみも含む）としての経験を
有する5者中3者は検討のみで実際には申し立てを行わず、1者は申し立てて同命令が出され、
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1者は申し立てたが同命令が出されなかった経験を有する。

Ｃ－16

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する被申立人としての経験を教えてく

ださい（c～dは複数回答可）

秘密保持命令に関する被申立人としての経験の有無(企業：訴訟経
験者・検討経験者）
4
10

0%

129

10%

20%

30%

40%

15

50%

60%

70%

80%

90%

100%

a . 同制度を知らない
b. 同制度を知っているが、被申立人としての経験はない
同命令に関する被申立人としての経験がある
無回答

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する被申立人としての経験を有する者は4者で、申
立人等（検討のみも含む）としての経験を有する者の６者よりわずかに少ない。

秘密保持命令に関する被申立人としての経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

1

2

3

4

2

c. 申立てに対して同命令が出された

1

c1. 同命令に反対する貴社の主張は認められなかった
c1①. 貴社が証拠調べの必要性を欠くと主張

0

c1②. 貴社が不正競争防止法による保護で十分と主張

0

c1③. 貴社が申立人との秘密保持契約で十分と主張

0

c1④. 貴社がコンタミネーション等の業務への悪影響を懸念して反対

0

c1⑤. 貴社が同命令に反したときの制裁（刑事罰）を懸念して反対

0

c1⑥. その他の主張・懸念

0
1

c2. 貴社の担当者及び代理人が同命令の名宛人となった

0

c3. 貴社の担当者のみが同命令の名宛人となった

1

c4. 貴社の代理人のみが同命令の名宛人となった

0

c5. 補佐人・その他の名宛人

2

d. 申立てに対して同命令は出されなかった

1

d1. 主に裁判官による判断

0

d2. 貴社が同命令を出さないよう主張した
d2①. 貴社が証拠調べの必要性を欠くと主張

0

d2②. 貴社が不正競争防止法による保護で十分と主張

0

d2③. 貴社が申立人との秘密保持契約で十分と主張

0

d2④. 貴社がコンタミネーション等の業務への悪影響を懸念して反対

0

d2⑤. 貴社が同命令に反したときの制裁（刑事罰）を懸念して反対

0

d2⑥. その他の主張・懸念

0
1

d3. その他

秘密保持命令（特許法第 105 条の 4）に関する被申立人としての経験を有する 4 者中 2 者
は同命令が出され、2 者は同命令が出されなかった経験を有する。
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Ｃ－17

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧に関するお考えを教えてください（複

数回答可） 事案によって開示して良い相手が相違すると思われますが、一般的なケー
スを想定してお答えください。
訴訟上必要な営業秘密の開示者側として(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

20

a. 秘密保持命令を受けた相手方当事者であれば開示しても良い

11

b. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方当事者に開示しても良い

12

40

60

80

100

120

140

56

c. 秘密保持命令を受けた相手方代理人であれば開示しても良い

21

d. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方代理人に開示しても良い
e. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）であれば開示しても良い

19
104

f. 裁判官であれば、開示しても良い

14

g. 一切開示したくない

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧について開示者側としては、裁判官であれば開示
しても良いとする考えが、104者（65.8%）で最も多く、次いで秘密保持命令を受けた相手
方代理人であれば良いが56者（35.4%）である。秘密保持命令あるいは秘密保持契約があれ
ば、相手方当事者や代理人に開示しても良いとする考えが、11者～21者(7%～13.3%)ある一
方で、一切開示したくないとする考えが14者(8.9%)である。
・裁判官への開示も、開示内容によりさまざまで裁判官でも理解できるようなもので
あれば良いと考える。（企業 K）
・「秘密保持命令を受けた第三者」としてその分野の専門家への開示は OK。（企業 K）
・裁判官だけでは理解できないだろう。
（企業 L、O）
・独自技術は絶対に出せない。社内や営業部門の者にも中身を知らせないようにして
いる。
（企業 L）
・双方が主張を尽くして技術的理解が進んだ段階で、裁判官にもわかるように開示す
るのであれば、裁判官のみでも良い場合があると考える。その情報で侵害判断がで
きるのであれば裁判官のみで良いが、裁判官だけで判断できないのであれば専門家
への開示もあり得るのではないか。
（企業 M）
・秘密保持命令や受けた当事者や秘密保持契約を結んだ当事者であれば基本的に開示
しても良いが、営業秘密の内容（レベル）による。レベルが高ければ、相手方代理
人だけとかもあり得る。
（企業 N）
・相手方当事者を含めて開示したことがある。最終的には社長判断。
（企業 N）
・裁判官のみへの開示は営業秘密の内容によると思う。ケースバイケースだと思う。
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（企業 N）
・相手方当事者は秘密保持命令や契約があっても開示したくない。（企業 O）
・裁判官には Judge するために見せても良いのではないか。裁判官＋代理人というイ
メージ（企業 Q）
・相手方には見せたくない。
（企業 R）
・裁判官は、中立公正だから見せても良い。（企業 R）
・第三者は利害関係が働いていないか心配。（企業 R）
・裁判官への開示については、分かるか分からないかは別にして、最終的に判断する
ために見てもらいたい。わからないならわかるまで専門家に説明してもらうなどし
て理解してもらいたい。技術説明会や専門家の関与で理解を深めてもらいたい。
（企
業 S）
・内容によるが、相手方代理人に開示すると相手方企業に筒抜けになる心配がある。
（企業 T）
・裁判官への開示は、営業秘密の種類によるのではないか？調査官のサポートが十分
に機能していて、裁判官にも理解してもらっているように感じる。（企業 T）
・
「秘密保持命令を受けた第三者」もそのような専門家がいれば開示しても良い。
（企
業 T）
・裁判官だけで十分とは考えていない。代理人と裁判官が見るというイメージ。裁判
官は判断する上で、見ないといけない部分はあると思う。
（企業 U）
・米国では訴訟経験が豊富な専門家証人（エキスパート）がおり、米国訴訟では専門
家証人に対して秘密情報を開示することがある。（企業 U）
・見る方の資質による。秘密保持命令を受けてどれだけ理解して秘密を守れるか。
（企
業 U）
・その分野の専門家とは誰。適任者がいれば良いと思うが、現状を見ていると直ぐに
日本でそのような制度がうまく回るとは考えづらい。（企業 U）
・情報のレベルによって開示対象者の範囲を変えるのはあり得るが、少なくともセン
シティブな情報の開示先は裁判官限定でよい。
（企業 V）

訴訟上必要な相手方の営業秘密を閲覧する者の側として(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

20

40

60

100

120

140

53

h. 閲覧するためであれば秘密保持命令を受けても良い

57

i. 閲覧するためであれば相手方と秘密保持契約を行っても良い

65

j. 秘密保持命令を受けた当方代理人に閲覧を任せても良い

49

k. 相手方との秘密保持契約の下、当方代理人に閲覧を任せても良い

17

l. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）に閲覧を任せても良い

32

m. 裁判官のみ閲覧すれば良い
n. 一切閲覧はしたくない

80

1

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧について閲覧する側としては、秘密保持命令を受
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けた当方代理人に閲覧を任せても良いとする考えが65者で最も多く、裁判官のみ閲覧すれ
ば良いとする回答は32者で、開示者側の立場とは大きく相違する。閲覧するために秘密保
持命令を受けても良いや秘密保持契約を締結しても良いとする考えが、それぞれ53者、57
者ある。
・営業秘密まで閲覧しなくても良いケースであった。（企業 L）
・後の開発を考えると他社の営業秘密は見たくない。（企業 L）
・コンタミのリスクがあるので閲覧したくない。（企業 O）
・エンジニアが相手方の技術にいったんアクセスしてしまうとコンタミのリスクがあ
る。（企業 S）
・「秘密保持命令を受けた代理人」がもっとも良いと思う。自社担当者がみてコンタ
ミのリスクがあるなら代理人に任せた方が無難と思う。（企業 T）
・自社代理人と裁判官であれば良い。裁判官のみで良いとは思わない。（企業 T）
・将来の仕事の幅が狭まる可能性があるので抵抗感がある。
（コンタミ問題）
（企業 U）

Ｃ－18

当事者尋問等に関し、尋問の公開停止（特許法第105条の7第1項）に関する経

験を教えてください（c～hは複数回答可）
尋問の公開停止に関する経験の有無(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

20

60

80

100

120

140

33

a. 同制度を知らない

109

b. 同制度を知っているが、経験はない

特許権者としての経験がある

1

被疑侵害者としての経験がある

1

無回答

40

15

当事者尋問等に関し、尋問の公開停止（特許法第105条の7第1項）に関する経験は、特許権
者としての経験者が1者のみ、被疑侵害者としても経験者も1者のみである。同制度は知っ
ているが経験がないとする者が109者（69%）あるが、同制度を知らない者も33者（20.9%）
おり、認知度はあまり高くないように思われる。
・そもそも特許権侵害訴訟において尋問の経験がなく、公開停止要求に関する経験も
ない。（企業 K、M、Q、S、T、U、V 他）
・米国では証人尋問の経験があるが、日本の知財訴訟では証人尋問の経験はない。
（企
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業 P）
・かつて訴訟で証人尋問はした経験があるが、尋問の公開停止の経験はない。
（企業 R）
・文書提出命令に先だって、裁判所が供給元を呼び出して「審尋」したケースがある
が、その場に当事者として立ち会えなかった。
（企業 T）
・日本の特許侵害訴訟で、法廷での証言に頼ることは考えにくい。（企業 U）

特許権者としての経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

1
1

c. 主に裁判官の判断により尋問の非公開が決定された
d. 尋問の非公開の必要性を主張した

0

d1. 尋問の非公開が決定された

0

d2. 尋問の非公開が決定されなかった

0

e. 相手側が尋問の非公開の必要性を主張した

0

e1. 尋問の非公開が決定された

0

e2. 尋問の非公開が決定されなかった

0

被疑侵害者としての経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

1
1

f. 主に裁判官の判断により尋問の非公開が決定された
g. 尋問の非公開の必要性を主張した

0

g1. 尋問の非公開が決定された

0

g2. 尋問の非公開が決定されなかった

0

h. 相手側が尋問の非公開の必要性を主張した

0

h1. 尋問の非公開が決定された

0

h2. 尋問の非公開が決定されなかった

0
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（３）

利用実態（弁護士）

（ⅰ）

アンケート対象者について

特許権侵害訴訟の筆頭代理人のうち、特許権侵害訴訟の原告又は被告の代理回数が計 5
回以上の弁護士 52 者（判決ベース）にアンケートを送付し、27 者（回答率 51.9％）より
回答を得た。
回答を頂いた弁護士（27 者）は全て特許権侵害訴訟経験（特許権者または被疑侵害者）
又は訴訟の検討経験を有する。前掲の特許権侵害訴訟経験（特許権者または被疑侵害者）
又は訴訟の検討経験のある企業からの回答結果に対応させるべく、弁護士（27 者）の C.
証拠収集手続きおよび D.損害賠償請求に関する経験の回答の集計結果を本編に掲載した。
なお、弁護士（27 者）からの B.訴訟経験及びフリーコメントについては資料編に掲載し
た。
アンケートの集計結果と集計結果に対するコメントに続き、8 者に対して実施したヒア
リングの主なコメントを記載した。
注：掲載した棒グラフの横軸のスケールは回答者総数とした。
Ｃ．貴殿の過去5年間の特許権侵害に係る証拠収集手続の経験についてお尋ねします。

Ｃ－１

我が国における特許権侵害訴訟の証拠収集に関する経験を教えてください（b

～uは複数回答可）
証拠収集に関する経験の有無(弁護士）
0

5

10

15

20

25

1

a. 代理人として、証拠収集に関する経験はない
代理人として、侵害の行為についての経験がある

26

代理人として、損害の計算についての経験がある

26

無回答

0

多くが代理人として侵害行為の証拠収集の経験、損害の計算についての証拠収集の経験を
有する。
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証拠収集手続きについての経験(弁護士）
0

5

10

15

20

25
25

b. 依頼人又は貴殿の調査により証拠を収集できた
11

c. 調査会社等を利用して証拠を収集できた

17

d. （訴訟指揮により）被疑侵害者が任意で証拠を開示した
10

e. 日本の法制度を利用して証拠を収集できた
3

f. 他国の法制度を利用して証拠を収集できた

18

g. 依頼人又は貴殿の調査では証拠を収集できなかった
10

h. 調査会社等を利用しても証拠を収集できなかった

11

i. 日本の法制度を利用しても証拠を収集できなかった
2

j. 他国の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

4

k. その他

代理人として侵害行為の証拠収集の経験を有する 26 者中 25 者は依頼人または自身の調査
で証拠収集ができた経験があり、できなかった経験者は 18 者である。また 11 者は調査会
社等を利用して証拠収集できた経験を有するが、10 者は、調査会社等を利用しても証拠収
集できなかった経験を有しほぼ半々である。訴訟指揮により被疑侵害者が任意で証拠開示
した経験者が 17 者と比較的多い。
・欧米の証拠収集制度を活用して国内の訴訟の証拠に使う。過去は米国だけであった
が、最近は欧州（オランダ、ドイツ、フランス）も使える。海外で取った証拠は、
これまで全て日本で使えた。米国は日本特許だけでも OK。欧州は日本特許だけでは
NG、対応特許が必要。（弁護士 B）
・日本の証拠収集制度は全然ダメ。
（弁護士 B）
損害の計算についての経験（弁護士）
0

5

10

15

20

25

19

l. 依頼人又は貴殿の調査により証拠を収集した
6

m. 調査会社等を利用して証拠を収集した

23

n. （訴訟指揮により）被疑侵害者が任意で証拠を開示した
13

o. 日本の法制度を利用して証拠を収集した
2

p. 他国の法制度を利用して証拠を収集した

9

q. 依頼人又は貴殿の調査では証拠を収集できなかった
4

r. 調査会社等を利用しても証拠を収集できなかった
3

s. 日本の法制度を利用しても証拠を収集できなかった
t. 他国の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

1

u. その他

1

損害の計算についての証拠収集は、依頼人または自身の調査で証拠収集ができた経験を有
する者が、上記の侵害行為の証拠収集に比べて低く 19 者であり、できなかった経験者も 9
者と低めである。一方、訴訟指揮により被疑侵害者が任意で証拠開示した経験者が 23 者と
侵害行為の証拠収集に比べて高い。
・損害の計算の証拠収集はあまり心配していない。訴訟を通じて何とかなる。（弁護
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士 A）
・訴える価値があるかどうか判断するために、訴訟前の損害賠償額の概算は重要。弁
護士サイドでは難しいが企業が保有する資料で可能なので、訴訟前に証拠収集する
ほどのことはない。（弁護士 A）
・訴訟前に損害の計算の証拠収集は行わない。勝つか負けるか分からないのにクライ
アントに負担はかけられない。（弁護士 H）

Ｃ－２

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の結果に関する経

験を教えてください（b～jは複数回答可）

訴訟検討段階の証拠収集の経験の有無（弁護士）
0
1

0%

26

10%

20%

30%

40%

50%

60%

a . 代理人として、訴訟検討段階の証拠収集の経験はない

70%

80%

90%

代理人として、経験がある

100%
無回答

多くが特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の経験を有する。

提訴検討段階の証拠収集の結果に関する代理人としての経験(弁護士）
0

5

10

15

20
19

b. 訴訟提起を判断するのに十分な証拠を収集できた

19

c. 侵害行為の立証のために十分な証拠を収集できた
d. 損害の計算のために十分な証拠を収集できた

1
9

e. 訴外で相手方と交渉するのに十分な証拠を収集できた

14

f. 訴訟提起を判断するのに十分な証拠を収集できなかった

16

g. 侵害行為の立証のために十分な証拠を収集できなかった

17

h. 損害の計算のために十分な証拠を収集できなかった

9

i. 訴外で相手方と交渉するのに十分な証拠を収集できなかった
j. その他の経験

25

2

訴訟検討段階の証拠収集の経験ありとする26者中19者は、証拠提起を判断するのに十分な
証拠を収集できた経験を有し、14者はできなかった経験を有する。また、19者が侵害行為
の立証に十分な証拠を収集できた経験を有するが、16者は侵害行為の立証に十分な証拠を
収集できなかった経験も有るので、この点はケースバイケースといえよう。一方、損害の
計算のために十分な証拠は収集できた経験を有する者はわずか１者で、できなかった経験
を有する者17者と大きな差がある。侵害行為の立証のための証拠収集より損害の計算のた
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めの証拠収集がより困難と思われる。
・うまくいった例としては、市場で被疑侵害品を入手して分析できたケース。（弁護
士 A）
・普通に入手できないものは難しい。入手さえできれば、今の解析技術なら何とかな
る。（弁護士 B）
・うまくいったケースとしては、相手方の製品やカタログを入手して分析して、その
結果を記録に残して公証人立ち会いで証拠にしたケース（弁護士 F）

Ｃ－３

代理人として、我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の困

難性に関する経験を教えてください（c～fは複数回答可）

訴訟検討段階の証拠収集の経験の有無（弁護士）

1

0%

1

24

10%

20%

30%

40%

50%

1

60%

70%

80%

90%

100%

a . 代理人として、訴訟検討段階の証拠収集の経験はない
b. 代理人として、訴訟検討段階の証拠収集の困難性（困難と感じたこと）に関する経験はない
代理人として、証拠収集の困難性に関する経験がある
無回答

訴訟検討段階の証拠収集の困難性に関する経験がないとする1者に比べ、
24者が困難性の経
験を有する。
訴訟検討段階の証拠収集で困難性の経験を有る弁護士が圧倒的に多数である。
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代理人として、証拠収集の困難性に関する経験（弁護士）
0

5

10

15

20
23

c. 証拠が被疑侵害者側に偏っている

21

c1. 侵害が疑われる行為が被疑侵害者側の工場等で行われていた

19

c1①. 製造方法

12

c1②. コンピューター・プログラムによる情報処理

3

c1③. その他

17

c2. 侵害が疑われる製品が入手できなかった

12

c2①. 製品が被疑侵害者側の工場等にあった

15

c2②. 製品がBtoB向けで市場に出回っていなかった

1

c2③. その他

7

c3. 損害の計算を証明する証拠が入手できなかった

0

c4. その他

12

d. 侵害が疑われる製品を入手したが、分析出来なかった

6

d1. 化合物

11

d2. コンピューター・プログラム

1

d3. その他

12

e. 営業秘密に関わる証拠が多い

11

e1. 被疑侵害者から営業秘密であることを盾にされた

1

e2. コンタミネーション等、貴社の業務への悪影響を懸念した

1

e3. その他

0

f. その他の困難性

困難性を有するとする24者中23者が、証拠が被疑侵害者側に偏っていたという経験を有し、
その理由として疑義侵害行為が工場等で行われていることや、製品の入手の困難性を挙げ
ている。また、製品を入手できても分析ができなかったケースや営業秘密にかかわる証拠
を挙げた者が12者とほぼ半数である。
うまくいかなかったケースについて：
・BtoB 製品は入手困難。入手経路を明らかにしたくない（できない）ケースは、証拠
として使いづらい。（弁護士 A）
・プロセスの特許などは難しい。（弁護士 A）
・コンピュータプログラムは難しい。ブラックボックスの入ってしまっている。（弁
護士 A）
・コンピュータプログラム（制御プログラム、ソースコード）は入手困難。米国のデ
ィカバリーなら入手できる。
（弁護士 B）
・方法の発明、単純方法の発明や化学は難しい。（弁護士 D）
・工場に中で使われているらしいとか、中間成分を抽出する必要がある場合なども難
しい。
（弁護士 D）
・コンピュータプログラムなど解析ができなかったケースがある。（弁護士 E）
・方法の特許で決断できなかったケースや実際に工場をみて相違点を確認して裁判を
断念したケースがある。
（弁護士 F）
・物の特許であっても、大きな機械（工場のラインに組み込まれるような機械など）
の場合は難しい。一般に市販されるものであれば楽。（弁護士 F）
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・方法の特許であれば、実施されているのが被告の会社なのでまだ楽。第三者の工場
で使用されている機械を確認するのは難しい。
（弁護士 F）
・ブラックボックスの場合はどうしようもない。（相手のものがどんなものか特定で
きず、コスト高になるが違う方法で製造することも可能であるというケースは相談
だけで終わった。）（弁護士 G）
・コンピュータプログラムに関するものは難しい。製品を入手して 1,000 万円位をか
けて逆アセンブリしたことがある。訴額が何十億円単位のケースだからできたが、
通常のクラスなら費用対効果で割りに合わない。（弁護士 H）
・多額に費用をかけて逆アセンブリして非侵害と分かった場合、クライアントは社内
報告できないので知財部が尻ごみしてしまうケースがある。また、そのようなクレ
ームにしたという別の問題も生じる。（弁護士 H）
困難性に対して具体的にどのように対応されたかお聞かせください。
・米国のディカバリー制度を活用して証拠収集する。但し、制限があるので、必ず、
日本で使えるとは限らない。
（弁護士 A）
・間接事実を積み上げて、日本の法制度を活用して証拠を提出させる。（弁護士 A）
・うまく外国の制度を使う。
（弁護士 B）
・大学の先生に頼む。（弁護士 B）
・特別な代理人を使って入手する。
（弁護士 B）
・どうしても揃わない証拠は、手続きの中で相手方に開示させるように工夫する。
（弁
護士 C）
・現物がなければ、ホームページやパンフレットの入手（弁護士 D）
・リバースエンジニアリングは滅多にしない。
（弁護士 D）
・市場で入手できない場合は、共通の顧客がある場合は、こっそり見せてもらう。そ
のような場合、直接証拠とすることはできないが、確信をもって訴訟できれば、訴
訟の過程で相手方は認否をせざるを得ないのである程度機能する。（弁護士 E）
・直接、相手に問い合わせをするしかないが、なかなか入手できない場合が多い。
（弁
護士 D）
・第三者の所にある情報で任意で出してくれなかった場合に、弁護士法 23 条の照会
で出してもらったことがある。（弁護士 E）
・米国のディカバリーで出させた証拠を日本の裁判で使ったことがあるが、
Protective Order が掛かっている証拠をどう扱うかでかなりもめた。Protective
Order で「日本の裁判所が出せと言ったら出してよい」という項目を付けてくれて
いたが、日本の裁判所は「出せ」とは言わず、双方合意の上で出させようとする。
（弁護士 E）
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・ダミーを使って購入させる場合がある。（弁護士 F）
・相手方に設計図の提出を求める。
（弁護士 F）
・入手困難な情報については、当事者照会や 23 条照会を活用してうまくいったこと
がある。（弁護士 G）
・侵害方法は特定できているがどのような装置を使っているかが不明であったケース
において、当事者照会をかけたところ、相手方が品番など全て出してきたことがあ
る。（弁護士 G）
・23 条照会により、うまくいったケースがある（公然実施を理由に無効にされた際に、
その証拠が捏造であることが明らかにすることができた）。（弁護士 G）
・23 条照会で事実を確認した上で、顧客が言い訳ができるように裁判所からの照会と
いう形を取ろうとしても裁判所が探索的な照会と誤解して協力してもらえなかっ
たことがある。（弁護士 H）

Ｃ－４

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する予告通知者等（検討のみも含む）の代理人としての経験を教えてくださ
い（c～eは複数回答可）

予告通知者等の代理人としての経験の有無（弁護士）
0
19

0%

10%

20%

30%

8

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

b. 予告通知者等の代理人としての経験はない
予告通知者等の代理人の立場での経験がある
無回答

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条の4）はあま
り利用されていないといわれているが、弁護士でも27者中わずか8者(29.6%)が予告通知者
等の立場で経験（検討のみを含む）を有し、19者(70.3%)は経験がない。
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予告通知者等の代理人の立場での経験（弁護士）
0

2

4

6

8
7

c. 検討したが実際には予告通知しなかった

7

c1. 実効性に疑問があった

1

c2. 訴訟を検討していることを相手方に知られる不利益を考慮

0

c3. その他

2

d. 予告通知して照会した

1

d1. 被予告通知者から何らかの証拠が提出された

1

d1①. 証拠収集の処分なく提出

0

d1②. 予告通知者が証拠収集の処分を申し立てて認められた

1

d2. 被予告通知者から証拠は一切提出されなかった

1

d2①. 予告通知者が証拠収集の処分を申し立てたが認められなかった

0

d2②. 予告通知者が証拠収集の処分を申し立てて認められた

3

e. 被予告通知者から返答があって照会された

0

e1. 何らかの証拠を提出した
e1①. 証拠収集の処分なく提出

0

e1②. 被予告通知者が証拠収集の処分を申し立てて認められた

0
2

e2. 証拠は一切提出しなかった

1

e2①. 被予告通知者が証拠収集の処分を申し立てたが認められなかった
e2②. 被予告通知者が証拠収集の処分を申し立てて認められた

0

予告通知者等の立場で経験（検討のみを含む）がある8者中7者は検討のみで実際には予告
通知は行っていない。その理由としては、全員が実効性に疑問があると感じ、訴訟を検討
していることを相手方に知られる不利益を考慮した場合が1者である。
・訴訟前の不安定な状態での証拠収集は制度的に疑問を感じる。（弁護士 A）
・提訴後の証拠収集制度の充実を図った方が良いと思う。
（弁護士 A）
・強制力がない。4 か月という期間制限があるが、通常、1 年はかかる。使えない。
訴えた方が良い。
（弁護士 A）
・警告書のやり取り（交渉）で十分。紛争の解決がゴール。自分の特許を使ってもら
いたいという者は、訴訟をちらつかせることは通常行わない
・やったけど無視された。（弁護士 B）
・強制力がないので実効性がない。
（弁護士 B）
・強制力がなく実効性に疑問があるので経験がない。（弁護士 C、E）
・強制力がないにも関わらす、相手方に通知して訴訟の準備をさせることになる。
（弁
護士 C）
・訴え提起前に可能な限り証拠収集して、足らない部分については訴訟提起後に訴訟
手続を通して集めれば良い（それなりの工夫が必要です）のでこの制度は利用する
必要性を感じない。（弁護士 C）
・素手でやっても意味がない。ある程度証拠を掴んでやるべき。（弁護士 D）
・義務がないので、どうせダメだろうと思って使ったことがない。（弁護士 E）
・
「訴訟するぞ」と予告するということは「改ざんしろ」と言っているようなもの。
（弁
護士 F）
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・強制力がつけば使える。（弁護士 G）
・ドイツ型の査察制度は良いと思う。侵害でないとなった場合のペナルティがあるの
でそんなに簡単に使える制度ではない。
（弁護士 G）
・多くのケースは証拠収集で困ることはないが、どうしても証拠が揃わないケースで
実効性のある制度があれば良い。（弁護士 G）
・実効性に疑問がある。
（弁護士 H）
・強制力が付くと、単なる疎明で強制されたら被予告通知者はたまったものではない。
パテントトロールなどに悪用されたら問題。（弁護士 H）
・強制力を付けるなら、濫用防止がポイントになる。濫用防止のペナルティやハード
ルを高くすると今後は逆に使いづらい制度になる。日弁連の検討会で検討したが妙
案はなかった。（弁護士 H）

Ｃ－５

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する被予告通知者の代理人としての経験を教えてください（c～dは複数回答
可）

被予告通知者の代理人の立場での経験の有無（弁護士）

20

0%

10%

20%

30%

40%

6

50%

60%

70%

80%

1

90%

100%

b. 被予告通知者の代理人としての経験はない
被予告通知者の代理人の立場での経験がある
無回答

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第 132 条の 2、第 132 条の 3、第 132 条の 4）の
被予告通知者等の経験であるが、予告通知者等の場合と同様、利用実績が低く、経験があ
る者はわずか 6 者、経験がない者が 20 者と圧倒的多数である。
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被予告通知者の代理人の立場での経験（弁護士）
0

1

2

3

4

5

6
6

c. 予告通知者から照会された

1

c1. 何らかの証拠を提出した

1

c1①. 証拠収集の処分なく提出

0

c1②. 予告通知者が証拠収集の処分を申し立てて認められた

4

c2. 証拠は一切提出しなかった
c2①. 予告通知者が証拠収集の処分を申し立てたが認められなかった

0

c2②. 予告通知者が証拠収集の処分を申し立てて認められた

0
1

d. 返答して照会した

0

d1. 予告通知者から何らかの証拠が提出された
d1①. 証拠収集の処分なく提出

0

d1②. 被予告通知者が証拠収集の処分を申し立てて認められた

0
1

d2. 予告通知者から証拠は一切提出されなかった
d2①. 被予告通知者が証拠収集の処分を申し立てたが認められなかった

0

d2②. 被予告通知者が証拠収集の処分を申し立てて認められた

0

経験を有する 6 者はいずれも、予告通知者から照会された経験を有し、証拠は一切提出し
なかった経験が 4 者、何らかの証拠を提出した 1 者を大きく上回る。
・知財専門家でない者から“手ぶら”で照会されたことがあるが無視したことがある。
裁判所に申し立てられたが裁判所も無視。この時はイ号物件の特定はできていたの
でさっさと訴訟すればという状況であった。（弁護士 D）

Ｃ－６

証拠保全制度（民事訴訟法第234条）に関する経験を教えてください（c～gは

複数回答可）
証拠保全制度に関する経験の有無（弁護士）
0

5

10

15

20

25

7

b. 代理人として同制度の経験はない

11

証拠保全を検討したが申立てしなかった経験について

12

相手方に対する証拠保全の経験について
8

依頼人に対する証拠保全の経験について

証拠保全制度
（民事訴訟法第 234 条）は、相手方に対する証拠保全の経験が 12 者と半数弱、
依頼人に対する証拠保全の経験が 8 者と約 1/3 の経験があり、検討したが申立てしなかっ
た経験者は 11 者である。
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証拠保全を検討したが申立てしなかった経験（弁護士）
0

2

4

6

8

10
11

c. 検討したが貴殿側は実際には申立てしなかった

8

c1. 実効性に疑問があった

1

c2. 訴訟を検討していることを相手方に知られる不利益を考慮

4

c3. その他

検討したが申立てしなかった 11 者は、その理由として実効性に疑問を感じた者が 8 者と最
も多い。

相手方に対する証拠保全の経験（弁護士）
0

2

4

6

8

10

12
11

d. 貴殿側が申し立てた
10

d1. 証拠保全が決定された

10

d1①. 実際に証拠が確保された
3

d1②. 実際には証拠は確保されなかった

3

d2. 申立ては認められなかった
1

e. 相手方に対する証拠保全が職権により決定された

1

e1. 実際に証拠が確保された
0

e2. 実際には証拠は確保されなかった

相手方に対する証拠保全では、11 者は自身が申し立てた経験を有し、内 10 者は証拠保全
決定がされた経験があり、実際に 10 者は証拠を確保された経験を有するが 3 者は証拠が確
保されなかった経験も有する。職権による証拠保全された経験は１者と極めて希である。

依頼人に対する証拠保全の経験（弁護士）
0

2

4

6

8

f. 相手方から申し立てられた

8

f1. 証拠保全が決定された
5

f1①. 実際に証拠が確保された
2

f1②. 実際には証拠は確保されなかった
f2. 申立ては認められなかった

0
1

g. 依頼人に対する証拠保全が職権により決定された

1

g1. 実際に証拠が確保された
g2. 実際には証拠は確保されなかった

8

0

依頼人に対する証拠保全は、経験を有する 8 者の全てが相手方からの申立てに基づく経験
があり、その 8 者は証拠保全の決定をされた経験を有する。実際に証拠を確保された経験
は 5 者、確保されなかった経験は 2 者である。職権による証拠保全された経験は１者と極
めて希である。
・実効性がない。但し、制度自体は残すべき（弁護士 A）
・今、証拠保全しないと現状が変えられる可能性があるとして地方の工場への証拠保
全命令の経験がある。但し、被疑侵害者が実施しておらず保全対象がなく証拠は確
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保されなかった。
（弁護士 A）
・商標の模倣品のようにやって逃げる事案（ヒット＆ラン）へは有効。（弁護士 A）
・地方（北海道）でうまくいったことがある。
（弁護士 B）
・提訴前なら「改ざんのおそれ」で簡裁や地方の地裁で出やすい。東京、大阪の知財
部では出ない。（弁護士 B、C、H ほか）
・以前は、地方で証拠保全を行ったケースがある。
（弁護士 C）
・必要性の要件が難しい。（弁護士 D）
・認められるのは、見本市や地中に埋める基礎工事など特別なケースだけ。
（弁護士 D）
・義務がないから断られたらおしまい。
（弁護士 E）
・そもそも必要性が問題となって命令がでない。（弁護士 E）
・昔は証拠保全が比較的認められていたが、最近は特に東京・大阪では認められない。
（弁護士 F）
・強制力はないが、裁判官の説得でちゃんと出してくれたケースはある。（弁護士 F）
・対象物の特定については、帳簿類は比較的簡単。○○に使う金型という形で特定し
たケースもある。対象以外の設備をどのようにプロテクトするのかが問題。（弁護
士 F）
・27～8 年前の大阪の事件。必要以外の部分は全て黒塗りをしたコピーをもらった。
パーフェクトなやり方。名古屋でやったケースは、黒塗りなしに全てのデータを見
ることができた。このようなやり方をされるのが怖くて証拠保全制度に協力しなさ
いと依頼人に説得できない。裁判所は証拠保全の運用をきちんと統一すべき。（弁
護士 F）

Ｃ－７

具体的態様の明示義務（特許法第104条の2）に関する経験を教えてください（c

～hは複数回答可）
具体的態様の明示義務に関する経験の有無（弁護士）
0
b. 代理人として同制度の経験はない

5

10

20

25

0
25

特許権者の代理人の立場での経験がある

26

被疑侵害者の代理人の立場での経験がある
無回答

15

0

具体的態様の明示義務は、企業の回答では経験者は多くなかったが、ほぼ全員が特許権者
の代理人あるいは被疑侵害者の代理人として経験を有する。
・具体的態様の明示義務は使い物にならない。
（弁護士 B）
・本条導入以前より、実態としては同様の訴訟指揮は行われていたが、本条より裁判
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所が開示を促す法的根拠になり、使いやすくなった。（弁護士 C）
・具体的態様の明示義務は有効な手段。
（弁護士 C）
・具体的態様の明示義務はうまくいっている。
（弁護士 D）
・具体的態様の明示義務はある程度機能している。
（弁護士 E）
・具体的態様の明示義務は比較的うまくいっている。（弁護士 F）
・この制度は使える。特に問題点は感じていない。
（弁護士 G）
・条文がないときでも、訴訟指揮でやっていたので昔とあまり変わらない。
（弁護士 H）
具体的態様の明示義務に関する特許権者の代理人の立場での経験（弁護士）
0

5

10

15

20

25

15

c. 依頼人が主張する具体的態様を被疑侵害者が否認しなかった

23

d. 主張を否認するため被疑侵害者から具体的態様が明示された

9

d1. 答弁書の提出段階で明示された

16

d2. 訴訟指揮に従って明示された

0

d2①. 被疑侵害者は相当の理由を主張したが認められなかった

5

d3. 依頼人の義務履行要求を踏まえて明示された

7
7

d4. 当事者間で秘密保持契約を締結することで明示された
e. 被疑侵害者は主張を否認した上で具体的態様を明示しなかった

4

e1. 被疑侵害者は相当の理由を主張して認められた

2

e2. その他

被疑侵害者から具体的態様が明示された経験を有るものが 25 者中 23 者あり、訴訟指揮に
基づくものが 16 者、答弁書提出段階が 9 者である。このあたりは企業の経験とやや相違す
る。被疑侵害者の主張を否認して具体的対応を明示しなかった経験者も 7 者いる。

具体的態様の明示義務に関する被疑侵害者の代理人の立場での経験（弁護士）
0

5

10

15

25

10

f. 特許権者が主張する具体的態様を否認しなかった

24

g. 特許権者の主張を否認するため具体的態様を明示した

13

g1. 答弁書の提出段階で明示した

10

g2. 訴訟指揮に従って明示した

1
1

g2①. 相当の理由を主張したが認められなかった
g3. 特許権者からの義務履行要求を踏まえて明示した

5

g4. 当事者間で秘密保持契約を締結することで明示した

7

h. 特許権者の主張を否認した上で具体的態様を明示しなかった

4

h1. 相当の理由を主張して認められた
h2. その他

20

1

被疑侵害者の立場では、27 者中 24 者が具体的態様を明示し、その半数強の 13 者は答弁書
の提出段階で提示しているが、半数弱の 10 者は訴訟指揮に従って提出した経験を有する。
また、特許権者の主張を否認して具体的態様を明示しなかった経験を有する者が 7 者おり、
その内 4 者は相当の理由の主張が認められた経験を有する。
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Ｃ－８

具体的態様の明示に関する経験を教えてください（c～fは複数回答可）
具体的態様の明示に関する特許権者の代理人の立場での経験（弁護士）
0

5

10

15

20

25

16

c. 被疑侵害者が明示した具体的態様が十分だと感じた

21

d. 被疑侵害者が明示した具体的態様が不十分だと感じた

14

d1. 具体的態様に関して、文書提出命令の申立てを検討したが、見送った

7

d1①. 実効性に疑問があった

4

d1②. 当事者間で秘密保持契約を締結することで文書が提出された

10

d1③. 訴訟指揮により文書が任意で提出された

3

d1④. 文書の特定が十分にできなかった

1

d1⑤. その他

13

d2. 具体的態様を明らかにすべく、文書提出命令を申し立てた

1

d2①. 同命令が出された

13

d2②. 同命令は出されなかった

8

d2②あ. 訴訟指揮により文書が任意で提出された

7

d2②い. 同命令を出す理由がないと裁判官が判断した

特許権者の立場で、具体的態様の明示に関して、16者が十分と感じた経験を有し、21者が
被疑侵害者の明示した具体的態様は不十分と感じた経験を有し、内14者は文書提出命令の
申立てを見送った経験を有する。文書提出命令の申立てを見送ったケースでは、訴訟指揮
により文書が任意で提出されたためが10者、実効性に疑問があったためが7者である。13
者は文書提出命令の申し立てた経験を有するが同命令が出された経験は1者に留まり、13
者は同命令は出されなかった経験を有する。
・具体的態様の明示義務と文書提出命令は連動しきれていない。インカメラとの連動
が実現すれば、訴訟は早くなると思う。
（弁護士 A）
・クレーム解釈によって侵害・非侵害となるので、クレーム解釈が決まらない段階で
は文書提出命令は出しづらいのではないか。（弁護士 A）
・辻褄さえ合っていれば被告は都合の良いことを主張できるので、納得できない。
（弁
護士 B）
・まずは具体的態様を主張するに十分な証拠を自分で収集し、相手に認否をさせて否
認する場合は具体的態様を説明させ、必要な場合は文書を提出させる。（弁護士 C）
・ある程度必要十分な証拠を揃えて訴えれば、必要な情報の 8 割程度は訴訟指揮など
を通じて出てくるという感覚。残り 2 割は出てこないが、その中に致命的なものを
お互い隠し持っている感じ。
（弁護士 E）
・裁判所から訴訟指揮されると、弁護士のメンタリティとして裁判官のご機嫌を損ね
たくない。（弁護士 F）
・明示したくないという代理人もいるようだが、実際の裁判の場では「具体的態様を
明示してください」と言われれば、スッと出してくるケースが多い。
（弁護士 G）
・営業秘密を含む場合は、訴訟が進んだ段階で開示するとか、秘密保持契約を結んだ
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上で開示するとか、運用に工夫をすれば問題はない。（弁護士 G）
・運用が問題。証明ができた段階でやっと裁判所が具体的態様の明示義務を要求する
という感じ。
（弁護士 H）
・裁判所はあまり協力的ではない。この条文の基づいてやれということは裁判所はや
りたがらない。（弁護士 H）
・事実上、口頭釈明。（弁護士 H）

具体的態様の明示に関する被疑侵害者の代理人の立場での経験（弁護士）
0

5

10

15

20
21

e. 明示した具体的態様に対して特許権者から異論はなかった

10

f. 明示した具体的態様に対して特許権者から異論があった

3

f1. 当事者間で秘密保持契約を締結して文書を提出した

4

f2. 訴訟指揮により具体的態様に関する文書を任意で提出した

6

f3. 具体的態様に関して特許権者が文書提出命令を申し立てた

0

f3①. 同命令が出された

6

f3②. 同命令は出されなかった

3

f3②あ. 訴訟指揮により文書を任意で提出した

5

f3②い. 同命令を出す理由がないと裁判官が判断した

被疑侵害者の立場で、提出した文書に対して特許権者からの異論がなかった経験は21者で、
異論があった経験の10者であり、企業の経験値とは大きく相違する。
・被告側になった場合、単に否認することはない。
（弁護士H）

Ｃ－９

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）の代理人としての経験を教えてください（c～eは複数回答可）

侵害の立証に係る文書提出命令に関する
申立人等の代理人としての経験の有無（弁護士）
0
9

0%

10%

18

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

b. 代理人として質問にあるような経験はない
侵害の立証に係る同命令の申立人等の代理人としての経験がある
無回答

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）についても、申立人等と
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しての利用経験（検討のみ含む）を有する者は2/3（27者中18者）で、1/3は経験経験を有
しない。
・権利者側、被疑侵害者側の双方で経験があるが、１度も認められたことはない。
（弁
護士 D）
・実際に文書提出命令が出たこともある。第三者に対する命令であったが、決定後、
相手方当事者からそのコピーが提出された。（弁護士 G）

侵害の立証に係る同命令の申立人等の代理人としての経験（弁護士）
0

5

10

15
13

c. 検討はしたが、同命令を申し立てなかった

8
8

c1. 実効性に疑問があった
c2. 訴訟指揮により文書が任意で提出された

4

c3. 文書の特定が十分にできなかった

1

c4. その他
d. 申し立てて同命令が出された
d1. 同命令に反対する被申立人の主張は認められなかった
d1①. 被申立人は文書の特定が不十分又は不明確と主張した

0
0
0
1

d1②. 被申立人は提出を拒む正当な理由があると主張した

0
0
0
0
0

d1③. その他
d2. 同命令に基づき文書が提出された
d2①. 立証に必要な文書であった
d2②. 立証に必要な文書ではなかった
d3. 文書が提出されなかった

13

e. 申し立てたが同命令は出されなかった

9

e1. 訴訟指揮により文書が任意で提出された

8

e2. 同命令を出す理由がないと裁判官が判断した

4

e2①. 主に裁判官による判断
e2②. 被申立人が文書の特定が不十分又は不明確と主張した

1
3

e2③. 被申立人が提出を拒む正当な理由を主張した

1

e2④. その他

利用経験を有する18者は、検討のみの経験を有する者が13者、申し立てたが文書提出命令
は出されなかった経験を有する者も13者、実際に命令が出た経験を有するのは僅か1者のみ
である。但し、訴訟指揮により任意で提出されたケースが8者(c2)と9者（e1）あり、結局、
かなりケースで文書の提出を受けた経験を有する。
・昔に比べたら、運用は緩くなってきたと感じる。機能的な表現でも認められる。
（弁
護士 A）
・文書の特定より、むしろ必要性の問題の方が大きい。裁判所にその必要性の説得に
苦労したことがある。（弁護士 A）
・秘密保持命令＋文書提出命令が本来の姿と感じる。（弁護士 A）
・相手方当事者に見られるので、米国のアトーニーズアイズオンリーやアトーニー＋
専門家アイズオンリーのように変えると変わるかも知れない。
（弁護士 A）
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・特定を緩めて、ある程度網羅的に出させるのが良いと思う。但し、以前より緩くな
った。
（弁護士 B）
・ちゃんとしたものが出ているかは疑問なので、もう少し立法で何とかしてほしい。
（弁護士 B）
・命令がでること自体希で、任意で出させている。任意では拒否されれば終わりだし、
出したとしても全て出ているか、出てきたものが正しいものかわからない。（弁護
士 B）
・文書提出命令をもっと頻繁に出させた方が良い。
（弁護士 B）
・文書提出命令が出ないこと自体を争えない点が問題。（弁護士 B）
・米国の制度のように Deposition で相手方に説明を求めることができないので、大
量の文書が提出されても、内容が分からない。
（弁護士 C）
・相手方が自分に不利な文書を出してくるかも疑問。（弁護士 C）
・文書提出命令は究極の手段。（弁護士 D）
・申立てを却下されても即時抗告の対象とならない。（弁護士 D）
・裁判所は、訴訟指揮で任意で出させようとする。相手方が知財弁護士の場合は７～
８割は出てくる。
（弁護士 D）
・損害論の所では出さなければ、相手方の主張通りになるので、出せば出すほど減額
されると言ってクライアントには出させるようにしている。（弁護士 D）
・文書提出命令を申し立てても必要性で却下される。（弁護士 D）
・文書特定の要件は昔より緩和されている。（弁護士 D）
・文書提出命令にしても、日本の裁判所はもう少し使っても良いと感じる。せっかく
法律を作っても裁判所が二の足を踏んでいる。
（弁護士 E）
・文書提出命令は強制力のある制度なので申立てさえしておけば、相手方が任意で出
さなければ命令が出るという威圧を与えることによって、任意に出てくるケースが
殆ど。
（弁護士 G）
・訴訟指揮である程度出れば、必要性がないだろうとなる。（弁護士 E）
・その文書が本当か、全部か疑問が残る。（弁護士 E）
・文書提出命令は強制力のある制度なので申立てさえしておけば、相手方が任意で出
さなければ命令が出るという威圧を与えることによって、任意に出てくるケースが
殆ど。（弁護士 G）
・特定が困難という意見もあるが、特定は不十分でも当事者間で話し合って調整すれ
ば何とかなる。（弁護士 G）

Ｃ－10

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被
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申立人の代理人としての経験を教えてください（c～dは複数回答可）

侵害の立証に係る文書提出命令に関する
被申立人の代理人としての経験の有無（弁護士）
0
15
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40%

50%

60%
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80%
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b. 代理人として質問にあるような経験はない
侵害の立証に係る同命令の被申立人の代理人としての経験がある
無回答

被申立人の立場では、特許権者の立場より更に少数の 12 者のみ経験がある。

侵害の立証に係る同命令の被申立人の代理人としての経験（弁護士）
0

2

4

6

8

10

12

1

c. 申立てに対して同命令が出された

1

c1. 同命令に反対する貴殿側の主張は認められなかった

0

c1①. 文書の特定が不十分又は不明確と主張した

1

c1②. 提出を拒む正当な理由があると主張した

1

c1②あ. 判断するための書類の提出を裁判官が求めた
c1②い. 判断するための書類の提出を裁判官が求めなかった

0
0

c1③. その他
c2. 同命令に基づき文書を提出した

0

c3. 文書を提出しなかった

0
12

d. 申立てに対して同命令は出されなかった

7

d1. 文書を任意で提出した

10

d2. 同命令を出す理由がないと裁判官が判断した

7

d2①. 主に裁判官による判断

2

d2②. 貴殿側が文書の特定が不十分又は不明確と主張した

3

d2③. 貴殿側が提出を拒む正当な理由を主張した

0

d2③あ. 判断するための書類の提出を裁判官が求めた

3

d2③い. 判断するための書類の提出を裁判官が求めなかった

1

d2④. その他

被申立人の代理人の立場で文書提出命令が出された経験を有る者は僅か１者で、同者は同
命令に反対する主張が認められなかった経験を有する。被申立人の代理人の立場で文書提
出の申立ての経験を有する 12 者全員は命令は出されなかった経験を有し、うち 7 者は任意
で文書を提出した経験を有する。
・被疑侵害者の代理人として申し立てられたことはあるが全て裁判所が認めなかった。
（弁護士C）
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Ｃ－11

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）の代理人としての経験を教えてください（c～eは複数回答可）

損害の計算に係る文書提出命令に関する
申立人等の代理人としての経験の有無（弁護士）
0
6
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b. 代理人として質問にあるような経験はない
損害の計算に係る同命令の申立人等の代理人としての経験がある
無回答

損害の計算に係る文書提出命令の申立人等としての利用経験（検討のみ含む）は、侵害の
立証に係る文書提出命令の申立人等としての利用経験者より多い21者である。

損害の計算に係る同命令の申立人等の代理人としての経験（弁護士）
0

5

10

15
15

c. 検討はしたが、同命令を申し立てなかった

2

c1. 実効性に疑問があった

13

c2. 訴訟指揮により文書が任意で提出された

1

c3. 文書の特定が十分にできなかった

0

c4. その他

4

d. 申し立てて同命令が出された

1
1
1

d1. 同命令に反対する被申立人の主張は認められなかった
d1①. 被申立人は文書の特定が不十分又は不明確と主張した
d1②. 被申立人は提出を拒む正当な理由があると主張した

0

d1③. その他

2
2

d2. 同命令に基づき文書が提出された
d2①. 立証に必要な文書であった

0

d2②. 立証に必要な文書ではなかった

1

d3. 文書が提出されなかった

13

e. 申し立てたが同命令は出されなかった

12

e1. 訴訟指揮により文書が任意で提出された

5

e2. 同命令を出す理由がないと裁判官が判断した

3

e2①. 主に裁判官による判断

1
1

e2②. 被申立人が文書の特定が不十分又は不明確と主張した
e2③. 被申立人が提出を拒む正当な理由を主張した
e2④. その他

20

0

損害の計算に係る文書提出命令の申立人等としての利用経験（検討のみ含む）を有する21
者中15者は検討したが同命令の申し立てなかった経験を有し、その内13者は訴訟指揮によ
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り文書が任意に提出された経験を有する。13者は申し立てたが同命令を出されなかった経
験を有する。

Ｃ－12

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人の代理人としての経験を教えてください（c～dは複数回答可）

損害の計算に係る文書提出命令に関する
被申立人の代理人としての経験の有無（弁護士）
12

0%

10%

20%

14

30%

40%

50%

60%

1

70%

80%

90%

100%

b. 代理人として質問にあるような経験はない
侵害の立証に係る同命令の被申立人の代理人としての経験がある
無回答

損害の計算に係る文書提出命令の被申立人等としての利用経験（検討のみ含む）を有する
者は 14 者で、申立人等としての利用経験を有する 21 者より少数である。

侵害の立証に係る同命令の被申立人の代理人としての経験（弁護士）
0

5

10

2

c. 申立てに対して同命令が出された

1

c1. 同命令に反対する貴殿側の主張は認められなかった

0

c1①. 文書の特定が不十分又は不明確と主張した

1

c1②. 提出を拒む正当な理由があると主張した

1

c1②あ. 判断するための書類の提出を裁判官が求めた
c1②い. 判断するための書類の提出を裁判官が求めなかった
c1③. その他

0
0

c2. 同命令に基づき文書を提出した

1

c3. 文書を提出しなかった

1
14

d. 申立てに対して同命令は出されなかった

10

d1. 文書を任意で提出した

9

d2. 同命令を出す理由がないと裁判官が判断した

6

d2①. 主に裁判官による判断

2

d2②. 貴殿側が文書の特定が不十分又は不明確と主張した

5

d2③. 貴殿側が提出を拒む正当な理由を主張した

1

d2③あ. 判断するための書類の提出を裁判官が求めた

3

d2③い. 判断するための書類の提出を裁判官が求めなかった

1

d2④. その他

損害の計算に係る文書提出命令の被申立人等としての利用経験（検討のみ含む）を有する
14 者中 2 者は同命令が出され、1 者は文書を提出した経験を有する。14 者には同命令は出
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されずに、10 者は任意で文書を提出した経験を有する。

Ｃ－13

インカメラ手続（特許法第105条第3項）に関連する経験について教えてくださ

い（c～lは複数回答可）
インカメラ手続に関連する経験の有無（弁護士）
0

5

10

15

20

23

b. 代理人として同制度の経験はない
文書提出命令の申立人の代理人としての経験がある

3

文書提出命令の被申立人の代理人としての経験がある

3

無回答

25

0

インカメラ手続きはあまり利用されていないといわれているが、弁護士でも申立人として
利用経験があるものが3者、被申立人としての利用経験を有する者も僅か3者のみである。
・一般にインカメラ手続きを利用するまでもなく決着してしまう。（弁護士 A）
・文書提出命令とインカメラの連携がない。（弁護士 B）
・実務では墨塗りで提出する。（弁護士 D）
・事実上のインカメラ（墨塗りと原本の両方を見せて同一を示し、原本は閲覧制限を
要求する）は行っている。（弁護士 D）
・調査官を同席させるなら納得できるが、素人の裁判官だけでインカメラで判断され
るのは怖い。
（弁護士 F）
・この制度もバックアップとして、機能している。
（弁護士 G）
・インカメラ手続は意味がない。当事者（技術者）が入らずに、裁判官と代理人だけ
では分からない。

文書提出命令の申立人の代理人としての経験（弁護士）
0

1

2

3

c. 主に裁判官の判断により同手続が行われた

2

d. 申立人が必要性を主張した結果、同手続が行われた

2

e. 申立人が必要性を主張したが、同手続が行われなかった

0

f. 被申立人が必要性を主張した結果、同手続が行われた

0

g. 被申立人が必要性を主張したが、同手続が行われなかった

0

申立人として利用経験を有する3者中2者は、裁判官の判断により同手続きが行われた経験
を有し、2者は申立人の必要性の主張の結果、同手続きが行われた経験を有する。
・代理人側もインカメラ手続きを要求することも稀。（弁護士 A）
・インカメラ手続きを要求することもないが、もっと代理人は積極的に要求しても良
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いと感じる。文書提出命令は要求するが裁判所は聞いてくれない。（弁護士 A）

文書提出命令の被申立人の代理人としての経験（弁護士）
0

1

2

3
3

h. 主に裁判官の判断により同手続が行われた
1

i. 被申立人が必要性を主張した結果、同手続が行われた
j. 被申立人が必要性を主張したが、同手続は行われなかった

0

k. 申立人が必要性を主張した結果、同手続が行われた

0

l. 申立人が必要性を主張したが、同手続が行われなかった

0

被申立人として利用経験があるものが3者中3者は、裁判官の判断により同手続きが行われ
た経験を有し、1者は被申立人の必要性の主張の結果、同手続きが行われた経験を有する。

Ｃ－14

インカメラ手続（特許法第105条第3項）の開示対象者に関する経験について教

えてください（c～ｊは複数回答可）
インカメラ手続の開示対象者に関する経験の有無（弁護士）
0

5

10

15

20

25
23

b. 代理人として同制度の開示対象者に関する経験はない
文書提出命令の申立人の代理人としての経験がある

2

文書提出命令の被申立人の代理人としての経験がある

2

無回答

2

インカメラ手続（特許法第105条第3項）の開示対象者に関して申立人の代理人として経験
を有する者と被申立人の代理人として経験を有する者は、いずれも僅か2者のみである。

文書提出命令の申立人の代理人としての経験（弁護士）
0

c. 申立人の担当者及び代理人（貴殿）が開示対象者となった

2

0
1

d. 申立人の担当者のみが開示対象者となった

1

e. 申立人の代理人（貴殿）のみが開示対象者となった
f. 補佐人・その他の開示対象者

1

0

申立人の代理人として経験を有する1者は、申立人の担当者のみが開示対象者となった経験
とその代理人のみが開示対象者となった経験が、各1者のみと極めて少数である。
・条文と実態が相違しているように感じる。（弁護士 B）
・裁判所と被告代理人だけが閲覧した。
（弁護士 B）
・裁判所に出す書類と当事者に出す書類が違う（2 項）（弁護士 B）
・相手方（原告代理人）の関与が難しい。（弁護士 B）
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・条文がおかしい。これは裁判所のためのもの。（弁護士 B）

文書提出命令の被申立人の代理人としての経験（弁護士）
0
g. 申立人の担当者及び代理人が開示対象者となった

1

2

0
1

h. 申立人の担当者のみが開示対象者となった

1

i. 申立人の代理人のみが開示対象者となった
0

j. 補佐人・その他の開示対象者

被申立人の代理人として経験を有する1者は、申立人の場合と同様、申立人の担当者のみが
開示対象者となった経験とその代理人のみが開示対象者となった経験が、各1者のみと極め
て少数である。

Ｃ－15

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する申立人等（検討のみも含む）の代

理人としての経験を教えてください（c～eは複数回答可）

秘密保持命令に関する申立人等の
代理人としての経験の有無（弁護士）
17
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b. 同命令の申立人等の代理人としての経験はない
同命令に関する申立人等の代理人としての経験がある
無回答

秘密保持命令（特許法第 105 条の 4）に関する申立人等（検討のみも含む）としての経験
を有する者は、10 者（37%）である。
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秘密保持命令に関する申立人等の代理人としての経験（弁護士）
0

2

4

6

2

c1. 実効性に疑問があった

5

c2. 被申立人との秘密保持契約で解決した

0

c3. 不正競争防止法による保護で十分と考えた

1

c4. その他

5

d. 申し立てて同命令が出された

3
3

d1. 同命令に反対する被申立人の主張は認められなかった
d1①. 被申立人が証拠調べの必要性を欠くと主張
d1②. 被申立人が不正競争防止法による保護で十分と主張

0
3

d1③. 被申立人が申立人との秘密保持契約で十分と主張

0

d1④. その他の主張

3

d2. 被申立人の担当者及び代理人が同命令の名宛人となった

0

d3. 被申立人の担当者のみが同命令の名宛人となった

3

d4. 被申立人の代理人のみが同命令の名宛人となった

0

d5. 補佐人・その他の名宛人

5

e. 申し立てたが同命令は出されなかった

2

e1. 主に裁判官による判断

4

e2. 被申立人が同命令を出さないよう主張した

2

e2①. 被申立人が証拠調べの必要性を欠くと主張
e2②. 被申立人が不正競争防止法による保護で十分と主張

0
3

e2③. 被申立人が申立人との秘密保持契約で十分と主張
e3. その他

10

7

c. 検討したが実際には申し立てなかった

e2④. その他の主張

8

0
0

秘密保持命令（特許法第 105 条の 4）に関する申立人等（検討のみも含む）としての経験
を有する 10 者の内、7 者は検討のみで実際には申立てを行わず、5 者は申し立てて同命令
が出され、5 者は申し立てたが同命令が出されなかった経験を有する。
・秘密保持命令はなかなか出してくれない。（弁護士 B）
・裁判所が金庫を用意しないといけないから、命令を出し渋る。（弁護士 B）
・検討はしたが、実際に申し立てたことはない。（弁護士 C）
・裁判所が消極的な姿勢。裁判所はもう少し気軽に出してほしい。（弁護士 C）
・そもそも秘密保持命令は、究極の伝家の宝刀。（弁護士 D）
・秘密保持命令を使う気はない。（弁護士 F）
・秘密保持命令の申立自体、あまり出さない。結局は、裁判所から秘密保持契約でや
ってほしいと要求される場合が多い。（弁護士 G）
・こういう制度があるというだけで、実際に使われるかは別にして、隠されるという
不安が減るというメリットがある。
（弁護士 G）
・ドイツの査察制度（第三者が閲覧できる制度）の導入は大いに賛成。（弁護士 G）
・実務上、役に立たない制度。（弁護士 H）
相手方企業担当者を閲覧対象者に含めなければならない点について：
・条文上は、相手方企業担当者を閲覧対象者に含めなければならないとも読める。
（弁
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護士 A）
・相手方企業担当者を閲覧対象者に含めないとすると本人訴訟のときどうするか。
（弁
護士 A）
・閲覧対象者は通常のケースでは、相手方企業担当者は入る。但し、相手方が同意す
れば、例外的に代理人だけでも良い。（弁護士 B）
・企業は抵抗感があるので法律を変えなければならない。国際調和していない。（弁
護士 B）
・海外のクライアントは相手方企業担当者が閲覧することができることに驚く。（弁
護士 E）
・運用で代理人に限定しても制度上会社の人が閲覧に行けば記録を見ることができる。
代理人限定はお互いの信頼関係でやっているだけ。
（弁護士 E）
・相手方企業担当者を閲覧対象者に含めなければならないというより、弁護士・弁理
士だけで閲覧しても技術的にわからない場合があり、損害額の計算の場合も、営業
担当など実情が分かったものが見るのが良いので、お互いにそれはそうでしょうと
いう感じ。（弁護士 G）
・閲覧する側からすると、企業担当者が見なければ分からない。（弁護士 H）
・相手方が改ざんとかしてきた場合、様々に知識がある企業の技術担当者でない限り、
分からない。
（弁護士 H）
代理人のみを名宛人とすることについて：
・実務では代理人のみを閲覧対象者となる場合があるが、相手方の同意が前提。（弁
護士 A）
・代理人だけで見てわかるのかという問題もある。
（弁護士 A）
・弁護士だけでなく、事務員に対しても刑罰がある。（弁護士 D）
・コピーも事務員に任せられず、自分でやるしかない。（弁護士 D）
・事務所を辞めて守秘義務を負うので怖くて使えない。（弁護士 D）
・裁判所との意見交換会で、「秘密保持命令の名宛人は代理人になってもらいたい。
企業の開発担当者は名宛人にしてもらっては困る」と言われる。見てしまった者は
頭の中に残るので開発する上で使ってしまうおそれがあるからという理由。（弁護
士 F）
・鍵のかかる金庫に保管する必要がある。事務員にコピーさせてもいけないので事実
上使えない。
（弁護士 F）
・弁護士だけが見ても分からないケースがある。分からない者だけに見て、分かる者
は見てはいけないと言われれば意味がない。（弁護士 F）
・代理人のみ閲覧した場合、もし負けた場合に控訴するか否かをどうやって依頼人の
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役員に説明すれば良いのか。
（弁護士 F）
・技術的なことで代理人だけがみるということは通常あり得ない。（弁護士 H）
技術的知見を有する第三者に資料を閲覧させることができない点や閲覧できるようして
はどうかという考えについて：
・見てわからない人が見ても無駄なので技術的に知見を有する者が閲覧するのは良い。
（弁護士 A）
・US は代理人とエキスパートが閲覧すれば良いが、日本では独立したエキスパートが
いないので、代理人と企業の技術者が見ざるを得ないのが現実。（弁護士 E）
・会社の人は見れず、外部のエキスパートが見れる、というのがあるべき姿。（弁護
士 E）
・US は訴訟産業が充実しているのでエキスパートで飯が食えるが、日本の社会の構造
でそのようなエキスパートがいない。日本の専門家（エキスパート）はどこかの企
業に属している。
（弁護士 E）

Ｃ－16

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する被申立人としての経験を教えてく

ださい（c～dは複数回答可）

秘密保持命令に関する被申立人としての経験の有無（弁護士）
0
19
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b. 同命令の被申立人の代理人としての経験はない
同命令に関する被申立人の代理人としての経験がある
無回答

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する被申立人としての経験を有する者は8者で、申
立人等（検討のみも含む）としての経験を有する者の10者より僅かに少ない。
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秘密保持命令に関する被申立人の代理人としての経験（弁護士）
0

1

2

3

4

5

6

7

8

5

c. 申立てに対して同命令が出された

3

c1. 同命令に反対する貴殿側の主張は認められなかった

1

c1①. 貴殿側が証拠調べの必要性を欠くと主張

0

c1②. 貴殿側が不正競争防止法による保護で十分と主張

2

c1③. 貴殿側が申立人との秘密保持契約で十分と主張

1

c1④. 貴殿側がコンタミネーション等の業務への悪影響を懸念して反対

2

c1⑤. 貴殿側が同命令に反したときの制裁（刑事罰）を懸念して反対

2

c1⑥. その他の主張・懸念

1

c2. 被申立人の担当者及び代理人（貴殿）が同命令の名宛人となった

0

c3. 被申立人の担当者のみが同命令の名宛人となった

3

c4. 被申立人の代理人（貴殿）のみが同命令の名宛人となった

0

c5. 補佐人・その他の名宛人

5

d. 申立てに対して同命令は出されなかった

3

d1. 主に裁判官による判断

3

d2. 貴殿側が同命令を出さないよう主張した

1

d2①. 貴殿側が証拠調べの必要性を欠くと主張

0

d2②. 貴殿側が不正競争防止法による保護で十分と主張

4

d2③. 貴殿側が申立人との秘密保持契約で十分と主張
d2④. 貴殿側がコンタミネーション等の業務への悪影響を懸念して反対

0
1

d2⑤. 貴殿側が同命令に反したときの制裁（刑事罰）を懸念して反対

0

d2⑥. その他の主張・懸念

0

d3. その他

秘密保持命令（特許法第 105 条の 4）に関する被申立人としての経験を有する 8 者中 5 者
は同命令が出された経験を有し、5 者は同命令が出されなかった経験を有する。

Ｃ－17

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧に関するお考えを教えてください（複

数回答可） 事案によって開示して良い相手が相違すると思われますが、一般的なケー
スを想定してお答えください。
訴訟上必要な営業秘密の開示者側の代理人としての考え（弁護士）
0

5

10

15

20

25

8

a. 秘密保持命令を受けた相手方当事者であれば開示しても良い

6

b. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方当事者に開示しても良い

18

c. 秘密保持命令を受けた相手方代理人であれば開示しても良い

17

d. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方代理人に開示しても良い

15

e. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）であれば開示しても良い

20

f. 裁判官であれば、開示しても良い

2

g. 一切開示したくない

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧について開示者側としては、裁判官であれば開示
しても良いとする考えが 20 者で最も多く、次いで秘密保持命令を受けた相手方代理人であ
れば良いが 18 者である。秘密保持命令あるいは秘密保持契約があれば、相手方当事者や代
理人に開示しても良いとする考えが、6 者～17 者程度ある一方で、一切開示したくないと
する考えが 2 者である。この考え方の傾向は企業の場合と比較的類似している。
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・特許侵害訴訟となるのは過去の技術の関するものが多く、営業秘密もそれほどクリ
ティカルでないケースもある。不正競争防止法の現に使われているノウハウや営業
秘密とは少し違う。（弁護士 C）
・競合他社に営業秘密を見せるつもりはさらさらないという考えの経営者もいる。
（弁
護士 H）

訴訟上必要な相手方の営業秘密を閲覧する者の側の代理人としての考え（弁護士）
0

5

10

15
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25

8

h. 秘密保持命令を受けた依頼人が閲覧するのが良い

9

i. 相手方と秘密保持契約を行った依頼人が閲覧するのが良い

11

j. 秘密保持命令を受けた代理人（貴殿）が閲覧するのが良い

13

k. 相手方との秘密保持契約の下、代理人（貴殿）が閲覧するのが良い

10

l. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）に閲覧を任せても良い

6

m. 裁判官のみ閲覧すれば良い

3

n. 一切閲覧はしたくない

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧について閲覧する側としては、相手方との秘密保
持契約の下、自身が閲覧するのが良いという考えが 13 者で最も多く、次いで秘密保持命令
を受けた自身が閲覧するのが良いが 11 者と、いずれも自身が閲覧するのが良いとする考え
が上位を占める。また、裁判官のみ閲覧すれば良いとする回答は 6 者で、開示者側の立場
の回答（20 者）とはやはり大きく相違する。
・裁判官だけが見ても意味がない。
（弁護士 B、H ほか）
・相手方の反論が必要。裁判官だけが見て判断すれば良いという訴訟感自体おかしい。
（弁護士 B）
・相手方代理人と専門家の閲覧が必要。
（弁護士 B）
・裁判官だけではダメ。秘密保持命令を受けた相手方代理人と一緒に閲覧するのが良
い。（弁護士 C）
・代理人だけでは技術的にわかないケースもあるので、技術の分かる当事者（エンジ
ニア）と一緒の閲覧するのが良い。
（弁護士 C）
・第三者だけ閲覧しても攻撃防御ができないのでダメ。（弁護士 C）
・裁判所も秘密保持契約の方を勧める。
（弁護士 D）
・裁判官だけが見てわかるのかは疑問。何らかの補佐役が必要。（弁護士 F）
・裁判官だけに見せるという考えはない。裁判官は中身がわからない可能性がある。
訴訟は対立当事者が争うもので、裁判官は Judge に過ぎず、相手方が反論できない
のは良くない。（弁護士 G）
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Ｃ－18

当事者尋問等に関し、尋問の公開停止（特許法第105条の7第1項）に関する経

験を教えてください（c～hは複数回答可）
尋問の公開停止に関する経験の有無（弁護士）
0

5

10

15

20

25
26

b. 代理人として同制度の経験はない
特許権者の代理人としての経験がある

0

被疑侵害者の代理人としての経験がある

0

無回答

0

当事者尋問等に関し、尋問の公開停止（特許法第 105 条の 7 第 1 項）に関する経験は皆無
である。
・裁判所が書証主義で尋問をやらない。裁判所の運用次第。（弁護士 A）
・尋問が行われないから、尋問の公開停止の必要性がない。（弁護士 A）
・尋問をやるようになれば、本制度がクローズアップされてくるだろう。（弁護士 A）
・証人尋問の経験はあるが、尋問の公開停止の経験はない。（弁護士 B）
・営業秘密に関する証人尋問の経験はない。（弁護士 B）
・これまで必要性がなかったので使ったことがないが、営業秘密が問題となるケース
であれば使う可能性がある。
（弁護士 G）
・あまり使われない制度であっても、邪魔ということはない。
（弁護士 G）

尋問の公開停止に関する特許権者の代理人としての経験（弁護士）
0

c. 主に裁判官の判断により尋問の非公開が決定された

0

d. 尋問の非公開の必要性を主張した

0

d1. 尋問の非公開が決定された

0

d2. 尋問の非公開が決定されなかった

0

e. 相手側が尋問の非公開の必要性を主張した

0

e1. 尋問の非公開が決定された

0

e2. 尋問の非公開が決定されなかった

0

1

尋問の公開停止に関する被疑侵害者の代理人としての経験（弁護士）
0

1

f. 主に裁判官の判断により尋問の非公開が決定された

0

g. 尋問の非公開の必要性を主張した

0

g1. 尋問の非公開が決定された

0

g2. 尋問の非公開が決定されなかった

0

h. 相手側が尋問の非公開の必要性を主張した

0

h1. 尋問の非公開が決定された

0

h2. 尋問の非公開が決定されなかった

0

いずれも経験者は皆無であった。
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３．
（１）

損害賠償額認定
制度

特許権は独占権であり、これが侵害された場合は、特許権者は侵害者に対する侵害行為
の差止請求と不法行為に基づく損害賠償請求が可能である。
（ⅰ）

一般規定

知的財産権は、財産権であるので、その権利侵害に対しては、民法709条に規定する不法
行為に基づく損害賠償請求が可能である。
不法行為による損害賠償請求の要件事実としては、①権利侵害の事実、②故意または過
失、③損害の発生および額、④因果関係であり、これらを権利者側が主張立証することが
必要である。損害賠償の範囲を定めるについても、民法416条を類推して因果関係を判断す
るべきであるとされており、侵害行為と相当因果関係のある損害がその対象となる。財産
的損害には、既存の財産が現実に減少するという積極的損害と、本来増加するはずであっ
た財産が増加しなかったという消極的損害(逸失利益)があり、いずれも損害賠償の対象と
なる。
（ⅱ）
①

特別規定
過失の推定（特許法103条）21

民法709条の規定により損害賠償の請求をするに当っては、通常その請求人が相手方の故
意又は過失を立証しなければならないわけであるが、特許発明の内容については特許公報、
特許登録原簿等によって公示されており、しかも特許権又は専用実施権の侵害は業として
の行為のみが該当するものであることから侵害の行為をする者は一応過失によってその行
為をしたものと推定し、立証責任を転換せしめたものである。過失があったものと推定す
るわけであるから、損害賠償の責任を免れるためには過失がなかったことを立証しなけれ
ばならない。(特許法103条、意匠法40条、商標法39条)。
②

21
22

損害額の推定（特許法 102 条）22

本目（①）は、
『特許庁 工業所有権法（産業財産法）逐条解説[第19版 発明推進協会 2012年]
本目（②）は、『前記「工業所有権法（産業財産法）逐条解説」297～299頁』を引用した。
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302頁』を引用した。

特許法 102 条は、民法 709 条の特別規定である。民法 709 条は「故意又は過失によって
他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償す
る責任を負う。」べき旨を規定しているが、この場合の損害の額の立証責任はいうまでもな
く請求する者の側にある。ところが特許権侵害の場合にあってはその立証は容易なことで
はない（他の場合も決して容易なわけではないが、特許権侵害の場合はとりわけ容易では
ない。）ために十分な賠償を受けることができなかったという事例も少なくない。このよう
な事情にかんがみ、本条は、特許権侵害があった場合の損害額の算定方式を定めたもので
ある。
（a) 特許法 102 条 1 項
1項は、平成10年の一部改正により新設された規定で、特許権の侵害により生じた損害（逸
失利益）の額の算定方式を定めるものである。平成10年の一部改正前においても、特許権
を侵害する製品が販売された結果、特許製品の販売数量が減少したことに伴う損害（逸失
利益）の賠償は、民法709条に基づき請求することが可能であった。しかし、こうした請求
に対するこれまでの判決においては、市場構造が極めて単純で、
「侵害製品の販売数量すべ
てを権利者が販売し得た」ことの立証ができた場合にしか逸失利益の賠償が認められてお
らず、それ以外の場合には、妥当な損害の塡補がなされているとはいえない状況であった。
こうした問題を解決するため、1項は、①侵害品の譲渡数量に権利者の製品の単位数量当
たりの利益額を乗じた額を、実施能力に応じた額の限度において、損害額とする。②ただ
し、侵害品の譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を権利者が販売することができない
事情が存在するときは、その事情に応じた額を控除する旨規定し、侵害者の営業努力や代
替品の存在等の事情が存在し、侵害品の譲渡数量すべてを権利者が販売し得たとはいえな
い場合でも、それらの事情を考慮した妥当な逸失利益の賠償を可能とするものである。
(b) 特許法102条2項
特許法第102条第2項は侵害者が侵害の行為により受けた利益の額をその請求をする者が
立証すれば、
その利益の額が損害の額と推定される旨を規定したものである。したがって、
この利益の額の立証がなされた後に侵害者が相手方（権利者）の損害の額を立証しない限
りその利益の額が損害の額と認定されるわけである。侵害により自己が受けた損害の額の
立証をすることの困難に比べれば相手方の受けた利益の額の立証の方が幾分でも容易であ
る（常にそうであるとはいえないが）ことを考え権利者を保護するために規定が設けられ
たものである。審議会の答申においては、民法709条の不法行為の規定と同趣旨の規定のほ
かに「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その侵害の行
為によって受けた利益の返還を請求することができる。
」旨の規定をおくこととしていたが、
利益が損害の額を超える場合にまでそのすべてを返還せしめるのは侵害者に苛酷であり、
民法の原則から著しく逸脱することになるというような理由から、これを改めて利益の額
は損害の額と推定するという2項のような規定にしたものである。
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(C) 特許法102条3項
特許法102条3項の趣旨は、故意又は過失により特許権又は専用実施権の侵害がされたと
きは、その特許発明の実施料相当額を損害の賠償として請求することができるというもの
である。
平成10年の一部改正前においては、その特許発明の実施に対し「通常」受けるべき金銭
の額に相当する額の金銭の賠償を請求することができる旨の規定であったが、侵害訴訟で
認定される本項の実施料相当額については、特許権者が既に他者に設定している実施料率
や、業界相場、国有特許の実施料率に基づき認容された例が多く、特許発明の価値や、当
事者の業務上の関係や侵害者の得た利益等の訴訟当事者間において生じている諸般の事情
が考慮されないとの問題点が指摘されていた。こうした問題は、規定振り（特に「通常」
という文言）によるところが大きいと考えられたため、平成10年の一部改正において、
「通
常」という文言を削除し、訴訟当事者間の具体的事情を考慮した妥当な実施料相当額が認
定できるようにしたものである。
③

寄与率23

損害賠償額の認定において寄与率が問題となるのは、①侵害品の一部分のみが特許権を
侵害している場合、②侵害品が複数の特許権を侵害している場合、③侵害者の販売利益等
に特許権以外の要因が寄与している場合である。このうち寄与率の適用において最も問題
となる①侵害品の一部分のみが特許権を侵害している場合について、
特許法102条各項に基
づく損害賠償額の認定における寄与率の適用について以下に挙げる。
(a)特許法102条1項における寄与率
特許法102条1項に基づく損害賠償額の認定における寄与率の適用に関しては、侵害品の
一部分のみが特許権を侵害している場合には、寄与率を参酌する学説が多い。裁判例も、
寄与率を参酌する例があるが、同項の損害賠償額の算定において寄与率を参酌する場合の
計算方法には、①特許権者の「単位数量あたりの利益の額」を、寄与率を乗じた利益額と
する場合(自動麻雀卓事件(大阪地判平成12・9)、②侵害者の「譲渡数量」に特許権者の「単
位数量あたりの利益の額」を乗じた金額に寄与率を乗じる場合(スミターマル事件(控訴
審)(東京高判平成11・6・15)、液体充填機ノズル事件(控訴審))、③同項ただし書を根拠と
する場合(エアマッサージ機事件(控訴審)(知財高判平成18・9・25)、ゴーグル事件(大阪地
判平成19・4・19)に分かれるが、近時、特許法102条1項ただし書の規定する「販売するこ
とができないとする事情」とは、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関
係を阻害する事情を対象とし、市場における競合品の存在、侵害者の営業努力（ブランド
23

本目（③）は、
『大阪弁護士会 知的財産法実務研究会編「知的財産権・損害論の理論と実務」45～46頁 中西
与率の参酌」別冊NBLNo.139（
（株）商事法務 2012年）』を参考に作成した。
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淳著「寄

力、宣伝広告）、侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）、市場の非同一
性（価格、販売形態）などの事情がこれに該当し、上記事情については侵害者が立証責任
を負う旨の判決がなされている（オフセット輪転機版胴事件（知財高判平成27・11・19）。
(b)特許法102条2項における寄与率
特許法102条2項に基づく損害賠償額の認定における寄与率の適用に関しては、侵害品の
一部分のみが特許権を侵害している場合に、製品全体の利益に対する当該特許発明の寄与
度を考慮して損害額を認定するのが一般的である。
特許法102条2項との関係で寄与率を参酌する場合の根拠として、①「侵害の行為により」
の要件、即ち、侵害行為と侵害者利益の因果関係の問題として寄与度を考慮する考え方と、
②同項の推定規定の一部覆滅事由として寄与度を考慮する考え方の2つに分かれるとされ
る。
(c)特許法102条3項における寄与率
特許法102条3項に基づく損害賠償額の認定における寄与率の適用に関しては、侵害品の
一部分のみが特許権を侵害している場合においては、同項との関係で寄与率を参酌する学
説が殆どであり、裁判例も寄与率を参酌する例がある。裁判例における寄与率の具体的な
参酌方法には、①侵害品全体に対する実施料に、侵害品全体に対する侵害部分の寄与度を
乗じる方法、②侵害品全体に対する実施料率を算出する際に、侵害部分の寄与度を考慮す
る方法に分けられるが、これらは侵害品の一部分のみが特許権を侵害していることをどの
要素との関係で考慮するかが相違するのみであり、最終的な損害賠償の認定額は変わらな
いとされる。
④

相当な損害額の認定（特許法105条の3）24

特許法第 105 条の 3 は、特許権侵害訴訟における相当な損害額の認定について規定した
ものである。特許権侵害による損害は、侵害者の経済活動を通して発生するものであるた
め、損害の範囲及び損害額を立証することは困難な場合がある。このため、102 条におい
て損害額の算定方式が具体的に規定されており、権利者による損害額の立証の困難性の軽
減を図っている。しかしながら、特許権侵害による損害には、次の(1)、(2)のように 102
条の算定方式によることができないものも存在し、また、(3)のように当該算定方式が適用
可能であっても、損害額の算定に当たり立証の必要な事項（販売数量等）の捕捉が難しい
場合には、損害額の十分な立証は極めて困難である。
(1)侵害行為があったため、製品の値下げを余儀なくされた場合。
(2)製品に対する特許発明の寄与度の算定が困難な場合。

24

本目（④）は、『前記「工業所有権法（産業財産法）逐条解説」314～315頁』を引用した。
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(3)一部の地域における侵害品の販売数量は立証できたが、更にそれ以外の地域の販売
数量についても立証しようとすると法外な費用がかかってしまい、一定の努力を払って
もなお全てを立証することが極めて困難である場合。
このような実情に鑑み、損害額の立証が困難な場合の救済を図るという民事訴訟法 248 条
が目指す考え方を特許権侵害訴訟においても適用できるようにするため、損害額を立証す
るために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所
が相当な損害額を認定することができる旨を明らかにした。
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（２）

利用実態（企業）

Ｄ．貴社の過去5年間の特許権侵害に係る損害賠償請求の経験についてお尋ねします。
Ｄ－１

我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象を教えてください（複

数回答可）
特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象
0

100

16

c1. 特許の寄与率の認定が適切

16

c2. 特許のライセンス料率の認定が適切
2

14

d. 市場規模等の認定が適切
3

11

f. 他国で認定される額と比較しても適切

23

g. 当事者による立証・説明が十分なされている

202

h. 損害を補填するのに不十分
91

i. 代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

108

j. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が不適切
55

j1. 特許の寄与率の認定が不適切
36

j2. 特許のライセンス料率の認定が不適切
10

j3. その他

31

k. 市場規模等の認定が不適切
9

l. 覆滅の認定が不適切
m1. 米国

4
3

m2. ドイツ

1

m3. その他の国

0
191

n. 他国で認定される額と比較して低額

175

n1. 米国
17

n2. ドイツ
n3. その他の国
o. 当事者による立証・説明が十分になされていない

500

33

c. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が適切

m. 他国で認定される額と比較して高額

400

42

b. 代理人費用又は印紙代を補填するのに十分

e. 覆滅の認定が適切

300

40

a. 損害を補填するのに十分

c3. その他

200

4
11
61

p. その他

1/3強の回答者が、
「損害を補填するには不十分」
（202者で38.6%）、
「他国で認定される額
と比較して低額」
（191者で36.5%）と、損害賠償がの認定額が低いと回答している。他国
との比較では、米国との比較が175者（33.5%）で圧倒的多数である。
・損害賠償額が低い。他国（米国）と比較して低額だし、絶対額としても低額。弁護
士費用は他国と比べて低額であるが、賠償額は更に低額。
（企業K）
・損害を補填するには不十分な金額しか取れないという印象がある。
（企業L）
・
「j 金銭的価値の認定が不適切」、
「h 損害を補填するには不十分」
。がアンケート回
答中でTop2の印象。（企業N）
・損害を補填するのは不十分。損害賠償額が見込めないので訴訟を断念することもあ
る。（企業P）
・損害賠償額が低くても、損害の抑止のために訴えることがある。（企業P）
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・
「b. 代理人費用又は印紙代を補填するには十分」、
「h.損害を補填するには不十分」、
「n.他国（米国）で認定される額と比較して低額。」がアンケート回答中でTop3の
印象。（企業Q）
・損害賠償請求の経験があるが、途中で和解で終了した経験がある。販売直後だった
ため、販売数量も少なく販売中止のみで解決し賠償金は得なかったことがある。
（企
業T）
・寄与率は考え方としては理解できるが、裁判所のさじ加減のように感じる。
（企業V）
・個人的な見解であるが、損害賠償額は、もう少し高くても良いと感じるが、「h.損
害を補充するには不十分」はやや言いすぎの感がある。（企業V）

Ｄ－２

特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えてく

ださい（複数回答可）

特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の
損害賠償に関する経験の有無(企業：訴訟経験者・検討経験者）
123

0%

10%

20%

30%

40%

31

50%

60%

70%

80%

90%

4

100%

a . 特許権者として特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験はない
特許権者としての経験がある
無回答

特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を有する者は、「経験者」
中、僅か31者（19.6%）である。
・差止をメインに要求して、付随的に損害賠償は請求したことがある。（企業L）
・過去は、損害賠償請求は行っていなかったが、最近は差止と損害賠償請求をセット
で請求している。
（企業 N）
・相手方企業に経済的ダメージを与えて、市場から退場してもらいたいので最近は損
害賠償請求も重要視している。特に、中小・零細企業相手には有効である。
（企業 N）
・訴訟前の和解の方が、訴訟費用（弁護士費用）が不要な分、手取りは多い。
（企業 P）
・今後は、損害賠償を請求する可能性はある。過去分で取れるものは取りたい。（企
業 T）
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・差止が実効性を期待するものであり、差止と合わせて損害賠償請求した経験はある。
損害賠償請求のために、訴訟した経験はない。
（企業 U）

特許権者としての経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

5

10

15

20

8

b1. 納得した

2

b1①. 認容額が期待以上であった

0

b1①あ. 他国での侵害訴訟に比較して高額

4

b1②. 認容額が期待程度であった

0

b1②あ. 他国での侵害訴訟に比較して同等
b1③. 認容額が損害を補填するのに十分

0

b1④. 認容額が代理人費用又は印紙代を補填するのに十分

0

b1⑤. 特許の金銭的価値（寄与率、料率等）の認定が適切

0
2

b1⑥. その他

16

b2. 不満が残った

8

b2①. 認容額が損害を補填するのに不十分

5

b2②. 認容額が代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

7

b2③. 特許の金銭的価値の認定が不十分

4

b2③あ. 特許の寄与率の認定が不十分

2

b2③い. 特許のライセンス料率の認定が不十分

1
3

b2④. 市場規模等の認定が不十分
b2⑤. 覆滅の認定が不適切

30
26

b. 損害賠償が認められた

b2③う. その他

25

1
3

b2⑥. 他国での侵害訴訟に比較して低額

3

b2⑦. 被疑侵害者による立証・説明が不十分

2

b2⑧. その他

5

b3. 差止請求が認められれば、額の多寡は問題ではない

8

c. 損害賠償が認められなかった

4

c1. 損害はないと認定された

2

c2. その他

特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を有する31者中26者
(83.9%)は損害賠償が認められ、8者(25.8%)は損害賠償が認められなかった経験を有する。
損害賠償が認められた31者中16者(51.6%)は不満が残り、8者（25.8%）は納得した経験を有
する。
・寄与率の問題よりも、ジェネリックが承認されたことによる薬価の引き下げの影響
の方が相手方の得た利益より大きいので、その損害の補償を求めたい。（企業 O）
・寄与率については納得感がない。システムの一部の装置が対象であったが、当該部
分はシステムの購入の動機付けになる部分であると考えていたが、寄与率の評価が
低かった。（企業 R）
・寄与率の認定が一番気になるところ。
（企業 S）
・一連の証拠収集、弁論手続などを行い事実認定が自社に寄った形になっても、最後
の最後になって「寄与率」がでてきて減額されるのであれば、それ以前の手続きは
いったい何だったのかと思ってしまう。
（企業 S）
・せっかく 102 条で損害額を計算しても、条文にない「寄与率」で大幅に減額される
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のには納得できない。（企業 S）
・「寄与率」を全面否定するものではないが予見可能性がない。（企業 S）
・先例が通達などで一定の枠組みや基準があれば良い。（企業 S）
・過去の判例を調べたら、どれも同様な損害賠償額になっているので、結論ありきで
「寄与率」を利用して結論を導いているようにも感じる。
（企業 S）
・薬価改定に伴う損失を損害と考えることはできると思うが、102 条では対応できな
いので民法 709 条の話になるだろう。
（企業 U）

Ｄ－３

被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えて

ください（複数回答可）

被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の
損害賠償に関する経験の有無(企業：訴訟経験者・検討経験者）
124
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6

100%

a . 被疑侵害者として特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験はない
被疑侵害者としての経験がある
無回答

被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を有する者は、28者
（17.7%）で、特許権者としての経験者(31者)とほぼ同数である。
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被疑侵害者としての経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

5

10

15

20

25

15

b. 損害賠償が認められた

7

b1. 納得した

3

b1①. 認容額が適切と考えた
b1①あ. 他国での侵害訴訟に比較して同等又はそれ以下

0
2

b1②. 特許の金銭的価値（寄与率、料率等）の認定に納得

1

b1③. その他

8

b2. 不満が残った

6

b2①. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が過剰

3

b2①あ. 特許の寄与率の認定が過剰

1

b2①い. 特許のライセンス料率の認定が過剰

1

b2①う. その他

0

b2②. 市場規模等の認定が過剰

1

b2③. 覆滅の認定が不適切

0

b2④. 他国での侵害訴訟に比較して高額

2

b2⑤. 特許権者による立証・説明が不十分

1

b2⑥. その他

14

c. 損害賠償が認められなかった

5

c1. 損害はないと認定された

7

c2. その他

被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を有する28者中15者は
損害賠償が認められ、
14者は損害賠償が認められなかった経験を有する。ほぼ半々である。
損害賠償が認められた15者中8者(53.3%)は不満が残り、7者（46.6%）は納得し、こちらも
ほぼ半々の割合である。
・認定額は想定の範囲内であったため納得できた。
（企業 N）

Ｄ－４

特許法第102条第1項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください（c

～eは複数回答可）
特許法第102条第１項に基づく損害賠償請求に
関する経験の有無(企業：訴訟経験者・検討経験者） 0

20

40

80

100

120

140

9

a. 同制度を知らない

117

b. 同制度を知っているが、経験はない
23

特許権者としての経験がある
6

被疑侵害者としての経験がある
無回答

60

3

特許法第102条第１項に基づく損害賠償請求に関して、特許権者としては21者(13.3%)、被
疑侵害者としては8者（5.1%）が経験を有する。117者（74.11%）は、制度は知っているが
経験がない。
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特許権者としての第102条第１項に基づく 損害賠償請求経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

5

10

15

20

9

c. 検討したが訴状では同制度に基づく請求を見送った

9

c1. 損害賠償額の根拠の証明に困難性があった

5

c1①. 利益率を相手方へ開示することに懸念があった

1

c1②. 実施能力を相手方に開示することに懸念があった

4

c1③. 被疑侵害者の譲渡数量の証明に困難性があった

1

c1④. その他
c2. 十分な損害賠償額に達する見込みがなかった

0

c3. 他の条項に基づく請求の方がより高い損害賠償額が見込めた

0

c4. その他

0
14

d. 同制度に基づいて主たる請求として訴状で請求した

5

d1. 特許法第１０２条第１項のみに基づいて請求した

8

d2. 特許法第１０２条第２項と併せて請求した

4

d3. 特許法第１０２条第３項と併せて請求した

1

d4. その他と併せて請求

特許権者として経験を有する23者中14者は特許法第102条第１項に基づく損害賠償請求を
主たる請求とし、更にその内5者が同項のみに基づいて請求し、次いで2項と併せての請求
が8者で続き、更に4者が3項と併せて請求した経験を有する。一方、特許権者として経験を
有する23者中9者は同項に基づく請求は見送った経験を有するが、その理由は、その全員が
損害賠償の根拠の証明の困難性を挙げ、次いで、利益率の開示の懸念（5者）、譲渡数量の
証明の困難性(4者)が続く。
・自社の利益率を開示するのは難しい。1 項の方が高額の賠償を取れるとしても、日
本の損害賠償額のレベルを考えると、敢えて自社の利益率する可能性は低いと考え
る。（企業 K）
・検討したが、相手方に利益率の開示はしたくないので使わなかった。（企業 O）
・自社の利益率の開示は基本的にできないので利用は難しい。
（企業 P）
・検討したが見送ったことがある。その理由は、自社の利益率の開示が必要なため。
（企業 Q）
・相手方に設計変更させることが目的で、お金は二の次だったので、1 項は検討しな
かった。（企業 Q）
・自社の利益率の開示は最終的に経営判断で出した。（企業 R）
・被疑侵害者が示した被疑侵害者側の利益が少なすぎると感じ、相手方の数字に対す
る反論が難しいので１項で請求したことがある。（企業 R）
・自社の利益率の開示には抵抗感がある。（企業 S、T、U）
・事業部門の反対で自社の利益率は開示でできないとして１項を断念したことがある。
（企業 S）
・寡占化しているビジネスであれば、相手以外には自社しかいないというケースでは、
数字が如実にでてしまうので一層出せない。（企業 S）
・ケースバイケースであり、自社の利益率の開示できる場合は 1 項も検討する可能性
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はある。（企業 S）
・非上場企業で売上等を開示する義務がないので尚更出したくない。
（企業 T）
・たとえ 2 項で少額になっても、自社の利益率の開示が必要な 1 項は使いたくない。
（企業 T）
・自社の利益率は開示したくないため、1 項は基本的には使わない。
（企業 V）

被疑侵害者としての第102条第１項に基づく損害賠償請求経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

1

2

3

4

5

6
6

e. 同制度に基づいて主たる請求として訴状にて請求された
2

e1. 特許法第１０２条第１項のみに基づいて請求された

4

e2. 特許法第１０２条第２項と併せて請求された
2

e3. 特許法第１０２条第３項と併せて請求された
1

e4. その他と併せて請求

被疑侵害者として経験を有する6者の内、
2項と併せて請求された経験を有する者が4者で最
も多く、次いで、1項のみで請求された者と、3項と併せて請求された者が共に2者と続く。

Ｄ－５

特許法第102条第2項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください（c

～eは複数回答可）
特許法第102条第２項に基づく 損害賠償請求に
関する経験の有無(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

20

40

80

100

120

140

9

a. 同制度を知らない

107

b. 同制度を知っているが、経験はない
25

特許権者としての経験がある
14

被疑侵害者としての経験がある
無回答

60

4

特許法第102条第２項に基づく損害賠償請求に関して、特許権者としては25者、被疑侵害者
としては14者が経験を有する。特許権者としての経験は同条1項の場合（23者）とほぼ同数
であるが、被疑侵害者としては1項の場合（6者）と比較すると14者とやや多い。
制度は知っているが経験がない者や同制度を知らないと答えた者の割合は同条1項の場
合とほぼ同じである。
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特許権者としての第102条第２項に基づく 損害賠償請求経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

5

10

15

20

25

5

c. 検討したが訴状では同制度に基づく請求を見送った

3

c1. 損害賠償額（被疑侵害者の利益）の根拠の証明に困難性があった

0

c2. 十分な損害賠償額に達する見込みがなかった

2

c3. 他の条項に基づく請求の方がより高い損害賠償額が見込めた

1

c4. その他

21

d. 同制度に基づいて主たる請求として訴状で請求した

9

d1. 特許法第１０２条第２項のみに基づいて請求した

7

d2. 特許法第１０２条第１項と併せて請求した

7

d3. 特許法第１０２条第３項と併せて請求した

1

d4. その他と併せて請求

特許権者として経験を有する25者中21者は特許法第102条第2項に基づく損害賠償請求を主
たる請求とした経験を有し、その内9者が同項のみに基づいて請求し、次いで1項と併せて
請求と3項と併せて請求が共に7者である。一方、特許権者として経験を有する25者中5者は
同項に基づく請求は見送った経験を有する。その理由は、損害賠償の根拠の証明の困難性
が3者、他の条項に基づく請求がより高い損害賠償額が見込めた者の2者と続く。
・過去、102条2項で損害賠償額が認定されたことがあるが相手方の利益率が低かった
ので低額であった。（企業P）
・自社で算出した額に反論する形で、相手方から数字が開示された。
（企業 Q）
・相手方の数字を信用したがやや不満が残った。（企業 Q）
・寄与率の根拠が不明確。（企業 Q）
・寄与率の考え方を無くすることはできないと思う。（企業 Q）
・自社の利益率と相手方の利益率の大きな差があったとしても、自社の事業を守るこ
とをメインと考える場合は、2 項をやむなく選択する場合がある。（企業 S）
・1 項を使えない場合は基本的に 2 項を使う。（企業 S）
・2 項で要求すると損害賠償額が低くなるかもしれないが、差止が主な目的なので、
損害賠償額として何かを得ることに期待していない。止めることが大事。
・実際の訴訟では、寄与率はさておき 2 項でも十分な損害賠償額が算定できたため、
2 項で請求したことがある。
（企業 V）

被疑侵害者として の第102条第２項に基づく 損害賠償請求経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

2

4

6

8

10

12

14
14

e. 同制度に基づいて主たる請求として訴状にて請求された
7

e1. 特許法第１０２条第２項のみに基づいて請求された
3

e2. 特許法第１０２条第１項と併せて請求された

5

e3. 特許法第１０２条第３項と併せて請求された
1

e4. その他と併せて請求

被疑侵害者として経験を有する14者の内、2項のみで請求された経験を有する者が7者で最
も多く、次いで、3項と併せて請求された者が5者、
１項と併せて請求された者が3者と続く。
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・相手方から 102 条 1 項と 2 項で請求されたが、低額の 2 項に基づいて和解したこと
がある。（企業 N）

Ｄ－６

特許法第102条第3項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください（c

～eは複数回答可）
特許法第102条第３項に基づく損害賠償請求に
関する経験の有無(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

20
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120

140

9

a. 同制度を知らない

116

b. 同制度を知っているが、経験はない
20

特許権者としての経験がある
12

被疑侵害者としての経験がある
3

無回答

特許法第 102 条第 3 項に基づく損害賠償請求に関して、特許権者としては 20 者、被疑侵害
者としては 12 者が経験を有する。特許権者としての経験は同条 1 項の場合は 23 者、2 項
の場合が 25 者、3 項の場合が 20 者、被疑侵害者としては 1 項の場合は 6 者、2 項の場合は
14 者、3 項の場合は 16 者である。総じて 2 項が最も利用されている。
制度は知っているが経験がない者や同制度を知らないと答えた者の割合は同条1項や2項
の場合とほぼ同じである。
・和解交渉で3項をベースに交渉したことはある。
（企業P）
・訴訟では3項は絶対額が少なすぎるので2項を優先する。（企業S）
・3項は訴訟に至らず、交渉レベルで解決するケースが多い。
（企業S）
・「通常」が条文から外れても、結果的にあまり上がっていないようだ。（企業S）
・医薬品業界ではライセンス自体が電機業界などに比べると少ない。
（企業 U）
・医薬品業界の料率は特許の内容・種類によるが、上は 10％を超える場合もあり、下
は 1％を切る場合もある。（企業 U）
・後から許諾したケースを高くするという考え方はあり得るが、ゴネる会社は交渉が
難しく低くなる傾向がある。粘る方が安くなりがち。粘ることによって選択枝が狭
くなっていくようなことがない限り、上げていくことは難しい。（企業U）
・弊社のケースの場合であれば102条2項で請求すれば良く、敢えて3項を利用しなけ
ればならない理由は見いだせない。
（企業V）
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実施料の算定に関するデータベースやガイドラインがあれば便利だと思いますか？
・データベースはなくても良い。業界である程度の相場感はあるので、料率はケース
バイケースで決めるものと考える。業界の相場と乖離するのも心配。払う場合に、
料率が高いと気になる。
（企業 K）
・実施料のデータベースやガイドラインがあれば欲しい。実施料が適正であるか否か
を知りたい。基準としてあった方が良い。（企業 N）
・ガイドラインやデータベースができて自社に有利な数字であれば、活用する場面は
あると思う。
（企業 O）
・条件と料率が正しく出てくるのは難しいかも。（企業 O）
・データベース作りは、「これこれの条件だったら、この業界ではどの程度になると
思いますか？」という架空の条件のアンケートで料率を収集するのも一案。但し、
信頼性が問題。（企業 O）
・メカやソフトウェアなど業界別技術別にガイドラインがあれば良い。（企業P）
・あれば参考にする。（企業 Q）
・ガイドラインがあるとそれと相違する料率を使う際にその根拠が説明できないので
困るケースもあると思う。（企業 Q）
・知的財産の活用という面で、このようなものがあれば交渉の時に活用できる。（企
業R）
・裁判所は発明協会の「実施料率表」を珍重して使っているのが現状。（企業 S）
・データベースやガイドラインができれば参照できる。（企業 S）
・業界で標準的な料率はあるので、データベースやガイドラインができても変わらな
いのではないか。電機は低めで化学や医薬品は高めという相場。異業種の相手に標
準的な料率を説明する際にはこのようなデータベースやガイドラインがあると便
利。（企業 S）
・データベースやガイドラインが、実際の業界で標準的な料率と違う料率が出てきた
ときは取扱いに苦慮するかもしれない。
（企業 S）
・社内の説明に便利。（企業 T）
・発明協会の「実施料率表」は古すぎて使う気になれない。（企業 T）
・直接、交渉に役立てられるかは不明。料率は相手方との交渉で決まるものなので、
そのまま使えるか疑問。
（企業 T）
・料率のデータベースガイドラインについては、必要性がないということはない。
（企
業 U）
・第三者とのライセンス交渉が必要な場合に参考材料にはなる。（企業 U）
・対象特許のクレームの範囲や製品によって大きく相違するので、それを反映したも
のでないと使えないし、どうやってそのようなデータを持ってくるのか疑問。（企
- 88 -

業 U）
・精密機械業界では、特許１件ごとにライセンスはしておらず、包括クロスが基本な
ので、１件当たりの料率を導くのは難しい。双方の事業領域や契約における許諾特
許や許諾製品の範囲などを総合的に見たうえでバランスオブペイメントするので、
特許 1 件当たりの料率に結び付けるのは困難。
（企業 V）
・業界の実態を反映したものであれば使いたいが、現実は難しいだろう。（企業 V）
・実態に反映したもの分かるのであれば望ましいが、実態とかい離したものであれば
要らない。ただし、標準必須特許については、公表されているパテントプールの料
率を必須特許の件数で割ったような料率を１つの指標として使っていくのは一案
と考える。（企業 V）

特許権者としての第102条第３項に基づく損害賠償請求経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

6

c. 検討したが訴状では同制度に基づく請求を見送った

2

c1. 損害賠償額（実施料相当額）の根拠の証明に困難性があった

0

c2. 十分な損害賠償額に達する見込みがなかった

0

c2①. 証拠として提示できるライセンス料率が低額であった

3

c3. 他の条項に基づく請求の方がより高い損害賠償額が見込めた

1

c4. その他

14

d. 同制度に基づいて主たる請求として訴状で請求した

3

d1. 特許法第１０２条第３項のみに基づいて請求した

5

d2. 特許法第１０２条第１項と併せて請求した

8

d3. 特許法第１０２条第２項と併せて請求した

1

d4. その他と併せて請求

特許権者として経験を有する 20 者中 14 者は特許法第 102 条第 3 項に基づく損害賠償請求
を主たる請求とした経験を有し、更にその内 2 項と併せての請求が 8 者、6 者が 1 項と併
せて請求し、3 項のみでの請求は 3 者と最も少数である。一方、特許権者として経験を有
する 20 者中 6 者は同項に基づく請求を見送った経験を有する。その理由は、他の条項に基
づく請求がより高い損害賠償額が見込めたとする 3 者と損害賠償の根拠の証明の困難性の
2 者とに分かれる。

被疑侵害者としての第102条第３項に基づく損害賠償請求経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

2

4

6

8

10

12
12

e. 同制度に基づいて主たる請求として訴状にて請求された
7

e1. 特許法第１０２条第３項のみに基づいて請求された
2

e2. 特許法第１０２条第１項と併せて請求された

4

e3. 特許法第１０２条第２項と併せて請求された
2

e4. その他と併せて請求

被疑侵害者として経験を有する 12 者の内、3 項のみで請求された経験を有する者が 7 者で
最も多く、次いで 2 項と併せて請求された者が 4 者、１項と併せて請求された者が 2 者と
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続く。
・家電関係で 1％、日用品で 10％位になることがある。
（企業 N）

Ｄ－７

損害計算のための鑑定（特許法第105条の2）に関する経験を教えてください（c

～gは複数回答可）
損害計算のための鑑定に関する経験の有無(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

20

40

60

80

100

120

19

a. 同制度を知らない

130

b. 同制度を知っているが、経験はない
特許権者としての経験がある

140

4

被疑侵害者としての経験がある

2

無回答

3

損害計算のための鑑定（特許法第105条の2）に関する経験は、特許権者として経験がある
者が4者、被疑侵害者として経験があるものが2者と少数である。同制度は知っているが経
験がないものが130者（82.3%）である。同制度知らない者も19者（12%）おり認知度はやや
低めである。
・将来的には利用する可能性はある。（企業 O、R、T）
・米国では利用したことがあるが国内ではない。（企業 P）
・マンションの一室のような模倣品業者は帳簿がないという主張をする場合は利用し
づらい。比較的まともな業者に対して、弁護士と会計士が相手方の帳簿を確認して
損害額の算定に利用したことはある。（企業 P）
・これまで、そこまで必要なケースがなかったため。証拠開示命令などを使っても納
得できなければ、将来、本制度を活用する可能性はある。
（企業 Q）
・最初から検討対象外としたケースがある。そこまで精度を高める必要性があるかと
いう議論もある。
（企業 S）
・侵害品を止められるか否かが一番の問題で、お金がメインではない。計算鑑定を使
ってまでたくさん取りたいという要望はこれまでなかった。（企業 U）
・先発同士で止めづらい場合は、お金で解決せざるを得ないケースもあるだろうから、
その場合にこの制度は検討の余地はある。（企業 U）
・正当な権利として、一定の範囲でリスペクトしてもらい解決するための手段として
このような制度を利用することはあり得ると思う。
（企業 U）
・計算根拠があり、納得性のある結果が得られるのであれば使っても良いかもしれな
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いが、どのような方がどのようなプロセスでどのようなアウトプットを出すのか分
からないと何とも言い難い。
（企業 V）
・裁判所が計算鑑定人を採用するのではなく、米国式のダメージエキスパートのよう
に双方でエキスパートを立てて損害額を主張し合うというのも一つの方法かもし
れない。（企業 V）

特許権者としての損害計算のための鑑定に関する経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0

0.5

1

1.5

2.5

3

3.5

4

1

c1. 費用的な負担を懸念
c2. 鑑定人への説明に係る負担を懸念

0

c3. 鑑定人に任せることに不安があった

0

c4. 原則として損害計算は当事者が立証すべきと考えた

0
1

c5. その他

2

d. 自ら申し立てて鑑定がなされた
1

d1. 鑑定結果に満足できた

1

d2. 鑑定結果に満足できなかった
e. 被疑侵害者が申し立てて鑑定がなされた

2
2

c. 申立てを検討したが実際には利用しなかった

0

e1. 鑑定結果に満足できた

0

e2. 鑑定結果に満足できなかった

0

特許権者として経験を有する4者中2者は検討のみで実際には利用せず、
2者が自ら申し立て
て鑑定がなされた経験を有する。鑑定結果については、満足できた者とできなかった者が
各１者である。
・300万円程度の費用であっても、医薬品業界の大きな製品の後発特許係争であれば
十分にペイできる可能性がある。（企業O）
・費用と時間が膨大にかかると弁護士に言われた。一口 300～400 万円。（企業 S）
・先方からの数字が当社の見積もりを大幅に相違したケースで、弁護士から同制度の
利用を勧められたが、果たして、納得のいく数字がでるかとう疑問もあり見送った
ことがある。
（企業 S）
・鑑定費用として 300 万～400 万円は厳しい。
（企業 T）
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被疑侵害者としての損害計算のための鑑定に関する経験(企業：訴訟経験者・検討経験者）
0
f. 申立てを検討したが実際には利用しなかった
f1. 費用的な負担を懸念
f2. 鑑定人への説明に係る負担を懸念
f3. 鑑定人に任せることに不安があった
f4. 原則として損害計算は当事者が立証すべきと考えた
f5. その他
g. 自ら申し立てて鑑定がなされた
g1. 鑑定結果に満足できた
g2. 鑑定結果に満足できなかった
h. 特許権者が申し立てて鑑定がなされた
h1. 鑑定結果に満足できた
h2. 鑑定結果に満足できなかった

1

2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0

被疑侵害者として経験を有る2者は、いずれも特許権者の申し立てで鑑定がなされ、いずれ
も結果に満足した経験を有する。

- 92 -

（３）利用実態（弁護士）
Ｄ．貴殿の過去5年間の特許権侵害に係る損害賠償請求の代理経験についてお尋ねしま
す。

Ｄ－１

我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象を教えてください（複

数回答可）
特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象（弁護士）
0

5

10

20

5

c. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が適切
4

c1. 特許の寄与率の認定が適切
2

c2. 特許のライセンス料率の認定が適切
0

d. 市場規模等の認定が適切

1

e. 覆滅の認定が適切

1

f. 他国で認定される額と比較しても適切

1
2

g. 当事者による立証・説明が十分なされている

21

h. 損害を補填するのに不十分
15

i. 代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

17

j. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が不適切
14

j1. 特許の寄与率の認定が不適切
9

j2. 特許のライセンス料率の認定が不適切
2

j3. その他
1

k. 市場規模等の認定が不適切

8

l. 覆滅の認定が不適切
m. 他国で認定される額と比較して高額

0

m1. 米国

0

m2. ドイツ

0

m3. その他の国

0
12

n. 他国で認定される額と比較して低額
10

n1. 米国
3

n2. ドイツ
n3. その他の国
o. 当事者による立証・説明が十分になされていない
p. その他

25

2

b. 代理人費用又は印紙代を補填するのに十分

c3. その他

15

6

a. 損害を補填するのに十分

1
1
2

我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象は、損害を補填するには不十分が
21者、次いで特許の金銭的価値の認定が不適切が17者、他国(特に米国)で認定される額と
比較して低額が12者と続く。この印象は、企業の回答と同じような傾向である。

・一般に認定額が低いと言われるが、日本の知財訴訟はもともと案件の規模が小さい
ものが多く、認定は適切と感じる。
（弁護士C）
・米国の認定額との単純比較は適切ではない。
（弁護士C）
・薬の事件で、損害を補填するには不十分と感じたことがある。（弁護士C）
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・弁護士はどちらの立場にも立つので、低いことが一概に悪いとは言えない。（弁護
士E）
・米国と比較して認定額が低い。（弁護士E）
・絶対額としても低いと感じる。（弁護士E）
・「止めさせたければ訴訟しましょう。但し金銭的は持ち出しになる可能性が高い」
というケースが多い。（弁護士E）
・無効になるリスクもある。
（弁護士E）
・探索目的の不当な訴訟を抑止するには現状の方法は有効。濫訴か否かを事前にチェ
ックすべき。
（弁護士F）
・弁護士費用を損害額の10％と認定する場合が多いが、実際はもっとかかっている。
差止めを請求するのに弁護士費用を特許権者側が負担しなければならないという
点に不公平感を感じる。
（弁護士G）

Ｄ－２

特許権者の代理人としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を

教えてください（複数回答可）

特許権者の代理人としての我が国特許権侵害訴訟の
損害賠償に関する経験の有無（弁護士）
2

0%

23

10%

20%

30%

40%

50%

2

60%

70%

80%

a . 特許権者の代理人として特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験はない
特許権者の代理人としての経験がある
無回答
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90%

100%

特許権者の代理人としての損害賠償に関する経験（弁護士）
0

5

10

15

20
23

b. 損害賠償が認められた

9

b1. 納得した

4

b1①. 認容額が期待以上であった

2

b1①あ. 他国での侵害訴訟に比較して高額

8

b1②. 認容額が期待程度であった

2

b1②あ. 他国での侵害訴訟に比較して同等

5

b1③. 認容額が損害を補填するのに十分

2

b1④. 認容額が代理人費用又は印紙代を補填するのに十分

5

b1⑤. 特許の金銭的価値（寄与率、料率等）の認定が適切

0

b1⑥. その他

19

b2. 不満が残った

12

b2①. 認容額が損害を補填するのに不十分

7

b2②. 認容額が代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

15

b2③. 特許の金銭的価値の認定が不十分

12

b2③あ. 特許の寄与率の認定が不十分

6

b2③い. 特許のライセンス料率の認定が不十分

1

b2③う. その他

1

b2④. 市場規模等の認定が不十分

5

b2⑤. 覆滅の認定が不適切

4

b2⑥. 他国での侵害訴訟に比較して低額
b2⑦. 被疑侵害者による立証・説明が不十分

1

b2⑧. その他

1
5

b3. 差止請求が認められれば、額の多寡は問題ではない

3

c. 損害賠償が認められなかった
c1. 損害はないと認定された

0
2

c2. その他

特許権者の代理人として我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を有する者は全員、
損害賠償が認められた経験を有するが、19 者(82.6%)は不満が残った経験を有する。その
主な理由としては、特許の金銭的価値の認定、特に寄与率の認定が不十分、ライセンス料
に認定が不十分、覆滅の認定が不十分という回答が多い。
・102 条 1 項とかあるので証明しやすくなった。（弁護士 C）
・寄与率の認定に関して、原告側、被告側どちらのケースもまあまあ納得できたが、
低めに認定されていると感じたこともある。（弁護士 D）
・寄与率の論理を裁判所が口頭でしっかり説明してくれる場合もある。（弁護士 D）
・特許権者側の代理人としては不満が残ったことがある。
（弁護士 E）
・寄与率の認定は、ほぼ裁量なので納得感がない。
（弁護士 E）
・お互いに訴えあっている場合で、売上が違うにも関わらず、寄与率でお互いチャラ
になったりしたことがある。結論ありきの感がある。（弁護士 E）
・寄与率が考慮されること自体は正しい。ただ、クライアントに寄与率の結果を合理
的に説明できない。（弁護士 E）
・寄与率の認定は納得できなかった。いざとなったら、評価が低かった。（弁護士 F）
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・寄与率の認定は不適切というより不明瞭。外部からはどのように計算したか分から
ない。
（弁護士 G）
・寄与率という訳のわからない制度を使うよりも、どういう覆滅事由で何％減額する
かを明示するべき。条文を改正するのであれば、覆滅事由を例示するなりした方が
良いと思う。
（弁護士G）
・重要なのは、勝訴したという企業宣伝と差止できたということ。（弁護士 H）
・寄与率はクライアントへは説明しづらい。（弁護士 H）
・クライアントへは事前説明の際に、寄与率は客観的に説明できるものではないこと
を繰り返し説明しておく。（弁護士 H）
・寄与率は、第三者が見て「こんなものだろう」というざっくりとした相場感。（弁
護士 H）
・裁判所は結論ありきで、辻褄をあわせるためのもの。（弁護士 H）

Ｄ－３

被疑侵害者の代理人としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験

を教えてください（複数回答可）

被疑侵害者の代理人としての我が国特許権
侵害訴訟の損害賠償に関する経験の有無(弁護士）
2

0%

24

10%

20%

30%

40%

50%

1

60%

70%

80%

90%

a . 被疑侵害者の代理人として特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験はない
被疑侵害者の代理人としての経験がある
無回答
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100%

被疑侵害者の代理人としての損害賠償に関する経験（弁護士）
0

5

10

15

20
19

b. 損害賠償が認められた

10

b1. 納得した

7

b1①. 認容額が適切と考えた

3

b1①あ. 他国での侵害訴訟に比較して同等又はそれ以下
b1②. 特許の金銭的価値（寄与率、料率等）の認定に納得

1

b1③. その他

1
10

b2. 不満が残った

8

b2①. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が過剰

5

b2①あ. 特許の寄与率の認定が過剰

2

b2①い. 特許のライセンス料率の認定が過剰

1

b2①う. その他

1

b2②. 市場規模等の認定が過剰

3

b2③. 覆滅の認定が不適切

1

b2④. 他国での侵害訴訟に比較して高額

4

b2⑤. 特許権者による立証・説明が不十分

0

b2⑥. その他

8

c. 損害賠償が認められなかった

1

c1. 損害はないと認定された

2

c2. その他

被疑侵害者の代理人として我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を有する者 24
者中 19 者（79.2%）は損害賠償が認められた経験を有するが、10 者(41.6%)は不満が残っ
た経験を有する。この割合は特許権者の代理人の場合の約半数であり、損害額の減額に成
功した経験が多いと思われる。不満の主な理由としては、
特許の金銭的価値の認定が過剰、
特に寄与率の認定が過剰という回答が多く、特許権者の代理人の場合と同じ傾向と言える
が、相違点としては、特許権者の立証、説明が不十分という理由がやや多めである。
・被疑侵害者側の代理人の時は、妥当と感じた。（弁護士 E）
・被告側として寄与率が高すぎやしないかと感じたこともある。（弁護士 H）

Ｄ－４

特許法第102条1項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください（c～e

は複数回答可）
特許法第102条第１項に基づく損害賠償請求に
関する経験の有無（弁護士）

0

5

10

15

25

7

b. 代理人として同制度の経験はない

20

特許権者の代理人としての経験がある

14

被疑侵害者の代理人としての経験がある
無回答

20

0

特許法第 102 条第１項に基づく損害賠償請求に関して、特許権者の代理人としては 20 者
(74%)、被疑侵害者の代理人としては 14 者(51.9%)の経験があり、やや特許権者側としての
経験の方が多めである。
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特許権者の代理人としての第102条第１項に基づく損害賠償請求経験（弁護士 ）
0

2

4

6

8

10

12

14

16

c. 検討したが訴状では同制度に基づく請求を見送った

15

c1. 損害賠償額の根拠の証明に困難性があった

15

18

20

15

c1①. 利益率を相手方へ開示することに懸念があった

1

c1②. 実施能力を相手方に開示することに懸念があった
c1③. 被疑侵害者の譲渡数量の証明に困難性があった

0

c1④. その他

0
0

c2. 十分な損害賠償額に達する見込みがなかった
c3. 他の条項に基づく請求の方がより高い損害賠償額が見込めた

1

c4. その他

1
12

d. 同制度に基づいて主たる請求として訴状で請求した

6

d1. 特許法第１０２条第１項のみに基づいて請求した

7

d2. 特許法第１０２条第２項と併せて請求した

10

d3. 特許法第１０２条第３項と併せて請求した

1

d4. その他と併せて請求

特許権者の代理人として経験を有する 20 者中 15 者は検討したが同項に基づく請求を見送
った経験を有する。その理由としては、損害賠償額の根拠の証明の困難性、利益率の開示
の懸念を挙げている。また 12 者は特許法第 102 条第１項に基づく損害賠償請求を主たる請
求とした経験を有し、その多くは 102 条 3 項と併せて請求し、続いて、2 項との併用、1
項のみに基づく請求と続く。
・1 項は損害額が高く出やすい。（弁護士 B）
・自社の利益率を開示することは、判決を閲覧制限することで納得してもらう。（弁
護士 B）
・自己実施が厳密に要求されないので適用範囲が広い。（弁護士 B）
・権利者には使いやすい制度。（弁護士 C）
・102 条 1 項の場合、権利者側の利益率を開示するのを嫌がる者もいるが、必要な数
字は権利者側にあるので集めやすい。（弁護士 C）
・自社の情報（利益率）を出したくないから 2 項を選ぶ企業もある。（弁護士 C）
・相当の金額を取りたいのであれば、自社の情報を出して１項を使うべきと考える。
（弁護士 C）
・自社の利益率の開示ができない。
（弁護士 D）
・知財専門の弁護士でない代理人が１項を使ってくるケースが多い。
（弁護士 D）
・1 項は原告が高級ブランドの場合で被告側の利益が殆ど“０”の場合にしか使わな
い。（弁護士 D）
・権利者側の利益率を開示することはやはりやりにくい。1 項はあまり使わない。
（弁
護士 E）
・1 項とするか２項とするかはクライアント次第。
（弁護士 E）
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・1 項の方が高額になるとしても自社の利益率の開示を嫌がる場合が多い。
（弁護士 E）
・
「こんなに儲けているのかよ」とコンペチタ―に思われたくないという心理。
（弁護
士 E）
・権利者側の利益率の開示は 1 項に基づく請求を躊躇させる。公開の法廷で利益率を
言えるはずがない。（弁護士 E）
・自社の利益率が開示したい依頼人はいない。
（弁護士 F）
・2 項で請求時に被疑侵害者側から利益率の開示を求められて拒否したケースがある。
（弁護士 F）
・ブランド品の場合であっても原価が公開されるとブランド価値が下がるので 1 項を
使うことはないだろう。
（弁護士 F）
・外部に開示させないように黒塗りする方法もあるが、問題は競合相手である相手方
に利益率が知られてしまう点。（弁護士 G）
・1 項で自社の利益率を開示すれば、被告がその利益率を争うことはほとんどない。
（弁護士 G）

被疑侵害者の代理人としての第102条第１項に基づく損害賠償請求経験（弁護士）
0

2

4

6

8

10

12

14
14

e. 同制度に基づいて主たる請求として訴状にて請求された
4

e1. 特許法第１０２条第１項のみに基づいて請求された

12

e2. 特許法第１０２条第２項と併せて請求された
11

e3. 特許法第１０２条第３項と併せて請求された
1

e4. その他と併せて請求

被疑侵害者の代理人として経験を有する 14 者の全員が 1 項を主たる請求として請求された
経験を有し、次いで、2 項との併用、3 項との併用、1 項のみで請求されたと続く。

Ｄ－５

特許法第102条第２項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください（c

～eは複数回答可）
特許法第102条第２項に基づく損害賠償請求に
関する経験の有無（弁護士）

0

5

15

20

25

3

b. 代理人として同制度の経験はない

22

特許権者の代理人としての経験がある

23

被疑侵害者の代理人としての経験がある
無回答

10

1

特許法第 102 条第２項に基づく損害賠償請求に関して、特許権者の代理人としては 22 者、
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被疑侵害者としては 23 者の経験があり、ほぼ同じ比率である。
・1 項を主張するときは、2 項を併せて請求することはない。
（弁護士 C）
・基本的には 2 項を使う。（弁護士 D）
・2 項と 3 項を使うのが典型的なケース。重畳適用はないが、主張は 2 項と 3 項の両
方を請求する。（弁護士 E）
・通常、2 項と 3 項を併せて請求する。
（弁護士 F）
・相手方の利益率が分かれば 2 項で請求する。
（弁護士 F）
・1 項と 2 項が選択できる制度は良い。1 項で請求する場合でも、2 項を併せて請求す
るのが通常のパターン。
（弁護士 G）
・通常、2 項は 1 項に比べて賠償額は低くなる傾向があるにしても、特許訴訟で損害
賠償を求めて訴訟するケースはほとんどない。
（弁護士 H）

特許権者の代理人としての第102条第2項に基づく損害賠償請求経験（弁護士）
0

5

15

20

3

c. 検討したが訴状では同制度に基づく請求を見送った

1

c1. 損害賠償額（被疑侵害者の利益）の根拠の証明に困難性があった

2

c2. 十分な損害賠償額に達する見込みがなかった

2

c3. 他の条項に基づく請求の方がより高い損害賠償額が見込めた
c4. その他

10

0
22

d. 同制度に基づいて主たる請求として訴状で請求した

13

d1. 特許法第１０２条第２項のみに基づいて請求した

5

d2. 特許法第１０２条第１項と併せて請求した

19

d3. 特許法第１０２条第３項と併せて請求した

1

d4. その他と併せて請求

特許権者の代理人として経験を有する22者の内、検討したが2項に基づく請求を見送った経
験を有する者はわずか3者であり1項から3項の中で最も少数である。また、22者全員が特許
法第102条第2項に基づく損害賠償請求を主たる請求とした経験を有し、3項との併用が19
者で最も多く、次いで13者の2項のみに基づく請求である。1項との併用はやや少なく5者で
ある。
・情報が相手の手の内にあり、損害額は高く出ない。（弁護士 B）
・通常、2 項は 1 項より認定額が低くなる。（弁護士 C）
・吹っかけて高めに要求して、下げたいなら資料を出せと要求する。
（弁護士 D）
・被告側が資料を出したくないとして原告側の要求を呑んだことがある。（弁護士 D）
・相手の利益額を最初は高めに請求して認めればそれで良いし、反論するなら相手方
から数字を出させる。（弁護士 E）
・被告側代理人の時に、特許権者側から出てきた請求が予想より低かったのでそのま
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ま認めたことがある。（弁護士 E）
・100 円均一やディスカウントストアなどが相手の場合、2 項で計算したら損害賠償
額が低くなるケースがあり、そのような場合、1 項で請求することをクライアント
に薦める。多くの損害賠償額を取るために自社の利益率を開示しなければならない
ことにクライアントは納得した。（弁護士 G）
・業界によっては、この程度の利益率で当たり前という場合がある。そのような業界
では開示することに抵抗感はあまりない。隠している業界では抵抗感が強い。（弁
護士 G）
・第三者に見られないように閲覧制限をかけた状態で相手だけに利益率がわかるとい
う形であれば、それほど問題とならない。1 項が使いにくいというのは、利益率の
開示が「何となくイヤ」だという気分によるものであろう。（弁護士 G）
・損害のうち証明できたものしか取れないという考えなので、当然、実損より少ない。
現在の損害賠償制度は、そもそも損害額を 100％取れるようにはなっていない。
（弁
護士 H）
・知財訴訟でも、労働法のような賦課金制度を導入すれば良いと考えている。そうす
れば、実損という考え方から踏み出して損害額の 100％やそれ以上取れるようにな
る。（弁護士 H）
・特許侵害の場合、
「実損」が見えづらい。2 社しか売っていない場合は少ない。（弁
護士 H）

被疑侵害者の代理人としての第102条第2項に基づく損害賠償請求経験（弁護士）
0

5

10

15

20
23

e. 同制度に基づいて主たる請求として訴状にて請求された
16

e1. 特許法第１０２条第２項のみに基づいて請求された
8

e2. 特許法第１０２条第１項と併せて請求された

18

e3. 特許法第１０２条第３項と併せて請求された
e4. その他と併せて請求

0

被疑侵害者として経験を有する 23 者の全員が 2 項を主たる請求とされた経験を有し、次い
で、3 項との併用、2 項のみで請求された、1 項との併用で請求されたと続く。

Ｄ－６

特許法第102条第3項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください（c

～eは複数回答可）
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特許法第102条第３項に基づく 損害賠償請求に
関する経験の有無（弁護士）

0

5

10

15

20

25

3

b. 代理人として同制度の経験はない

22

特許権者の代理人としての経験がある

19

被疑侵害者の代理人としての経験がある

1

無回答

特許法第102条第3項に基づく損害賠償請求に関して、特許権者の代理人としては22者、被
疑侵害者としては19者の経験がある。特許権者としての経験は同条1項の場合20者、2項の
場合が22者、3項の場合が22者、被疑侵害者としては1項の場合は14者、2項の場合は23者、
3項の場合は19者である。総じて2項、3項がやや多め、1項がやや少なめなようである。
・利益がほとんどない相手だと 3 項を使わざるを得ないだろう。
（弁護士 F）

特許権者の代理人としての第102条第３項に基づく損害賠償請求経験（弁護士）
0

5

10

15

6

c. 検討したが訴状では同制度に基づく請求を見送った

1

c1. 損害賠償額（実施料相当額）の根拠の証明に困難性があった

1

c2. 十分な損害賠償額に達する見込みがなかった

0

c2①. 証拠として提示できるライセンス料率が低額であった

5

c3. 他の条項に基づく請求の方がより高い損害賠償額が見込めた

1

c4. その他

20

d. 同制度に基づいて主たる請求として訴状で請求した

13

d1. 特許法第１０２条第３項のみに基づいて請求した

8

d2. 特許法第１０２条第１項と併せて請求した

13

d3. 特許法第１０２条第２項と併せて請求した
d4. その他と併せて請求

20

0

特許権者の代理人として経験を有する22者中6者が3項に基づく請求を見送った経験を有す
るが、その理由は1項や2項と相違し、他の条項に基づく請求の方が高い損害賠償額が見込
めるという積極的な理由による場合が多いのが特徴的である。また、20者は特許法第102
条第3項に基づく損害賠償請求を主たる請求とした経験を有し、3項のみに基づく請求と2
項との併用が13者で最も多く、次いで、1項との併用が8者である。
・価値の低い特許で 1～2％、高い特許でも 5～6％程度。幅が狭い。
（弁護士 B）
・発明協会のデータは平均値になっているが、もっと適用範囲を絞り込んで幅を設け
るべき。（弁護士 B）
・実施料相当額は立証できない。（弁護士 B）
・現状、発明協会の実施料率表がベースとなっている。（弁護士 C）
・類似した他の契約例を使うこともある。（弁護士 C）
・昔は 3％程度が多かったが最近は 5％程度になってきたように感じる。
（弁護士 C）
・米国ではリーゾナルロイヤルティを決めるファクターがいっぱいある。（弁護士 C）
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・現状にそれほど不満はない。（弁護士 C）
・10％から始めるが、最近は 5％程度が多いように感じる。最近上がってきた。
（弁護
士 D）
・発明協会の「実施料率表」は足らない、古い。これを新しくして欲しい。
（弁護士 D）
・発明協会の「実施料率表」は、昔の外為法で料率の報告義務があった時代の代物。
（弁護士 E）
・ライセンス契約の料率と侵害警告を受けた後の料率や 3 項による料率に実際には差
がないことはおかしい。民法 709 条の実損である限りは、法律上も運用上も同じ。
（弁護士 E）
・3 項で請求して和解で終了するケースが多い。（弁護士 F）
・化粧品業界では 10％を容認した判決もあったようだ。
（弁護士 G）
・業界によって料率に差があるので、裁判所がそのあたりを理解してくれるのが早い。
（弁護士 H）
・過去は、業界や技術に関わらず、何でもかんでも 3％という感じであったが、現在
は 5％以上もめずらしくはないように思う。（弁護士 H）
実施料の算定に関するデータベースやガイドラインがあれば便利だと思いますか？
・米国では、公認会計士、コンサルタントが調べ上げる。米国にもデータベースはな
いが情報は外に出ている。Entire Market Value はすでにほとんど使われていない。
アメリカの方が、要件が厳しくなっている。（弁護士 B）
・データベースやガイドラインはつくるだけでも大変。（弁護士 C、G 他）
・データベースやガイドラインは欲しい。料率の条件は細分化してほしい。
（弁護士 D、
E、F、G 他）
・中途半端なデータベースやガイドラインができてもあまり意味がないと思う。業界
や技術別の料率が分かるものでないといけない。実際の業界標準でないような料率
が示されるとかえって混乱することになる。（弁護士 H）

被疑侵害者の代理人としての第102条第３項に基づく損害賠償請求経験（弁護士）
0

2

4

6

8

10

12

14

16

19

e. 同制度に基づいて主たる請求として訴状にて請求された
13

e1. 特許法第１０２条第３項のみに基づいて請求された
9

e2. 特許法第１０２条第１項と併せて請求された

14

e3. 特許法第１０２条第２項と併せて請求された
e4. その他と併せて請求

18

0
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被疑侵害者として経験を有する 19 者全員が、3 項を主たる請求として請求された経験を有
し、次いで、2 項との併用、3 項のみで請求された、1 項との併用で請求されたと続く。

Ｄ－７

損害計算のための鑑定（特許法第105条の２）に関する経験を教えてください

（c～gは複数回答可）
損害計算のための鑑定に関する経験の有無（弁護士）
0

5

10

15

20
19

b. 代理人として同制度の経験はない

6

特許権者の代理人としての経験がある

4

被疑侵害者の代理人としての経験がある
無回答

25

0

損害計算のための鑑定（特許法第105条の２）に関する経験は、特許権者の代理人として経
験がある者が6者、被疑侵害者の代理人として経験が有するものが4者と少数である。
・計算鑑定人はうまくいかない。最近はあまり利用しない。（弁護士 B）
・相手方が任意で出してこないとかごまかしているようであれば積極的に使いたい。
（弁護士 C）
・計算鑑定はうまく機能している制度。
（弁護士 E）

特許権者の代理人としての損害計算のための鑑定の経験（弁護士）
0

1

2

3

4

5

6

3

c. 申立てを検討したが実際には利用しなかった
2

c1. 費用的な負担を懸念
0

c2. 鑑定人への説明に係る負担を懸念

2

c3. 鑑定人に任せることに不安があった
c4. 原則として損害計算は当事者が立証すべきと考えた

0

c5. その他

0
4

d. 特許権者が申し立てて鑑定がなされた
3

d1. 鑑定結果に満足できた
1

d2. 鑑定結果に満足できなかった

1

e. 被疑侵害者が申し立てて鑑定がなされた
e1. 鑑定結果に満足できた

1

e2. 鑑定結果に満足できなかった

1

特許権者の代理人として経験を有する6者の内、半数は検討のみで実際には利用しなかった
経験を有し、4者が特許権者側から申し立てて鑑定がなされ、1者は被疑侵害者が申し立て
鑑定がなされた経験を有する。鑑定結果については、特許権者側で3者、被疑侵害者側で1
者が満足できた経験を有する。企業のアンケート結果とほぼ同じ傾向を有する。
・計算鑑定人は調べ切れない。計算鑑定人に権限もやる気もない。（弁護士 B）
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・裁判所の選任では人選に問題がある場合がある。中立性重視ではなく、やる気のあ
る原告人専任や報酬体系を変えるべき。自分で人選すればダメな鑑定人であったと
しても納得できる。中立性より真実の発見を重視すべき。そのためには利害関係人
がやるべき。
（弁護士 B）
・悲しくなる報告書（相手方のいいなりの内容）で、300 万円～400 万円。
（弁護士 B）
・裁判所の任命する鑑定人なので安心しているが、実際に使ったら不満を感じるかも
しれない。裁判所と公認会計士とのコミュニケ―ションが密に取れていれば問題な
いと思う。（弁護士 C）
・鑑定人の報酬に関しては、数千万円以上の事件ならペイできるだろう。（弁護士 C）
・損害鑑定人は利用したことはないが、『知的財産紛争の損害額計算実務―「計算鑑
定人マニュアル」の解説（日本公認会計士協会）』という素晴らしい本がある。日
本公認会計士の考え方の記載されている。参考にしている。
・お金はかかる制度（弁護士 E）
・生のデータを見ることができるので、出ているものは出ているという安心感はある。
（弁護士 E）
・額も高くなる。
（弁護士 E）
・裁判所が任命した公認会計士に不満はない。
（弁護士 E）
・権利者側が任命者公認会計士は相手方が反対にするので無理。（弁護士 E）
・そもそも計算鑑定人を使おうという発想がない。
（弁護士 G）
・これまで販売数量などは，すっと開示されたケースが多い。
（弁護士 G）
・もめるのは利益率であれが、それほど先鋭な争いとなったことはない。（弁護士 G）
・認定される損害額が 1 億円を超えるようなケースであれば、鑑定費用の 300 万円を
かけても問題ないので利用を検討しても良い。
（弁護士 G）
・損害鑑定の相場である300万円は、あらゆるものを見させるから高くなるのであっ
て、資料を絞り込めば、費用は抑えられる。（弁護士H）
・被告側代理人の時に、自分で選んだこれまで付き合いのない公認会計士に算出させ
て、証拠として出したことがある。相手方は信用できないと主張したが、そもそも，
資格のある公認会計士が変な鑑定をするはずがない。裁判所はこの証拠に信用性を
認めた。費用は 100 万円程度かかった。（弁護士 H）
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被疑侵害者の代理人としての損害計算のための鑑定の経験（弁護士）
0

1

2
1

f1. 費用的な負担を懸念
0

f2. 鑑定人への説明に係る負担を懸念

1

f3. 鑑定人に任せることに不安があった

1

f4. 原則として損害計算は当事者が立証すべきと考えた
0

1

g. 被疑侵害者が申し立てて鑑定がなされた
g1. 鑑定結果に満足できた

1

g2. 鑑定結果に満足できなかった

1
3

h. 特許権者が申し立てて鑑定がなされた

3

h1. 鑑定結果に満足できた
h2. 鑑定結果に満足できなかった

4

2

f. 申立てを検討したが実際には利用しなかった

f5. その他

3

0

被疑侵害者として経験を有る4者中、半数は検討のみで実際には利用しなかった経験を有し、
3者は被疑侵害者側が申し立て鑑定を行い、１者が特許権者側から申し立てられた経験を有
する。鑑定結果については、被疑侵害者側では満足、不満が各1者、特許権者側では3者全
員が満足した経験を有する。
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Ⅲ．

海外編

１．

米国

（１）

証拠収集

（ⅰ）

制度

①

Discovery の法的根拠〈質問票

法律事務所

問 2〉

Discovery の根拠法は、合衆国法律第 28 編、連邦民事訴訟規則（
「FRCP」）、控訴裁判所
の法廷意見（appellate opinions）
、
「地方裁判所」のローカルルール、個々の判事の慣行、
の 5 つの法源である。
第 28 編は、次のように規定している。第 85 章と第 87 章（それぞれの最初の条文は第
1330 条、第 1390 条）は、管轄権及び裁判地を定めている。これらの規定は Discovery を
行うことのできるときを限定するとともに、Discovery を含め、強制手続を当事者に強い
る権限を与えている。第 131 章（第 2071 条以下）は、Discovery に関するルールを含め、
訴訟行為の多くの要素について規律するルールについて、地方裁判所への立法委任を定め
ている。
FRCP は、開業弁護士及び判事から構成される委員会を利用して、最高裁判所が発布した
ものである。
第 26 条から 37 条までは、当事者間の Discovery を規律している。第 45 条は、
第三者からの Discovery を行うための召喚状について規律している。
地域にある巡回控訴裁判所は、それぞれの巡回区にある地方裁判所の根拠判例となる控
訴判決を出している。カリフォルニア州北部地区は、第 9 巡回区に含まれる。したがって、
第 9 巡回区控訴裁判所の控訴判決は、カリフォルニア州北部地区の訴訟の Discovery の根
拠判例となる。
どの裁判区にも、独自のローカルルールがある。94 地方行政区と国際貿易委員会がある
ので、そのすべてをここに挙げることはできない。
どの判事も、自身が審理を行う訴訟の行為（Discovery を含むことが多い。）について「審
理手続（standing orders）
」を持っている。こうした審理手続は事実上、ローカルルール
と同じ効果を持っている。
判事は、通常は、同一行政区の地方裁判所の判事の判決に敬意を示している。
国際貿易委員会（ITC）の場合には、Discovery の根拠法は、19 C.F.R. §§ 210.27-210.33
である。
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②

Discovery の趣旨・背景〈質問票

法律事務所

問 6〉

〔趣旨〕
Discovery は、紛争の当事者双方に、トライアル（正式事実審理）前に全ての事実が完
全に知らされることを保証するものである。これは次の二つの目的に資する。
・ 和解を支援すること。関係のある事実のすべてを両サイドが知っており、また公平な
弁護士から十分に情報を提供されている場合には、自分たちの主張の強みと弱みに両
者が気づくので、和解に合意する可能性が高い。
・ トライアルでの真実の追求を助けること。適切な Discovery が行われると、いずれの
当事者も、不利な証拠を隠すことはできないので、裁判所が公正な結論に達すること
ができる可能性がより高くなる。
〔背景〕
裁判所は、米国の建国当時から証拠の開示・提出を求める能力を有していた。このこと
は例えば、1789 年裁判所法（Judiciary Act）に反映されている。20 世紀には、連邦民事
委訴訟規則の発展を見ることになり、同規則はさらに長年の間に、企業による記録管理や
技術の開発を反映して発展し続けている。
1938 年に、FRCP が、米国における民事訴訟に関する法令として制定された。ここでの最
も重要な変更点は、当事者双方と証人による口頭でのデポジションを、当事者の権利とし
て認めたことである。FRCP は、当事者に対し、相手方の文書を閲覧し、写しを作成するこ
とも認めた。
米国の政策は、
「あらゆる当事者の請求または抗弁に関係し、かつ、訴訟における必要性
に均衡している」（FRCP 第 26 条(b)）全ての資料について広範な Discovery を認めるとい
うものである。
FRCP は、その導入以来、さまざまな修正がなされてきた。2000 年以前は、デポジション
について期間制限はなく、何日間もかけて行うことも可能であった。しかし、2000 年改正
により、同規則第 30 条(d)(1)にあるように、あらゆるデポジションは 1 日（7 時間）に推
定的に制限されることとなった。
2015 年改正では、均衡性の原則が課されることとなり、当事者は、あらゆる当事者の請
求または抗弁に関係し、かつ、「訴訟における必要性に均衡している」、秘匿特権に該当し
ない事項についてのみ Discovery を行えることとなった。2015 年改正以前は、裁判所は、
Discovery に関する紛争を解決するに当たり、さまざまなかたちで均衡性のルールを適用
してきた。均衡性ということからすれば、大きな事件では広範な Discovery が可能となる
が、小さい事件では限定的な Discovery しか行えない可能性が高いであろう。
米国の現行の Discovery 制度は、19 世紀から 20 世紀にかけて適用されてきた訴答（プ
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リーディング）中心の手続の法律上の複雑さをなくそうとしているものだとも言える。そ
の考え方とは、訴答では、争点について基本的な通知を行うことをしさえすればよいとい
うものである。その後、当該の争点と関連する事実は、Discovery を通じて知得すること
ができる。
さらに、フランスやスペインの行政官による制度とは異なり、米国の制度は対審制であ
る。治安判事が事実を調査しない場合には、当事者の弁護士が調査を行わなければならな
い。しかし、各弁護士に分かるのは、依頼人側の話だけである。弁護士が完全な調査を行
うことができるためには、相手方から証拠を収集する能力を弁護士に与える必要があった。
③

Discovery の実施時期〈質問票

法律事務所

問 7〉

提訴後からトライアル（正式事実審理）開始までの間。
正式な Discovery、すなわち、FRCP で規律されている形式の Discovery は、最初の協議
から Discovery が終了するまでの訴訟の期間に実施される（FRCP 第 26 条（d）及び第 26
条（f））。
連邦裁判所では、第 26 条（f）が定めるように、弁護士が Discovery の予定の話し合い
のために集まるまでは、Discovery を開始することができない。FRCP 第 26 条(d)を参照。
通常、裁判所は、トライアルの数か月前に、設定された日までに専門家の Discovery を除
く全ての Discovery を完了させるように命じる。専門家の Discovery は、通常は、Discovery
の手続期間の後半から始まり、他の Discovery が全て終了してから 2～3 か月間続くことが
ある。
Discovery の完了期限後は、当事者は、さらに新たな Discovery を要請することはでき
ない。ただし、訴訟当事者には、Discovery に完全に応答し、必要に応じて、それまでの
Discovery における応答を、最近知得したか又はトライアルまでに発見した情報により補
完するという継続的な義務がある。
FRCP と各地方裁判所のローカルルールは、Discovery の時期について定めている。一般
的には、Discovery は提訴後 60 日から 90 日以内に開始され、トライアル（正式な事実審
理）の約 4 か月前まで続く。FRCP 第 16 条は、裁判所と当事者に対し、各事件において認
められる Discovery の時期と範囲／量についてのスケジュールを、訴訟の初期に定めるよ
う求めている。通常は、当事者は、過去の事件から担当裁判官が提示する典型的なスケジ
ュールを考慮して、似たようなスケジュールを立てるよう協議する。スケジュールについ
て合意に達しない場合、当事者は、裁判所に対して自分たちのスケジュールを提案し、異
なるスケジュールとした理由について説明する。例えば、異なる複数の被告に対する異な
る訴訟において Discovery が併合された場合、被告たちは原告とは異なるスケジュールを
提案するであろう。
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地方裁判所のローカルパテントルールも、さまざまな Disclosure や文書提出の時期に関
して定めている。
④

Discovery の開始条件〈質問票

法律事務所

問 8〉

Discovery は、冒頭の当然開示により始まり、正式な Discovery は、当事者の最初の協
議により始まる（FRCP 第 26 条（f）
）。
FRCP 第 16 条と第 26 条により定められたスケジュールにおいては、各訴訟において
Discovery をいつ開始することができるかが定められる。
特定の場合に、裁判所から別段の命令が出されない限りは、第 26 条（f）に定められた
弁護士間の協議が行われ次第、当事者は自由に Discovery を要請し始めることができる。
第 26 条(f)の協議は、通常は、判事による最初の審問の 2～3 週間前に予定される。審問の
時期は、判事のスケジュールによって決まっているが、訴状の提出から約 3 か月後である
ことが多い（FRCP 第 26 条(d), (f)を参照）。
地方裁判所のローカルルールも、Discovery の開始時期について定めている。
⑤

Discovery における手続の種類〈質問票

(a)

法律事務所

問 9〉

質問状（FRCP 第 33 条）

一方の当事者から他方の当事者に送達される質問書面（FRCP 第 33 条）。
(b)

文書提出請求又は施設立入検査請求（FRCP 第 34 条）

一方の当事者に対し、様々な資料、電子記録や物をまとめ、他方の当事者に提供するこ
とを請求する書面（FRCP 第 34 条）
。
資料提出請求は、召還令状の一部として、第三者に送付してもよい
（FRCP 第 45 条(1)(D)）。
通常は、当事者はまず、質問状や資料提出請求によって、可能な限り多くの情報を入手
する。これには約 6 か月がかかる場合がほとんどである。
(c)

デポジション（FRCP 第 30 条）

当事者には、口頭での質問（通常のアプローチ、FRCP 第 30 条が定めている）又は書面
による質問（非常に稀）（FRCP 第 31 条）により関係する証人の尋問を行う権利を有する。
証人は、相手方当事者の従業員（FRCP 第 30 条（a））であるか、又はいずれの当事者に
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も関係がなく、召還令状によりその出廷を強制することができる個人（FRCP 第 30 条(a)、
第 45 条）であってもよい。さらに、当事者が法人に対してデポジションを行う場合がほと
んどである（FRCP 第 30 条(b)(6)）
。
このようなデポジションでは、質問することを望む者は、尋問のトピックのリストを提
供する。次に、企業の弁護士は、このトピックに関して当該企業について豊富な知識を披
露することのできる個人の場所を特定し、証言のための準備をする必要がある。
(d)

自白請求（FRCP 第 36 条）

FRCP 第 36 条は、通常は、争点となっていない問題について明確な陳述を得るために、
Discovery の終結に向けて利用される。当該の問題とは、重要な資料の真正性やある製品
における特定の特徴の存在である可能性もある。
(e)

召喚状による第三者に対する文書提出請求及び／又はデポジション（FRCP 第 45 条）

(f)

情報と文書に関する冒頭の当然開示（FRCP 第 26 条）

(g)

特許侵害／特許無効の主張とそれに関連した文書提出
（特許に関する地方裁判所のロ
ーカルルール又は各裁判官のルール）

(h)

エキスパート・Discovery※ここにはデポジションと専門家の報告書も含まれる（FRCP
第 26 条、第 30 条）。

⑥

Discovery の実施者〈質問票

(a)

法律事務所

質問状

原告の弁護士、被告の弁護士（FRCP 第 33 条）
(b)

文書提出請求又は施設立入検査請求

原告の弁護士、被告の弁護士（FRCP 第 34 条）
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問 10〉

(c)

デポジション

証人（通常は、原告側又は被告側の証人又は第三者の証人）、裁判所の記録担当官、ビデ
オ撮影者、原告の弁護士、被告の弁護士（FRCP 第 30 条）
(d)

自白請求

原告の弁護士、被告の弁護士（FRCP 第 36 条）
(e)

召喚状による第三者に対する文書提出請求及び／又はデポジション

原告の弁護士、被告の弁護士、第三者、第三者の弁護士（FRCP 第 45 条）
(f)

情報と文書に関する冒頭の当然開示

原告の弁護士、被告の弁護士（FRCP 第 26 条）
(g)

特許侵害／特許無効の主張とそれに関連した文書提出

原告の弁護士、被告の弁護士、専門家（特許に関する地方裁判所のローカルルール）
(h)

エキスパート・Discovery

原告の弁護士、被告の弁護士、各当事者が任命した専門家。FRCP 第 26 条及び第 30 条が
この Discovery の根拠法である。
⑦

Discovery の実施方法〈質問票

(a)

法律事務所

問 11〉

質問状

各当事者は質問状を起案し、それを相手方に送達する。質問状を受け取った当事者は、
30 日以内に各質問に対して回答しなければならない。回答を行う当事者は、当該質問が
FRCP 第 26 条の範囲を超える情報を求めている限りにおいては、異議を唱えることができ
る。回答を行う当事者は、回答の正確さを保証することが求められる。同規則は、各当事
者が 25 の質問を出すことを認めているが、この点については、同規則第 16 条のスケジュ
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ール命令の手続きにおいて、裁判所の同意を得て、当事者間で調整されることが多い。例
えば、異なる複数の被告に対する異なる訴訟において Discovery が併合された場合、被告
らは、自分たちが集団的に回答することのできる質問を一定数受け取ることがある。質問
状の手続については、FRCP 第 33 条及びローカルルールによって規律されている。
(b)

文書提出請求

各当事者は、相手方に対して書面による請求を送達する。請求を受けた当事者は、請求
された文書を 30 日以内に提出しなければならない。もっとも、実際の提出がそれより少し
遅れてもよいことに当事者が合意することもある。文書提出を行う当事者は、当該請求が
FRCP 第 26 条の範囲を超える情報を求めている限りにおいては、異議を唱えることができ
る。文書提出請求手続については、FRCP 第 33 条及びローカルルールによって規律されて
いる。各裁判官が、許容される e-Discovery（eDiscovery）の量について、各自なりのル
ールを定めていることもあるので、電子文書に関する電子検索の項目数や、電子文書の収
集対象となる証拠保持者の人数について制限されることがある。
FRCP 第 45 条は、召喚状による第三者に対するデポジションと文書提出の請求について
規律している。第三者は、請求されうる文書の範囲や、召喚状に関連して発生する費用に
ついて、当事者よりも広く保護されている。各裁判官は、許容される e-Discovery の量に
ついて、各自なりのルールを定めていることもあるので、電子文書に関する電子検索の項
目数や、電子文書の収集対象となる証拠保持者の人数について制限されることがある。
(c)

デポジション

デポジションは、米国領内（外国大使館を含む）の当事者たちにとって都合のよい場所
で行われる。一般的には、各当事者の事業所の近くで行われるが、紛争において、被告は
訴訟が係属中の裁判所の近くで原告に対してデポジションを行うことを主張できる。通常
は、法律事務所又はデポジション目的で借りた会議室で行われる。デポジションは、当事
者が相手方に対し、質問に対して異議を唱えることができ、質問したいことを訊くことも
できるということを告げた上で行う。証人は裁判所の記録担当官の前で宣誓を行い、証言
は全て裁判所の記録担当官及び／又はビデオ撮影者によって記録される。デポジションに
ついては、FRCP 第 30 条が、デポジションが行われる場所、デポジションの範囲、証言の
準備についてのローカルルール及びしばしば判例法とあいまって規律している。
召喚状によるデポジションは、証人が居住する管轄地域内で行わなければならない。当
該手続きについては、FRCP 第 45 条が規律している。
また、米国国外で行われるデポジションについては、ハーグ証拠収集条約加盟国におけ
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るデポジションの場合、同条約で規定された手続によることになる。ハーグ証拠収集条約
に加盟していない国（日本など）については、米国の訴訟で利用されるデポジションの手
続については、米国と当該国との間の条約によることになる。
(d)

自白請求

各当事者は、相手方に対して自白請求を送達する。応答する当事者は、送達から 30 日以
内に、当該請求について自白または否認を行わなければならない。FRCP 第 36 条が、自白
請求手続について規律している。同条は、当事者が出すことのできる請求の数に制限を定
めていない。場合によっては、ローカルルール又は裁判官により、請求の数に制限がなさ
れることがある。
(e)

冒頭の当然開示

普通は、訴訟が提起されてから 3 か月以内になされる。各当事者は、(a)自身の請求又は
抗弁を裏付けるために利用できる情報を有している可能性のある人物の名前と電話番号、
(b)自身の請求又は抗弁を裏付けるために開示者が利用し得る全文書の写し、(c)賠償を請
求する全ての損害の計算及びその計算の根拠となる文書、(d)判決に関して支払われる金額
を支払う保険会社との間の契約書、について、相手方からの請求を待つことなく開示しな
ければならない。冒頭の当然開示は、FRCP 第 26 条(a)によって規律されている。
(f)

エキスパート・Discovery

一般的には、事実に関する Discovery の終了後に、サマリ・ジャッジメントの申立て期
限前に行われる。専門家は、自身の専門性に関する証明と、事件に関する意見、並びに当
該意見の根拠について記載した報告書を提出しなければならない。当該報告書の内容につ
いては、FRCP 第 26 条によって規律されている。一般的には、問題となる事柄についての
証明責任を負う側の当事者が、それに関する専門家の冒頭報告書を開示する。相手方は、
冒頭報告書によって提起された問題について、回答報告書を提出する。多くの場合、回答
報告書の中で記載された事柄に対して、最初の専門家から反論書が提出される。ここで、
通常は各専門家証人が証言を行う。公判の裁判官が、個別の手順と時期を調整することも
ある。
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⑧

Discovery により得られる情報〈質問票

(a)

法律事務所

問 12〉

質問状

紛争に関して知識を有している人に関する情報、関連する文書の特定、特許侵害をして
いる製品に関する情報、特許侵害と特許無効の主張、損害賠償の請求又は抗弁を裏付ける
情報。質問状については、FRCP 第 26 条、第 33 条が規律する。
(b)

文書提出請求

当該事件に関係したあらゆる文書及び有形物。FRCP 第 26 条及び第 34 条が、文書提出請
求について規律している。召喚状による第三者から収集した文書については、同規則第 45
条が規律している。
特許権者が提出するもの：特許で保護されるアイデアの着想及びその具現化に関連する
全ての資料、包袋、先行技術、関連資料。特許の商業化（例えば、ライセンス）に関連す
る全ての資料。特許権者が実施をしている場合には、特許が実施されている特許権者の製
品の設計文書。特許権者の製品の利益性を含め、特許の価値に関連する資料。
被疑侵害者が提出するもの：被疑侵害製品の設計文書。研究開発活動の文書、有効性に
関連する公知の先行技術その他の事項。類似特許の実施許諾又はその他実施料率に関係す
る事項に関連する資料。侵害が疑われる装置の販売量、費用及び利益を示す計算書類。非
侵害代替品の文書（場合によっては）。クリアランス活動に関する文書又は弁護士の意見（場
合によっては）（FRCP 第 34 条）。
(c)

デポジション

証人の証言。FRCP 第 30 条(b)(6)は、当事者がデポジションのトピックを特定すること
を認めている。相手方当事者は、当該トピックに関して企業が知っている全てのことを提
供する企業の代表者を指名しなければならず、この代表者の証言は当該企業に対して拘束
力を持つ。これとは別に、FRCP 第 30 条(b)(1)により、当事者の証人について個別にデポ
ジションを行うこともできる。デポジションについては、FRCP 第 26 条及び第 30 条により
規律される。FRCP 第 45 条の規定により、第三者に対してデポジションを行うこともでき
る。
トライアルでは、ほとんどの証拠は、証人の証言という形式による。一般に、証人が文
書を特定し、それが何かを説明することができて初めて、文書は証拠となる。したがって、
証人の証言は、トライアルの証拠を築き上げる基礎となる。デポジションでは、トライア
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ルにおいて証人が証言し得ることであれば何でも取り上げることができるので、事実上、
訴訟に関連するあらゆるトピックを対象とすることができる（FRCP 第 30 条）。
(d)

自白請求

当事者は、問題となっている陳述や証拠が真実であるかどうかについて、自白又は否認
を行わなければならない。自白請求については、FRCP 第 26 条及び第 36 条によって規律さ
れる。多くの場合、自白請求は、文書中の陳述の正確さについて確認するために利用され
る。
(e)

冒頭の当然開示

当事者の請求又は抗弁に関する情報を開示し、相手方当事者が当該情報に基づいて
Discovery の予定を立てることを可能にする。冒頭の当然開示は、FRCP 第 26 条によって規
律される。
(f)

特許侵害／特許無効の主張

これは、特許侵害及び無効に関して、各当事者が自身の主張について行う具体的な申立
を、当事者が理解する機会となる。当該開示については、特許に関するローカルルールに
よって一般的に規律がなされる。特許に関するローカルルールがない場合、当事者は、FRCP
第 33 条の主張に関する質問状（contention interrogatories）を利用してもよい。
(g)

エキスパート・Discovery

これは、各当事者が自身の主張を裏付けるものとして依拠する技術的・商業的専門家の
意見について理解するために利用される。エキスパート・Discovery は、Discovery の最中
は FRCP 第 26 条によって規律され、トライアルが近い場合は連邦証拠規則と Daubert 事件
の法理によって規律される。
⑨

Discovery により得られた情報の利用〈質問票

法律事務所

問 13〉

トライアルにおける Discovery 書類の利用については、連邦証拠規則及び関連する判例
法に定められている。一般に、次のものがある。
・ 当事者は、不利な証言を行う証人（相手方当事者の従業員）のデポジションにおける
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証言をあらゆる目的のために利用することができる。通常は、弁護士が利害のあるデ
ポジション証言を陪審に読み上げると（又は映像からの抜粋を再生すると）、トライ
アルにおいて提供されたかのように、当該訴訟の記録の一部となる。デポジション証
言は、証言を変えた証人の信憑性に異議を唱えるために利用することもできる。
・ 質問状への回答や自白請求は、通常は、証拠書類の印がつけられ、訴訟において採用
された証拠のボックスに入れて陪審に提供される。
・ 書類は証人を通して紹介される。証人が文書が本物であることを証明する証言を行う
と、それが認められ、陪審に提供される証拠の一部となる。
証拠は、当事者によって、そのクレーム解釈の一部として利用されることがある。クレ
ーム解釈は、地方裁判所におけるローカルパテントルールによって規律される。文書と、
デポジションの証言の写しが、クレーム解釈に関する主張書面に添付されて、マークマン・
ヒアリングにおいて裁判所に提出される。証人がマークマン・ヒアリングに出廷すること
もある。
証拠は、サマリ・ジャッジメントの申立ての一部として利用することもできる。当該申
立ては、FRCP 第 56 条によって規律される。文書と、デポジションの証言の写しが、クレ
ーム解釈に関する主張書面に添付されて、サマリ・ジャッジメント・ヒアリングにおいて
裁判所に提出される。証人がサマリ・ジャッジメント・ヒアリングに出廷することもある。
最後に、証拠のうち許容されるものは、トライアルの一部として利用することもできる。
FRCP 第 43 条～第 46 条、第 52 条は、連邦証拠規則及びローカルルールとあいまって、ト
ライアルで許容される証拠について規律している。
トライアルでは、訴訟において提出された文書の一部が、展示証拠として可能なものと
して提示される。もっとも、展示証拠として認められるのは一部の文書だけである。証人
は、許容された展示について証言を行わなければならない。証人がトライアルに出廷でき
ない場合を除き、証人は法廷内で証言を行わなければならない。証人が出廷できない場合
は、デポジションによる証人の証言をトライアルにおいて提示してもよい。FRCP 第 32 条
(a)(4)は、例えば病気であるとか、ヒアリングやトライアルが開かれる場所から 100 マイ
ル以上離れた場所や米国国外にいるとかいった理由で証人が出廷できない場合について、
規定している。
⑩

Discovery における秘密情報の取り扱い〈質問票

法律事務所

問 14〉

秘匿特権に関する事項（特許弁護士と依頼人の聞の会話や通信等）は、開示しなくてよ
い。
当該通信が、ビジネス上のアドバイスではなく、法的アドバイスを求めるものである場
合に限る。さらに、争訟との関係でいくと、争訟を予期して、または争訟の最中に作成さ
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れた文書は、ワーク・プロダクトの理論によって保護されるため、開示はなされない。FRCP
第 26 条と、弁護士－依頼者間の秘匿特権に関する判例法が、Discovery に対するこの例外
について規律している。
営業秘密に関しては保護命令が要求され、デポジションの場に同席できる者を限定し裁
判所に提出された文書の閲覧を禁止する等して情報の開示を得る者の範囲を限定し、情報
の開示を受けた者に守秘義務を課すことが多い。保護命令は、FRCP 第 26 条（c）を根拠法
とする。保護命令に違反した場合には、制裁金、相手方への料金の通知、さらには訴えの
却下など様々な制裁がある。
保護命令への違反は、法廷侮辱罪として扱うことができ、刑事的法廷侮辱罪で告発され
る結果となることがある。ただし、これは理論上の可能性というだけの話である。実際に
告発されたという話は、これまでに聞いたことがない。
保護命令に関しては、通常は当事者間で交渉がなされ、その後に保護命令の申立てが共
同でなされる。地方裁判所の中には、ローカルパテントルールに基づいて保護命令を出し
ているものもある。
秘密情報を開示したことに対する制裁の最近の最も有名な例は、アップルとサムスンの
訴訟である。すなわち、サムスンの弁護士は、不注意から、アップルとノキアとの間のラ
イセンス機密契約書をサムスンに対して開示した。サムスンは、当該契約書を社内で用い、
ライセンスに関するノキアとの交渉において当該情報を使用した。裁判所は、サムスンの
弁護士とサムスンに対し、保護命令違反として 2,000,000 ドルの賠償命令を課したのであ
る。
裁判所はトライアルの公開を好むため、秘密情報はしばしば、トライアルの最中に開示
される。限定的な場面においてではあるが、裁判所は、高度な機密情報を開示する際には
法廷を非公開にし、一般人が当該情報を見たり聞いたりするのを禁止することができる。
⑪

Discovery により得られた情報の他国での利用〈質問票

法律事務所

問 15〉

この問題は、保護命令が実施されているかどうかによって異なる。事実上、すべての保
護命令で、収集された資料はその訴訟でしか利用できないと定められている。保護命令の
下で提出された資料を他の訴訟で利用することは、保護命令違反となると考えられる。場
合によっては、米国の裁判所からそのような利用を禁止する差止命令が出されることもあ
り得る。
問題となる Discovery 資料を対象とする保護命令がない場合には、当該資料を他の国で
利用することができるかは、当該他の国の法律に応じて決まってくるだろう。
訴訟で保護命令が出されたものについては、証拠を他の国で利用することが主に制限さ
れる。場合によっては、当事者は、訴訟に関するスケジュール又は Discovery 計画におい
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て、他の国における証拠の利用の制限をすることができる。極端な場合には、裁判所が法
廷侮辱罪を適用するなどして、地方裁判所が保護命令の執行を行う。
一般的に、保護命令が出された文書は、相手方当事者に当該文書が提出された特定の訴
訟においてのみ、使用することができる。文書を受け取る側の当事者は、当該秘密文書を、
他の目的のために使用することはできない。
しかしながら、仮に当該文書が「秘密」とは指定されず、したがって秘密保持命令が出
されなかった場合、それは他の目的でも利用することができ、これに他の訴訟での利用も
含まれる。もちろん、米国の訴訟において Discovery によって得られたこのような文書の
利用については、他の国において、独自のルールにより、それを制限又は禁止しているこ
ともある。
⑫

Discovery の濫用防止のための措置〈質問票

法律事務所

問 16〉

FRCP は、Discovery の濫用から訴訟当事者を守るよう考慮している。特に、同規則第 26
条と第 37 条は、Discovery のプロセスを規制するためのものである。第 26 条は、Discovery
の費用が高価になりすぎて、当事者の決断に影響を及ぼさないように保証するために利用
される。
また、裁判官は Discovery のプロセスを規制する権限を有している。裁判官は、
Discovery
を濫用する当事者に対して制裁を課することができ、極端な場合には制裁として訴えを却
下することもできる。
この問題については、個々の判事の裁量に委ねられている。デポジションの時間を制限
すること、Discovery の審理人（referee）の立会いの下でのみ行われること、又は特定の
質問に限定して行われることを判事が主張した事件を担当したことがある。
歴史的に見て、Discovery の濫用を阻止するために多くの試みが行われてきた。2015 年
12 月に新第 26 条が施行され、現在、Discovery は「訴訟における必要性に均衡している」
ものであることが求められている（第 26 条（b）（1））。この改正は、Discovery の濫用を
減らすためのものであり、今後の数年間は、訴訟の拡張における課題となるだろう。
⑬

Discovery を他国（英独仏）の証拠収集制度と比較した場合の特徴〈質問票
務所

法律事

問 17〉

より包括的なシステムであり、応答する当事者には、何を提出するか決定する自由がほ
とんどない。
米国の Discovery 制度は、紛争に関連する全ての情報を収集するためにその手続の多様
性と徹底さが顕著なものになっている。英国のシステムは、米国の Discovery 制度に最も
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似ているものだ。
米国のシステムは、当事者がなすことのできる Discovery の量の大きさと、当事者が
Discovery をコントロールするために有する裁量権の大きさにおいて独特である。米国で
は、Discovery はきわめて広範に許容されており、特に文書提出とデポジションが許容さ
れている。そのため、米国では、他国に比べて Discovery の費用が高価になり得る。裁判
官は、必要な場合にしか Discovery に関与しない。裁判官は一般に、当事者が Discovery
のプロセスとそれに関連した争議をやり遂げることを許容しようとする。
⑭

Discovery の改善に向けた議論の状況〈質問票
判官

法律事務所

問 18、ヒアリング

裁

問 1〉

証拠収集についての最近の動向で最も重要なものは、第 26 条（b）
（1）が均等性を義務
付けるように変更されたことである。換言すれば、ある当事者に対して提出させることの
できる Discovery の量は、問題の重要性に比例したものでなければならない。
次に重要なものとして、第 34 条への変更がある。この変更により、「とりあえずやって
みる（game playing）」訴訟の件数と Discovery の遅延が生じる頻度が少なくなるはずであ
る。この規則への変更に関する解説書も同様に重要である。
12 月に施行された Discovery の規則改正については、提出する文書の重要性基準の判断
に関し、重要性に応じて提出できるようになった点では変わった。だが、せいぜい 10％程
度の負担軽減にしかなっておらず不十分。Discovery は現行の 80～90％を制限しなければ
ならず、その意味ではまだまだ。
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（ⅱ）
①

利用実態

米国における特許権侵害の解決方法〈質問票

法律事務所

問 1〉

訴訟（判決による終結）：10～20％
訴訟（和解による終結）：70～90％
調停（ADR 等）：25～40％
その他：5～10％
②

Discovery に要する費用・期間〈質問票
所

法律事務所

問 19、ヒアリング

法律事務

問 19-2〉

〔費用〕
約 50 万ドル～500 万ドル
〔期間〕
約 1 年～2 年
Discovery に要する費用・期間は、訴訟の重要性及び複雑性（問題となる特許の数、特
許を侵害したとされている製品の数、証人の数、関連文書の量、技術の複雑性、当該訴訟
において問題とされているリスクの総量等）によって変化する。
AIPLA (American Intellectual Property Law Association)の資料で、特許訴訟におい
て毎年平均どの程度のコストがかかったかを調査したものがある。これによると、2005 年
～2013 年の間は約$3000M で変化していないように見えるが、弁護士のレートが上がってき
ている点を加味すると、Discovery のコストは減ってきているということが分かる。
③

Discovery の手続ごとの利用状況〈質問票

法律事務所

問 22〉

証言録取（Deposition）：60～100％
質問書（Interrogatories）：75～100％
文書提出（Request for Production of Document）：75～100％
身体または精神検査：0～2％
自白要求（Request for Admission）：20～100％
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④

Discovery における秘密情報の取り扱い〈質問票
7-2,7-3、ヒアリング

法律事務所

企業

問 7、ヒアリング

企業

問

問 14-2,14-3〉

・ 秘密情報は、秘匿特権により十分保護されている。
〈企業 3/3 者、法律事務所 1/3 者〉
・ 今は機密情報の取り扱いに慎重すぎる。訴訟手続きの一環として、無効性を主張する
ための資料である公開情報までもが対象とされるが、それは意味がない。また、2 者
で互いに侵害を訴え合っている場合、製品の担当者に関する個人情報（名前や身元等）
をリクルーティング目的で不正利用されないように別ファイルにして管理しなけれ
ばならないが、それは両当事者にとって厄介である。〈法律事務所 1/3 者〉
⑤

Discovery において証拠隠滅が問題となった経験〈質問票
事務所

問 25、ヒアリング

法律事務所

企業

問 8、質問票

法律

問 25-4〉

・ 証拠隠滅は、しばしば問題になる。
〈企業 1/3 者、法律事務所 2/3 者〉
・ その多くが保全できなかったケースで、積極的に破壊したケースは極めて稀。〈法律
事務所 2/3 者〉
・ Discovery は範囲が広いため、その過程で大抵のことは明るみになる。侵害の事実に
言及しているメール、ログ、メタデータ等を全て隠しきるのは困難。
〈法律事務所 1/3
者〉
・ 証拠隠滅は、陪審員に知られると極めて不利な状況になる。常に負けると思ってよい。
なぜならば、隠滅したということは、よほどマズいことが記載されていたということ
だから。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 普通の当事者であれば、証拠はちゃんと出す。
〈法律事務所 1/3 者〉
・ 弁護士は通常、色々なクライアントを相手に何年も仕事をして良い評判を得たいもの
なので、1 つの訴訟で証拠隠滅に関与して評判が落ちるようなことは、全く割に合わ
ないと考えるであろう。
〈法律事務所 1/3 者〉
⑥

Discovery により得られた情報を他国で利用した経験〈質問票
票

法律事務所

問 26〉

なし〈企業 2/3 者、法律事務所 3/3 者〉
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企業

問 10,11、質問

⑦

Discovery の良い点・悪い点
〈質問票
ヒアリング

企業

企業

問 10&11-2、ヒアリング

問 10,11、質問票
企業

法律事務所

問 28,29、

問 28&29-2、ヒアリング

裁判官

問 14,16〉
〔良い点〕
・ 大量の情報を収集できる。〈企業 1/3 者、法律事務所 3/3 者〉
・ ソースコードを入手することができる。〈企業 2/3 者〉
・ 製造方法に関する情報を入手するこができる。
〈法律事務所 1/3 者〉
〔悪い点〕
・ 大きな負担（費用と時間）がかかる。〈企業 3/3 者、法律事務所 3/3 者〉
・ 和解を強要するための道具として用いられている。〈企業 2/3 者〉
・ 企業の秘密情報が公になってしまう可能性がある。〈企業 1/3 者〉
・ 重要でない問題にも訴訟資源が費やされる。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 開示の範囲をより狭くして、提出すべき情報の量をもっと少なくすべき。損害賠償に
関係する情報のみに制限してもよい。〈企業 1/3 者、法律事務所 1/3 者〉
・ 特許訴訟において、証拠として最も大切なのは従来技術（文献のみならず製品のリバ
ースエンジニアリング等も含む）であり、そこから侵害の事実が出てくることもある
のだが、その調査は自力で十分できる。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 少なくとも、侵害の有無を争うにあたっては、当該特許が製造方法に関するものでも
ない限り、Discovery によって得られる情報はあまり役に立たないことが多い。〈法
律事務所 1/3 者〉
・ 米国のトロールは、特に Discovery にかかる高額な訴訟費用のため発生している問題。
トロールの戦略は、トライアルまで行かず、訴訟にかかる費用を盾にその前に和解に
持ち込むこと。〈裁判官 1/1 者〉
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（２）

損害賠償額認定

（ⅰ）

制度

①

損害賠償の法的根拠〈質問票

法律事務所

問 30〉

特許法、合衆国法典第 35 編第 284 条。同法は、損害賠償は合理的実施料以上とすべきこ
とを命じている。特許権者は、
「侵害を補償するのに十分な損害賠償」を受けることができ、
「当該賠償額は、いかなる場合も、侵害者が行った発明の使用に対する合理的実施料の額
に、裁判所が定める利息及び費用を加えたものを下回らない」
。したがって、最悪でも合理
的実施料が保証される。競争者間の訴訟においては、逸失利益も要求される。稀にではあ
るが、不当利得論が適用できる。
侵害が故意のものだと陪審が判断する場合には、判事は損害賠償額を三倍にする裁量権
を有する。合衆国法典第 35 巻第 284 条
また、裁判所は、
「例外的」事件においては、勝訴当事者に対して弁護士費用を与えるこ
とができる。合衆国法典第 35 巻第 285 条。通常は、陪審が故意の侵害を認めた場合に、裁
判所は、当該事件が「例外的な」ものであったと結論付け、弁護士費用を与える。
②

損害賠償の趣旨・背景〈質問票

法律事務所

問 31〉

その趣旨は二つある。一つ目は、特許権の侵害を受けた特許権者に対する一定の補償を
与えることである。二つ目は、故意の侵害に対して損害賠償額を三倍とすること及び弁護
士費用を与えることができることを通じて、この制度が、侵害抑止を追及していることで
ある。
③

損害賠償額の算定方法〈質問票

(a)

法律事務所

問 32〉

逸失利益

逸失利益とは、特許権者が特許権侵害によって失った金額を意味する。したがって、特
許権者は、問題となる侵害が当該逸失利益をもたらしたという因果関係について立証しな
ければならない。もし特許権者がこのような立証をすることができないのであれば、合理
的実施料の補償を受けることになる。特許権者は、混合又は分割した損害賠償額（侵害品
の販売の一部については逸失利益を算定方法として利用し、残りの販売については、合理
的実施料を基準として利用する）の補償を受けることがある。
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逸失利益は、
「パンデュイ（Panduit）」テストに従えば、損害賠償について利用できる測
定手段である。Panduit テストは、次の四つの要件を定めている。①合理的で、侵害とは
ならない代替品が存在しないこと、②特許で保護されている特徴が侵害製品の販売をもた
らしていること、③特許権者が当該販売量を製造する余剰能力を有していたこと、④製品
から利益が得られること。特許権者が逸失利益に対する権利を有すると仮定すると、逸失
利益の金額は、侵害者が侵害製品を販売しなかった場合に特許権者がなし得た売上げの限
界収益である。供給業者が二人いる市場では、通常は、一対一で等価となる。つまり、侵
害者によるどの販売も、特許権者から取り上げられた販売となるということである。もっ
とも、侵害者がなし得た販売量の一部のみを特許権者がなし得る可能性が高いこともある。
逸失利益の損害額を大幅に引き上げることのできる要素としては、
a) 侵害者による競争
によって生じた販売価格の下落及び b)特許発明品以外の販売がある。
特許権者は、特許権の侵害がなければ得ていたはずの利益について、侵害によって当該
の利益が失われたということを立証できる場合には、合理的実施料ではなく逸失利益につ
いて補償を受けることができる。裁判所は、この因果関係の要件について、多くの場合は
“but for”の基準を採用している。すなわち、特許権者は、当該侵害がなければ追加的な
利益を得ていたという合理的な蓋然性があることを立証する責任を負う。特許権者はまた、
販売減少による利益の喪失、または侵害製品を原因とした価格浸食による利益の喪失とし
ての、逸失利益の額についても立証責任を負う。
因果関係の要件ゆえに、逸失利益について補償を受けられるための一般ルールとして、
特許権者は、自身が特許製品又は特許方法と関係した市場において侵害者と現実に競争し
ているということを立証しなければならない。このルールは、ペーパーパテントの所有者
（すなわち、特許を実施していない主体）が逸失利益の補償を受けることを、概して排除
するものである。このような特許権者は普通、合理的実施料によって補償を受けなければ
ならない。
多くの場合、特許権者にとっては、逸失利益の補償の方が、実施料の補償よりはるかに
額が大きい。それゆえ、特許権者が、侵害者の製品と競争していると合理的に解釈できる
製品を生産又は販売している事案のほぼ全てにおいて、逸失利益の補償が請求されている。
しかしながら、逸失利益は立証困難であることがある。例えば、特許権者は非侵害の代替
品が存在しないことを立証しなければならず、それはしばしば、困難で費用もかさむ事柄
となる。他方で、特許権者は、逸失利益の額について、誤りのない正確な数値を立証する
必要はなく、合理的な概算値を出せばよい。逸失利益の額について合理的な疑いがある場
合でも、それは侵害者に不利に解決される。
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(b)

合理的実施料

侵害者が特許権者に対して支払うべき合理的実施料の額の算出については、他の方法も
存在するであろうが、裁判所は特に二つの方法を認めている。一つは、Georgia-Pacific
Corp. v. United States Plywood Corp, 318 F.Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970)で定立された
仮想的交渉の方法であり、もう一つは TWM Manufacturing Co. v. Dura Corp., 789 F.2d 895
(Fed. Cir. 1986)で定立された分析的アプローチである。
Georgia-Pacific 事件の仮想的交渉における重要な仮定は、侵害が開始した時点におい
て、合理的な実施料を決定するために交渉していたライセンサーとライセンシーがおり、
双方ともにライセンスの意思をともに有していたということである。また、もう一つの重
要な仮定は、当該特許が有効なものであり、かつ侵害されているということである。同事
件の裁判所は、合理的実施料率の決定にあたり考慮すべき 15 の要素を挙げている。
1. 争われている特許について、特許権者が受領した実施料（これは、確立された実施
料を立証する、またはその立証につながるであろう）。
2. 争われている特許と同様の特許に対してライセンシーから支払われている実施料率。
3. ライセンスの性質と範囲。排他性／非排他性、販売地域や販売先に関する制限の有
無。
4. ライセンサーのポリシーとマーケティング・プログラム。発明を実施するライセン
スを誰にも認めないことで特許による独占を維持するのか、独占維持目的の条件を
つけてライセンスを認めることで独占を維持するのか。
5. ライセンサーとライセンシーとの間のビジネス関係。同一業種の同一分野における
競争者同士であるのか、発明者と発明プロモーターであるのか。
6. 争われている製品以外のライセンシーの製品の販売に対して、当該特許が及ぼす影
響。ライセンサーにとり、当該特許は、特許発明以外の品目の売上をもたらす価値
があったのか。当該特許から派生した、またはそれによって惹起された、特許発明
以外の品目の売上の範囲。
7. 特許の残存期間及びライセンス許諾期間。
8. 特許を使用した製品の利益率、事業としての成功、現在の需要。
9. 古い方法又は製品があるならば、それを同様の結果を実現するために使用した場合
と比較したときの、特許発明を使用した製品の有用性及び利点。
10. 特許発明の性質。ライセンサーがそれを所有し製造していた場合の事業化の状態、
当該発明を実施した者にとっての利点。
11. 侵害者による発明の実施の程度、当該実施の価値を立証する証拠。
12. 同一業界又は類似業界において慣行的となっている、発明又は類似発明の実施に対
して割り当てられる利益部分又は販売価格部分。
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13. 特許発明以外の要素、製造方法、ビジネスリスク、侵害者によって追加された顕著
な特徴や改善から区別された、当該発明の寄与により実現された利益部分。
14. 適格な専門家の意見証言
15. ライセンサー（例えば特許権者）とライセンシー（例えば侵害者）が合理的かつ自
発的に合意に達するよう努めていたならば契約したであろう金額。すなわち、賢明
なライセンシー（事業のために、特許発明を具体化した品目を製造し販売するライ
センスを得たいと考えている者）が支払いたいと考え、それでも合理的な利益を得
ることができる金額で、ライセンスを付与したいと考えている賢明な特許権者にと
っても受け入れられるもの。
この要素の最初から 14 番目までは、実施料に影響を与える可能性があると考えられる要
素で、製品の利益性、特許を容易に迂回できるかどうか、特許権者と侵害者が市場におけ
る競争者同士かどうか等がある。15 番目の要素は、「仮想交渉」において当事者が交渉し
たと考えられることである。そのため、現在、合理的実施料の分析のほとんどは、特許権
者と侵害者の双方が実施料率について合意することを希望していると仮定して、Georgia
Pacific 事件で示された他の 14 の要素を考慮に入れて、特許権者と侵害者間の仮想交渉の
結果を推測する努力となっている。
特に、エレクトロニクス、自動車、複合システムといった分野では、特許が関連してい
るのは、販売されている実際の製品のごく一部に過ぎないこともある。その場合には、製
品の全体の価値のうちのどの部分が実際に特許で保護されている特徴なのかを決定する必
要がある。これは apportionment（配分）と呼ばれている。合理的実施料は配分された価
値についてのみ適用されることになる。
ある配分を出すことが非常に難しいこともある。このような場合、裁判所は、
「Smallest
Saleable Unit」ルールを適用することがある。このルールによれば、特許発明を取り込ん
だ最小販売可能ユニットが合理的実施料の適用される部分だとみなされる。
稀ではあるが、apportionment が不要な場合もある。これに該当するのは、消費者が製
品を購入する唯一の理由が、特許で保護されている特徴のためである場合である。このよ
うな場合、特許権者は、特許発明を取り込んでいる製品の市場全体における価格に基づい
た損害賠償を受け取る権利を有する。
分析的アプローチは、まずは侵害が開始した時点において侵害製品から侵害者だけが得
る予想利益を計算し、次に売上に対する割合による当事者間の予想利益を調整するもので
ある。合理的実施料の補償額を決定するにあたり、売上に対する特許権者の割合は、侵害
製品の実現した販売額に対して適用される。
現在、合理的実施料の計算に当たっては、最小販売可能ユニット（SSPPU: Smallest
Salable Patent-Practicing Unit）が用いられている。すなわち、複数の部品からなる製
品（例えばスマートフォン）については、実施料はスマートフォン全体をベースとして計
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算されるのではなく、可能な最小ユニット（例えば、特許を使用した特別なチップ。ある
いは、多機能チップにおいては争われている機能だけでも最小ユニットに該当することも
ありえるだろう）に対して適用される実施料率をベースに計算される。近年の判例では、
特許技術に対して割り当てることのできる SSPPU の割合を特定するために、SSPPU につい
てさらに調整がなされることがある。
④

訴訟費用の敗訴者負担〈質問票

法律事務所

問 33〉

特許訴訟において、敗訴者が勝訴者の弁護士費用の支払いを命じられるのは、
「例外的」
だとされている（例えば、敗訴当事者が悪意をもって行動していたとか、違法行為を行っ
ていたような場合がこれに当たる）
。弁護士費用に関する定めは、米国特許法第 285 条に置
かれている。2014 年に、米国最高裁は、勝訴者がこの例外場面において弁護士費用の支払
いを受けるための要件を変更する 2 つの判決を、裁判官の全員一致で下した。すなわち、
Octane Fitness LLC v. Icon Health & Fitness, Inc., 134 S.Ct. 1748 (2014)と、Highmark,
Inc. v. Allcare Health Management System, Inc., 134 S.Ct. 1744 (2014)である。最高
裁は、訴訟に有効性がなく、悪意をもってなされているのであれば、地方裁判所は適切な
場合においてはその裁量で弁護士費用の支払いを命じることができるとした。もっとも、
Octane Fitness 事件の実務上の影響についてはまだ明確ではない。
合衆国法典第 28 巻第 1927 条は、裁判所が、
「いかなる裁判においても、理由もなく煩瑣
に訴訟手続きを複雑化させる」弁護士に対し、
費用を課することができる旨を定めている。
裁判所は、同条文に基づく費用を課するか否かの裁量権を与えられている。特許訴訟にお
いては、同条に基づく費用負担が命じられることは稀である。2014 年の統計によれば、裁
判所が合衆国法典第 28 巻第 1927 条に基づく制裁の申立てについて判断したのは、わずか
39 件である。うち 10.2％において、なんらかの費用負担が命じられている。
さらに、FRCP 第 54 条(d)は、勝訴者が弁護士費用以外の訴訟費用について、敗訴者に負
担させることができる旨を規定している。このような費用としては、通常、トライアルに
おいて使用した展示の写し、トライアルでなされたデポジションの費用、裁判所が任命し
た専門家の費用、その他トライアルに関連した費用が挙げられる。トライアル前に申立て
がなされて終局判決がなされた場合にも、勝訴者は費用の回復を受けることができる。回
復できる費用については、合衆国法典第 28 巻第 1920 条が規定しているが、非常に限定さ
れている。勝訴者は通常、特許訴訟において生じた全費用のごく一部しか回復を受けるこ
とができない。
米国議会は、勝訴当事者がより容易に費用を回復できるよう、弁護士報酬の負担転換を
認める条項を含む立法を行うことを検討してきている。このような法については議論がな
されているところであるが、まだ制定されてはいない。特に、2015 年には、下院はイノベ
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ーション法案（H.R.9）について審議し、上院は米国の能力と起業精神を守る法案（S. 1137）
について審議した。
⑤

懲罰的賠償〈質問票

法律事務所

問 34〉

一般的に、米国の特許訴訟においては、懲罰的損害賠償ではなく、
「拡張的（enhanced）
」
（追加的）損害賠償と呼ばれる。特許権者は、故意に基づく特許侵害であることを証明で
きる場合には、米国特許法第 284 条により、拡張的（追加的）損害賠償を受けることがで
きる。同条は、特許権者が故意に基づく侵害を立証した場合には、実際に生じた損害の 3
倍を上限とする追加的損害賠償を認めている。
現在では、In re Seagate, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007)が、故意に基づく特許権侵
害に関するルールとなっている。この判決では、連邦巡回区控訴裁判所は、故意の侵害を
立証するためには、特許権者は次のことを証明しなければならないと述べている。 (i)侵
害者が特許について知っていたこと、(ii) 侵害者が侵害とはならないと考える合理的な根
拠を有していなかったこと、及び (iii) 侵害者は侵害を行っていることを知っていたか、
又は侵害しているかを顧みなかったこと。米国最高裁は近年、Halo Electronics, Inc. v.
Pulse Electronics, Inc.において、故意に基づく侵害に関する基準を見直すべく、裁量上
訴を認めた。現在、米国最高裁によるブリーフィングが進められており、2016 年には同事
件について議論されるであろう。
⑥

米国の損害賠償制度を他国（英独仏）の損害賠償制度と比較した場合の特徴〈質問票
法律事務所

問 35〉

故意侵害の法理と損害賠償額の増額は、米国の損害賠償法の比較的独特な特徴だと思う。
合理的実施料が認められた場合、米国におけるその実施料率は、欧州諸国よりは低い可
能性はあるものの、日本、中国、台湾よりはやや高い。故意かは、他の国では問題とされ
ない。
歴史的には、米国における特許侵害に関する損害賠償額は、他国におけるそれよりも高
かった。ごく最近になって、裁判所は、特許侵害について高額の損害賠償額を認めるケー
スを限定してきている。
⑦

損害賠償制度の改善に向けた議論の状況〈質問票
裁判官

法律事務所

問 36、ヒアリング

問 2〉

しばしば、NPE（特許不実施主体。例えばコンピュータ業者）によって提起される特許訴
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訟で被告となる企業は、損害に関する特許権者の立証の負担を重くすることを提唱してい
る。NPE と他の企業（例えばバイオテクノロジー業者）はしばしば、特許に対する保護を
厚くし、特許侵害に関する損害賠償を手厚くすることを提唱している。裁判所は近年、特
許権者の立証の負担を重くする傾向がある。
2011 年の判決後、Entire Market Value Rule から Smallest Salable Unit へと変わっ
てきた。以前は権利者側が言いたい放題だったが、最近は被疑侵害者側の防御戦略がうま
くなってきた。
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（ⅱ）
①

利用実態

差止と損害賠償の請求状況〈質問票

法律事務所

問 40〉

差止＋損害賠償：100or10％
差止（損害賠償は請求なし）：0or5％
損害賠償（差止は請求なし）：0or85％
②

原告が主張する損害賠償額の算定方法〈質問票

法律事務所

問 38〉

逸失利益（Lost Profits）：5～25％
合理的実施料（Reasonable Royalty）
確定している実施料（Established Royalty）
：5～10％
仮想交渉による算定方法（Hypothetical Negotiation）：65～75％
補償的損害賠償金（逸失利益（Lost Profits）と合理的実施料（Reasonable Royalty）
の組合せ）：10～15％
③

裁判所が認定する損害賠償額の算定方法〈質問票

法律事務所

問 41〉

逸失利益（Lost Profits）：5～15％
合理的実施料（Reasonable Royalty）
確定している実施料（Established Royalty）
：5～15％
仮想交渉による算定方法（Hypothetical Negotiation）：70～85％
補償的損害賠償金（逸失利益（Lost Profits）と合理的実施料（Reasonable Royalty）
の組合せ）：5～10％
④

米国の損害賠償額が高い理由〈質問票

法律事務所

問 50、ヒアリング

裁判官

問

5〉
・ 法人による濫用に対応するために不法行為法が発展してきたため。〈法律事務所 1/3
者〉
・ 強力な特許制度に対する強い利害関心を反映したものであるため。〈法律事務所 1/3
者〉
・ 特許権者の研究開発に投資したコストも損害額として考慮するため。
〈裁判官 1/1 者〉
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⑤

陪審制度が損害賠償額に与える影響〈質問票

企業

45、ヒアリング

法律事務所

判官

企業

問 18-2、ヒアリング

問 18、質問票

法律事務所

問

問 45-2、ヒアリング

裁

問 10〉

・ 陪審の判断は予見性が低いため、トライアルは極めてリスクが高いものとなっている。
しばしば、当該の訴訟で提示された他の損害以外の問題や感情的な問題の影響を受け、
陪審の当事者の好き嫌いに基づいて損害賠償額の裁定が行われるという結果を招く
ことがある。悪行を罰するために、過大な損害賠償裁定を行うことがあると考えられ
ている。その一方で、陪審は、責任や特許性が弱い訴訟では、低額の損害賠償裁定を
行うという「妥協的」評決を行っている。〈企業 3/3 者、法律事務所 3/3 者〉
・ 陪審に提出される損害賠償の証拠を管理するにあたって、判事はゲートキーパーとし
て非常に重要な役割を担っている。
〈企業 1/3 者〉
・ 陪審は、メンバーが財務や経済について詳しくない場合であっても、損害賠償につい
て判断をしなければならない。我々は陪審に対し、非常に困難な計算を行い、合理的
な決断を下すようにと求めるわけである。これは非常に大変なことである。〈法律事
務所 1/3 者〉
・ 規則、裁判官は陪審員の判断をくつがえすことが出来るが、陪審員を尊重する傾向に
あり、実際にくつがえすことはほとんどない。〈裁判官 1/1 者〉
⑥

訴訟費用の敗訴者負担の認定状況〈質問票
務所

法律事務所

問 43、ヒアリング

法律事

問 43-2〉

認められない：75～95％
弁護士費用全額：2～5％
弁護費用中合理的な額：2～20％
上記以外の額：0％
以前はあまり申し立てられることがなかったが、今はほとんどのケースで申し立てられ
ている。
これが認められるのは、原告が勝訴して侵害が意図的だった場合等で、約半分程度であ
る。
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⑦

訴訟費用の敗訴者負担に関する意見〈質問票
46、ヒアリング

企業

企業

問 19、質問票

問 19-2,19-3,19-4、ヒアリング

裁判官

法律事務所

問

問 11〉

・ 悪質な行為（根拠のない訴訟を提起したり、当事者が理不尽な訴訟行為を行ったり、
訴訟費用を故意に引き上げて和解を促す等）をした者に対しては認められるべきだが、
そうでない場合には認められるべきではない。
〈企業 3/3 者〉
・ 認められやすくなれば、原告は訴訟提起により慎重になる。〈企業 1/3 者〉
・ 大企業にとっては有益だが、中小企業や個人にとっては有害。〈企業 1/3 者〉
・ もっと認められるべき。
〈法律事務所 1/3 者〉
・ 認められるべきだが、全額負担には賛成しない。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 認められるのがレアな理由は、多くの訴訟では、勝敗が紙一重であるため。
〈企業 1/3
者〉
・ 認定の基準をもう少しハッキリすべき。実際に大手企業数社が一緒になって議員に対
して働きかけているが、今のところ動きはない。〈企業 1/3 者〉
・ 弁護士費用が敗訴者負担となることが議会で検討されている点については、トロール
対策であり、この１年でトロール訴訟がぐっと減った。〈裁判官 1/1 者〉
⑧

懲罰的賠償の認定状況〈ヒアリング

法律事務所

問 34-2〉

申立：ほぼ全件
認定：半分以下
訴訟の勝率が約 20％なので、勝訴して懲罰的賠償まで認められるのは全体の 10％未満と
いうことになる。
⑨

懲罰的賠償制度に関する意見〈質問票
20&21-3、ヒアリング

裁判官

企業

問 20,21、ヒアリング

企業

問

問 3〉

・ 基準が厳格であるため、懲罰的賠償を得ることは難しい。
〈企業 2/3 者、裁判官 1/1
者〉
・ 通知がなされた後に、侵害者に誠意をもって話し合いを行うことを促している。
〈企
業 1/3 者〉
・ 米国の裁判所によるこの基準の適用には一貫性がないので、特許権者は、高額の和解
金を引き出すためにこの不確実性に便乗している。〈企業 1/3 者〉
・ 故意の申立ての根拠となり得る証拠は、広く異なっており、しばしば、実際の故意と
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は無関係の問題について被疑侵害者の評判を傷つける目的で提出されている。〈企業
1/3 者〉
・ その時のシチュエーションに応じて動的に決めること。例えば、侵害者が交渉時に合
理的な額を提案したにも関わらず特許権者が法外な額を主張して譲らなかった場合
等、訴訟に至った経緯に十分な理由があるならば、賠償額は低くなって然るべき。
〈企
業 1/3 者〉
・ 故意侵害のケースが現在最高裁に係属しているが、CAFC が設定した権利者側の証明
負担を最高裁は下げ、故意侵害を認めやすくするのではないか、というのが多くの法
学者の見立てである。〈裁判官 1/1 者〉
・ CAFC はこれまで故意侵害をほとんど認めていない。故意か否かは、特許の有効無効、
侵害か否かなどを含めて総合的に判断されるものであり、例えば「特許が有効ではな
いと思っていた」という抗弁などもなされ、それらも考慮した上で判断されるもの。
〈裁判官 1/1 者〉
⑩

米国の損害賠償制度の良い点・悪い点〈質問票
所

企業

問 22,23、質問票

法律事務

問 48,49〉

〔良い点〕
・ ルールが少なく、ケースに応じて柔軟な判断ができる。〈法律事務所 1/3 者〉
〔悪い点〕
・ 損害賠償額の予見性が低い。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 訴訟に負担（費用と時間）がかかる要因になっている。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 合理的実施料に基づく損害額の測定システムは、非常に主観的なものであるので、利
用するのが難しい。〈企業 1/3 者〉
・ 被告には、原告に対して、被疑侵害製品についての価格設定、採算性等に関して詳細
な情報を提供することが義務付けられるため、裁判所は、このような情報が公になら
ないように保護するための安全措置を義務付けているものの、公になってしまうこと
がある。〈企業 1/3 者〉
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２．

英国

（１）

証拠収集

（ⅰ）

制度

①

Disclosure の法的根拠〈質問票

法律事務所

問 2〉

Disclosure に関する一般ルールは、民事訴訟規則（CPR）第 31 部、実施細則 31A と 31B
によって規律されている。
上記ルールは、CPR63.9 のもと、知的財産権訴訟について特に適用される実施細則 63 の
パラグラフ 6.1～6.3 によって修正されている。
②

Disclosure の趣旨・背景〈質問票

法律事務所

問 5〉

〔趣旨〕
全ての証拠を相互に明らかにし、不意打ちによる攻撃防御を回避することで公正な裁判
を実現するという思想、及び当事者主義の一環として、真実発見にかかる手続はなるべく
当事者で行うべきという思想が基礎にあるようである。当事者間での証拠開示をある程度
義務化することで、当事者双方が必要な情報を入手でき、真実発見のみならず、互いの主
張の強弱が明らかになることで、もって紛争の早期解決および費用の削減にも効果がある。
具体的には、以下によって行われている。
・ 訴訟当事者に対し、訴訟に関係する全ての文書や他者からのその他の情報についてア
クセスするのを認めること。
・ これらの文書について、相手方との訴訟におけるその説得力について最適な評価を行
うために使用すること、並びに、訴訟をするかどうか（及び当該訴訟における費用）
について十分な情報を得た上で決定を行うこと。
訴訟の当事者は、
「すべてをさらけ出さ」なければならないというのは、何百年にもわた
りコモンローによって打ち立てられてきた英国の裁判原則であり、今後も発展し続けるも
のである。当事者が所有し、当該の訴訟に関連する全ての文書及びその他の情報は、それ
がその当事者の主張に有利となるか、不利となるかにかかわらず、相手方当事者に明らか
にされなければならない。これによって、両当事者は、自身の主張を公平に準備し、後の
手続又は正式な事実審理で不意打ちされずに、抗弁することができる。この義務が適用さ
れない唯一の文書は、「法律専門家秘匿特権（legal professional privilege）」により保
護される文書のみである。
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〔背景〕
Disclosure は、英国の訴訟の歴史の一部をなし、何百年にもわたって英国の法制度の一
部をなしてきたものである（Matthews, P. & Malek, H.M., 2014, Disclosure, 4th ed. London,
Sweet & Maxwell.は、これについての概観を示してくれる）。
文献によると、
18 世紀後期には、
一部の法廷で Discovery の手続が行われていたところ、
1851 年成立の証拠法及び 1854 年成立のコモンロー手続法によって、全裁判所で Discovery
が導入となったとされている。
1998 年に CPR が導入されて、大規模な改革がなされた。CPR のもとで、Disclosure は、
それ以前ほど厄介なものではなくなり、したがって費用もかからなくなったが、その趣旨
は以前と同様、公平で効率的な訴訟を促進することである。
以前は Discovery と呼ばれた制度であり、1998 年の CPR 改正によって Disclosure と改
称された。Disclosure は広い意味で、公正な裁判および効率的な紛争解決に資するもので
あると言われている。実際、1998 年の CPR 改正時にも、弁護士会から、証拠開示は公正な
裁判実現に大きな役割を果たすものであるとの理由で、全面廃止に対する反対意見が出さ
れた25。
③

Disclosure の種類〈質問票

法律事務所

問 6〉

Disclosure には 3 種類存在する。提訴前証拠開示（Disclosure before proceedings
start）、標準証拠開示（Standard Disclosure）、そして特定証拠開示（Specific Disclosure）
である。
（a）

提訴前証拠開示（Disclosure before proceedings start）（CPR31.16）

提訴前証拠開示は、訴訟が提起される前に命令されるものである。訴訟提起前の
Disclosure の申立ては、裏づけとなる証拠の提出とともに行われなければならない。裁判
所は、以下のいずれかの目的のために、訴訟提起前の Disclosure を命令することができる。
・ 予想される訴訟について公平な処分を行う。
・ 訴訟手続によることなく紛争を解決するのを支援する。
・ 費用を節減する。

25

Lord Woolf's interim report on access to civil justice (June 1995), Chapter 21, para 8-9,18
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dca.gov.uk/civil/interim/woolf.htm
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（b）

標準証拠開示（Standard Disclosure）（CPR31.6 以降）

標準証拠開示は、裁判所が命令した場合に、当該命令の時点において行われる。通常は、
訴訟を提起してから数か月後に命令が出される。
（c）

特定証拠開示（Specific Disclosure）（CPR31.12）

特定証拠開示は、特定の文書又は特定の種類の文書について探索し、場合によっては開
示するために行われるものであり、訴訟のどの段階においても実施可能である。これを行
うためには、裁判所に対する申立てが必要である。
④

Disclosure の実施時期〈質問票

（a）

法律事務所

問 6〉

提訴前証拠開示（Disclosure before proceedings start）

本案訴訟の提訴前26。
（b）

標準証拠開示（Standard Disclosure）

提訴後トライアルまで27。
（c）

特定証拠開示（Specific Disclosure）

提訴後28。
⑤

Disclosure の開始条件〈質問票

（a）

法律事務所

問 7〉

提訴前証拠開示（Disclosure before proceedings start）

当事者の申立てに基づく。

26

上級裁判所法（Senior Courts Act 1981）33 条、郡裁判所法（County Courts Act 1984）52 条。The White Book 2015
para31.0.3, 31.16.1-5 南かおり Law&Technology No70, 2016/1, p45
27
前掲南 Law&Technology p39
28
Matthews and Malek para2.31; 前掲南 Law&Technology p45
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（b）

標準証拠開示（Standard Disclosure）

裁判所命令による。
Disclosure は、CPR31.7 に基づき裁判所が Disclosure を行う旨の命令を出したときに行
われる。裁判所は通常、
訴訟開始後普通は 3～4 か月後に開催される第 1 回事件処理会議（CMC）
において、この命令を出す。英国の裁判所で行われる特許訴訟のほとんどにおいて、
Disclosure が何らかの形でなされるが、Disclosure が必ず行われるわけではない という
点には留意されたい。
Disclosure は裁判所からの命令を受けて開始されるが、提訴がすでになされたか否かに
かかわらず、紛争が予期されると直ちに、訴訟に関係している可能性のある文書を保存す
る義務が生じる。CPR は、訴訟が予期されたら直ちに、当事者の法律上の代理人は依頼者
に対し、開示される文書を保存する必要があることを告げなければならない（CPR31、実施
細則 31B パラグラフ 7）
。
（c）

特定証拠開示（Specific Disclosure）

当事者の申立てに基づく。
⑥

Disclosure の手続〈質問票

法律事務所

問 8〉

米国とは対照的に、英国の Disclosure は純粋に文書に基づく手続であり、質問状やデポ
ジションは含まれない。
実務的には、Disclosure は、開示陳述書を添えた開示リスト（すなわち開示される文書
のリスト）を交換することによって行われる。開示陳述書は、対象となる文書を探索する
範囲を明記し、また、開示を行う当事者が開示義務について理解している旨と、当事者の
知る限りは当該義務が履行されている旨を証明するものである 。
当事者はここで、限られた場合を除き、開示された文書を閲覧する権利を有する。文書
を開示する当事者の支配下に当該文書が存在しなくなっている場合や、文書を開示する当
事者が当該文書の閲覧を保留する権利若しくは義務を有する場合、又は当事者が閲覧を認
めることは当該訴訟における争点との均衡性を欠いていると考える場合には、閲覧が保留
されることもある 。
2013 年 4 月 1 日以降、開示リストの交換に先だって、以下の事柄が必要とされるように
なった。
各当事者は、遅くとも第 1 回 CMC の 14 日前までに、Disclosure に関する自身の立場を
示す開示報告書を提出し送達しなければならない 。開示報告書は、IPEC（Intellectual
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Property Enterprise Court:知的財産企業裁判所） における訴訟では要求されない。当該
報告書においては、当該訴訟の争点と関係する（又は関係する可能性がある）どのような
文書が存在するか（又は存在する可能性があるか）について説明しなければならない。す
なわち、文書がどこに誰のもとに保管されているか、電子文書であればどこに保存されて
いるか、について説明する必要がある。開示報告書ではさらに、当該訴訟において標準証
拠開示がなされた場合に発生するであろう費用（電子的に保存されている文書を探索して
開示するのにかかる費用を含む）の範囲について、およその見積もりを示さなければなら
ず、Disclosure に対する当事者の今後のさらなる方針についても記載しなければならない。
当事者は、
（会議において又は電話によって）遅くとも第 1 回 CMC の 7 日前までに、最優
先の目的にかなった Disclosure に関する提案について議論し、合意に達する必要がある 。
⑦

Disclosure の実施者〈質問票

法律事務所

問 9〉

命令名宛人である訴訟当事者が行うのが通常である。但し、第三者に対する開示請求、
および Norwich Pharmacal Order については、訴訟当事者以外の第三者が名宛人となり開
示を実行する。
各当事者に関しては、Disclosure において「実際的に」責任を負い、何が行われたかと
その理由について説明することのできる者が開示陳述書に署名を行わなければならないが、
実際には、Disclosure は当事者のソリシタ（事務弁護士）によって実施される。当事者の
ソリシタは、Disclosure において、訴訟に関連した全ての文書につき完全かつ適切な開示
を行うことを可能な限り確保する全体的な責任を負い、そのリスクをクライアントに負わ
せることはできない（Myers v Elman [1940] AC 282）。
⑧

Disclosure の実施方法〈質問票

法律事務所

問 10〉

標準証拠開示は、訴訟当事者間で行われ、書類開示（Disclosure）及び閲覧（Inspection
）の二つの手続から構成されている（CPR 31.2,31.3）29。互いに、下記の開示対象書類の
一覧を相手方に示すのが「書類開示」手続である。相手方は、開示リストのうち、開示者
にとって閲覧可能でかつ開示者が閲覧に異議の無い書類を閲覧する権利を有する（CPR
31.3）。一般的には、開示者から相手方に書類のコピーを交付する方法により閲覧させ（CD
等も可）30、電子的書類はメタデータ31を含めてオリジナルの形式で提供する（Practice

29

Matthews and Malek 8.01; S Sime, A Practical Approach to Civil Procedure (18th ed. Oxford University Press
2015) 335; 前掲南 Law&Technology p39
30
The White Book 2015 para31.15.5; 前掲南 Law&Technology p40
31
データについてのデータ（Practice Direction31B 5(7)）
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Direction31B 30(2),33）32。
当事者の申立を前提にする手続の場合は、それぞれの申立に対する裁判所命令に基づく
方法による。
その他の証拠開示の場合も閲覧に関する手続は同様である。
文書の捜索は、当事者が自身の施設において実施する。提出される文書は、当事者が所
有又は管理している文書のみである。当事者の法定代理人は、開示の陳述書を作成し、閲
覧のための文書の交換の監督を行う。
ソリシタは、可能な限り早く、関連性のある可能性がある全ての文書を入手すべきであ
る。そのために、ソリシタは関連性のある可能性がある全ての書類を依頼者から手元に送
るか、書類の内容をチェックするために依頼者のもとに行き、関連性のある文書を入手す
べきである。関連性のある可能性がある文書が保存されていると考えられる、全ての場所
を確実に探索することが重要である。このような場所のうちには、当事者の事務所が含ま
れるが、他にも例えば外部の保管設備や外部のサーバーも含まれる。元の文書を保管場所
から動かすのが非常に困難な場合がある（特に電子文書の場合）ので、代わりに写しが必
要になるときもある。当事者は、特に電子文書を収集する場合には、開示サービス提供者
による支援を活用したいと考えるであろう。
関連性のある可能性がある文書を入手したら、当該文書については、それが開示されな
ければならない文書であるかどうかを判断するためのチェックがなされる（開示がなされ
るべき文書の種類については、下の Q11 に対する回答を参照されたい）。どの文書が関連性
を有し開示されるかについて判断するのは当事者のソリシタである（Koh Teck Hee v Leow
Swee Lim [1992] 1 SLR 905.）。したがって、ソリシタは、可能な限り確実に、開示しなけ
ればならない文書を漏らさず全て開示リストに載せるために、開示される文書を慎重にく
まなく調べるべきである。しかしながら、この内容チェック手続は手作業となるため、チ
ェック対象となる文書が多量である場合、開示プラットフォーム提供者に作業をさせるこ
とが多い。このような開示プラットフォームを用いることにより、「適合（responsive）」
文書、すなわち、例えば特定のキーワードを含むとか、特定の人物によって作成されたと
いった特定の基準を満たす文書だけをチェックすることが可能となる。
関連性のある文書が全て特定されたら、各当事者のソリシタは開示リストを作成し、各
当事者の Disclosure に関して「実際的に」責任を負う者がそれに署名を行う。
開示された文書の閲覧に費やされる期間は、通常は、CMC において作成された方針に関
する命令の中で決められている。当事者が文書について閲覧したいと考えるときは、書面
による通知が必要であり、この場合、文書を開示した側の当事者は、7 日以内の閲覧を認
めなければならない33。実務的には、通常は、開示された文書の大半に関して閲覧が求め
32
33

前掲南 Law&Technology p40
CPR 31.15
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られ、当事者のソリシタがコピーを求め、合理的なコピー代金を支払って、当該文書のコ
ピーを行う。もっとも、当事者本人も元の文書の点検を求めることができる。開示された
文書の電子コピーを提供することも可能であり、これに関して特に取り扱った規定が数多
く存在する。
⑨

Disclosure により得られる情報〈質問票

法律事務所

問 11〉

標準証拠開示の場合34、以下の全てを開示の対象とする（CPR 31.6）35。
・ 自らが立証に利用する予定であるもの
・ 自己の主張立証に不利益となり得るか、または相手方の主張立証に利益となるもの
・ その他実務指針等で開示義務があるもの
進行協議命令により事案に即した具体的な開示書類が記載される。当事者は、証拠開示
手続にあたり合理的な調査義務を負う（CPR 31.7）。
書類開示リストには、書類の性質によって以下の 3 分類に基づいて記載される36。
・ 開示対象であり、かつ自らが管理37している書類であって、相手方の閲覧に供するこ
とに異議がない書類
・ 開示対象であり、かつ自らが管理している書類であるが、相手方の閲覧に供すること
を制限する権利または義務を有する書類
・ 開示の対象となるが、現在自らが管理していない書類
「書類」には、広く「何らかの記述が記録されたあらゆるもの」（CPR 31.4）、および電
子メールその他の電子的書類が含まれる（Practice Direction31B1）38。
その他の開示手続は、命令中に記載されたものが対象となる。
「文書」の定義は非常に広範であり、紙によるものだけでなく、あらゆる内容の情報が
記録されているあらゆるものが文書に該当する39。したがって、電子メール、SMS、ボイス
メール、ワープロ化された文書、テープ録音、コンピュータディスク、データベースを含
むコンピュータ化された記録が、手紙、ファックス、請求書、社内メモ、書籍、記録写真、
日誌、研究ノート、契約書、手書きノートといったより伝統的なものといっしょに開示さ
れることになる。ここでは、公文書であるか、私文書であるか、機密文書であるかは問わ
れない。また、コンピュータシステムやその他の電子機器、電子メディア（携帯電話、ノ

34

前掲南 Law&Technology p40
The White Book 2015 para31.6.3; Miller and others 18-141; Matthews and Malek para5.15, 5.16;少額訴訟手
続（Small claims track）の場合、自己の主張立証に利用する書類に限って開示すれば足りるのが通常である（Sime (n
15)339）。前掲南 Law&Technology p40
36
Miller and others para18-144; Matthews and Malek para8.03; 前掲南 Law&Technology p40
37
所有する書類、閲覧・複製権ある書類（Civil Procedure Rules 31.8(2)）。前掲南 Law&Technology p40
38
The White Book 2015 para31.4.1; 前掲南 Law&Technology p40
39
CPR 31.4
35
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ートパソコン、PDA 機器など）からすぐにアクセスできる文書にだけでなく、サーバーや
バックアップシステムに保管された文書や、すでに「削除」された電子文書も「文書」に
含まれる。さらに、メタデータやその他の埋込データといった、電子的データベースに結
びつけられた追加的な保存情報で、通常なら画面で見ることができず印刷もされないもの
も「文書」とされる。電子文書の開示と、特に、効率的に最優先の目的を実施するように
この種の開示を行うことに関してまるごと当てられた実施細則がある40。
開示義務は、当事者の支配下にある文書に限られている。すなわち、(a) 当事者が当該
文書を物理的に所持している若しくは所持していた。(b) 当事者が当該文書を所持する権
利を有している若しくは有していた。(c) 当事者が当該文書を閲覧し写しを取る権利を有
している若しくは有していた。これらのいずれかの要件が満たされている必要がある41。
もっとも、開示義務は、訴訟が終結するまで存続するということに留意されたい（CPR
31.11(1)）。つまり、将来的に当事者の支配下に入ってきた「新しい」文書についても開示
義務は及ぶのである。
CPR は、さまざまな Disclosure 命令について規定している。第一に、Disclosure を全く
行わないという必要性がある場合がある。第二に、当事者は、自身の主張の根拠となる文
書を開示し、他の当事者に対して特定の文書の開示を求めることができる。第三に、争点
ごとにという基準に基づき Disclosure が行われることがある。第四に、各当事者は、当事
者が訴訟を進めることあるいは他の当事者の立場を弱めることを可能にする情報、又はこ
のような帰結をもたらす審理に至る情報を含むと合理的に考えられる文書を開示すること
ができる。第五に、「標準の Disclosure」が行われることがある。第六に、裁判所が適切
と考えるその他のあらゆる命令である42。
裁判所は、一般的に均衡のとれたアプローチを好むので、Disclosure の範囲を訴訟の性
質に適合させようとする。特許訴訟においては、通常は「標準の Disclosure」が行われる。
標準の Disclosure においては、当事者が開示する必要があるのは、
以下の文書だけである。
(a) 自身の主張の根拠となる文書。(b) 次の 3 つのいずれかに該当する文書。(i) 自身の
主張に不利に影響するもの。(ii) 他の当事者の主張に不利に影響するもの。(iii) 他の当
事者の主張の裏付けとなるもの。(c) 関連した実施細則43によって開示が必要とされてい
る文書。IPEC での訴訟においては、Disclosure は限定されており、CMC において特定され
た訴訟の 1 つ以上の争点に関係した、特定の文書又は特定の種類の文書に関して命令され
る特別の Disclosure だけが行われる。
特許訴訟における標準の Disclosure については、その範囲を限定する特殊ルールがある。
実施細則 63 は、以下の種類の例外文書については、標準の Disclosure においては開示は
40
41
42
43

実施細則 31B
CPR 31.8
CPR 31.5(7)
CPR 31.6
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不要としている44。
・ 製品又は方法に関する説明が行われている場合の、製品又は方法による特許侵害に関
する文書
・ 問題とされている特許の有効性の根拠に関係する文書（主張されている最先の優先日
の 2 年前から当該日の 2 年後までの期間において作成された文書は除く）
・ 事業的成功に関する文書（当該規定にもかかわらず、特許権者は品目又は製品の販売、
広告費用などといった各種詳細について記した表を提出する必要がある）45。
標準の Disclosure が行われるとき、当事者は、関係文書の数量、訴訟の性質と複雑さ、
特定の文書を検索する難易度と費用、保管されている可能性が高い文書の重要性について
考慮して、合理的な探索を行うことが求められる。したがって、探索の範囲は、事案と均
衡性がとれたものでなければならない。当事者が、合理性を欠くという理由で、あるカテ
ゴリーやある種類の文書を探索しなかった場合、この者は開示陳述書の中でそのことにつ
いて述べ、当該カテゴリー又は当該種類の文書について特定しなければならない46。
⑩

Disclosure により得られた情報の利用〈質問票

法律事務所

問 12〉

提出された文書は、一以上の証人の供述書又は専門家の報告書で言及されることがある。
また個々の文書は、証人の反対尋問において言及されることもある。
文書の開示を受けた訴訟当事者は、当該訴訟において当該文書に言及し、それに依拠す
ることができる（もっとも、いくつかの文書については、機密性の観点から制約が課せら
れることがある。
）。例えば、当該文書を、特許侵害又は特許の有効性についての証拠とし
て用いることができる。
開示された文書は、CPR31.12 による特別の Disclosure の命令をさらに求めるための根
拠として使用することもできる。この命令は、
特定の文書又は特定の種類の文書について、
または特定の探索の実施についてのものである。
⑪

Disclosure における秘密情報の取り扱い〈質問票

法律事務所

問 13〉

一般に、文書の開示を受けた当事者には、その開示がなされた訴訟手続のためにのみ、
当該文書を利用することが義務付けられる（CPR 31.22）。
開示手続において、追加で保護を受け得る情報には、秘密情報と秘匿特権情報の二つの

44
45
46

実施細則 63 のパラグラフ 6.1
実施細則 63 のパラグラフ 6.3
CPR 31.7

- 143 -

形式がある。
秘密情報：
秘密情報は、
「限定開示（confidentiality club）」を利用して取り扱われることがある。
これは、当事者が合意により又は合意によらずに、一定の特定された個人については秘密
保持契約を結んだ上で開示された文書を閲覧することができるとする当事者間の具体的な
秘密保持条件についての裁判所命令である。
申立ての審問又は正式事実審理では、秘密保持を懸念する当事者は、裁判を非公開に
するよう要請し（ただし、裁判所は非公開にすることを最小限に留めようとしている）、
公開裁判において読み上げられる又は言及される文書の秘密保全命令を求めることがで
きる。これ以外では、審問において、裁判所によって暫定的に当該文書の秘密が公開せ
ずに保護される。訴訟手続において判決が出されると、裁判官は、一定の文書につき、
恒久的に秘密に保持しなければならない旨を命じることができる47。
秘匿特権情報：
「秘匿特権」で守られる文書は、開示されないことがある。秘匿特権の対象となる文
書には、当事者とその法律顧問の間のコミュニケーションの記録、訴訟のために作成さ
れた文書、和解を目的として当事者間でなされる「既得権を侵すことのない」コミュニ
ケーションが含まれる。ただし、機密性があるというだけでは、文書の開示を拒否する
ことはできない。
営業秘密・技術情報等も、開示・閲覧の対象に含まれる48。
しかし、これらの情報を含む書類については、裁判所が、閲覧可能な者を代理人や独立
の第三者である専門家に限定し（これらの閲覧可能な者を「confidentiality club」とい
う）、かつこれらの者に秘密保持誓約書の提出を命じることができる49。この場合、当事者
の従業員は閲覧可能な者に含まれないのが通常である。このような手法は、特に特許訴訟
でよく利用される。被告の申立に基づいて、裁判所が営業秘密漏洩の危険を理由に認めた
事例もある50。また、弁論の全部又は一部を非公開で行ったり51、当事者の申立に基づき、
開示された証拠の訴訟後の一切の使用を禁止する命令も可能である（CPR 31.22(2)）52。
裁判所の命令に違背した場合は、法廷侮辱行為に該当する可能性があり、最長 2 年の禁

47

Under CPR 31.22(2).
Science Research Council v Nasse [1980] A.C. 1028, HL; Hollander (n 2) 167; 前掲南 Law&Technology p42
49
Warner-Lambert & Co v Glaxo Laboratories Ltd [1975] R.P.C. 354 ; Atari Inc v Philips Electronics and Associated
Industries Ltd [1988] F.S.R. 416; The White Book 2015 para31.3.37; Miller and others para18-149 ; Hollander
(n 2) 170-171; 前掲南 Law&Technology p42
50
Warner-Lambert (n 27); Roussel Uclaf v Imperial Chemical Industries Plc [1989] R.P.C. 59, CA; The White Book
2015 para2F-10.11; 前掲南 Law&Technology p42
51
Yates Circuit Foil Co v Electrofoils Ltd [1976] FSR 345; Lilly ICOS Ltd v Pfizer Ltd (No.2) [2002] EWCA Civ
2 [2002] F.S.R. 54; 前掲南 Law&Technology p42
52
Smith & Nephew Plc v Convatec Technologies Inc [2014] EWHC 146 (Pat); Lilly ICOS (n 50)など。但し、いずれ
も、Confidentiality Club を締結したうえで、営業秘密に係る書類も開示された。前掲南 Law&Technology p42
48
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固、罰金等の罰則が科される可能性がある53。
実務上、confidentiality club 外の者に対し一部墨消しを施した書面と、club 内の者用
に対し墨消しなしの書面の 2 種類を準備した上で、相手方に提供する54。
事業上取り扱いに注意を要する情報を含み、及び／又は、機密にされなければならない
文書も、やはり開示されなければならない。このような場合、通常は相手方との間で、上
のような文書について機密文書として扱うこと、並びに「機密保持グループ」に属する限
定された個人に対してのみ開示するということの合意がなされる（あるいは、このような
合意が達成されなかった場合は、裁判所に対し、上記内容の命令を出すよう申し立てる）
。
この限定された個人の「グループ」は、通常は、双方当事者側のソリシタ、バリスタ（法
廷弁護士）、専門家に加えて、当事者の内部からの 1 名以上の個人を含んでいる。外部の弁
護士に対して指示を出すためには、
誰かが文書にアクセスする必要があるから、
裁判所が、
当事者の内部からの個人を機密保持グループから排除することは、非常に稀である。ただ
し、裁判所がこれを企業内弁護士に限定することはある。少なくとも、社内の個人と、関
与する専門家に関しては、問題となる文書を閲覧するのに先立って、機密保持契約を結ぶ
必要がある。ソリシタとバリスタに関しては、彼らは専門職としての行動規範のもと守秘
義務を負っているので、
署名がなされた機密保持契約書は通常は明示的には要求されない。
ただし、写しを取るに先立って、ソリシタとバリスタが当該文書を機密文書として取り扱
う旨の確認書をソリシタから取ることが通常である。機密保持グループ制度は、証人の陳
述書などのような、他の形態の証拠で機密情報を含むものに対しても活用することができ
る。機密保持グループに属する者が機密保持契約に違反して機密情報を漏えいした場合、
この者に対して、機密保持契約違反に関する請求を行うことが可能であるし、弁護士資格
を有する者の場合であれば、それに加えて専門職としての非行に対する制裁を求めること
もできる。
開示が予定されている文書の中に、訴訟とは無関係だが事業上取扱いに注意を要する資
料が含まれていた場合は、当該無関係部分につき、文書の意味を壊したりミスリーディン
グにしたりすることなく隠すことができるのであれば、その部分を隠すことも認められて
いる。もちろん、この隠す作業は、必要箇所だけに限定されなければならず、当該文書を
開示されるものとした主要原因となった情報について隠すことはできない。
公判において機密開示文書について議論する必要が生じた場合、CPR39.2 に基づき、裁
判所に対して、当該箇所について非公開で審理するよう申立てをすることができる。ある
いは、機密文書が裁判所に対して読み上げられたり、裁判所によって読み上げられたり、
言及されたりすることなく、公開された公判を行うことが可能なのであれば、CPR31.22 に
53

Civil Procedure Rules 31.23;Hollander (n 2) 199; D Eady and A T H Smith, Arlidge, Eady and Smith on Contempt
(4th ed. Sweet & Maxwell 2011) para11-89,14-8; 前掲南 Law&Technology p45
54
以上前掲南 Law&Technology p42
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基づき、機密開示文書の使用に対する制約を維持するよう申立てることができる。
開示文書と同様に、公開された法廷の審理において証人の陳述書に対する言及がなされ
た場合、当該陳述書については第三者による閲覧がなされうるし、CPR32.12 に基づいて当
該陳述書がなされた訴訟以外の目的で使用することに対する制約は及ばなくなる。当事者
は、CPR32.13 及び CPR32.12 に基づき、当該陳述書に機密情報が含まれている場合には、
当該陳述書を閲覧対象にせず、当該陳述書がなされた訴訟以外では使用しない旨の申立て
をすることができる。しかし、通常は、証人の陳述書については、機密情報を隠した写し
が提供される。
⑫

Disclosure により得られた情報の他国での利用〈質問票

法律事務所

問 14〉

証拠開示の非開示者は、開示された証拠を当該手続以外の目的での利用をしない旨黙示
の誓約をしていると考えられており、法律上定める例外に該当する場合を除き、原則とし
て、他の訴訟に利用することはできない55。法律上定める例外とは、当該書面が公開の法
廷で読み上げられた場合、裁判所が特にこれを許可する命令を出した場合、または開示当
事者の合意がある場合である（CPR 31.22）56。
CPR31.22 により、開示がなされた文書を受け取った当事者は、当該文書の開示がなされ
た訴訟手続を進める目的でのみ、当該文書を使用することができる。このルールは、開示
された文書それ自体を保護するためだけでなく、その内容についても保護するために適用
される。
しかしながら、次の要件のいずれかが満たされるならば、当該文書については、他の目
的で使用することができる。
・ 公開された審理において、当該文書が裁判所に対して読み上げられた、若しくは、裁
判所によって読み上げられた、若しくは当該文書が言及されたこと。
・ 裁判所が許可を出したこと。
・ 当該文書を開示した当事者と、当該文書が属する者が合意していること。
したがって、Disclosure を通じて得られた文書が、審理において、裁判所によって読み
上げられたり、言及された場合には、当該文書を当該訴訟以外の目的で使用することがで
きる。
しかしながら、公開された審理において、文書が、裁判所によって読み上げられたり、
言及された場合であっても、裁判所は CPR31.22(2)に基づき、当該文書のさらなる使用を
制限し、又はさらに禁止する命令を出すことができる。当事者、又は当該文書が属するい
かなる者も、このような命令を求める申請を出すことができる（CPR31.22(3)）。これらの
55
56

前掲南 Law&Technology p43
Matthews and Malek para19.03; 前掲南 Law&Technology p43

- 146 -

命令は、公開審理において言及された機密文書に関して申立てられることが多い。Lilly
Icos Ltd v Pfizer Ltd (No 2) [2002] EWCA Civ 2.において、控訴院は、CPR 31.22(2)
に基づく部分的（禁止／制限）命令を出すに当たっての指針となる考慮要素について示し
た。
・ 裁判所は、公開という通常のルールから離れるためには極めて適切な理由が必要であ
るという原則を出発点とすべきである。
・ 特定の文書との関係でなされた申立てについて考慮するにあたっては、裁判所は、当
該文書が公判において果たしてきた、あるいは今後果たす役割について考慮すべきで
ある。
・ 当事者間の機密性の問題について対処するに当たっては、裁判所は、命令が第三者の
利害に対して及ぼす「委縮的」効果について念頭に置かなければならない。
・ 根拠もなく、機密文書であると断言するだけであったり、公開することで損害が生じ
ると断言するだけの場合、たとえ双方当事者がそれを支持していても、申立てを認め
るべきではない。裁判所は、文書の公開によって当事者が損害を受けるという特定の
理由を求めることになる。
・ 一般公益にとっても単なる便宜上においても、公判の全部又は一部を非公開にするこ
とは極力回避すべきである。
・ 特許訴訟も、その他の種類の訴訟と同様の一般ルールに服する。しかし、特許訴訟の
場合、特有の問題があり、特別の配慮を要する。すなわち、特許訴訟は、特に公共に
とっても重要性があるので、公衆に対して適切に情報提供がなされなければならない
ということである。しかし、それと同時に、この問題に対しては、公開されることを
（もっともなことではあるが）懸念するがゆえに、当事者が関連性のある問題、又は
関連性のある可能性がある問題に触れずに置かなければならないと感じるべきでは
ないという意味において、適切な調査対処がなされなければならないということでも
ある。
CPR32.12 の証人の陳述書についても、同じルールが当てはまる。証人の陳述書は、それ
が提出された訴訟を遂行する目的でのみ使用することができる。この例外は、証人が他目
的の使用について書面で同意した場合か、裁判所が許可を与えた場合か、陳述書が公開の
審理において証拠として提出された場合である。
証人の陳述書が、公開された審理において、裁判所によって読み上げられた又は言及さ
れた場合であっても、裁判所は CPR32.12(2)により、制約を拡張する命令を出すことがで
きる。これにより、証人の陳述書が将来的に使用されるのを防止することになる。このよ
うな命令を求める申立ては、証人又は当該機密情報が属する者が行うことができる。これ
らの命令は、公開審理において言及された、機密情報を含む証人の陳述書に関して申立て
られることが多い。
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⑬

Disclosure の濫用防止のための措置〈質問票

法律事務所

問 15〉

訴訟関係者に対して一定の義務を課し、当該義務の不履行に対する制裁を設けるという、
二段階の濫用防止措置が設けられている。
〔義務の賦課57〕
（a）

訴訟当事者

・ 開示対象書類等の合理的な調査の義務（CPR 31.7）58。
・ 宣誓署名
書類開示リストのフォームに、開示義務を理解した上で、調査対象書類の合理的な調査
義務を果たした旨の宣誓署名を行う（CPR 31.10(5)(6)(7)）59。事案の複雑さの程度、調
査対象書類の量等によって、総合的に合理的な調査義務の履行があったか否かが判断され
る（CPR 31.7(2)）60。
（b）

訴訟代理人

訴訟代理人弁護士は、依頼者に対して証拠開示義務および（Practice Direction31A4.4）、
電子的記録を含む関連書類一切の廃棄・隠匿を禁じるよう説明して理解を得る必要があり
（Practice Direction31B7）、保全措置を講じる義務も負う61。裁判所に対する代理人固有
の義務である62。バリスタ及びソリシタの各行動倫理規則において、依頼者による証拠開
示の拒否に接した場合の代理人辞任義務を明文で定めている63。同規則違反に対する懲戒
の制裁もある。

57

Matthews and Malek para17.05; 前掲南 Law&Technology p43Matthews and Malek para18.01; 前掲南 Law&Technology p43
59
The White Book 2015 para 31.03; 前掲南 Law&Technology p43
60
Miller and others 18-141; 前掲南 Law&Technology p43
61
The White Book 2015 para31.10.6; Matthews and Malek para18.03; 前掲南 Law&Technology p44
62
CMCS Common Market Commercial Services AVV v Taylor [2011] EWHC 324 (Ch) para 14; Matthews and Malek
para18.02,18.03,18.07,18.09,18.10; 前掲南 Law&Technology p44
63
The Bar Standards Board, The Code of Conduct gC13
https://www.barstandardsboard.org.uk/media/1663630/bsb_handbook_sept_2015.pdf
Solicitors Regulation Authority Code of Conduct 2011 Chapter 5: Your client and the court O(5.1)-(5.6), IB(5.5)
http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/code/content.page Myers (n 70); 前掲南 Law&Technology p44
58
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〔制裁〕
（a）

当該書面の使用の禁止

証拠開示義務違反のある当事者は、開示義務違反に関連する書類を、当該訴訟で使用で
きない（CPR31.21）64。
CPR31.21 により、当事者は、開示しなかった文書又は閲覧をできる旨の許可を受けられ
なかった文書について、裁判所の許可なしには依拠することができない。
裁判所はまた、開示しなかった又は閲覧のための文書を作成しなかったことについて、
公判でこの者に対して不利な推論をすることや、違反をした当事者に対して制裁を課する
こともできる。
（b）

「解除条件付き命令（‘unless order’）」および主張書面の却下

書類開示義務不履行の相手方が、履行の催告にも応じなかった場合は、主張書面の却下
（CPR 3.4(2),3.8）65を含む裁判所命令を求める申立を行うことができる66。裁判所は、弁
論を経て、不履行に対する制裁と併せた証拠開示命令「解除条件付き命令（‘unless
order’）」（Practice Direction40B8.2）を発することが出来る67。同制裁によれば、名宛
人の当事者の主張書面が全て不提出とみなされる場合がある（CPR 3.8(1)）68。
当該方策は、違反した当事者が開示義務に従う意思がないことが明白であるという例外
的な場面においてのみ用いることができる。あるいは、一定期間内に元の命令に従わない
限り、違反を犯した当事者の陳述書を抹消するという命令を出すこともできる。
（c）

法廷侮辱

裁判所命令に対する違反は、法廷侮辱として、最長 2 年の禁固、罰金等の罰則の対象に
なる可能性がある69。宣誓署名者が、合理的調査義務を履行していないなど宣誓署名違反
があったと認められる場合、法廷侮辱行為として制裁を受ける可能性がある（CPR 31.23、
81.17，81.18）70。

64

Miller and others para18-155; 前掲南 Law&Technology p44-45
Matthews and Malek para17.02; 前掲南 Law&Technology p44-45
66
Hollander (n 2) 179-181; Sime (n 15)357; 前掲南 Law&Technology p44-45
67
Hollander (n 2) 179-180; Sime (n 15)357; 前掲南 Law&Technology p44-45
68
Matthews and Malek para17.08,17.09
69
Civil Procedure Rules 31.23;Hollander (n 2) 199; Eady and Smith (n 31) para11-89,14-8; 前掲南 Law&Technology
p45
70
Miller and others para18-148; Eady and Smith (n 31) para11-63; 前掲南 Law&Technology p45
65
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当事者が、悪意をもって虚偽の開示陳述書を提出した場合、この者は法廷を侮辱したも
のとして、罰金及び／又は収監（つまり禁固）に処せられる。これは、CPR31 において法
廷侮辱について言及した唯一の明文の規定である。もっとも、当事者が故意で開示を行わ
ずに侮辱したものかどうかを判断するのは裁判所であり、
これは極めて稀なケースである。
ソリシタが Disclosure に関するその義務を完全に遵守しなかった場合、専門職としての
非行に該当し、個人としても費用を支払う責任を負うことがある。さらに、写しについて
は弁護士か専門家しか見てはならないと命じられた上で開示された文書について、ソリシ
タがその写しをクライアントに提供した場合、
たとえ不注意によるものであったとしても、
法廷を侮辱したものとされる。
当事者が CPR31.22 に違反して、開示された文書を訴訟遂行以外の目的のために使用した
場合、裁判所は一定種類の制裁を課することができる。開示された文書の不適切な使用に
関しては、禁止命令によって制止されるか、法廷に対する侮辱として処罰される。裁判所
は、訴訟のそれ以前の段階において CPR31.22 に違反して開示された文書については、それ
に依拠した主張を抹消することや（IG Index plc v Cloete [2013] EWHC 3789 (QB)）、費
用に関する適切な命令を出して当該行為について承認しない旨を表示することができる。
（d）

費用負担

費用負担の裁判所命令は、実質的には制裁の性質を帯びると言うことも可能である71。
一般的には、違反をした当事者は、あらゆる申立てについて費用を支払うよう命じられ
る。
⑭

Disclosure を他国（米独仏）の証拠収集制度と比較した場合の特徴〈質問票
務所

法律事

問 16〉

Discovery と Disclosure は、
Disclosure の場合裁判所の裁量が大きく開示の対象範囲が
限定されている点が大きく異なる。また、英国の場合は Deposition 手続はない。
フランスの Seizure やドイツの Inspection とは、Disclosure が相手方の敷地や施設内
への立ち入りを伴わない点で大きく異なる。
CPR における Disclosure 制度の重要な要素は、均衡性（proportionality）である。英
国の制度は、事実に立証する必要性と、訴訟費用を制限することとの均衡を目指すもので
ある。Disclosure の限界要素は、文書の探索と文書の作成提出が均衡を取れているように、
裁判所によって常に緊密にコントロールされている。

71

Matthews and Malek

para17.38; 前掲南 Law&Technology p45
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英国の Disclosure 制度のもう一つの重要な要素は、関連性のある全ての文書が開示され
なければならないという点である。英国の制度における要件は、証拠として許容されると
合理的に考えられる証拠資料全てについて開示を求める米国の制度ほど広範なものではな
いが、全面的で率直な開示を行う義務を課さないフランスの制度や、
「完全な」事実の提出
しか求めないドイツの制度と比べると、中間的なものであると言える。英国の裁判所は、
探索や保全を命令する権限を有するが、フランスとは異なり、特許訴訟においてはこの種
の命令は非常に稀である。
裁判所は、Disclosure を監視監督する最高主体であるが、英国では、ソリシタに対して
も、クライアントが規則を守って Disclosure 探索を行う義務を果たすことを確保するとい
う任務が課せられている。これはすなわち、Disclosure に関するルール違反がなされた場
合、当事者にもソリシタにも制裁が課されるということも意味している。
英国の裁判所はまた、Disclosure に対して固定的なアプローチを行うことをしないよう
に努めている。この点は、他の国と比べたとき、Disclosure のもう一つの重要な特徴であ
ると言える。標準の Disclosure から、非常に限定的な Disclosure まで、裁判所が出せる
命令にはさまざまな選択肢がある。そのため、裁判所は争点や訴額を考慮して、Disclosure
について制限を課す意向が強い。英国のシステムはまた、Disclosure ができないか、極め
て限定的な Disclosure しかできず、したがって紛争当事者にとっては紛争解決にかかる費
用が少なくて済む、IPEC による裁判も準備している。
⑮

Disclosure の改善に向けた議論の状況〈質問票

法律事務所

問 17〉

英国の Disclosure 制度は、範囲が広すぎ、時間もかかり費用もかかるという批判を常に
浴びせられている。Disclosure の費用は非常に高額になることがあるため、紛争当事者が
断念することがある。裁判所が Disclosure について制限をかけて、均衡のとれた実施をし
ようと努めているにもかかわらず、である。
これまで最大規模の変更が行われたのは 2010 年のことであり、これは IPEC（当時は、
州特許裁判所と名付けられた）の改革があった年である。これにより、証拠収集の機会が
非常に限定的な、特許の訴訟を提起することのできる新しい裁判所が成立した。
良い点は、
開示が行われず、証拠が本当に最大の要点のみに限定されることである。先行技術も限定
される。そのため、低費用の裁判所を提供する。悪い点は、IPEC での訴訟費用は対処可能
な費用なので、当事者が誤った申立てを追求することを可能にしているということである。
両当事者にとって悪い点は、勝訴者が回復可能な費用の上限が 50,000 ポンドまでに限定さ
れているということである。定低は、費用は、この上限を上回ることになる。
2013 年に、ジャクソン卿による民事訴訟費用に関する検討の結果として、数多くの改革
が行われた。ジャクソン改革により、標準の Disclosure は既定のものではなくなったが、
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それでも実際には、特許訴訟においては、標準の Disclosure の命令が出されているのがほ
とんどである。
2015 年 10 月に、CPR に対して 2 つの試験的な計画が導入された。すなわち、CPR51.2 で
あり、これは高等法院における手続を合理化することを意図されたものである。これらの
試験的計画は、CPR31 による Disclosure に比べ、相当に制限された Disclosure を提供す
るものである。短縮された公判計画のもと、当事者は、最初は自分たちが依拠したいと考
えている文書を開示するだけでよくなった。その後、相手方が、文書の追加を申立てる必
要がある。柔軟性のある公判計画のもと、当事者は、標準の Disclosure のカテゴリーに属
することがわかっている文書を開示するだけでよくなった（つまり、文書を探索するため
の申立てが不要である）
。これらの計画はまだ始まったばかりであるが、Disclosure を標
準の形式に制限し、Disclosure の費用をさらに削減するようなより柔軟なアプローチを採
用しようという意向が現れている。
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（ⅱ）
①

利用実態

英国における特許権侵害の解決方法〈質問票

法律事務所

問 1〉

訴訟（判決による終結）：10～30％
訴訟（和解による終結）：60～85％
調停（ADR 等）：5～10％
その他： 0％
②

Disclosure に要する費用・期間〈質問票

法律事務所

問 31〉

〔費用〕
25 万ポンド～100 万ポンド
〔期間〕
数カ月
Disclosure による探索を実施するための費用は、探索の程度、特に、文書を収集する段
階で特定された文書の数による。
特許権侵害及び有効性に関する訴訟において、証拠の準備とトライアルそのものが一般
に最も費用がかかる要素である。
専門家報告書の作成と専門家の反対尋問には非常に時間も費用もかかる。訴訟における
これらの要素が、通常は、最終費用の大部分を占めている。
③

Disclosure の手続ごとの利用状況〈質問票

法律事務所

問 21,32〉

・ 訴前証拠開示は、非常に稀である。
〈法律事務所 1/3 者〉
・ 標準証拠開示は、大多数の事案で利用されている。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 専門家の証拠はほぼ必ず利用されており、通常は決定的に重要なものである。専門家
の証拠を提示するためには、裁判所の許可が必要だが、許可されるのが一般的である。
当事者が複数の専門家の召還許可を希望する場合には、裁判所は、正当な理由が示さ
れることを期待する。〈法律事務所 1/3 者〉
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④

Disclosure の範囲の現状に関する意見〈ヒアリング
・

法律事務所

問 16-3〉

もっと狭くすべきだと思う。特に、特許の有効性に関する文書については、コスト

がかかるため。現行ルール（ジャクソンレポートに基づく CPR31）はまだ新しいので、ど
の程度それを裁判所が厳格に運用するか、様子を見守る必要がある。
〈法律事務所 1/3 者〉
⑤

Disclosure における秘密情報保護の現状に関する意見〈ヒアリング

法律事務所

問

13-2,13-3〉
・ 英国では適切に保護されている。裁判所は、企業が多くの秘密情報を持っており、そ
れを保護する必要があることを理解している。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 変える必要はない。〈法律事務所 1/3 者〉
⑥

Disclosure における不正行為防止の現状に関する意見〈ヒアリング

法律事務所

問

15-3,15-4〉
・ 不正は十分に防止できている。英国の弁護士は、クライアントに対して「Disclosure
の文書は当該裁判でのみ使われる」ということを明確にしてアドバイスしている。ル
ールを徹底するのは弁護士の義務である。〈法律事務所 1/3 者〉
・ そもそも、不正行為が起こるのはレアだと思う。また、相手も裁判所も気が付いてい
ない可能性はある。〈法律事務所 1/3 者〉
⑦

Disclosure により得られた情報を他国で利用した経験〈質問票
法律事務所

問 30、ヒアリング

法律事務所

企業

問 15、質問票

問 30-2〉

あり〈企業 2/3 者、法律事務所 2/3 者〉
なし〈企業 1/3 者〉
・ 証拠は大きく分けて 2 種類ある。1 つ目は、専門家のレポート。これは他の裁判でも
よく使われ、同じ専門家の見解が複数の裁判で使われることもある。2 つ目は、
Disclosure の文書。これを他の裁判で使うのは非常にまれ。たまにあるが、原則と
して文書は他の用途で使用してはいけない。ただし、文書が裁判で読まれた場合や公
聴会で言及された場合は、この限りではない。それでも機密情報として扱うようにと
いう裁判所命令が出る。暗黙の了解として、秘密情報は守る。〈法律事務所 1/3 者〉
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⑧

Disclosure を他国（米独仏）の証拠収集制度と比較した場合の特徴〈ヒアリング
業

企

問 16&17-3〉

・ 米国と英国は、似ているようでかなり違う。米国は、開示の範囲が広いため、コスト
が大きく、ビジネスが中断されてしまう。英国は、開示の焦点がミニマムに絞られて
いる。申請時に具体的にエリアを指定し、そこから裁判所によって認められた部分の
みが対象となる。証拠収集においては、原告と被告のバランスをとることが重要であ
る。〈企業 1/3 者〉
・ 英国では、ドイツやフランスと同様の制度が存在するものの、実際に使われてはいな
い。また、フランスでは簡単に認められ過ぎている点が問題となっているようなので、
制度を導入する際にはその濫用に対する制裁も検討することが重要であると思われ
る。英国と、ドイツやフランスのいいとこ取りをするのが理想かもしれない。〈企業
1/3 者〉
⑨

Disclosure の良い点・悪い点
〈質問票
ヒアリング

企業

企業

問 16,17、質問票

法律事務所

問 33,34、

問 16&17-2〉

〔良い点〕
・ 物質又は方法特許の侵害に係る情報を入手しやすい。〈企業 1/3 者、法律事務所 2/3
者〉
・ 特許の有効性に関する Disclosure は、優先日の前 2 年と後 2 年の計 4 年間に限定さ
れているので、特許権者が Disclosure を行う負担が制限されている。〈法律事務所
1/3 者〉
・ 英国の裁判所は、発明者が何を行ったかについて重視することは稀であるので、それ
との均衡から、発明の段階について検討する際には、関連性のある文書を特定するた
めに広範な探索がなされる可能性が低い。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 開示報告書制度の導入により、当事者は Disclosure による探索を行うに先立って、
費用対効果に優れた提案をすることができるので、費用を節減するのに役立っている。
〈法律事務所 2/3 者〉
・ 製品又は方法に関する説明によって、技術侵害に関して Disclosure を行うことがで
きる。これにより、問題とされている製品又は方法につき、必要以上の Disclosure
を行わなければならない事態を回避することができる。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 証拠を公証・認証する必要がない。
〈企業 1/3 者〉
・ 証拠を海外からでもビデオリンクで提供することができる。〈企業 1/3 者〉
・ 証人が生の証言をし、反対尋問を受ける。〈企業 1/3 者〉
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・ 厳格な条件のもと、裁判所が必要性を個々に判断している。〈企業 1/3 者〉
・ Disclosure の範囲はほぼ適切になりつつある。3 年前からの新しいルールが施行され
たが、裁判所はこのルールを厳格に運用すべき。なぜならば、多くの場合、特許性の
判断において Disclosure の文書は必要ないからである。〈法律事務所 1/3 者〉
〔悪い点〕
・ いまだに費用がかかる。
〈法律事務所 1/3 者〉
・ 多くの場合、自身にとっての競争者である相手方に対して、取扱いに注意を要する技
術文書を開示しなければならない。
〈法律事務所 1/3 者〉
・ 特許の有効性に関する開示が、訴訟の行方を決定するものとなったという事例はほと
んど知られていない。開示命令の選択肢をより限定したジャクソン一覧表が裁判所に
より定期的に適用されることが望まれる。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 裁判で証人尋問に費やされる時間を裁判所が管理していない。〈企業 1/3 者〉
・ 関連しない証拠や誤認を生じさせる証拠を提出しても罰せられない。
〈企業 1/3 者〉
・ 証人による証拠（専門家レポートを含む）はコストが高い。専門家は裁判に大きな影
響を与える。特に反対尋問への答え方によって結果が大きく左右されることが多い。
〈法律事務所 1/3 者〉
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（２）

損害賠償額認定

（ⅰ）

制度

①

損害賠償の法的根拠〈質問票

法律事務所

問 35〉

侵害に基づく損害の賠償、または侵害者が侵害行為によって受けた利益の額のいずれか
を、勝訴した特許権者が選択して請求することが出来る。しかし、特許権者が取得し得る
のはいずれか一方のみであり、両方を取得することは出来ない（Section 61, Patents Act
1977）。
なお、特許権者は、上記いずれかの選択にあたって、侵害者の利益の額や販売数量等の
証拠開示を求めることができる72。
侵害者が、侵害行為があったとされた時点で特許権の存在につき善意、または悪意であ
る合理的理由がない旨、立証に成功した場合は、上記いずれの賠償も免れる（Section 62(1),
Patents Act 1977）。
一部のみ有効と判断された特許の侵害については、裁判所は、侵害者の悪意、クレーム
が誠実かつ合理的スキル及び知識に基づくか否か、または訴訟提起が誠実だったか、など
を考慮して、損害の起算日および費用を算定することができる（Section 63(2), Patents
Act 1977）。なお、これらの考慮要素は、Directive 2004/48/EC of the European Parliament
and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights
第 13 条との整合性を図るために、Intellectual Property (Enforcement, etc.)
Regulations 2006/1028 によって導入されたものである（第 3 条）。
②

損害賠償の趣旨・背景〈質問票

法律事務所

問 36〉

特許権侵害に係る損害賠償は、補償的賠償であって、懲罰的賠償ではない。損害賠償制
度には、侵害により特許権者が被った損失を補償する目的が盛り込まれている。
損害賠償制度の基本は、被告による不法行為がなければ被らなかった損害の金銭的な補
てんとされているが、侵害者の利益をもって原告の救済措置とすることも可能であり、後
者は不当利得構成である73。
金銭的補償（
「損害賠償」）の目的は、原告に対し、権利侵害がなければ有していたであ
ろう地位を回復させることである。それは、被告に制裁を加えることが目的ではなく、被
72

Island Records v Tring [1995] F.S.R. 560 ; Miller and others para19-26
Miller and others para19-42, 19-72; General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltd [1976] R.P.C.
197; Spring Form Inc v Toy Brokers Ltd [2002] F.S.R. 17

73
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告の行為からの自然的で直接的な帰結から生じた損失について限定される74。しかしなが
ら、いくつかのセクターにおいては、損害賠償をすべき旨の命令が、権利侵害を行った企
業の利益を大きく超過する金額に上ることがある。例えば、医薬品訴訟で、現在まで独占
市場と高価な製品価格を維持している創薬会社が損害を被ったケースであれば、損害賠償
額が、権利侵害を行ったジェネリック製薬会社の利益を大きく上回ることがある。という
のも、ジェネリック製薬会社は、創薬会社と比べると、
（回収すべき研究開発費用がないの
で）製品にはるかに低い価格をつけて売り、少ない利幅しか得られないことが多いからで
ある。
勝訴した原告としては、利益の清算を選択することもできる。これは、権利侵害を行っ
た者が、当該侵害の結果として得た利得（利益の面で）につき、原告にその回復を認める
ものである。
ここで重要なのは、ヨーロッパの法を調和させるために制定された知的財産権に関する
施行指令（EU の立法である）の実施により、英国独自の規定とは若干の齟齬が生じている
ということである。同指令は、2006 年知的財産権（施行）規則として英国で実施された。
同規則 3(2)は、損害の補償と利益の清算とを区別していない。原案においては、損害賠償
と利益の清算とがおそらく融合されており、その結果、上で論じた既成の原理とは反対に、
両者をともに回復することや、両者の要素を含む請求を行うことを認めることとなったの
である。この曖昧さについて英国の裁判所で対処されるかどうか、特に、原告に対して補
償を行い、被告に対してその不正な利益を吐き出させることが適切で実行可能な訴訟にお
いて、今後確認することになろう。
損害賠償は、権利侵害を防止するためのものではない（上述のように、損害を補償する
ためのものである）
。権利侵害を防止するためには、通常は差止命令の請求がなされる（仮
差止と、裁判終了後出される差止命令の双方が可能である）。裁判終了後出される差止命令
は、一般に、権利侵害がなされる現実的なおそれ又は潜在的なおそれが存在するという証
拠がある場合（現実的な権利侵害の証拠とは、一般的に、侵害者が当該侵害行為を継続す
る意思があることの証拠であると考えられている）に、責任について審理する段階の後で
出される。さらに、英国においては、権利侵害となる可能性がある製品を販売しようとす
る者は、
「障害物を取り除く」負担を負う。もしこの者がこれを果たすことができず、当事
者が訴訟で審理されるべき重大な問題と回復不可能なリスクの可能性について示すことが
できる場合には（特に製薬業界においては可能性が高い）
、本案審理のあいだ製品を販売さ
せない仮差止命令を得ることが可能である（ただし、損害に関する相互保証の提供がまず
間違いなく必要にはなるだろう）。仮差止命令は、責任に関する審理の間継続し、または、
特許の有効性／権利侵害の不存在について事実認定がなされると解除され、差止期間中に

74

Catnic Components v Hill & Smith (No. 2) [1983] FSR 512.
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生じた損害については、特許権者に対して、損害賠償を行うべき旨の命令がなされる。
損害賠償は補償的な意味合いのものであるが、敗訴者は、損害賠償又は利益の清算の命
令を受けるだけでなく相手方の訴訟費用のかなりの部分も支払うよう命じられるというこ
とにも留意されたい。
③

損害賠償額の算定方法〈質問票

（a）

法律事務所

問 37〉

逸失利益

特許権者が当該特許に基づいて生産を行っている場合、損害賠償額は通常、当該特許権
者が販売をして得ていたであろう利益相当額として算定される。すなわち、特許権者は、
仮に権利侵害者が販売をしていなければ得ていたであろう利益（及び、他のあらゆる権利
侵害となる販売に関する合理的実施料）を、この者による販売のために失った利益として、
請求することができるということである。特許権者はまた、当該権利侵害によって原告が
自身の価格を下げざるを得なかった場合には、自身の販売において失った利益も請求する
ことができる。
特許権者が侵害が原因となって製品の販売量が減ったことを証明できる場合には、その
販売量の喪失分について逸失利益を回収できる可能性がある。
（b）

合理的実施料

特許権者がその特許について実施許諾を付与する場合、損害賠償額の決定は、当該特許
権者認める通常の条項に即して権利新会社が支払うべき実施料として額が算定されるから、
比較的シンプルである。
特許権者がその特許について実施許諾を付与しておらず、当該特許に基づいて製品を生
産していない場合は、損害賠償額は通常、実施許諾付与を希望する特許権者と、その特許
権者から実施許諾を希望する者とが合意したであろう合理的実施料に基づいて算定される。
特許権者が、販売量の喪失分を証明できない場合には、損害額は通常は、合理的実施料
を基に算定される。裁判所は、ライセンス契約を結ぶ意思のあるライセンサーとライセン
シーが合意したと考えられる金額を算定する。
損害額の算定にあたっては、営業上の信用（goodwill）の毀損や株価の下落なども考慮
可能とされている。但し、立証の困難はあり得る。
また、当該特許に基づく製品のみならず、通常当該製品とともに購入される特許権の技
術範囲外の製品がある場合、後者の販売減少も損害として算入されると判断した判例があ
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る75。
④

訴訟費用の敗訴者負担〈質問票

法律事務所

問 38〉

諸費用は、敗訴者負担が原則である（但し、裁判所は負担の有無および額の決定につき、
大きな裁量を有する）（Senior Courts Act s51; CPR 44.2）。諸費用には、弁護士報酬お
よび提訴にかかるいわゆる印紙代を含む（CPR 44.1）。
費用の算定方式は 2 種類ある。標準ベースの場合は、裁判所の裁量により当該事案に相
応の額を算出し、損失補償ベースの場合は、事案に相応か否かは問わず、当該支出額が合
理的な範囲であれば認められる（CPR 44.3） 。
⑤

懲罰的賠償制度〈質問票

法律事務所

問 39〉

英国の特許法においては、一般的に、追加的または懲罰的な損害賠償請求はできない76。
しかしながら、近年の貴族院判決77は、以下の 3 つの限定的場面において懲罰的損害賠
償も可能であることを示唆している。
・ 公務員による、抑圧的で、恣意的で、憲法に違反した行動がなされたとき。
・ 被告の行動が、原告に対する補償額を超えるような利益を得ることを目論んでなされ
たものであるとき。又は、
・ 法令が懲罰的損害賠償請求を明示的に認めているとき。
⑥

英国の損害賠償制度を他国（米独仏）の損害賠償制度と比較した場合の特徴〈質問票
法律事務所

問 40〉

損害額は、損害額の調査においての実質的な事実及び専門家の証拠に基づき、裁判官が
算定する。陪審員による裁定は行われない。損害額の調査の大部分は、判決が出される前
に確定される。
英国で認められる損害賠償額は、米国よりも低額である。ドイツやフランスで認められ
ているものと同様である。
ヨーロッパと米国の大きな違いは、ヨーロッパでは懲罰的損害賠償は一般に認められず、
損害賠償の目的は、特許権者に対して補償を与え、権利侵害が生じていなければ有してい
たであろう地位を回復させることだという点である。これは、米国のシステムとは対照的
75
76
77

Gerber Garment Technology v Lectra Systems [1997] R.P.C. 443
上掲 Catnic Components (No. 2)事件
Kuddus v Chief Constable of Leicestershire [2002] 2 A.C. 122.
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である。米国では、特許権者は、逸失利益を含み、侵害に対する合理的実施料を超えるこ
ともある、実際に生じた損害について補償を受ける。さらに、侵害が意図的になされたと
いうことを立証できた特許権者は、
三倍額賠償を受け取ることができる。一般論としては、
米国の損害賠償制度においては、おそらくは陪審員による判断ゆえに、ヨーロッパよりも
はるかに高額の賠償額が認められる傾向があるように思われる。
⑦

損害賠償制度の改善に向けた議論の状況〈質問票

法律事務所

問 41〉

英国における損害賠償は常に、被害を受けた当事者に対して公平な帰結をもたらすと考
えられるような、補償的なものである。侵害が意図的になされ、米国であれば往々にして
もっと高額の損害賠償がなされるような事案においても、このような判断がなされている。
例えば、Xena Systems Limited v (1) Cantideck (2) Conquip Industrial [2013] EWPCC 1
において、裁判官は、不正な利益と精神的損害に対する賠償を認めなかった。その理由は、
このような賠償を認めることは、原告に対して補償を与えるというよりは、単に被告を罰
することになるというものであった。特許権者が立証の負担について限定したいのであれ
ば、損害賠償請求ではなく、利益の清算を選ぶことが可能である。
2005 年 9 月の「知的財産権における論争点としての懲罰的損害賠償」に関する AIPPI の
委員会は、知的財産権訴訟における懲罰的損害賠償は、
「最も重要な経済的回復、すなわち
現実的で寛大な損害の回復を受け、被告の利益の清算を利用できることから逸脱してしま
う」ことになり、費用を増加させる可能性のある、より複雑な訴訟を招く結果になること
を示唆した。AIPPI 研究委員会はさらに、懲罰的損害賠償の額が高くなると、知的財産権
者にとり、その権利が侵害されたことに対して褒賞を与えるのと同じことになってしまい、
これは望ましい結果とは思われないと述べた。
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（ⅱ）
①

利用実態

差止と損害賠償の請求状況〈質問票

法律事務所

問 44〉

差止＋損害賠償：70～100％
差止（損害賠償は請求なし）：0～25％
損害賠償（差止は請求なし）：0～5％
②

原告が主張する損害賠償額の算定方法〈質問票

法律事務所

問 42〉

逸失利益：47.5％
合理的実施料：47.5％
侵害者利益：5％
その他：0％
③

損害賠償額の現状に関する意見〈ヒアリング
事務所

企業

問 21&22-2、ヒアリング

法律

問 46-3,46&47-2〉

・ 高くはないが、妥当なレベルだと思う。なぜならば、損害賠償額はあくまで侵害によ
り損害が発生しなかった状態と同等にするために認められるものであり、基本的に懲
罰的な要素はないからである。〈企業 1/3 者〉
・ 裁判所で賠償額まで争うのはレア。賠償額を決める裁判が行われるケースもまれにあ
るが、そのときも判決が出る前に和解することがほとんど。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 裁判所が認定する損害賠償額は、予見性が低い。なぜならば、侵害がなかった場合に
どれくらいお金を得られたか、ライセンス交渉が行われたらどういう契約になったか
等、仮設を基に難しい判断をしなければならないため、その推測もまた難しいのであ
る。結果的に、原告にとって極端に少ない額となることもあれば、被告にとって極端
に高い額となることもある。仮説に基づく数字であるが故に、上にも下にもブレが大
きい。〈法律事務所 1/3 者〉
④

訴訟費用の敗訴者負担の認定状況〈ヒアリング

法律事務所

問 38-4〉

・ 裁判所の詳細評価により認められるのは、実際にかかった費用の約 6～8 割。
〈法律事
務所 1/3 者〉
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⑤

訴訟費用の敗訴者負担に関する意見〈質問票

企業

問 19、ヒアリング

法律事務所

問 38-5,38-6〉
・ 強く支持する。〈企業 1/3 者〉
・ パテントトロールを排除するために有効。〈企業 2/3 者〉
・ 原則として、訴訟費用の敗訴者負担は重要で、アメリカよりよい制度になっている。
〈法律事務所 1/3 者〉
・ 訴訟費用の敗訴者負担があることによって、弱い特許を持っている人が不要に裁判を
起こすのを抑止することができる。
〈法律事務所 1/3 者〉
・ 詳細評価が非常に複雑で費用がかかる点には不満が残る。
〈法律事務所 1/3 者〉
・ ドイツでは、算定基準が明確で、英国よりシンプルである。英国では、まず交渉を行
い、それで決まらない場合には複雑な詳細評価を行なければならない。〈法律事務所
1/3 者〉
⑥

懲罰的賠償制度に関する意見〈質問票

企業

問 19、ヒアリング

企業

問 20-2〉

・ 故意の侵害者に対する制裁の選択肢として有効と考える。
〈企業 1/3 者〉
・ 例外的な場合に限り、利用できるようにすべき。悪意ある侵害者に対しては、その制
裁の意味を込めて、原則以上に損害賠償を支払わせるという考えも尊重しなければな
らない。〈企業 1/3 者〉
・ 賛成だが、過度に懲罰的なものであるべきではない。侵害者が賭けに出るのを抑止す
るものとして、損害額の３倍は多すぎるが、1.25 又は 1.5 倍であれば妥当な金額か
もしれない。仮に、３～５倍といった損害賠償を認めることになれば、原則以上に利
益を得ようとする悪い特許権者が増え、世の秩序が乱れかねない。〈企業 2/3 者〉
・ 懲罰的賠償を認めつつも、懲罰的な部分については、特許権者ではなく、チャリティ
ーやファンドに支払うようにしてはどうだろうか。これは個人的なアイデアであるが、
特許権者に不当な利益を与えることなく、侵害者には制裁を加えることができる一案
として面白い。更に、ファンドで集めたお金を中小企業の訴訟支援等に利用してもよ
いかもしれない。〈企業 1/3 者〉
・ 支持しない。特許侵害において、懲罰的賠償はよいアイデアではない。〈法律事務所
1/3 者〉
・ 特許侵害訴訟は、経済的、商業的な問題。必要以上に罰する必要はない。よって、懲
罰の意味はない。懲罰ではなく、むしろ損失補充という考え方が相応しい。〈法律事
務所 1/3 者〉
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⑦

英国の損害賠償制度を他国（米独仏）の損害賠償制度と比較した場合の特徴〈ヒアリ
ング

企業

問 21&22-4〉

・ 侵害の有無と損害賠償額の認定が別で争われる点がよい。実際には、損害賠償額は和
解や調停で解決されることが多い。裁判では、損害賠償額の認定まで争うと時間がか
かってしまう。しかし、侵害の有無のみで終われば、あまり時間がかからずに済む。
〈企業 1/3 者〉
⑧

英国の損害賠償制度の良い点・悪い点〈質問票
所

問 46,47、ヒアリング

法律事務所

企業

問 21,22、質問票

法律事務

問 46-2,46＆47-3〉

〔良い点〕
・ 侵害責任手続の後に独立した損害賠償手続があるシステムとなっているため、責任の
問題に集中する公判は、より迅速で、安価で、簡素化された紛争解決が可能である。
〈企業 3/3 者、法律事務所 2/3 者〉
・ 損害賠償と費用が完全に独立して検討される。
〈企業 1/3 者〉
・ 特許権者は、合理的実施料／逸失利益として計算した金額の損害賠償を求めることも
できるし、利益の清算を求めることもできる。特許権者は、関連した経済的情報が開
示されてからこの選択をすることができるので、最善の選択をすることができる。
〈法
律事務所 1/3 者〉
・ 英国のシステムは損害賠償に関する中間払いを認める規定を置いているので、損害賠
償の審理が高額で長期に渡るような場合には、これにより原告のキャッシュフローは
改善する。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 英国の損害賠償の審理は、状況に関する全ての事実が解明されることを目指しており、
非常に徹底している。〈法律事務所 1/3 者〉
・ ペイメント・イン制度（欧米の訴訟において、被告が和解を希望する場合、自己が適
切と考える金額の和解金を裁判所に預託する制度。オファ・オブ・ジャッジメント制
度と言われることもある。）により、和解がしやすい環境を作っている。〈企業 1/3
者〉
〔悪い点〕
・ 英国では、損害賠償額を評価するためのプロセスが複雑で、往々にして長い期間と高
い費用を要する。〈企業 1/3 者、法律事務所 2/3 者〉
・ 被告が証拠開示と損害賠償訴訟で抗弁する作業の大部分を引き受けなければならな
い。〈法律事務所 1/3 者〉
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・ 裁判による損害賠償額の認定は、コストが高く、予見性が低い点が問題。裁判所で争
っても意味がない。当事者間で理性に従って調停するのが望ましい。そういうやり方
でうまくいっている。〈法律事務所 1/3 者〉
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３．

ドイツ

（１）

証拠収集

（ⅰ）

制度

①

Inspection の法的根拠〈質問票

法律事務所

問 2〉

この Inspection は主に Inspection を請求する権利に関する特許法第 140c 条によって規
律されている。一般法である民法第 809 条もこうした権利について定めている。民法の規
定は、特許の不正使用が存在しない事件に関係してくる（例えば、特許法第 33 条）。
この権利の行使は、民事訴訟法の一般規定によって規律されている。申立人は本案訴訟
か仮処分かを選べるため（特許法第 140c 条第 3 項を参照）、適用条文は申立人の選択に応
じて決まる。申立人が（迅速な）仮処分を選んだ場合、民事訴訟法の第 935 条以下が適用
される。
仮処分による Inspection は、特許権者に極めて有利である。したがって、これは、通常、
一方的に、すなわち相手方当事者が審問されることなく命じられるため、最も好まれる選
択肢である。それ以外の選択肢では、相手方当事者が警告を受け、Inspection を受けるた
めの準備をすることができる。同じ理由から、Inspection を目的として本案訴訟を進める
ことは極めて稀である。すなわち、保存義務がある場合など、そのようなリスクが存在し
ない事件に限定される。しかしながら、Inspection が、一般にそうであるように、一方的
に命じられた場合、裁判所は、なかんずく、秘密保持の問題について考慮し、守秘義務な
ど、保全措置を講じなければならない（特許法第 140c 条 3 項第 2 文を参照）。
（本案訴訟と仮処分の）いずれの場合も、裁判所の決定の執行は、民事訴訟法の第 883
条と第 890 条によって規律される。
②

Inspection の趣旨・背景〈質問票

法律事務所

問 5〉

〔趣旨〕
ドイツ民法の原則として、原告の請求を立証することが必要とされるあらゆる状況のも
とで原告が立証責任を負う。
したがって、特許権者は、侵害を証明するのに必要なあらゆる証拠を収集しなければな
らない。例えば、製造機械内で使われている方法など、侵害者の影響圏内で侵害が行われ
ており、公開されていない場合、証拠の収集が極めて困難であるか不可能な場合さえある。
Inspection は、特許権者が、特許権侵害が行われているかどうかを捜査し、また、行われ
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ている場合には、これを立証するのに必要な情報と証拠を入手する機会である。
〔背景〕
ドイツ特許法第 140c 条は、2004 年の欧州指令（Directive2004/48/EC 6 条)を受けて、
2008 年に追加された条文である。同条文の内容は、デュッセルドルフ裁判所がそれまでに
行っていた実務上の取扱いを認めるものである。当該取扱いは、独立証拠調べに関する規
定（ドイツ民事訴訟法第 485 条～第 494 条 a）と、仮処分に関する規定（ドイツ民事訴訟
法第 935 条）を併合したものに基づくものであった（cf. Kühnen, GRUR 2005, 185）
その当時、Inspection 制度は、民法第 809 条と、民事訴訟法の規定、特に第 485 条に基
づいていた。従って、特許法第 140c 条が導入されたことにより、判例法が立法者によって
確認され、正式に法典化された。
ただし、それはドイツ民法第 809 条と第 810 条の一般ルールに影響を及ぼすものではな
い。
〔ドイツ特許法第 140c 条とドイツ民法第 809 条との違い〕
ドイツ民法第 809 条（現在も適用できる）と比べたときの大きな違いは、以下である。
ドイツ特許法第 140c 条は、Inspection について、特許権侵害がなされていることが十分
に確実である場合の、特許権者の権利として特に定義している。これに対し、ドイツ民法
第 809 条は、特に特許権侵害の分野への適用条件に関して具体的に指針を定めるものでは
なく、一般的なルールについてのみ規定している。
エンフォースメント指令の施行前は、Inspection を行う当事者は、侵害者の秘密保護の
ため、ドイツ民法第 809 条に関連した古い判例法に従い、部品を分解し、又は機械の作動
と停止を見ることができるだけで、
物品について立ち入った Inspection を行うことは許さ
れていなかった。
③

Inspection の申立人〈質問票

法律事務所

問 7〉

特許法第 140c 条 1 項第 1 文によれば、特許権者又は「他の権利者」すなわち侵害訴訟を
提起できる権利を有する一切の者（例えば実施権者又は譲受人）が Inspection を請求でき
る。この点に関して、独立証拠調べと特許法第 140c 条に従った Inspection とに違いはな
い。
④

Inspection の担当当局〈質問票

法律事務所

問 7〉

Inspection の申立ては、常に、裁判管轄権を現在備えているか、将来備える裁判所に行
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わなければならない（特許法第 140c 条第 1 項及び第 3 項に基づいた仮処分に関する民事訴
訟法第 937 条第 1 項及び独立証拠調べに関する民事訴訟法第 486 条第 1 項及び第 2 項）
。特
許法第 143 条によれば、特許権侵害訴訟の裁判管轄権は、常に地方裁判所にある。
⑤

Inspection の申立時期〈質問票

（a）

法律事務所

問 6〉

特許法第 140c

訴訟提起前後を問わず、随時請求できる。執行は、裁判所の決定後に行われる。仮処分
の場合、裁判所は可及的速やかに決定する。
（b）

民事訴訟法第 485 条第 1 項又は第 2 項

訴訟提起前（ドイツ民事訴訟法第 485 条第 2 項に基づく独立証拠調べ）は、訴訟を回避
するのに役立つ可能性があれば（これは大抵の場合該当している）、認められる。
訴訟提起後（ドイツ民事訴訟法第 485 条第 1 項に基づく独立証拠調べ）は、同項の範囲
内でのみ、すなわち相手方当事者が同意した場合又は証拠が失われるか若しくは証拠の利
用が妨げられる一定のリスクが存在する場合にのみ、認められる。
⑥

Inspection の申立方法〈質問票

法律事務所

問 7〉

申立てに必要とされる内容は、申立人が特許法第 140c 条に基づいた Inspection「のみ」
を求めるのか、独立証拠調べを開始したいのかに左右される。
（a）

特許法第 140c 条

申立書に以下の内容を記載しなければならない
・ 当事者
・ Inspection を請求する対象
・ Inspection を行い、証拠を収集するために必要な手段、すなわち、Inspection する
間に Inspection する者に認めるべき行為（相手方当事者は、自らの施設又は地所内
において、命令により明示的に許されていない一切の行為を禁止できるため、例えば、
コンピュータの電源を入れる、パスワードを入力する、機械を停止／始動するなど、
Inspection を行うのに必要なあらゆる措置を一覧にすることが極めて重要である）。
・ 特許法第 140c 条第 1 項の要件（Q8 への回答を参照）を満たしているかどうかを裁判
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所が判断する根拠になる事実
（本案訴訟については民事訴訟法第 253 条第 2 項、仮処分については民事訴訟法第 936 条、
第 920 条第 1 項及び第 2 項を参照）
（b）

民事訴訟法第 485 条第 1 項又は第 2 項

申立書に以下の内容を記載しなければならない。
・ 当事者
・ 証明すべき事実、すなわち、実施例が特許の保護範囲内にあること
・ 予定している証拠形態（専門家の意見書）
・ 民事訴訟法第 485 条第 1 項又は第 2 項の要件を満たしているかどうかを裁判所が判断
する根拠になる事実
（民事訴訟法第 487 条を参照）
被疑侵害者が Inspection を拒否した場合、管轄する区裁判所（特許関連では例外的であ
るが、地方裁判所ではない）が、民事訴訟法第 785a 条及び第 802 条に従った施設の捜索を
命じなければならない。
⑦

Inspection の申立要件〈質問票

（a）

法律事務所

問 8〉

特許法第 140c 条

・ 特許権侵害の十分な可能性
・ 被疑侵害者の処分権（占有）
・ Inspection の必要性、すなわち、特許権者にとって、情報／証拠を入手する他の方
法が存在しないこと（例えば、その物品が公開されていないか、試験的な購入が不可
能であること）
・ Inspection の妥当性
仮処分には、一般に、緊急性が必要とされる。しかしながら、例えば、デュッセルドル
フ高等裁判所は、特許法第 140c 条第 3 項の規定により、Inspection に関係する仮処分に
は緊急性が必要とされないと述べている。
（b）

民事訴訟法第 485 条第 1 項又は第 2 項

民事訴訟法第 485 条第 1 項又は第 2 項の要件を満たしている場合に独立証拠調べを命じ
る。
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〔民事訴訟法第 485 条第 1 項の追加的要件〕
・ 相手方当事者の承諾又は
・ 証拠が失われるか若しくは証拠の利用が妨げられるリスクのいずれか（保存義務が存
在する場合を除いて通常は後者である）
〔民事訴訟法第 485 条第 2 項の累積的要件（侵害訴訟の提起前にのみ適用される）〕
・ 技術専門家によって検査される対象は、民事訴訟法第 485 条第 2 項に記載されている
必要がある（例えば物品の状態）
・ 申立人の法律上の利益
独立証拠調べに特許法第 140c 条第 1 項及び第 3 項に基づいた命令を組み合わせた場合
（「デュッセルドルフモデル」
）、
（特許法第 140c 条第 1 項と民事訴訟法第 485 条第 1 項又は
第 2 項の）両方の規定の要件を満たさなければならない。
〔却下・棄却を上訴する方法〕
・ 本案訴訟における却下・棄却 → 民事訴訟法第 511 条以下に従った上訴
〔仮処分に関係する却下・棄却〕
・ 口頭審理を経ない決定 → 民事訴訟法第 567 条以下に従った即時抗告（民事訴訟法第
567 条第 1 項第 2 号）
・ 口頭審理後の決定 → 民事訴訟法第 511 条以下に従った抗告
・ 独立証拠調べに関係する決定の却下・棄却 → 民事訴訟法第 567 条以下に従った即時
抗告（民事訴訟法第 567 条 1 項 2 号）
しかしながら、通常は、抗告の対象となる正式な却下・棄却が存在しないため、実際に
は、抗告が問題となるのは極めて稀である（裁判所が、一方的命令を求める申立てを却下・
棄却する場合、そうした却下・棄却は、通常、非公式に行われる。すなわち、請求を認容
するつもりがないことを裁判所が申立人に電話で伝え、申立人が請求を取り下げる）点に
注意されたい。
⑧

Inspection の実施者〈質問票

（a）

法律事務所

問 9〉

特許法第 140c 条

一般に特許法第 140c 条第 1 項は、自分で Inspection する権利を特許権者（又は実施権
者）に認めている。しかしながら、Inspection は、通常、独立証拠調べに基づいて行われ
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（以下を参照）、裁判所は、常に、秘密保持の問題を考慮しなければならない（特許法第
140c 条 3 項第 2 文を参照）ため、この権利には、実用上、ほとんど意味がない。
（b）

民事訴訟法第 485 条第 1 項又は第 2 項

裁判所の任命した技術専門家（通常は弁理士か大学教授）が Inspection を行う。特許法
第 140c 条に基づいた請求により、
特許権者の弁護士又は特許権者の任命した専門家に対し、
Inspection に立ち会うことを認めることができる。とはいえ、秘密保持による相手方当事
者の利益について考慮しなければならず、その必要上、通常は、
（自分の依頼人へのものも
含めた）厳格な守秘義務のもとで特許権者の弁護士にのみ Inspection に立ち会うことを認
める。
⑨

Inspection の参加者〈質問票

法律事務所

問 10〉

・ 被疑侵害者（例えば自分の施設などへの Inspection を黙認する者）
・ 被疑侵害者の弁護士（裁判所の命令には、通常、被告が法律上の助言を求めるために
Inspection を 2 時間延期するよう要求できると記載されている）
⑩

Inspection の実施方法〈質問票

法律事務所

問 10〉

〔場所〕
指定された物品が存在する任意の場所で Inspection を行う。被疑侵害者の施設又は見本
市のブース等になる場合が多い。
〔手法〕
Inspection の詳細な実施方法は、裁判所の命令に左右され、この命令は、一面において、
申立てに左右される。一般に、必要な情報及び証拠を入手するために必要な一切の手段を
Inspection に含めることができる。これは、例えば、写真、動画及びスクリーンショット
の撮影でも、又は機械の稼働又は詳しい検査でもよい。
しかしながら、Inspection は、命令に明記された物品に限定される。特許法第 140c 条
では、被疑侵害者の施設を捜索する権利を与えていない。こうした理由から、前述のよう
に、申立書を注意深く、慎重に、かつ正確に記載することが極めて重要である。
〔協力義務〕
裁判所の命令において協力義務を具体的に定義し、その範囲は各事例に応じて決定する。
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通常は、協力義務のうちには、関連した装置／機械について持ち去ったり改造したりする
ことを禁止したり、専門家が使用中の機械について検査し、写真を撮り、分解し、試験し、
サンプルを採ることを認めたりすることが含まれる。
黙認命令がある場合を除き、侵害者には一切義務がない。しかしながら、民事訴訟法第
883 条第 2 項によれば、特許権者は、上述のように、特許法第 140c 条に基づいた Inspection
を強行している間に物品が見つからなかった場合、被疑侵害者がその物品を所持せず、ど
こにあるかも知らない旨の宣誓供述書を被疑侵害者に要求できる。
⑪

Inspection により得られる情報〈質問票

（a）

法律事務所

問 11〉

特許法第 140c 条

特許権者又は同人の専門家は、実施例の写真及び映像を撮影することができる。
Inspection の終了後、技術に関する専門家は、
Inspection の結果について報告するため、
それが適切な場合には写真やビデオ録画も含めた報告書／意見書を裁判所に提出する。な
お、民事訴訟法第 402 条以下に従って証拠として利用できる専門家の意見書は、裁判所に
より任命されていない専門家からは取得することができない。
また、当該専門家は、実施例を Inspection し、証人として証言することができる。
さらに、被申立人（侵害者）は、技術に関する専門家に対する尋問を求めることができ
る。
（b）

民事訴訟法第 485 条第 1 項又は第 2 項

独立証拠調べにより、通常は、民事訴訟法第 402 条以下の意味における裁判所が任命し
た鑑定人の鑑定書が作成される。
⑫

Inspection により得られた情報の利用〈質問票

法律事務所

問 12〉

あらゆる民事訴訟における通常の処理同様、
ドイツ民事訴訟法第 355 条から第 484 条（証
拠の収集に関する一般規制である）に従う。
Inspection の結果は、原告が特許侵害訴訟において侵害の主張を裏付けるために提出す
ることができる。しかし、証拠の価値は異なり、裁判所が任命した専門家の意見は、当事
者（又は当事者が選任した専門家）
が収集した証拠よりも強力な証拠とされることがある。
写真及び映像は、目視検査を通じて、証拠とみなされる（民事訴訟法第 371 条以下）。
証言は、審問を通じて証拠とみなされる（民事訴訟法第 373 条以下）。
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専門家の意見書は、口頭審理において提供されるか（民事訴訟法第 402 条以下参照）
、又
は文書により提出された後に、口頭審理において説明される（民事訴訟法第 411 条）。
⑬

Inspection における秘密情報の取り扱い〈質問票

法律事務所

問 13〉

〔手続〕
証拠保全措置と併合された Inspection の場合、秘密情報の保護は、以下のステップによ
り確保される。
まず、Inspection によって得られた情報は、被申立人及び申立人の弁護士（秘密保持義
務が課されている）に対してのみ開示される。この時点では、申立人には開示されない。
次に、被申立人は、個別の秘密保持の懸念について異議を申立てることができる。申し
立てがあった場合、裁判所はそれを検討する。被疑侵害者は、秘密保持の問題が絡んでい
ることを納得のいくように主張し、証明しなければならない。証明できない場合、専門家
の意見書の開示及び守秘義務の取消しがなされる。証明できた場合、関連する内容が歪曲
されないときは、専門家の意見書を黒く塗りつぶしたものが開示される。裁判所は、特許
権者にとっての開示の利益と、被疑侵害者にとっての秘密保持の利益を考量しなければな
らない。この考量の結果は、主に特許権の侵害の存在の有無に応じて決まる。報告書から
特許権侵害が証明される場合には、特許権者にとっての開示の利益が優先される。特許権
侵害が証明されない場合には、秘密保持の利益が優先される。裁判所は、報告書の一部だ
けを公表することや、秘密部分を選択して削除することを決定することもある。
民事訴訟法第 567 条第 1 項第 2 号に基づき、両当事者は、裁判所の判決に対して上訴す
ることができる。
〔罰則〕
秘密情報の開示は、
（弁護士に関する）刑法第 203 条第 1 項第 3 号に基づき、また裁判所
が秘密保持命令を出した後は、刑法第 353d 条第 2 号に基づき犯罪である。最高刑は、1 年
の自由刑だが、罰金刑に処すこともできる。
⑭

Inspection により得られた情報の他国での利用〈質問票

法律事務所

問 14〉

ドイツの法律自体は、他の国で得られた証拠の使用を禁じていない。しかしながら、秘
密保持命令を守らなければならない場合には、当然ながら、その証拠はドイツ及びその他
のどこの国においても使用することができない。
当該証拠が他国で使用できるかどうかというのは、その国の法律次第である。
例えば、合衆国法典第 28 巻第 1782 号（相互の司法共助）によれば、ドイツの裁判所は、
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米国の Discovery において収集された証拠につき、特別の理由がない限り、それを考慮す
ることを拒否することはできない。
さらに、民事又は商事事件における証拠調べの領域での構成国の裁判所間の協力に関す
る 2001 年５月 28 日の理事会の（EG）Nr.1206/2001 規則は、EU の他の加盟国（デンマーク
を除く）における証拠収集の容易化を目指している。同規則は、民事訴訟及び商事訴訟に
おいて、加盟国の裁判所が以下を行うときに適用される。
・ 管轄権を有する他の加盟国の裁判所に対して、証拠の取得を求める場合。
・ 当該裁判所自らが、他の加盟国において証拠を収集することの許可を求める場合。
当該要求は、すでに提起された又は提起が検討されている訴訟手続において使用するた
めの証拠を取得する目的でなされるべきである。
⑮

Inspection の濫用防止のための措置〈質問票

法律事務所

問 15〉

Inspection は、権利侵害の立証のために Inspection が必要であるということを申立人
が証明していることを要件とする。公開されている情報に基づいて権利侵害を審理できる
ときは、Inspection は認められない。（特許法第 140c 条第 1 項）
濫用的な（均衡を失した）Inspection は認められない。（特許法第 140c 条第 2 項）
Inspection によって特許侵害はなされていないことが判明した場合には、被告は
Inspection を受忍すべき旨の命令に不服を申し立てることができ、さらに、損害賠償請求
をすることができる。（特許法第 140c 条第 5 項）
証拠保全措置と併合される場合、裁判所は、被申立人からの申出により、申立人に一定
期間内に本案訴訟を提起すべきことを命じることができる。当該期間内に提訴がされない
場合、被申立人は申立人に対し、費用の償還請求を行うことができる。
（民事訴訟法第 494a
条第 2 項）
⑯

Inspection を他国（米英仏）の証拠収集制度と比較した場合の特徴〈質問票
務所

法律事

問 16〉

ドイツの証拠収集制度は、特許権者の証拠収集の利益と、被疑侵害者の秘密保持の利益
とのバランスが特にうまく取られた妥協案を示すものである。
エンフォースメント指令の核心（第 7 条）は、購入の証拠記録の保全を規制する点にあ
る。これは、基本的には、特許権者に対し、特許権侵害訴訟の準備を大いに容易にする制
度であるフランスの‟saisie-contrefaçon”(Seizure)にあわせたものである。
米国の Discovery は、ドイツの Inspection とはほとんど比較対象にならない。米国の特
許訴訟で公判前に行われる Discovery は、時間と金銭を費やす制度として悪名高い。さら
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に、Discovery の範囲は、他国の制度と比べて非常に広範である。基本的に、FRCP は、原
告の主張又は被告の抗弁に関係していると思われる、秘匿特権の対象外であるいかなる事
物についても Discovery を許容するものである。したがって、双方当事者は、主張との関
係性が薄いと思われる文書や情報についても取得できることになる。これに対し、ドイツ
の Inspection は、それ自体は（機械のような）紛争の対象物に対して一瞥することに限定
されるものではないが、その範囲は、裁判所があらかじめ表明した現実の質問によって制
限されている。例えば、裁判所が、特許権者からの申立てを承けて、争われている特許の
独立クレームについてのみ命令の中で言及している場合には、裁判所が選任した専門家は、
Inspection において、従属クレームを含めてはならない。
⑰

Inspection の改善に向けた議論の状況〈質問票

法律事務所

問 17〉

現行のシステムはうまく機能していると広く認識されている。
この確立した制度を疑問視したり、これに対して異議が唱えられたりする傾向はない。
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（ⅱ）
①

利用実態

ドイツにおける特許権侵害の解決方法〈質問票

法律事務所

問 1〉

訴訟（判決による終結）：60～90％
訴訟（和解による終結）：10～35％
調停（ADR 等）：0～1％
その他：5％
②

Inspection に要する費用・期間〈質問票

法律事務所

問 32〉

〔費用〕
50,000 ユーロ～250,000 ユーロ
Inspection の申立てを準備するために、5,000 ユーロ～30,000 ユーロ。
裁判所が任命する専門家の費用に、5,000 ユーロ～10,000 ユーロ。
〔期間〕
6 か月から 12 か月
Inspection の申立てを準備するためには、特許侵害訴訟の準備をするのにかかるのと同
じくらいの時間が必要になる。事案の複雑さにより、数日間から数週間かかることがある。
Inspection を決定して執行されるまでには数日間かかる。
専門家の意見が利用できるようになるには数週間から数か月間かかる。
費用のリスクは、大部分、特許権侵害の本案審理の経済規模による。法定の裁判費用と
弁護士費用の計算においても、本案審理の経済規模ということは問題になる。例えば、ド
イツの特許権侵害訴訟において争われる額は、通常 500,000 ユーロから 5,000,000 ユーロ
の間で見積もられる（例外的な場面においては、30,000,000 ユーロに至ることもある）。
Inspection 手続は、それよりもはるかに高額な費用がかかる特許権侵害訴訟を回避するた
めに役立ち得る。Inspection 手続を実施するために必要な期間は事案によって異なり、と
りわけ、業務遂行能力のある技術に関する専門家を利用できるかどうか、裁判所の仕事量、
Inspection の対象の複雑性その他の要素による。
③

Inspection の利用状況〈質問票

法律事務所

問 20、ヒアリング

裁判官

問 3-1〉

5～10％
・ Inspection の申立てが却下された場合には、通常はそれが決して公表されない。
〈法
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律事務所 1/3 者〉
・ 昨年は 62 件の特許訴訟があったが、その中で Inspection が利用されたのは 1 件のみ
で、問題は起きていない。〈裁判官 1/1 者〉
・ Inspection は、決定は簡単にでるが、利用や営業秘密の保護が複雑なので、本当に
必要な場合にしかやらないだろう。〈裁判官 1/1 者〉
④

Inspection があまり利用されていない理由〈質問票
企業

問 12&13-4、ヒアリング

法律事務所

法律事務所

問 5、ヒアリング

問 20-2,20-3,34&35-2,34&35-3〉

・ 通常、市販されている侵害製品を購入して調査することにより、侵害活動は立証でき
る。〈企業 1/3 者、法律事務所 2/3 者〉
・ 例外的に、製造方法に関する特許侵害では、現場に行って証拠収集するのが有益なの
で、Inspection が利用されることがある。とはいえ、製造方法に関する特許侵害に
限っても、あまり使われていない。
〈企業 1/3 者〉
・ 判事が技術を理解している点や、真実を伝える義務が、良い方向に作用している可能
性がある。〈企業 1/3 者〉
⑤

Inspection における秘密情報保護の現状に関する意見〈質問票
ヒアリング

裁判官

法律事務所

問 31、

問 2-1,2-2,2-3,3-1〉

・ この制度は確立されており、精巧なものである。特許権者（申立人）と被疑侵害者（被
申立人）の両者の利益の中間とすればよいバランスとなる。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 原則的には、侵害者に対し、営業秘密をわからなくするために、専門家の意見書を塗
りつぶすことを認めるのが望ましい。しかしながら、裁判所の選任した専門家の意見
が提出された後にならないと、機密保持のための十分な必要性があるかどうかの判断
はできないという問題はある。〈法律事務所 1/3 者〉
・ Inspection により得られた情報は、原告は裁判所の許可なしに情報を入手すること
はできない。許可は裁判の結果次第で、侵害が認められれば基本的に情報は入手可能
となる。〈裁判官 1/1 者〉
・ 当事者は、裁判所が最終判断を下すまで、情報を入手することはできない。これは問
題で、情報を入手できずにどのように反論するのかという意見もあるかもしれない。
裁判所で 1 年半前に会議があった。これは特許権者が不満を持って会議を持ちかけた
もの。その後の進展はない。〈裁判官 1/1 者〉
・ 現状で問題ないため、近い将来に法改正等はなさそう。なぜならば、裁判所にどれだ
けの情報を出すかは当事者が決めることができるから。ほとんどの場合、営業秘密を
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出さなくても訴訟を進めることは可能。〈裁判官 1/1 者〉
⑥

Inspection の濫用防止の現状に関する意見〈ヒアリング
15-2,15-3,15-4、ヒアリング

裁判官

法律事務所

問

問 3-1〉

・ 制度としては妥当。〈企業 1/3 者〉
・ 実際に濫用防止の措置がなされることは珍しい。〈企業 1/3 者〉
・ そもそも、Inspection は、裁判所が納得しなければ命令が出されることはなく、そ
うでなければ自分で製品を買ってきて調べなさいと言われる。裁判所は、原告の主張
に不明点があったり、証拠が揃っていなかったりすると、命令を出さない。
〈企業 1/3
者〉
・ また、Inspection で充分な証拠が収集できれば、濫用ではない。あまり証拠が収集
できなかった場合、裁判所は情報を開示しない。そこで濫用を防ぐことができる。
〈企
業 1/3 者〉
・ そもそも、Inspection はあまり利用されていないため、その濫用もない。〈裁判官
1/1 者〉
⑦

Inspection により得られた情報を他国で利用した経験〈質問票

企業

問 11〉

あり（米国、スペイン）〈企業 1/3 者〉
なし〈企業 2/3 者〉
⑧

Inspection の良い点・悪い点〈質問票

企業

問 5,12,13、質問票

法律事務所

問

23,34,35〉
〔良い点〕
・ 一般に、ドイツの証拠収集制度は非常にうまく機能している。〈企業 2/3 者法律事務
所 1/3 者〉
・ 侵害のおそれの判断基準が低く、容易に認められる。〈企業 2/3 者、法律事務所 1/3
者〉
・ 申立てを行ってから Inspection が認められるまで早い。
〈法律事務所 2/3 者〉
・ Inspection 自体は命令が出されてから即時に実施することができる。〈法律事務所
1/3 者〉
・ 被疑侵害者が、その施設に対するアクセスを拒む場合には、執行官の支援を受けられ
るし、必要であれば警察の支援も受けられる。〈法律事務所 1/3 者〉
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・ 費用が安い。
〈法律事務所 1/3 者〉
・ 申立人には、裁判所により任命される専門家の候補を提案する権利がある。〈法律事
務所 1/3 者〉
・ 被申立人に対して不意打ち効果がある。原則的に、命令が出される前に、被疑侵害者
からの聴取手続はない。これはすなわち、証拠の改竄や破壊ができないということを
意味する。〈法律事務所 2/3 者〉
・ 適格な専門家報告書が作成される。
〈法律事務所 1/3 者〉
〔悪い点〕
・ 被疑侵害者が、提出された専門家の意見に対して不服を申立てた場合、意見提出手続
は通常、専門家意見の提出を申請した日から 3 か月から 6 か月を要する。〈法律事務
所 1/3 者〉
・ Inspection 手続に関する費用について規定した条文は複雑である。原則的には、
Inspection に基づいて特許権侵害が確証された場合、被疑侵害者は、Inspection 手
続の費用を負担する。しかし、Inspection によって特許権侵害が証明されなかった
場合、当該費用は特許権者が負担する。特許権者はまた、例えば製造の停止によって
生じた経済的損失の補償など、Inspection によって被申立人に対して生じた損失に
ついて償還する義務も負う。〈法律事務所 1/3 者〉
・ ドイツ民事訴訟法第 485 条以下によってなされる Inspection の命令に対しては、異
議を唱えることができない。侵害者は、聴取がなされていないという不服を申立てる
こともできない。〈法律事務所 1/3 者〉
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（２）

損害賠償額認定

（ⅰ）

制度

①

損害賠償の法的根拠〈質問票

法律事務所

問 36〉

特許法第 139 条第 2 項は、特許権侵害行為から生じた損害の賠償を請求する特許権者の
権利を定めている。損害賠償の請求は、
（仮処分によってではなく）本案訴訟においてのみ
することができる。民事訴訟法の一般規定が手続の根拠となる。
②

損害賠償の趣旨・背景〈質問票

法律事務所

問 37〉

特許法第 139 条第 2 項の趣旨は、特許侵害によって被った損害について、特許権者に補
償を与えることである。本条は、故意又は過失によって生じた損害について補償を与える
という考えに基づくものである（民法第 249 条）。
ドイツ民法における損害賠償の主な趣旨は、損害事故が起こらなかった場合と同じ立場
に原告を置くこと（対物的原状回復の原則）である。損害事故としての特許権侵害は元へ
戻すことができないので、金銭的な補償によって原状回復が取得されなければならない。
したがって、特許権侵害裁判所は、さまざまな算出方法を発展させており、これらがすで
に特許法第 139 条第 2 項第 2 文及び第 3 文に盛り込まれている。この成文化によって、執
行指令第 2004/48/EC 号第 13 条が国内法化されることにもなった。
③

損害賠償額の算定方法〈質問票

法律事務所

問 38〉

原告としては、以下の選択肢から選ぶことができる。
(a)

特許権者の逸失利益(民法第 249 条及び第 252 条)

侵害がなければ特許権者が得られたであろう利益（侵害と逸失利益との間の因果関係に
ついては、高い基準が設定されている）
(b)

侵害者の利益(特許法第 139 条第 2 項第 2 文)

侵害者の売上高から可変費用を控除したものが、その利益である。
侵害者の利益のうち、
特許権の実施による部分を、損害額とする。
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(c)

合理的実施料(特許法第 139 条第 2 項第 3 文)

過去の実施行為については、合理的な当事者であれば締結したと考えられる実施許諾契
約の実施料に相当する額を適用することができる。懲罰的な要素はない。
侵害訴訟において侵害及び侵害者の責任が認められると、民法第 259 条により、侵害者
は特許権者に対して損害賠償額を算定するために必要となる情報（侵害品の販売数量や利
益率等）を提供する義務を負う。
ドイツの侵害訴訟では、まずは侵害者の損害賠償支払義務のみが命じられる。
次に、民法第 259 条に従って財務報告が行われる。その次に、個別の手続に基づき、損害
賠償額の判断が命じられるが、これは非常に手間がかかる可能性がある。裁判所は、損害
額の決定に関する指針を提供する専門家を任命することができる。しかしながら、損害賠
償額については、財務報告が行われる前後に、当事者間で和解することが多い。
ドイツの侵害訴訟では、通常、第一段階では損害賠償責任の確認しか請求されず、損害
賠償額の判断は請求されない。損害賠償額については、侵害訴訟の判決後に当事者間で和
解することが多く、別訴が起こされることは極めて少ない。したがって、損害賠償の概念
が判断されることは非常に稀であるので（全訴訟の 5%未満）、侵害訴訟における損害賠償
のあらゆる側面で、判例法は限られている。
④

訴訟費用の敗訴者負担〈質問票

法律事務所

問 39〉

勝訴者は、敗訴者に対し、費用の償還を請求できる。費用の償還の命令は必ず出され、
侵害に関する判断の必須部分である（民事訴訟法第 91 条以下）。償還される費用の額は、
通常は、勝訴者が支払った訴訟費用の全額と、勝訴者が支払った弁護士費用（訴額による）
の一部である。裁判手数料の金額は、裁判所費用法（GKG）により決定され、賠償され得る
代理人弁護士費用の金額は、弁護士報酬法（RVG）により決定される。いずれの金額も、訴
額に応じて決定される。特許侵害訴訟における弁護士費用（弁理士費用を含む）の償還額
は、特許侵害訴訟においても特許無効訴訟においても、1,000,000 ユーロまでの範囲であ
る。
⑤

懲罰的賠償〈質問票

法律事務所

問 40〉

特許法を含むドイツ民法は、懲罰的賠償を規定していない。
この理由としては、前述の対物的原状回復の原則が挙げられる。損害賠償請求の主な趣
旨は、損害事故が起こらなかった場合と同じ立場に原告を置くことである。とはいえ、侵
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害者の利益に基づいた算出も制裁となり、したがって特許権侵害の抑止となっている。た
だし、これはむしろ副次的な影響である。
さらに考慮されなければならないのは、典型的なライセンス料に基づいて算出が行われ
る場合には、特許の教示を使用し始める前に実施許諾契約を求める使用者よりも侵害者が
良い立場に置かれないようにすることである。実際、
（特許権者からは）侵害者は、通常の
ライセンス料額に加えて追加の「侵害者ライセンス料」と課徴金を支払うべきだとする主
張がある。このため、デュッセルドルフ高等裁判所は、この主張が、執行指令（特に第 13
条）に従ったものとなるのかどうかという問題を CJEU（欧州司法裁判所）に提出した（2014
年 10 月 16 日付判決、ref. I-15 U 21/14 を参照）。
対照的に、刑法の主な趣旨は処罰し、それによって抑止することである。このような役
割が割り当てられていることが、懲罰的賠償が認められていないもう一つの理由となって
いる。
⑥

米国の損害賠償制度を他国（米英仏）の損害賠償制度と比較した場合の特徴〈質問票
法律事務所

問 41〉

ドイツの損害賠償制度の良い点の一つは、当事者全ての利益のバランスが考慮されるこ
とである。ドイツの制度は、さらに他の諸国（欧州を含む）とは対照的に、非常に効率的
な手続となっていると考える。
また、懲罰的な要素を含まず、合理的実施料が、計算の基礎としてよく利用される。
ドイツと比べて、米国のように、侵害訴訟の主な目的が、被疑侵害者から可能な限り迅
速に損害を取り戻すことにある一方で、差止が重視されていないように思われる国がある。
もっとも、ドイツでは、特許権侵害製品を販売することで侵害者が特許権者に対して与え
得た損害について補償を得るよりも、通常は差止を認められることの方が重要である。
さらに、それぞれの損害の算定について、どの方法で行われることを希望するかの決定
を特許権者に委ねることを認めるためには、裁判所は、まずは、いずれの損害の算定方法
を用いるにしても関連する可能性の高いありとあらゆる数値について、侵害者に開示する
よう命令する。特に、それぞれの侵害者は、製品の製造量及び／又は販売量、輸入量若し
くは輸出量、それぞれの価格、利益、直接経費（原料費、人件費又は購入した部品の費用
等）及び宣伝広告の量及び手段の詳細を開示し、かつ、開示規定の範囲内の証拠の関連書
類を（全て）提出しなければならない。
この情報の確認後、特許権者は、特許権侵害者及び自身の請求可能な損害賠償額に関連
して、いずれの損害賠償の算定方法が最も有益となるかを決定することができる。多くの
場合、この段階において侵害者が支払うべき損害賠償額に関して、当事者間で和解するこ
とができる。和解に至ることができない場合、認められる損害賠償額は、独立した第二の
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訴訟手続（査定手続）において裁判所により決定されることになる。
⑦

損害賠償制度の改善に向けた議論の状況〈質問票
法律事務所

法律事務所

問 42、ヒアリング

問 56&57-2〉

損害賠償を実施料に基づき算出する場合の、通常の実施料に「侵害者実施料」を加算す
べきかどうかの問題については、CJEU に付託して、結果を待っているところである。
昨年、侵害者利益を計算する上で、新たな判断材料が判決で示された。いくつかの判決
から新たな基準が生まれたというイメージ。具体的には、技術的観点だけでなく、商標的
価値も勘案した上で額を算定するというもの。
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（ⅱ）
①

利用実態

差止と損害賠償の請求状況〈質問票

法律事務所

問 48〉

差止＋損害賠償：80～100％
差止（損害賠償は請求なし）：0～5％
損害賠償（差止は請求なし）：0～15％
②

損害賠償額の認定が別訴となっている点に関する意見〈質問票
法律事務所

問 50、ヒアリング

裁判官

企業

問 14、質問票

問 1-1,5-3,6-1〉

・ 望ましい制度。この制度により、侵害手続が簡素化され、審理期間が短くなっている。
一般的に上手く機能している。〈企業 2/3 者、法律事務所 2/3 者、裁判官 1/1 者〉
・ 損害額の認定に移る前に両当事者が和解を成立させることが可能になっている。
〈企
業 1/3 者〉
・ 侵害の裁判所は、一般的に迅速に判決を出す。このため、パテントフレンドリーなア
プローチとも言われる。もちろん、良い面もあれば、悪い面もある。特に、侵害が認
められた後でその特許が無効になってしまう場合には、不公平だという意見もある。
〈裁判官 1/1 者〉
・ 通常、被告は売り上げ情報等を出したがらないため、ほとんどの場合は当事者同士で
和解され、裁判所が損害賠償額を算定することは少ない。侵害訴訟の間に、和解を促
す意味で裁判所が損害賠償額を算定することもある。〈裁判官 1/1 者〉
・ 原告はまず侵害の結論を得たく、損害賠償額は始めると長くかかるため、侵害有無の
訴訟のみ起こす。原告の主な目的は、侵害を差し止めることであり、損害賠償はそれ
ほど重要ではない。〈裁判官 1/1 者〉
③

原告が主張する損害賠償額の算定方法〈質問票
判官

法律事務所

問 5-1,5-4,6-1〉

逸失利益：5～20％
合理的実施料：70％
侵害者利益：10～25％
その他：0％
・ どれか１つだけを選ぶ。加算はなし。〈裁判官 1/1 者〉
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問 43、ヒアリング

裁

・ ドイツでは、原告は算定方法を途中で何度も変えることが可能。少ないと思ったら、
他の算定方法に変えられる。〈裁判官 1/1 者〉
・ 逸失利益は、非常に複雑でドイツではほぼ利用不可能。侵害者利益は、難しいが証拠
は集められる。合理的実施料は、証拠は容易に集められる。〈裁判官 1/1 者〉
④

損害賠償額の現状に関する意見〈ヒアリング
事務所

問 42-3、ヒアリング

裁判官

企業

問 18&19-4、ヒアリング

法律

問 5-1,7-1,7-2〉

・ ライセンス料に基づく算定では、少し足りないため、上げるべき。とはいえ、米国の
懲罰的賠償では大き過ぎる。〈企業 1/3 者、法律事務所 1/3 者〉
・ 通常のライセンス料に基づいて計算することが多いため、それほど高くはならない。
〈裁判官 1/1 者〉
・ 通常のライセンスでは、事前に合意して契約するはず。それをしないで勝手に侵害し
た者に対しては、通常のライセンス料相当では低い。それらの中間点がよい。〈企業
1/3 者〉
・ マイヤベック判事は、セミナー等において、もう少し高いランセンス量として例えば
通常の 2 倍の損害賠償額を提言している。これは判決ではないが、侵害したという事
実を勘案すると、妥当なのではないかと思う。
〈法律事務所 1/3 者〉
・ 10～12 年前、最高裁は侵害者利益で利益を得るためのコストを差し引かなかった。
それ以前は、人件費や賃料等のコストを考慮すると実際の利益は小さいとういことで、
損害賠償額も小さかった。損害賠償額からコストを排除できないという最高裁判決は、
損害賠償額が高くなるため、権利者的にはよい。最高裁の判決でコストを引いてはな
らないと出た後には、損害賠償額が徐々に高くなり、通常レベルになってきている。
〈裁判官 1/1 者〉
⑤

訴訟費用の敗訴者負担の認定状況〈質問票

法律事務所

問 52〉

弁護士費用全額：50％未満
弁護費用中合理的な額：50％以上（25,000～80,000 ユーロ）
その他：0％
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⑥

訴訟費用の敗訴者負担に関する意見〈質問票

企業

53、ヒアリング

法律事務所

グ

裁判官

企業

問 16-2、ヒアリング

問 16、質問票

法律事務所

問

問 53-3,53-4、ヒアリン

問 10-1〉

・ よい制度。現状、敗訴者から十分な額の費用を回収できている。制度としてはうまく
機能している。〈企業 1/3 者、裁判官 1/1 者〉
・ 迷惑な訴訟の抑止力となりうる。訴訟費用の敗訴者負担がなくなると、トロールの活
動を助長することになる。〈企業 2/3 者〉
・ 特に、特許法の分野においては、とりわけ訴額が低めの場合に、実際に支払った弁護
士費用が、賠償され得る金額よりもはるかに高いことを問題だと見ることができる。
つまり、勝訴者であっても、自身の弁護士費用の大半を自己負担しなければならない
ということである。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 現行の制度は、合理的な程度の償還を認めること（意味に乏しい訴訟を防ぐ）と、他
の国の裁判（英国）と比べて訴訟費用を合理的な金額に収めることを、うまくバラン
ス取っているように思われる。〈法律事務所 1/3 者〉
・ ドイツでは、弁護士費用は弁護士のタイムチャージで算定するのではなく、全額は回
収できない。
〈法律事務所 1/3 者〉
・ 変わらないと思う。しかし、上がるべきだと思っている。より回収できたほうがいい。
被告にとってペナルティにもなり得る。大手企業にとっては、訴訟費用はあまり痛手
ではない。一方、中小企業にとっては、仮に勝訴したとしても訴訟費用が回収できな
ければ厳しい。そのため、訴訟費用の敗訴者負担の額を実費の満額に近づけることに
は意味がある。〈法律事務所 1/3 者〉
⑦

懲罰的賠償制度に関する意見〈質問票

企業

アリング

法律事務所

判官

企業

問 17-3、ヒアリング

問 17、質問票

法律事務所

問 54、ヒ

問 54-2,54-3、ヒアリング

裁

問 9-1〉

・ 反対。懲罰的損害賠償は不当な処罰だと考える。〈企業 2/3 者〉
・ 侵害のほとんどは、被告の過失行動（製品を販売するまでは十分に自由実施できない
等）が原因で起こる。特許権侵害が故意に行われることは滅多にない。よって、標準
的な侵害事件であれば、懲罰的損害は行き過ぎだと思われる。〈法律事務所 2/3 者〉
・ ドイツには開示手続がないため、侵害者が故意に侵害行為をしたことを立証するのは
困難であろう。〈企業 1/3 者〉
・ 懲罰的賠償は、あってもいいと思う。どの程度の額にするかは問題。原告にライセン
スする意向があったか否かによって大きく変わってくる。
〈企業 1/3 者〉
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・ 2 倍はあり得るかもしれないが、3 倍まで行くと高過ぎだと思う。〈法律事務所 1/3
者〉
・ 不正コピー（意図的で計画的な模倣）の場合は、懲罰的損害賠償も正当化され得るし、
侵害を企む者を抑止する効果があるだろう。〈法律事務所 1/3 者〉
・ ドイツでは、一週間だけ商品を売るショートビジネスを行う企業が存在する。もし懲
罰的賠償がなければ、その様な企業にリスクがない。売るだけ売って、あとは侵害が
認められたとしてもライセンスフィーに相当する額だけ払えばいいということにな
る。〈企業 1/3 者〉
・ 懲罰的賠償を導入するなら、訴訟費用の敗訴者負担も同時に導入すべき。〈企業 1/3
者〉
・ ライセンス料を基に課徴金とするならよい。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 状況によってはありかもしれない。例えば、原告が中小企業で被告が大企業の場合、
大企業が払う損害賠償額は充分ではないかもしれない。中小はあまり大企業相手に訴
訟を起こさず、大企業が傲慢になり得る。そのような場合にのみ、ありだと思う。逆
に、そのような場合以外には、懲罰的賠償は適切ではない。〈裁判官 1/1 者〉
⑧

ドイツの損害賠償制度の良い点・悪い点〈質問票
務所

企業

問 18,19、質問票

法律事

問 56,57〉

〔良い点〕
・ ドイツの損害賠償制度は、うまくバランスが取れていて、精巧な作りとなっており、
非常にうまく機能している。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 侵害と損害賠償額を別々に争う点。
〈企業 1/3 者〉
・ 敗訴者が全てのコストを支払う払う点。〈企業 1/3 者〉
・ ドイツの特許訴訟手続では、差止に重点が置かれるので、損害賠償は米国の訴訟手続
のように大きな脅威とはならない。
〈法律事務所 1/3 者〉
・ 損害賠償額が実施料の対価に基づいて計算される場合、裁判所が決定する実施料が通
常の実施料よりも若干高額になること。なぜなら、実施許諾とは異なり侵害者は契約
上の義務がなく、無効な特許に対する実施料を支払うリスクがないため。〈企業 1/3
者〉
〔悪い点〕
・ 執行できる判決が出されるまでに長時間がかかる。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 利益に関する情報を請求するための効果的な方法がない。
〈法律事務所 1/3 者〉
・ 合理的実施料と侵害者の利益に関しては、比較的低い金額の損害賠償しか認められな
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い。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 利益の損失を証明することは困難である。なぜなら特許権者は利益の損失と侵害の因
果関係を証明しなければならず、それは多くの場合非常に困難なためである。さらに、
利益の計算方法も開示しなければならない。〈企業 1/3 者〉
・ 侵害者の利益に基づく損害賠償額の計算でも、特許権者によって因果関係が証明され
なければならない。侵害者の利益が他の要因によって発生している限り、裁判所はこ
れを侵害者側に有利なものとして考慮しなければならない。〈企業 1/3 者〉
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４．

フランス

（１）

証拠収集

（ⅰ）

制度

①

Seizure の法的根拠〈質問票

法律事務所

問 2〉

フランス知的財産法 L615-5 及び R615-1 から R615-5。
②

Seizure の趣旨・背景〈質問票

法律事務所

問 5〉

〔趣旨〕
Seizure は一方的手続であり、特許などの知的財産権の所有者が、裁判所の命令により
付与された権限に従って、権限ある執行官に対し、侵害であるとされる行為の性質及び範
囲について立証するための証拠を記録又は保全するよう指示する。
〔背景〕
Seizure は、フランス革命の直後である 1791 年に初めてフランスで導入された。
同様の制度は、ベルギー、イタリア、スペインにも古くから存在しており、その簡易で
かつ強力な証拠保全制度の利点は導入国で広く認められていた。
2004 年、欧州指令 2004/48/EC により、EU でも Seizure が導入された。
③

Seizure の申立人〈質問票

法律事務所

問 7〉

侵害訴訟を提起する資格を有する者であれば、誰でも Seizure を申し立てることができ
る。すなわち、特許権者（特許権の所有者又は特許出願人）及び独占的被許諾者（(1)実施
許諾契約によって禁止されておらず、(2)独占的被許諾者が特許権者／許諾権者に対して侵
害訴訟を提起するよう求めたにもかかわらず、特許権者／許諾権者が提訴しなかった場合
に限る）である。
④

Seizure の担当当局〈質問票

法律事務所

問 7〉

フランスにおいて唯一管轄権を有するのは、パリ一審級裁判所である（L615-17）
。より
正確に言えば、申立書と命令書の案文は、侵害訴訟の提起前に申立てを行う場合には、パ
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リ一審級裁判所の申立担当の裁判官（
「パリ大審裁判所申立担当裁判官」）に対して提出す
る。侵害訴訟の提起後に申立てを行う場合は、パリ一審級裁判所所長に対して提出する。
⑤

Seizure の申立時期〈質問票

法律事務所

問 6〉

訴訟開始前（L615-5）
。この場合、原告／特許権者は、Seizure がなされた日から 31 日
以内に特許権侵害訴訟を提起する必要がある。これをしなかった場合、Seizure は無効と
なり、原告／特許権者は当該 Seizure に基づいて侵害を立証することはできなくなる。
また、訴訟中、追加証拠提示のために行なうことが判例で認められている（判例：破毀
院商事部、1993 年 10 月 26 日）。例えば、追加的な証拠が必要になった場合や、侵害の連
鎖に関与した他の企業が訴訟開始後に見つかった場合が挙げられる。
裁判官は通常、Seizure について、裁判官が認めてから限定された期間内（多くの場合、
最長で 2 か月）に行うよう求める（ただし、フランス知的財産法の条文にはこのような規
定はない）。もっとも、いずれの場合にも、Seizure は事前手続が終了する前に行われなけ
ればならない。
⑥

Seizure の申立方法〈質問票

法律事務所

問 7〉

特許権者又は独占的被許諾者（原告）を代理する弁理士及び／又は特許弁護士は、Seizure
の実行を認めてもらうための申立書を、命令書の案文（これは裁判官の手間を減らすため
である）とともに準備する。弁護士はこれらを、侵害訴訟の提起前であれば、パリ一審級
裁判所の申立担当の裁判官（この裁判官は「パリ大審裁判所申立担当裁判官」という）に
対して提出し、侵害訴訟の提起後であれば、パリ一審級裁判所所長に対して提出する。
申立書においては、Seizure の目的について、すなわち Seizure の実施を認めてもらう
対象について、詳細に記載しなければならない。
記載しなければならない情報としては、以下が挙げられる。
・ 原告（特許権者又は独占的被許諾者）及び被告（又は被告ではない場合には、Seizure
がなされる対象となる人物若しくは企業）の特定
・ 原告が依拠している特許権
フランス知的財産法 R.615-2 第 2 段落は、認められた特許権に基づく Seizure の申立て
を根拠づけるものとして、特許の明細書しか求めていない。裁判官は、当該特許が無効判
決の対象になっていないことや、原告がその主張する権利の実際の保有者であることを第
三者に対して証明するものとして、特許料金の支払証書やフランスの特許登録原簿の最近
の抄本を要求することができる（2008 年 1 月 29 日最高裁判決）。
フランス知的財産法 L615-4 は、特許出願に基づいてなされた侵害訴訟について扱う裁判
- 190 -

所は、当該特許が認められるまでは、手続を中断しなければならないと定めている。
・ 申立ての理由
申立ての疎明又は根拠付けにおいては、通常、原告の特許権に関する説明、並びに、原
告がなぜ問題となっている製品又は方法が当該特許権を侵害していると考えているか、少
なくとも疑っているかという理由についての説明がなされる。特許権者は侵害の存在につ
いて強力な証拠を求められないにせよ、原告は、侵害が存在すると考えるにいたった主要
な原因について、裁判官に提示する必要がある。換言すれば、申立ては、単なる主張や弁
明のみによってなされることはできず、侵害の存在を示す一応の証拠によって裏付けられ
なければならないのである（例えば 2014 年 1 月 28 日パリ控訴院）
。
・ 主張されている侵害に関係した証拠を収集するために、執行官が Seizure を実行又は
記述することのできる文書の種類、執行官が行うことができる事柄（例えば、被告の
コンピュータシステムへのアクセス、被告の会計システムへのアクセス、Seizure が
なされるときに現場にいる者に対して質問をすることができるかどうか、など）
・ Seizure を行う対象となる場所
実務では、侵害行為が確認されると考えられるあらゆる場所に対して Seizure を拡大す
るような申立てがよくなされている（執行官がこれらの他の場所において Seizure を行う
権限があるかどうか、注意する必要がある）。
・ 執行官が Seizure を行うにあたり、他の者（警察官、弁理士、コンピュータの専門家、
写真家、鍵屋など）の補助を受けることができるかどうかの表示。
申立書と命令書の案文は、弁護士によって裁判官に提出される（受付日である月曜日か
ら金曜日であればいつでも提出できる）。すなわち、弁護士が申立書と命令書の案文を午前
中に提出する。裁判官がこれらの書類を読む。裁判官は（午後の初めに）非公開の聴取を
行い、弁護士はそこで裁判官に対し、当該申立書と案文の内容と状況についてより詳細に
説明する。裁判官は弁護士に対して質問を行い、弁護士は裁判官を説得して命令を出させ
るための主張を行うことができる。裁判官は、案文の内容を変更することができる（例え
ば、裁判官が、内容の一部が証拠収集のために必要な範囲を超え出ていると考える場合）。
裁判官は、Seizure を認める命令を出すことができる（通常は同じ日かその翌日）し、拒
むこともできる（例えば、当該特許が効力を有することを示す文書や、原告が特許の現保
有者であることを示す文書などの書類がない場合）
。申立てを認める場合、裁判官は、命令
書に日付を書いて署名を行い、公印を押す。申立書と命令書の写しは、裁判官が保管する。
⑦

Seizure の申立要件〈質問票

法律事務所

問 8〉

申立てが認められるためには、申立書に上記内容が正しく記載されていなければならな
い。
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申立てが認められなかった場合、理論上は、原告は、Seizure の申立てが認められなか
った日から 15 日以内に、控訴院に対して不服申立てをすることができる（民事訴訟法第
496 条）
。しかし、これは実務的には稀である。
原告は、申立てを根拠付ける追加証拠を添付して、日を改めて再び Seizure の申立てを
行うことができる（必ずしも同じ裁判官が担当するわけではないから、このことは、別の
裁判官に対して申立てを行うことになるということを意味する）。いくつかの必要書類が
ない場合には、原告は別の日にそれを揃えて出直すだけでよい。命令書の案文が裁判官の
意向にそぐわない場合、裁判官はそれを変更した上で、修正後の内容の命令を出すことが
できる。
もっとも、申立てが認められないことは稀であるという点には留意すべきである。とは
いえ、裁判官が、Seizure において認められる調査の範囲について、限定や制限を設ける
のは一般的である。
⑧

Seizure の実施者〈質問票

法律事務所

問 9〉

現場では、法的には執行官により実行され、支援者として専門家が同行する。執行官
（Bailiff）とは、裁判所から任命された特殊な資格を有する弁護士である。また同行する
専門家としては、通常は原告側の弁理士がなる（L615-5）
。
執行官は、地方裁判所の権限に服する法務官であり、事実の確認、令状や召喚状の執行
を行う法的権限を有する。特許侵害の Seizure においては、ほぼほとんどの場合、弁理士
（原告の弁理士であってもよい）が執行官の補助をすることが認められている。
もっとも、専門家は単に執行官の補助をしているだけであって、Seizure を実行するの
はあくまで執行官だけであるということは強調しておく（もしも専門家が Seizure の一部
を実行した場合、当該 Seizure は取消されうる）。
加えて、保全物の写真を撮る写真家、保管庫の鍵を聞けるための鍵屋、サーバ内のデー
タを確保する IT 技術者、現場での争いごとに備えるため警官を同行することも多い。
⑨

Seizure の参加者〈質問票

法律事務所

問 10〉

原告もその従業員も、Seizure に立ち会うことはできない。申立てを認めた裁判官が立
会いを認めていた場合であってもである（2008 年 7 月 8 日最高裁）
。
原告の弁護士が Seizure に立ち会うことを禁じる法律の条項はない（命令では、このよ
うな立会いを認めなければならない）。執行官を補助する専門家の 1 名が原告の弁理士であ
っても問題ない（2005 年 3 月 8 日最高裁）。
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⑩

Seizure の実施方法〈質問票

法律事務所

問 10〉

〔場所〕
法は制約について規定していないので、Seizure は、侵害の証拠が発見される可能性が
ある全ての場所において実行することができる。執行官と補助の専門家は、裁判官によっ
て権限を与えられているので、私有地に立ち入ることができる。Seizure は、被疑侵害製
品の保管場所、販売場所、生産場所において実行される。多くの場合、侵害者と主張され
ている者の工場が主な対象となる。Seizure は、製品が保管されている倉庫、製品が販売
されている店舗、被疑侵害者の顧客の店舗、見本市、展示会、公共施設の試験所や研究所
においても実行することができる。被疑侵害者の本社や本部の会計部門や販売部門のよう
な、商取引に関する文書が発見できる場所も、特に重要である。
Seizure は、これらの複数の場所で同時に行うことができる（L615-5。判例：パリ大審
裁判所、1989 年 1 月 16 日；リヨン大審裁判所、1999 年 5 月 31 日）。その場合、それぞれ
の Seizure につき申立てを行って命令を得る必要がある）
。
〔手法〕
執行官は、Seizure を実行する前に、問題となる物を所有している者に対し、申立書と
一方的命令書を提示する必要がある。実行前に提示しなかった場合、Seizure は無効とな
る。
Seizure は、法律の条文と一方的命令書の内容（Seizure に参加する者、Seizure の被告
と場所、被疑侵害行為など）に即して実行されなければならない。
執行官は、命令によって認められている場合、以下の行為を行うことができる。
・ Seizure がなされる場所にいるあらゆる者に対し、被疑侵害行為に関係した質問を行
うこと。ただし、執行官は、Seizure を警察の取調べや捜査の類に転用することは許
されない。執行官は、質問への回答を強制することはできない。
・ Seizure がなされる場所にいる者に対し、被疑侵害製品に関連したあらゆる書類を執
行官に提供するよう求めること。
・ 被疑侵害製品とその技術的特徴、当該製品に関連したあらゆる書類について記述する
こと。執行官は、これを行うにあたり専門家の補助を受けることができる。ただし、
執行官は、発見したもの又は書類の出所を明記し、並びに、執行官が発見したもの又
は書類と、専門家が発見したもの又は書類を、明示しなければならない。
・ 被疑侵害製品の全部又は一部、並びに当該製品に関連したあらゆる書類（カタログ、
請求書、技術報告書など）につき、物理的に Seizure を行うこと。執行官は、Seizure
が行われる、被疑侵害製品について、購入を提案しなければならない（ただし、命令
によって、購入の提案をしなくてもよいと認められている場合は除く）。Seizure が
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行われた、被疑侵害製品については、密封され、執行官又は原告によって保管される。
通常は、被疑侵害製品は、少なくとも 1 個から 3 個について Seizure がなされ、うち 1
個は（弁理士の補助により）開けられ又は分解され、執行官がその特徴について説明記述
を行う。
執行官は、Seizure の最中に報告書を書き上げる。被告には、当該報告書の写しを渡さ
なければならない。しかしながら、報告書の写しは、必ずしも調査の直後に交付しなくて
もよく、Seizure がなされてから合理的な期間内に交付することができる。
⑪

Seizure により得られる情報〈質問票

法律事務所

問 11〉

侵害に関する如何なるものも保全対象となる。
記述による Seizure（被疑侵害物について記述するだけである。この種の Seizure は、
「現
物サンプルの取得」によっても確証されるが、これは厳密な意味での物理的な Seizure で
はない）と、物理的な Seizure とが可能である。
執行官は、命令書に記載された品目についてのみ、物理的な Seizure を行うことができ
る。ただし、被告が自発的に品目を執行官に交付した場合はこの限りでない。この場合、
執行官は Seizure の報告書を品目に添付することができる。
・ 書類
物又は方法の内部技術文書を指定して保全することが可能である。
また、技術文書のみならず、商業的な文書、例えばカタログ、広告、または経理書類、
発送書類、売上伝票なども保全できる。これにより、実施行為の証拠とし、また、製造数、
販売価格、販売数等を損害賠償算出の根拠とすることができる。
実際、原告は、執行官が出所、配達先、侵害の程度や範囲について証明するための全て
の書類（電子メールのような電子的形態の書類も含む）を取得することを認めるような申
立を行うものである。
・ 製品
侵害していると思われる製品の現物を保全できる。ここで、実務的には製品サンプルを
実費で購入する。後に補償請求や損害賠償補償を防ぐ狙いもある。執行官は、Seizure の
対象となる、被疑侵害製品について、購入を提案しなければならない。
製造装置・機械自身を保全することも法的に可能である。しかし、購入に巨額の実費を
要することから、次に述べる調書により対処する場合が多い。
・ 調書
現場にて、執行官が見た侵害製品を詳細な記述、いわば調書にすることができる。また
方法の発明では、執行官の目前で製造機械や調合方法を試験的に実施することにより、発
明の方法を再現し、調書を作成することができる。
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調書は製品・方法と特許とを容易に関連付けるものでなくてはならない。具体的には、
現場で調書を作成する際、相手方の製品や製造方法が請求項の技術的特徴毎に対応するよ
う記述する。また、調書は損害を明確にしなければならない。裁判所が損害賠償算出に関
し、専門家に尋ねることもある。
・ 被疑侵害者の顧客や、被告による供述
上記事項は、報告書の中に記載される。
⑫

Seizure により得られた情報の利用〈質問票

法律事務所

問 12〉

Seizure に関する執行官の報告書は、押収された製品や書類とともに、通常は、侵害に
ついて立証するための主要な証拠となる。侵害訴訟を裏付ける証拠物・証拠の一つとして
裁判所に提出されることになる。執行官の報告書の一部は、侵害の存在について証明する
目的で、原告／特許権者が裁判所に提出する提出物に転載して使用することができる。差
押手続そのものはある行為が現実に起こったものであることを証明するためのものであり、
侵害の性質を証明するためのものではないことに注意すべきである（パリ大審裁判所、
1986
年 6 月 5 日）
。
被告は、執行官の報告書の法的効力と内容について、裁判所で争うことができる。
押収された製品と他の書類は、審理において裁判官に対して提出・提示され、裁判官は
判決を下すまでこれらを保管する。
Seizure で得られた証拠の利用については、根拠法は、知的財産法第 L615-5 条であり、
民事訴訟規則に定められている一般法と併用される。
⑬

Seizure における秘密情報の取り扱い〈質問票

法律事務所

問 13〉

たとえ証拠が秘密情報を含んでいても、Seizure（証拠保全）は行われうる。
秘密性又は営業秘密は、侵害訴訟に対する障害にはなりえず、また関係する書類や情報
が侵害と主張されている行為に直接関係していて侵害の存在又はその範囲の立証にとって
有用である場合、特許権者が侵害行為がなされたことを示す証拠を集めることを妨げるこ
とはできないと考えられている。
したがって、被告は、Seizure がなされる間に秘密情報を保護するための一定の予防策
をとるよう求めることができ、とりわけ、執行官が差し押えられた関係書類を封筒に入れ
密封し、被告には引き渡さないようにすることを求めることができる。Seizure の最中に
被告がこれを求めなかったとしても、後の段階において、パリ大審裁判所（第一審）所長
に対し、差し押えられた書類の一部について秘密とみなし、執行官がそれを封筒に入れ密
封し、被告に引き渡さないようにするよう求めることができる（R615-4）。
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その後、裁判官（Seizure を認めた裁判官又はその訴訟の準備を担当する裁判官のいず
れか）、又は訴訟の準備を担当する裁判官によってこの決定を行うために任命された独立し
た専門家が、差し押さえられ、執行官によって密封された資料の秘密を保持又は維持する
か否かを決定する。実際には、裁判官は、封筒に入れて密封され、潜在的に秘密だと考え
られる資料（その内容を原告／特許権者に開示することなく）が侵害だとされる行為に関
係しているか否かを確認する任務を行わせるために、専門家（経理専門家、技術専門家、
IT 専門家など）を指名することができる。当該専門家が、当該資料の部分が侵害又は侵害
被疑製品と無関係であると考える場合、当該部分については秘密性が保持され、原告／特
許権者に対しては決して開示されることがない。逆に、専門家が当該書類又は資料が侵害
と関係していると考える場合、それは原告／特許権者に開示される。同じ書類の中に、侵
害と関係している情報と関係していない情報とが同時に含まれている場合、専門家は、侵
害と関係していない情報について削除した後でのみ、当該書類を開示する。
⑭

Seizure により得られた情報の他国での利用〈質問票

法律事務所

問 14〉

EU 内のある国で確保した証拠を EU 内の他の国の裁判で利用することは一般的に可能で
ある。したがって、Seizure で確保した証拠を元に他国での侵害訴訟を提起することも可
能である。
フランス知的財産法には、フランスの執行官が作成する Seizure に関する報告書が、対
応する外国特許の侵害訴訟の枠内において、外国の裁判所において利用されることを禁止
する規定はない。
しかしながら、Seizure に関するフランスの執行官の報告書の証拠としての許容性及び
／又は証明力は、侵害訴訟が提起された外国の、これに関する国内法によって決定される
だろう。
⑮

Seizure の濫用防止のための措置〈質問票

法律事務所

問 15〉

フランス知的財産法第 L615-3 及び第 R615-1 によれば、Seizure 実施後、特許権者がそ
の日から所定の期間内（20 営業日又は 31 暦日のいずれか長い方）に民事又は刑事裁判所
に侵害訴訟を提起しないときは、被疑侵害者／被告の要請により、当該 Seizure と執行官
の報告書（記述も含む）は、無効となる（つまり、保全物はすべて被告に返却されること
になる）。
この場合、被疑侵害者／被告は、Seizure によって生じた損害につき、補償を請求する
ことができる。
裁判官は、侵害訴訟が却下された場合又は事後的に Seizure が取消された場合に被告に
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対する補償を確保するために、Seizure を認めるにあたり、原告／特許権者が担保を差し
出すことを条件とすることができる。もっとも、裁判官から担保を求められることはごく
稀にしかない。
なお、たとえ侵害がないと最終的に判決が出ても、Seizure による証拠保全行為は正当
であるとみなされるので、被告に対する損害賠償が認められることは稀である。この背景
には、知的財産権の所有者は、Seizure により得た証拠を保全する権利を有するとの考え
方がある。
一般ルールとして、Seizure 手続の濫用は罰せられるが、そのためには、原告に過失が
あり、かつ、被疑侵害者／被告に専ら混乱を生じさせる意思、及び／又は被疑侵害者の流
通秘密・ノウハウを入手する意思があったことが立証されなければならない。
実務では、裁判所が原告に対してこのような懲罰を行うことは稀である。
⑯

Seizure を他国（米英独）の証拠収集制度と比較した場合の特徴〈質問票
所

問 16、ヒアリング

法律事務所

法律事務

問 16-3〉

Seizure に関する条項は、フランスでは 1968 年に導入された（もっとも、2007 年に若干
の改正があった）
。これに対し、例えばドイツの証拠収集制度は、もっと近年になってから
設けられたものである（2004 年制定、2006～2007 年運用開始）。ゆえに、ドイツよりフラ
ンスの方が効率的となっている。フランスの裁判官の方が制度について精通している。
ドイツの Inspection と比較した場合、フランスの Seizure（saisie-contrefaçon）は、
認められるのが遥かに簡単である。ほとんど却下されることがなく、少なくとも 80％の特
許権侵害事件において利用されている（差押が利用されない稀なケースには、裁判所が通
常はなぜ差押が利用されなかったのかを質問することすらある）。
押収物の観点では、フランスではサンプル品や経理書類も対象となるが、ドイツではそ
うではない。執行者の観点では、フランスでは特許権者側が提案した専門家や法律家が参
加可能な場合があるが、ドイツでは裁判所が指定した者のみである。
米国や英国の法とフランス法の差異も大きい。というのは、両国はコモンローの国であ
るのに対し、
フランスは大陸法の国だからである。このことは、適用される「administration
de la preuve（証拠の管理）」の一般原則という点で、非常に大きな意味合いを持つ。フラ
ンスの Seizure は、不意打ち効果（surprise effect）の発生を許容するものである。
米国の Discovery や英国の Disclosure と比較した場合、
Seizure（saisie-contrefaçon）
は、特許権者のみが利用することができる（特許権者の敷地又は文書を創作するために被
告が利用できる同様の手段はない）
。
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⑰

Seizure の改善に向けた議論の状況〈質問票

法律事務所

問 17〉

1968 年に最大規模の知的財産法が初めて制定されて以来、手続規則はほとんど改正され
ておらず、それもあまり重要ではない改正が行われたに過ぎない（これは例えば、損害賠
償に関する法律とは対照的である）
。このことから、制度がうまく機能していることが証明
される。フランスの裁判官はいくつかの問題点を明らかにしてはいるが、規則は変更され
ていない。
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（ⅱ）
①

利用実態

フランスにおける特許権侵害の解決方法〈質問票

法律事務所

問 1〉

訴訟（判決による終結）：30～80％
訴訟（和解による終結）：10～65％
調停（ADR 等）：0～5％
その他：0～5％
②

Seizure に要する費用・期間〈質問票

法律事務所

問 25〉

〔費用〕
約 12,000 ユーロ。
費用は、準備作業に関連して、以下のような要素によって決まる。たとえば、
・ 侵害が疑われる特許の数
・ 侵害が疑われる製品の数（商取引の数）
・ 特許の技術分野と複雑性
・ Seizure の以前にすでに入手できた証拠の量
・ Seizure がなされた場所の数（複数の場所で同時に Seizure が実施されるのが非常に
一般的である）
・ 他の専門家（例えば IT 専門家）を参加させる必要性
費用は通常、時間単位で計算される。
付随費用には、執行官の料金、翻訳料金、IT 専門家への料金、Seizure を実施する場所
への交通費、差し押さえられた製品の購入費用などが含まれる。
費用は、差押に要する期間と困難さによって異なる。例えば、家庭内電気器具に関する
機械工が関連してくる場合であれば、5,000 ユーロに抑えられることがあり、一方、大規
模な化学工場における製造方法に関する複雑な化学が関連してくる場合には、費用は 2 万
ユーロ以上となりえる。
〔時間〕
約１か月（Seizure の実施自体は数時間）
Seizure 手続は、非常に迅速な実行が可能である。書類を準備し、裁判所命令を取得し
て、執行官及び他の関係者と執行日を設定するために必要な標準時間は、約１か月である。
しかし、時間が最も重要となるときは（数日間しか開催されない見本市）、Seizure
（saisie-contrefaçon）は、1〜2 日で実行可能である。
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③

Seizure の利用状況〈質問票
リング

裁判官

法律事務所

問 18、ヒアリング

企業

問 4-2、ヒア

問 2-1〉

80%
・ フランスでは、一般的によく使われている。商標では効率的に行われるが、特許の方
は難しい。〈企業 1/3 者〉
・ 例えば、2008 年には、特許権侵害の事案についてフランスの裁判官が認めた Seizure
の件数は 600 件であった。公式の統計データがなく、オンラインの裁判データベース
もないので、正確な推計を出すことは一般に難しいが、裁判所は毎年数百件の保全命
令を出していると考えてよい。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 昨年には、特許訴訟は全て、Seizure 手続後に提訴された。〈裁判官1/1者〉
④

Seizure が多く利用されていることに伴う問題〈質問票

法律事務所

ング

問 2-3,2-4〉

法律事務所

問 19-2,26-2、ヒアリング

裁判官

問 19、ヒアリ

・ 特許権侵害の証拠保全に関係してここ 10 年間に遭遇した主な問題の一つは、それが
容易に裁判所によって取り消されることがあるということである。というのも、取消
に関する多くの方式上の根拠が、すでに裁判所によって認められているからである。
何年もの間、裁判官がきわめて安易に Seizure の取り消しを認めていたため（方式上
わずかであるが不備があるとされたものが取り消された。例えば、Seizure の報告書
の中で、執行官が命令を通知してから Seizure を開始するまでの間に、被告が命令を
読むために正確に何分与えたかを記載していなかった場合など）、その有効性につい
てある種の不確かさをもたらしている。〈法律事務所 1/3 者〉
・ Seizure キャンセルは、いつでもできる。判事にキャンセルを申し立てることにより
可能。その理由としては、Seizure の申立人が正当な特許権者でなかった等がある。
キャンセルの手続は迅速で、申し立てから 3～6 か月で結論が出る。キャンセルが認
められた場合に、再び Seizure を申し立てることも可能。それにより Seizure が乱発
されるケースもあり得るが、実際にはその様なケースは稀である。ある理由で
Seizure が認められなかった場合、同じ裁判所で再び Seizure を申し立てても認めら
れるのは難しい。〈法律事務所 1/3 者〉
・ Seizure のキャンセルは、その理由が小さなものであっても、基本的には認められて
いた。例えば、数年前には、Seizure の理由を読み上げるのに十分な時間が与えられ
なかった等、極めて事務的な手続上の不備を理由として、Seizure がキャンセルされ
てしまうことすらあった。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 近年では、Seizure のキャンセルは、被疑侵害者にとって著しく不利益が生じるよう
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なことでもない限り、基本的には認められないような方向になってきている。最近の
裁判例では、裁判官はもっと合理的なアプローチに戻りつつあり、特許権侵害の証拠
保全をやすやすと取消すことを否定しており、現在は、特に方式上の根拠に関して、
Seizure の取消しに求められる基準は高くなっている。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 裁判所によって指定された執行官が命令の条件を遵守せず、許されているよりも多く
の書類を持ち出すために、Seizure 手続が取り消されることがある。しかし、取消の
最 た る 理 由 は 、 執 行 官 の 補 佐 と し て 指 名 さ れ た 専 門 の 弁 護 士 （ professional
practitioner）が通常は特許権者の代理人であり、その者が差押の活動の指図を行う
ことが非常に多いということである。これは執行官の役割であって、弁護士の役割で
はない。そうなると、裁判所は、必ず、執行官が自身の仕事をしなかったと判断し
（Seizure について責任を負う唯一の人物は、執行官であり、彼が裁判所を代理して
いるのである）、Seizure の報告書を取り消す。取消の理由はもう一つある。この手
続は非常に効率の良いものなので、企業の中には、Seizure に行く権利を得て、侵害
を主張して競合者の書類を押収する企業がある。本案の審理の段階で、裁判所は、侵
害がなく、非常に激しい競争状況にあること、そして特許権者が実際には別の製品や
別の製法（しかもこの新しい方法は秘密に保持されている）を開発した競合者の技術
文書に関心があったこと、つまり、特許権者が実際に知りたがっていたのは、競合者
のノウハウであったことに気が付く。〈裁判官1/1者〉
・ この解決策は次の通りである。第一に、判事が、特許権者から完全に独立した専門の
弁護士を選任するのが良いと私は考える（これは破毀院（Cour de Cassation）の見
解ではない）
。破毀院は、特許権者の弁護士が、Seizure 活動の補佐をすることがで
きると認めている。その理由は、この弁護士が特許権者の被用者ではないことである。
弁護士は、独立した職業であるので、従属した立場にはない。第二に、判事が、侵害
の判決が言い渡されて初めて、計算書類や会計書類を入手する権利を特許権者に認め
るのが良いと考える。〈裁判官1/1者〉
⑤

ドイツの Inspection があまり利用されていないのとは対照的にフランスの Seizure
が多く利用されている理由〈ヒアリング

裁判官

問 5-2〉

・ ドイツの Inspection 手続は、あまり頻繁には利用されていない。フランスの差押手
続ほど頻繁には利用されていない。これは、仏独では裁判所に提出される証拠のレベ
ルが同じではないからである。ドイツでは、特許を取り扱う裁判所が二つあり、一方
で侵害が、もう一方で特許の有効性が扱われる。侵害を扱う裁判所では、特許の有効
性が強く推定されるので、非常に強力な証拠を提出する必要はない。特許権者が信頼
性のある証拠を提出すれば、ドイツの判事にとっては十分であり、立証責任は転換さ
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れる。つまり、侵害疑義者が侵害がないことを立証しなければならなくなる。これに
は、歴史的・文化的な理由がある。ドイツの特許庁は、特許を付与する際に、常に非
常に厳格な審査を行っているのである。フランスには、特許を取り扱う裁判所は一つ
しかなく、特許権の侵害と有効性を同時に扱っている。侵害者は、無効の主張により
抗弁するのが慣例となっている。フランスの特許庁は、ドイツの特許庁と同じ審査は
行っていない。フランスの特許庁は、特許を付与する前に新規性の審査しか行ってい
ない。したがって、フランスの特許の有効性は強く推定されない。このため特許権者
は、裁判所に非常に強力な侵害の証拠を提出するのが慣例となっており、Seizure 手
続がこの可能性を特許権者に与えるものとなっている。〈裁判官1/1者〉
⑥

Seizure における秘密情報保護の現状に関する意見〈質問票
律事務所

問 23、ヒアリング

法律事務所

企業

問 13-2、ヒアリング

問 6、質問票
裁判官

法

問

3-1,3-2〉
・ バランスが取れている。
〈企業 2/3 者、法律事務所 3/3 者〉
・ 秘密情報は、Seizure 手続においては本当に保護されていると考える。Seizure 手続
は、既に一部の書類の機密性を考慮に入れて、変更されている。現在では、執行官が
自身で保管する書類の開示又は非開示についての決定が多数行われている。〈裁判官
1/1 者〉
・ 当該制度は、裁判官は秘密を保持するために実行すべき条件を自由に設定することが
できるという点で、利用しやすい。実務では非常に柔軟に対応されており、例えば、
アメリカの保護命令と同様に、限定された開示を受ける範囲を命令によって定めるこ
ととができる。この際には秘密のレベルを設定することもできる。〈法律事務所 1/3
者〉
・ ここでは、（侵害であるとされる行為とは無関係な秘密情報について保護を受け、そ
れを競争者に開示されない資格を有する）被告の利益と、（自身の特許権を行使する
ことができ、侵害に関する証拠を集めることができるはずである）特許権者／原告の
利益という対立する２つの利益のバランスを取る必要がある。特許権者／原告からす
れば、被告がある情報について営業秘密及び秘密保持の対象であると主張した途端に、
ブロックされてしまわないことが重要である。
〈法律事務所 1/3 者〉
⑦

Seizure の濫用防止の現状に関する意見〈ヒアリング
アリング

裁判官

法律事務所

問 4-1,4-2〉

・ 現状の妥当性は、ケースバイケース。〈法律事務所 1/3 者〉
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問 15-2,15-3、ヒ

・ Seizure 手続の濫用的な利用を阻止するための主な手段は、判事の働きに応じて決ま
ってくると考える。判事は、差押を命じる際に慎重になる必要がある。侵害とされる
行為についての十分な証拠を入手し、特許権者がさらなる証拠を入手することが必要
な理由を考慮し、許可を与える措置、必要な書類の一覧表を作成する必要がある。
Seizure の対象を侵害の問題に限定しなければならない。
〈裁判官 1/1 者〉
・ 濫用は罰せられるべきだが、実際の判断は判事次第。Seizure の濫用は懲罰的といえ
る。しかし、この証明は困難である。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 濫用の判断においては、不正に利用されたか否かが問題となる。不当であれば、損害
に対する支払いが発生する。ただし、そうなるケースは極めて稀である。〈法律事務
所 1/3 者〉
⑧

Seizure により得られた情報を他国で利用した経験〈質問票

法律事務所

問 11〉

あり（英国、イタリア、ベルギー※以下商標：香港、中国、モロッコ、ロシア

）
〈企業

1/3 者、法律事務所 1/3 者〉
なし〈企業 2/3 者、法律事務所 1/3 者〉
⑨

Seizure の良い点・悪い点
〈質問票
ヒアリング
判官

企業

企業

問 4,8,9、
質問票

問 8&9-2、ヒアリング

法律事務所

法律事務所

問 19,26,27、

問 26&27-2、ヒアリング

裁

問 1-1〉

〔良い点〕
・ 迅速。〈企業 1/3 者、法律事務所 2/3 者〉
・ 容易（利用しやすい）
。〈法律事務所 2/3 者、裁判官 1/1 者〉
・ 安価。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 効率的。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 権利者と侵害者のバランスがとれている。〈法律事務所 1/3 者〉
・ うまく機能している制度なので、変更する必要はない。
〈企業 1/3 者、法律事務所 1/3
者〉
・ 被告の準備が整う前に実行できる。
〈法律事務所 1/3 者〉
・ 特許侵害の証拠を入手するための強力かつ有効な手段。〈企業 2/3 者〉
・ 本来は容易に利用することのできない侵害の証拠（特に製造方法の証拠）にアクセス
することが可能となる。
〈企業 1/3 者、法律事務所 2/3 者〉
・ 商標侵害ではよく使う。特に模倣品に対して有効。〈企業 1/3 者〉
・ フランス及び欧州特許の訴訟を提起する際に、原告が可能な限りフランスを選ぶ強力
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な理由であることは間違いない。〈企業 1/3 者〉
・ 略式手続によって証拠保全命令の取消しを求めることができ、当該手続も非常に迅速
に終えることができる。
〈企業 1/3 者、法律事務所 1/3 者〉
・ 保全の有効性については、本案訴訟の枠内でも争うことが可能であり、その場合には
侵害訴訟それ自体と一緒に判断される。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 侵害の証拠保全手続は、差押えられた書類の秘密が保持されるように組織することが
できる。〈企業 2/3 者、法律事務所 1/3 者〉
・ 裁判官は、一般への立ち入りが認められていない場合であっても、被告の施設内に執
行官又は第三者を送り込む権限を申立人に与えることができる。
〈法律事務所 1/3 者〉
・ フランスの特許実務家は Seizure について精通しているので、被告としては、競争者
が Seizure の命令を請求する可能性があるのではないかと疑う場合には、その準備を
し、備えておくことも可能である。
〈法律事務所 1/3 者〉
〔悪い点〕
・ 議事録の作成が必要。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 友好的に協力してくれることが期待できない。
〈法律事務所 1/3 者〉
・ 強力な手段であるので、侵害的、干渉的なものとなり得る。手続の利用時は、手続の
濫用で反訴されないように注意が必要である。
〈企業 2/3 者、法律事務所 1/3 者〉
・ Seizure は通常は、事前に被告に知らせずに行われるので、被告は効率的に自身を守
ることができない。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 裁判官がきわめて安易に Seizure の取り消しを認めていたため、その有効性について
ある種の不確かさをもたらしている。しかしながら、現在は、裁判官はもっと合理的
なアプローチに戻りつつあり、このように安易に Seizure を取り消すことはなくなっ
ている。〈法律事務所 1/3 者〉
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（２）

損害賠償額認定

（ⅰ）

制度

①

損害賠償の法的根拠〈質問票

法律事務所

問 28〉

フランス知的財産法 L615-7。
②

損害賠償の趣旨・背景〈質問票

法律事務所

問 29〉

〔趣旨〕
フランスの損害賠償制度は、侵害阻止において効果的（特に、侵害者が侵害品の製造及
び／又は販売を継続する場合には、強制システムが適用される。
）だが、制度自体には侵害
抑止の趣旨は組み込まれていない。
潜在的な侵害者を主に思いとどまらせるのは、仮差止命令又は恒久的差止命令、
（侵害者
が費用を負担しての）新聞、専門誌への判決の公表（被告が侵害を行ったとの記載）、侵害
品の破壊、侵害者への市場からのすべての侵害品の撤去の命令などの異なる補充的制裁を
認定又は適用することが裁判官に認められているという事実である。
〔背景〕
従来、フランスの裁判所により裁定される損害の算定は、フランス民法典 1382 条の「賠
償」の文言の解釈のみによって認定されていた。
近年、法第 2007-1544 号により、損害の算定に変革がなされた。この変革は、知的所有
権法典（CPI）L615-7 に制定された。
フランス知的財産法 L615-7 は、特許権者に認められる損害賠償額を増加させるために
2014 年 3 月に改正された。
実際、現行法では、裁判官は、とりわけ、
「侵害の結果、侵害者が行った情報、材料、宣
伝のための投資の節約分を含む、侵害者に生じた利益」を考慮すると定めている。
この新規定は、損害賠償の査定について、侵害者に侵害から得た利益の一切を保持させ
ないように確保することの達成を目的としている。この規定により、フランスの侵害訴訟
における損害賠償査定システムを、懲罰的賠償システムにすることなく、それに近いもの
にしている。その目的は、引き続き、侵害を原因として特許権者が被った損害の全て（た
だしそれを超過しない）を補償又は賠償することである。
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③

損害賠償額の算定方法〈質問票

法律事務所

問 30〉

フランス知的財産法 L615-7 によれば、裁判所は、損害を決定するために、独自に次のこ
とを考慮する。
・ 侵害の負の経済的影響（被害者に生じた逸失利益を含む）
・ 被害者が被った道徳的損害
・ 侵害者が受けた利益（侵害者が侵害によって得た知識や材料及び販売促進への投資に
よる利益を含む）
もっとも、裁判所は、代替的な措置として、さらに特許権者から要請されたときは、損
害賠償として、一時金の支払いを認めることができる。一時金の支払額は、侵害者が侵害
された特許権についての実施権の許諾を求めていた場合に特許権者に支払ったと考えられ
る金額よりも高くなる。この一時金の支払額は、被害者の被った道徳的損害に対する補償
の適用を排除するものではない。
損害賠償額の評価は、侵害が行われた期間中にフランス国内で販売された侵害品の数量
（フランス語では”masse contrefaisante”という）に基づき行われる。 しかしながら、
特許権侵害に対する出訴期限により、損害賠償の請求は、侵害訴訟が提起されたときから
遡って 5 年間についてのみ認められている点に留意する必要がある。
これに基づき、損害賠償は、通常は、主として権利者の逸失利益に基づき算定される。
特許が実施されている場合（特許権者が発明を実施する場合）は、特許権者及び／又は
その独占的被許諾者は、侵害の存在により阻害された利益について補償されなければなら
ない。すなわち、逸失利益は、侵害を原因とする販売額の減少により生じた損失となる。
当事者から提出される要素を考慮して、裁判官は次のことを決定する。
・ 侵害の範囲
すなわち、侵害期間中に販売された侵害品の数（N）
・ 特許権者／独占的被許諾者が実際に失った取引の部分（X%）
裁判官は、権利者がフランス国内で侵害者が販売した侵害品の全部を生産できたかどう
かを確認する。できなかった場合には、係数を引き下げて適用される。
権利者が発明を実施しているものの、侵害品の全部を提供できない場合には、逸失利益
の原則は、権利者が生産し販売することができたと考えられる侵害品の部分にのみ適用さ
れる。侵害品の残りの部分に対する損害賠償は、合理的実施料率に基づき算出される。
・ 特許権者が特許製品を一つ販売する際の、特許権者の利ざや（P）
したがって、(N) x (X %) x (P)により、権利者の逸失利益の概算総額が計算される。
特許が実施されていない場合（特許権者が特許を実施しない場合）は、特許権者及び／
又はその独占的被許諾者は、被許諾者が支払ったはずの実施料に対応する一時金により補
償される。合理的実施料率は、関連分野で通常用いられている実施料率よりも引き上げら
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れなければならない。したがって、正確な金額は、関連する技術分野／産業によって大き
く異なってくることになる。
裁判官は、損害賠償額の査定又は計算にあたって、特許権の貢献（
「基本特許」の侵害行
為は、単なる改良特許の侵害行為の場合よりも、損害賠償額が高額となるだろう。）など、
いくつかの要素を考慮する可能性がある。多くの要素は、企業のイメージや信用を低下さ
せたり損ねたりするなど、
「負の経済的帰結」に関連すると考えられ、また「人格権」の侵
害行為に関係することもある。
特許権者／独占的被許諾者に対して認められる損害額を増大させるために、裁判所／裁
判官が、
「跳躍板効果」からの恩恵を侵害者が受けた事実を考慮することを許容することは
（稀にしかないとはいえ）あり得る。
「跳躍板効果」とは、特許を利用することにより、侵
害を行わなかったとすれば、侵害者に対して閉ざされたままであった市場への参入が可能
となるという、侵害者にもたらされる利益のことである。
特許権以外のブランド力や販売能力といった要素は、特許権侵害の損害賠償額の査定で
考慮することは想定されていない（ただし、不正競争法などといった他の根拠に基づき、
それらが考慮されることがある）。
原告からの要求がある場合には、裁判官は、独立した専門家を任命して、損害額を査定
し、専門家が考慮に入れる必要があると考えるもの及び当該事案にとってどの査定方法が
適切かを詳しく述べた鑑定書を作成させることができる。この鑑定書の結果については、
各当事者が裁判官の面前で討議し、場合によっては異議を申し立てることもできる。裁判
官は、この鑑定書の内容に拘束されず、また最終的に裁定する損害賠償額の判断において、
これを考慮するのか、またどの程度考慮するのかを決定する。実際的見地からは、独立し
た専門家の報告は、査定や裁判官の判決に大きな影響を与えることが多い。
各当事者にも、自己の主張及び立場を裏付けるために、自身の専門家が作成した報告を
裁判官に提出することが認められている（被告が、可能な限り損害額を最小化又は減額し
ようとするのは当然であり、一方、特許権者は損害額を増額又は水増ししようとする）。
裁判官は、報告が関連すると判断すれば、それを考慮することもできる。
④

訴訟費用の敗訴者負担〈質問票

法律事務所

問 31〉

フランスでは、裁判手数料はほとんど微々たるもので、訴訟当事者の費用の大半は代理
人弁護士費用である。
フランス民事訴訟法第 700 条によれば、裁判所／裁判官は、実際に敗訴者に対し、代理
人弁護士費用を含む、
「勝訴」者に発生した訴訟費用の全部又は一部を補償するよう命じる
ことができる。
「敗訴」者に「勝訴者」の訴訟費用を補償させる命令（とりわけ、侵害の証拠保全費用、
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及び「勝訴」者の代理人弁護士費用を含む。）は、裁判所の裁量により決定する。すなわち、
裁判所は、個別の事例ごとに、次のいずれかについて決定を下す。
・ 各当事者が自身の費用を負担すること。
つまり、
「勝訴者」には、全く支払われないということである。裁判官が訴訟の結果に対
して複雑な心境にある場合にこの決定となり得る（例えば、裁判官が、侵害行為の証拠が
ないので、侵害訴訟を却下せざるをえなかったが、被告が侵害行為を行ったと疑っている
場合）。
・ 訴訟費用の一部を「敗訴」者が「勝訴者」に補償すること。
通常は、侵害が認定され、原告が勝訴する場合にこの決定となる。ただし、裁判官が勝
訴者の訴訟費用を完全に賄う補償を認めることは滅多にない（執行官、弁理士及び代理人
弁護士の請求書（インボイス）を提出した事実があると、認められる補償額が増える時が
ある）。命令される補償額は、各事件に応じて決まるが、関係する訴訟費用全額が認められ
ることは滅多にないということである。
しかしながら、裁判官に裁量権があり、費用の裁定に関して理由を示すことが求められ
ないため、この問題に関しては常に結果を予測できるという訳ではない。
特許権侵害訴訟の「勝訴者」に認められる補償額は、平均して 2 万ユーロから 4 万ユー
ロの間であるが、最も複雑な事案では 20 万ユーロから 25 万ユーロにまで達することもあ
りうる。
補償額は増加傾向にあり、現在では、
「勝訴」者は、訴訟費用についてより高い回収率を
期待することができる。
⑤

懲罰的賠償〈質問票

法律事務所

問 32〉

懲罰的賠償は、フランスの法律では規定されていない。
フランスでは、損害賠償に関する基本原則により、権利者は侵害により生じた損害全て
について補償を受ける権利を有するが、損害に限定され、それ以上の補償を受けることは
できない。
EU 指令 2004/48/EC は、懲罰的賠償を導入する可能性があったが、最終的には欧州議会
が否決した。フランス民法は、懲罰的賠償を規定していない（賠償は、一般的な賠償責任
がそうであるように、権利者が被った損害と正確に一致しなければならない）。
⑥

米国の損害賠償制度を他国（米英独）の損害賠償制度と比較した場合の特徴〈質問票
法律事務所

問 33〉

米国と比較した場合、懲罰的賠償制度が存在しない。道徳的損害は、しばしば考慮され
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ている。損害が認められるのは、懲罰的というよりも、補償的根拠に基づく。
EU 諸国において認められる損害賠償額は、関連する市場の規模が一般に小さいこともあ
って（米国：3 億 2000 万人；ドイツ 8000 万人など）、通常は米国よりも低い。
英国やドイツと比較した場合、フランスの損害賠償額は、本案訴訟とともに決定される
可能性がある。
ドイツの制度に比べて、損害の算定方法が明確でないと思われ、裁判官の裁量の役割が
大きい可能性がある。法律では、裁判官が敗訴者の公平性又は経済的な状況を考慮に入れ
る旨を定めている（民事訴訟法第 700 条）。
フランスでは、ドイツとは異なり、損害を判断するために、会計書類を提出する手続は
存在しない。したがって、捜索・差押（Seizure）によって、会計書類の写しを作成するこ
とが可能だとしても、Seizure によって特許権者が損害の決定に必要なすべての情報を入
手できることは滅多にない。よって、損害の査定を可能とする書類は、鑑定書による以外
では入手することができない。
⑦

損害賠償制度の改善に向けた議論の状況〈質問票
法律事務所

問 28-6,28-7,28-8、ヒアリング

法律事務所

裁判官

問 34、ヒアリング

問 8-2,9-1,9-2,9-4〉

何人かの大学の教授によれば、フランスの制度は、侵害を思いとどまらせるほどの補償
を認めていないと考えられる。
L615-7 の法改正は、損害賠償額を上げることを目的としたもの。3 月に改正された。具
体的には、3 つの算定基準の間に and を入れた。今まで、3 つの算定基準自体は存在してい
たが、それらが重条適用できるか否か意見が分かれていたため、それが可能である点を明
確にした。改正前の議論としては、3 つの算定方法は重条適用できるという意見を持つ判
事がおり、皆もそう思っていたのだが、その点が明確ではなかったため政府が明確にする
流れとなった。当該法改正は、懲罰的賠償と似て非なるものである。すなわち、3 つ目の
算定基準の重条適用が明確になったため、より懲罰的賠償に近いものとなった。民法の原
則（損害賠償は経済的損失を補填するもの）からすると、今回の法改正は大きな変更とい
える。実用的な観点から判事も受け入れたが、これは懲罰的賠償ではなく通常の損害賠償
として考え、あくまで民法の原則の反中で適用していくことになるであろう。
裁判所は、裁判の手続を二つのパートに分けることをますます増やしていくと考える。
最初のパートが特許権の侵害と有効性に関する手続であり、次のパートが会計書類を入手
し、和解に至るための 6 か月の猶予を与えた後の、損害賠償に関する手続である。6 か月
の猶予の後に和解に至ることができなかった場合には、当該事案は法廷に戻って、損害賠
償に関する最終判決を受けることになる。
EU 指令を実施する国内法である知的財産法 L615-7に関する損害額の算定を行っている。
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侵害者に対して抑止効果をもたせる損害額の算定を行うことができるので、同条の規定は
前進となった。それまでは、損害額の算定は、特許権者の損失を回復する目的でのみ行わ
れていた。しかし、今では、侵害者の利益を考慮することが認められるので、非常に大き
な違いがある。
この改正では、特許権者の損害賠償額を増やすことが目指さされた。しかし、判事は法
律を遵守しなければならないので、特許権者の損失額又は侵害者の利益に名声の毀損によ
る損害を加えた金額以上を認めることはできない。本当の問題は、損害の十分な証拠を得
ることである。自分の損失が X ユーロだ、侵害者の利益が Y ユーロだと証言するのでは十
分でなく、その事実を証明しなければならない。損害は事実であり、証明されなければな
らない。
特許権者が侵害者から有用な書類を入手する方法を整備する必要があると考える。しか
しながら、判決で侵害が認められたにもかかわらず、損害賠償額が低いことがあり、特許
権者が失望することがある。その理由は、侵害者が必ずしも大きな利益を上げていないた
めである。

- 210 -

（ⅱ）
①

利用実態

差止と損害賠償の請求状況〈質問票

法律事務所

問 40〉

差止＋損害賠償：90～100％
差止（損害賠償は請求なし）：0～10％
損害賠償（差止は請求なし）：0～10％
②

原告が主張する損害賠償額の算定方法〈質問票

法律事務所

問 35〉

逸失利益：50～80％
合理的実施料：40～60％
侵害者利益：5～60％
その他：5～10％
③

損害賠償額の現状に関する意見
〈質問票
ヒアリング

裁判官

企業

問 10,12、ヒアリング

企業

問 10-2、

問 8-1〉

・ フランス裁判所における損害賠償額は全般的に低すぎると考えられていた。過去 10
年ほどの間に状況はかなり改善し、現在では合理的に納得できると考えられている。
〈企業 1/3 者〉
・ フランスは損害賠償額が小さい分訴訟も少ない。〈企業 1/3 者〉
・ フランス当局は、損害賠償額を上げることは重要だと理解しているが、その前に交渉
で解決することが重要だと考えている。〈企業 1/3 者〉
・ 損害賠償額は、裁判所に提出された書類によって決められる。特許権者が、自己の損
害額を算定するために十分な書類を提出する場合には、商業的な損害、侵害者によっ
て奪われた投資の回収分、名声の喪失に対する賠償金を回復する損害賠償を得ること
になる。〈裁判官1/1者〉
④

訴訟費用の敗訴者負担の認定状況〈質問票

法律事務所

問 11-1〉
弁護士費用全額：15～20%
弁護費用中合理的な額（弁護士費用の 50～60％）：80～85％
その他：0％
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問 42、ヒアリング

裁判官

〔平均額〕
15,500 ユーロ (2000-2009 年);
〔中央値〕
8,000 ユーロ
・ フランス民事訴訟法第 700 条は、敗訴者に対して勝訴者の訴訟費用の負担を命じる裁
量権を裁判所に与えている。認められる額は、個別の事件ごとに査定されるが、勝訴
者の訴訟費用の全額が認められることは滅多にない。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 通常は、暫定的措置として、約80,000～100,000ユーロを与えている。特に弁護士費
用など、訴訟手続の料金に対する平均的な補償額は、それぞれの事案によって異なる。
訴額に依るのではなく、その事案の難しさに依る（有効性、侵害、その立証のために
突き止められ、議論される先行技術）。最高額は、350万ユーロであった。容易な事案
である場合、裁判所は、約10,000ユーロを与える。「通常の」難しさの事案である場
合には、裁判所は、約30,000～50,000ユーロを与える。〈裁判官1/1者〉
⑤

訴訟費用の敗訴者負担に関する意見〈質問票
43、ヒアリング

法律事務所

企業

問 10、質問票

問 31-3,31-4、ヒアリング

裁判官

法律事務所

問

問 11-1〉

・ 弁護士費用を敗訴者が負担するという点について、フランスは公正なバランスが取れ
た制度を取っている。〈企業 1/3 者〉
・ 負担額は、勝訴者の実際の出費額と同額ではない。フランスでは、両当事者が通常は
誠実な立場を取っていると認識されていると思うので、敗訴者は、勝訴者の全ての費
用ではなく、一部を負担しなければならない。〈企業 1/3 者〉
・ 敗訴者負担システムのデメリットは、裁判所の査定がかなり主観的なものであること
と、裁判所に対して、何を認めるのかの指針となる明確かつ正確な規則が適用されて
いないことである。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 結果として、訴訟費用の補償は、ほとんどが実際の費用よりも低い額となっており、
裁判所から補償の正当な理由や根拠が示されない。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 勝訴者が、関係する訴訟費用の金額を証明する認証された関連文書（執行官、弁理士、
代理人弁護士から発行された請求書（インボイス）の認証謄本）を裁判所に提出する
限りは、裁判所は、敗訴者から公正な額の当該訴訟費用が補償されるように命じなけ
ればならない。実務では、費用に関する文書が多く提出されればされるほど、訴訟費
用として裁定される額は高くなる。
〈法律事務所 1/3 者〉
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・ 優秀だが費用のかかる弁護士に頼ったものの、敗訴してしまい、それでもその費用を
支払うには、中小企業の資力は低すぎるという点で、悪循環を生み出しかねない。
〈法
律事務所 1/3 者〉
・ 裁判手数料及び弁護士費用の敗訴者負担の申立てに、裁判所がますます注目している
ようだ。〈企業 1/3 者〉
・ 申立てを裏付ける妥当な証拠が提供される限り、賠償額は現実に近づいている。
〈企
業 1/3 者〉
・ 侵害者が法的費用も含めて全額負担するというのは、理に適った考え方である。
〈法
律事務所 1/3 者〉
・ より法的費用が多く回収できるようになれば、より訴訟が起こしやすくなる。〈法律
事務所 1/3 者〉
・ フランスでは、民事訴訟法で認められている場合であっても、勝訴者に多額の賠償金
を与えるということはされてこなかった。フランスでは裁判手数料がかからないこと
を想起する必要がある。フランスの文化として、司法の「公平な」利用のみではなく、
誰もが「無償で」司法を利用できなければならないというものがある。したがって、
この考え方が弁護料に関する解釈にも影響を与えている。７年前に変化の兆しが現れ
始めたのだが、これを根拠として裁判官の中には、多額の賠償金を認めることができ
るとすることに対して反対の者もいる。私たちは、勝訴者に対してこれまでより多い
賠償額を認めている。弁護士からの当時者の訴訟費用に係る証拠が提出されなければ
ならない。〈裁判官1/1者〉
⑥

懲罰的賠償制度に関する意見〈質問票
アリング
判官

企業

企業

問 11-2,11-3、ヒアリング

問 11、質問票
法律事務所

法律事務所

問 45、ヒ

問 32-2、ヒアリング

裁

問 10-1〉

・ 特許に関するフランス民法への懲罰的賠償制度の導入を支持しない。懲罰的賠償制度
という概念は、特許分野を含むフランス民法には全くなじまない。懲罰は刑法で取り
扱う問題である。〈企業 1/3 者〉
・ 懲罰的賠償はあるべき。特に模倣品の装置に対して。ただし、レベルは合理的である
べき。〈企業 1/3 者〉
・ 懲罰的損害賠償は、訴訟時に当事者が知っていた事実及び情報に鑑みて、敗訴者が不
当に行動したことが証明された場合に限り、利用できるものとすべきだと考える。
〈企
業 1/3 者〉
・ 対立する正当な利益（侵害から適切な保護を受ける資格を有する特許権者の利益と、
流動的で、自由かつ歪みのないものであり続ける必要のある競争システム全体の利益。
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特許権者が、懲罰的賠償と同時に、侵害訴訟によって競争者を脅かす立場に立つ場合
には、後者の利益は大きく影響を受ける可能性がある。）の合理的かつ適切な均衡を
見つけるのは難しいことであるので、慎重に扱うべき問題である。〈法律事務所 1/3
者〉
・ 懲罰的賠償制度は、恐らくはより抑止的な制度であり、全体的な観点から侵害者が経
済的勝者となることを実際に阻止する最良の方法であるので（侵害者が捕まった場合
に、そのリスクが違法に得たものを失うだけだとすれば、侵害品の製造を継続しない
ように思いとどまらせることはほとんどできない）、確かに魅力的である。この制度
は、知的財産の権利行使制度を強化することになろう。〈法律事務所 1/3 者〉
・ その一方で、特許権者や大企業に過大な権限を与えないことも重要である。過大な権
限を与えれば、流動的で、自由かつ歪みのない競争システムに否定的な影響をもたら
す可能性がある。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 損害が重要な場合には、売り上げに対する損害賠償だけなく、プラス何かが必要。ま
た、模倣者が再度模倣したら、累進的な賠償にすることが重要だと思う。〈企業 1/3
者〉
・ 単に懲罰だけで模倣を阻止することはできない。簡単なやり方だと難しい。また別の
人が模倣品を続ける。損害賠償額を上げたり禁固刑にしたりするのでは。〈企業 1/3
者〉
・ 懲罰的賠償は今後も認められるようになることはなさそう。日本と同様に、民法の哲
学から考えられない。〈法律事務所 1/3 者〉
・ フランスの判事の大多数と同様に、懲罰的損害賠償には反対である。それは、これが
侵害に対する解決となるものではないし、またフランスの文化からは程遠いものだか
らである。私は民事の裁判官であり、処罰や懲罰的損害賠償は、刑事訴訟に関連する
ものである。何らかの懲罰的損害賠償が支払われなければならないとすれば、ペナル
ティとして国家に対して支払うことになる。〈裁判官1/1者〉
⑦

フランスの損害賠償制度の良い点・悪い点〈質問票
事務所

問 47,48、ヒアリング

企業

企業

問 12,13、質問票

問 12&13-2、ヒアリング

47&48-3,47&48-4,47&48-5、ヒアリング

裁判官

法律事務所

法律
問

問 6-1〉

〔良い点〕
・ 概して現在適用されている制度は、特許権者及び被疑侵害者の双方にとって公正であ
ると一般的に見なされている。〈企業 1/3 者〉
・ 損害のみが補償されること。フランスではパテント・トロールのリスクも小さいはず
である。フランスでは、懲罰的賠償制度を適用せず、現行の制度（侵害により被った
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損害の全部の補償。ただし、損害のみ補償されるのであって、それ以上ではない）を
維持することが重要であろう。〈法律事務所 2/3 者〉
・ 損害を査定するためのシステムが複数あり、それらを結びつけることができること。
〈法律事務所 1/3 者〉
・ 侵害の証拠保全と情報に対する権利が、請求された損害賠償額の査定に関連する情報
にアクセスするための貴重な手段であること。
〈法律事務所 1/3 者〉
・ 原告は、損害賠償請求額を裏付ける友好的な鑑定人を任命することができること。こ
れには費用はあまりかからず、主張を信頼できるものにしてくれる。
〈法律事務所 1/3
者〉
・ 損害の額の立証責任を原告が負うことである。多くの原告は、利益や売上高などの機
微な情報を開示したがらないので、時には、原告が損害の程度について明確かつ説得
力のある根拠を示せないことがある。〈法律事務所 1/3 者〉
・ フランスでは、特許権の侵害と損害賠償請求は単一の訴訟で行われるので、特許権者
が、Seizure 手続において有用な証拠を全て収集した場合には、この二つの点につい
て 2 年で判決を得ることができるときもある。
〈裁判官 1/1 者〉
〔悪い点〕
・ 損害賠償額が低い。もう少し増やすべき。〈企業 1/3 者、法律事務所 1/3 者〉
・ 損害賠償額を上げることに関しては、法的には既に整っているが、判事が法の適用に
おいてそのような適用をするように至っていない。判事に対して、損害賠償額を上げ
てもらえるように理解を促す試みが必要。権利者側としては、裁判所に全ての情報を
提出し、それらの材料をきちんと評価して損害賠償額を正確に算出してもらえるよう
お願いする意見書を出すという手も考えられる。〈法律事務所 1/3 者〉
・ 色々な側面を同時に分析して損害額を決めるべき。製品だけでなく、会社のイメージ
等も勘案する。当局も、そこを認識していて、変えようとはしているようだ。物質的
な側面だけでなく、無形資産的な側面も含めて検討することにより、損害賠償額を引
き上げるべきだと思う。
〈企業 1/3 者〉
・ ドイツの場合、フランスよりは予測性が高く、リスクの目安がつけやすい。それは、
ドイツの場合は技術的なことに基づいてきちんと判断しているから。フランスも、も
う少し予見性が高い方がいいと思っている。〈企業 1/3 者〉
・ 侵害の判決を受けた後に、侵害製品が市場から排除された場合には、侵害製品が販売
されている間に被った損害に加えて、以前のマーケットシェアを取り戻すことができ
るまでの売上高の喪失が考慮されるべきである。〈企業 1/3 者〉
・ フランスの制度（また実際には多くの他の国の制度）では、どちらの当事者も、数値
を過大又は過少に評価する傾向があるので、独立した監査人に両当事者の帳簿を検査
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させて（守秘義務の下で）、損害賠償額を決定することを認めるべきである。〈企業
1/3 者〉
・ フランスは、損害額の評価において、被疑侵害者により優しい制度であり、しばしば、
特許権者が被った実際の損害よりもはるかに低い損害賠償額が裁定される。〈企業
1/3 者〉
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５．

中国

（１）

証拠収集78

（ⅰ）

制度

証拠は、民事訴訟の核心となる問題である。中国の民事訴訟法には証拠に関して全 12
条の規定（民事訴訟法 63 条乃至 74 条）が存在し、そのほとんどが原則的な規定である。
2001 年 12 月 21 日、最高人民法院は、
「民事訴訟証拠に関する若干規定」
（以下「民事訴
訟証拠規定」という）を公布した（2002 年 4 月 1 日施行）。民事訴訟証拠規定の制定及び
施行は、中国の証拠制度上の大きな進歩であり、司法実務上に存在する問題の多くが解決
された。
①

立証責任
民事訴訟法の立証責任の定義に関する規定は明確ではなく、民事訴訟法 64 条に「当事者

は自らが提出する主張について証拠を提供する責任を負う。」と規定されているのみであっ
て、当事者が証拠を提供しない場合又は提供した証拠が当事者の事実の主張を証明するの
に不十分である場合の結果に関する具体的な規定はなかった。裁判の実務では、事実が不
明であるために、どのような判決を行うべきか、裁判官が判断できない場合がある。
民事訴訟証拠規定 2 条は、この点について、当事者が証拠を提供しない場合又はその提
供した証拠が当事者の事実の主張を証明するのに十分ではない場合、立証責任を負う当事
者が不利な結果を負うことを明確に規定している。
②

新製品の製造方法の場合における立証責任の転換
特許権侵害訴訟における特許権侵害の立証責任は、原則として、特許権侵害を主張する

特許権者の側にある。しかし、製造方法の特許権者（原告） が被告の侵害行為を立証しよ
うとしても、被告が具体的にどのような方法で製造行為を行っているかについて原告が調
査したり証拠を取得したりすることは通常、困難である。
そこで、特許法 61 条 1 項は、新製品の製造方法の発明特許に係るときは、立証責任を
転換し、被告が、
「その製品の製造方法が特許の方法と異なること」を証明しなければなら
ないものとした。「新製品」の製造方法の場合に限定したのは、「既知の製品」の製造方法

78

JETRO「中国特許権侵害訴訟マニュアル」111-117 頁（2013 年）
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の場合にまで立証責任を転換することは合理的で、ないとの判断によるものである。
③

人民法院の証拠調査と収集
民事訴訟法 64 条は、当事者及びその訴訟代理人が客観的な原因によって自ら収集する

ととができない証拠、又は人民法院が案件の審理に必要であると認める証拠について、人
民法院が調査、収集を行わなければならないと規定している。但し、当該規定は、
「人民法
院が案件の審理に必要であると認める証拠」の範囲及び「当事者及びその訴訟代理人が客
観的な原因によって自ら収集することができない証拠」の範囲及び条件を明確に規定して
いない。
民事訴訟証拠規定 15 条は、
「人民法院が案件の審理に必要であると認める証拠」の範囲
を 2 撞類の状況に限定している。すなわち、国の利益、社会公共の利益又は第三者の合法
的権益を損なう可能性のある事実、及び職権による当事者の追加、訴訟の中止、訴訟の終
結、回避等、実体の争いと無関係の手続である。民事訴訟証拠規定 15 条に定める場合を
除き、人民法院による証拠の調査、収集は、当事者の申請によらなければならない（民事
訴訟証拠規定 16 条）。当事者は、証拠が国の関連部門に保管されており、かつ人民法院の
職権による調査取得を必要とする資料である場合、国家機密、商業上の秘密、個人のプラ
イパシーにかかわる資料である場合、及び当事者及びその訴訟代理人が客観的な原因によ
って自ら収集することができないその他の証拠に限り、人民法院に証拠の調査収集を申請
することができる（民事訴訟証拠規定 17 条）。
④

証拠の申出期間
民事訴訟法には、証拠の申出期間に関する規定はなく、当事者が法廷で「新しい証拠」

を提出することが認められている（民事訴訟法 125 条 1 項）。さらに、当事者が原判決、裁
定を覆すのに十分な新しい証拠を有している場合には、人民法院は再審を行わなければな
らないとの規定もある（民事訴訟法 179 条）。上記の規定を利用して、開廷前に証拠を提供
せずに、開廷審理の際に突然有力な証拠を提供して相手方に準備の時聞を与えないように
したり、第一審では証拠を提供せずに第三審又は再審時に証拠を提供して訴訟を長引かせ
たりしている当事者もいる。
かかる現象を是正するために、民事訴訟証拠規定では、人民法院は、受理通知書及び応
訴通知書の送達と同時に、当事者に証拠の申出通知書を送達しなければならないと規定し
ている。証拠の申出通知書には、立証責任の分配原則と要求、人民法院に証拠の調査・収
集を申請できる事由、証拠の申出期間及び期日艮を過ぎた場合の法律的結果を記載しなけ
ればならない。証拠の申出期間は 30 日を下回ってはならない。証拠の申出期間は、当事
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者が協議によって定め、
人民法院の認可を受けることもできる（民事訴訟証拠規定 33 条）。
期聞が満了した後も証拠資料を提出しない場合、証拠の申出の権利を放棄したものとみな
す。期間が満了した後で提出された証拠については、相手方当事者が同意する場合を除き、
人民法院は審理の時に証拠調べを行わない。当事者が訴訟請求を追加、変更する場合及び
反訴を提出する場合、証拠の申出期間内に行わなければならない（民事訴訟証拠規定 34
条）。当事者が証拠の申出期間内に証拠を提供することが明らかに困難である場合、期間内
に延長を申請しなければならず、認可を受けて証拠の申出期間を適当な期間、延長するこ
とができる（民事訴訟証拠規定 36 条）。
⑤

証拠交換と新たな証拠
民事訴訟法には、証拠の交換に関する規定はない。
民事訴訟証拠規定では、37 条から 40 条までにおいて証拠交換について規定している。

当事者の申請があれば、人民法院は開廷前に証拠の交換を行わせることができる。証拠が
比較的多い事件又は複雑で難解な事件については、人民法院は、当事者に開廷前に証拠を
交換させなければならない。証拠交換の時期は、当事者が協議によって定めた上で人民法
院の認可を受けることもできるし、人民法院が指定することもできる。
⑥

証拠に対する質疑
証拠は、法廷で提示しなければならず、当事者が証拠に対する質疑（中同語では「質証」）

を行う。証拠に対する質疑を経ていない証拠は、事件の事実認定の根拠とすることはでき
ない（民事訴訟証拠規定 47 条）。証拠に対する質疑は、証拠の真実性、関連性、合法性を
中心として、証拠の証明力の有無及び証明力の大小について、質問、説明及び反論を行わ
なければならない（民事訴訟証拠規定 50 条）。
⑦

証拠の審査
民事訴訟法 64 条は、「人民法院は、法定手続に従って、全面的かつ客観的に証拠を審査

し、事実と照合しなければならない」と規定している。但し、かかる規定は抽象的で、
、実
用性が低く、実務では、裁判官は、直感と経験に基づいて証拠に対する審査、判断を行う
ことが多く、また、判断の理由及び結果をほとんど公開していない。これにより、法律的
効果が不確定となり、法律適用の不統一を招くおそれがある。
民事訴訟証拠規定 64 条は、裁判官が証拠を審査、判断する際の原則を定めている。裁判
官は、法定の手続により、全面的かつ客観的に証拠を審査し、法律の規定を根拠とし、裁
- 219 -

判官の職業道徳を守り、論理的な推理と日常生活の経験とを運用し、証拠の証明力の有無
及び証明力の大小について独立して判断を下し、かつ判断の理由及び、結果を公開しなけ
ればならない。
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（２）

損害賠償額認定79

（ⅰ）

制度

2008 年に改正された特許法 65 条は、従前の損害賠償額の計算方法に関する規定につい
て変更を行った。
①

算定方法
2001 年 6 月 22 日に公布された「特許紛争事件の審理における法律適用問題に関する若

干の規定」20 条、21 条及び 22 条に規定した計算方法を司法解釈から法律のレベルに引き
上げただけでなく、計算順序を以下のように確定した。また、人民法院の裁量による損害
賠償金の範囲を引き上げ、権利者に対する保護を強化した。

79

A

権利者の遺失利益

B

侵害者の得た利益

C

ロイヤリティの倍数

D

人民法院の裁量による損害賠償金

M

特許製品の権利侵害により減少した販売量

JETRO「中国特許権侵害訴訟マニュアル」161-163 頁（2013 年）
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権利侵害製品の販売量

P

特許製品単価

P’

権利侵害製品単価

C’

権利侵害製品の単位原価

λ

製品の通常の利益率

f

使用許諾契約において確定した使用許諾料

α

権利侵害行為を制止するための合理的支出

②

M’

寄与率
近年、中国における外資系企業が中国国内企業から特許権侵害で提訴され、巨額の損害

賠償を命じられる判決が出てきており、註目を集めていた。これらの事案において巨額の
損害賠償が認められた要因の一つは、被侵害特許権の製品全体に対する「寄与度」（貢献
度）が考慮されていないことにあると考えられる。
そこで、2009 年 12 月 29 日に公布された「特許権侵害紛争事件の審理における法律適用
の若干問題に関する解釈」は、非合理的な高額賠償に対する歯止めとなる規定を置いた（同
解釈 16 条）。即ち、特許法 65 条 1 項の規定に従い権利侵害者が権利侵害により得た利益
を確定するときは、権利侵害者が特許権侵害行為により獲得した利益に限定しなければな
らない。他の権利により発生した利益は、合理的に差し引かなければならない（同解釈 16
条 1 項）。発明、実用新案特許権を侵害する製品が他の製品の部品である場合、当該部品
自体の価値及びその完成品利益の実現における作用等の要素に基づき、合理的に賠償金額
を確定しなければならない（同解釈 16 条 2 項）。意匠特許権を侵害する製品が包装物であ
る場合、包装物自体の価値及びその包装される製品の利益の実現における作用等の要素に
基づき合理的に賠償金額を確定しなければならない（同解釈 16 条 3 項）。
今後は、上記の規定により、合理的な賠償金額の算定を人民法院に求めていくケースが
多くなると思われる。
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６．

韓国

（１）

証拠収集80

（ⅰ）

制度

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ったりす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（民事訴訟法第 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、利用すべきである。
①

管轄
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（民事訴訟法第 376 条）。
②

申請
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

80

JETRO「特許侵害対応マニュアル 韓国編」32-35 頁（2013 年）
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ての種類の証拠方法である（民事訴訟法第 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する。
③

召喚
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（民事訴訟法第 381 条）
④

不服
証拠保全の決定に対しては不服申請をできないが（民事訴訟法第 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。
⑤

要件
証拠保全の事由（民事訴訟法第 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。
ただし、その理由を疎明しなければならない（民事訴訟法第 377 条第 2 項）
⑥

効果
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（民事訴訟法第
384 条、直接主義）。
これにより、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
亡しそうであったり海外に移住しそうであったりする場合、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。
また、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。
さらに、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
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という付随的効果を期待することができる。
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（２）

損害賠償額認定81

（ⅰ）

制度

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）。
請求発生の要件としては、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。また、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。
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。
①

算定方法
特許法は第 128 条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。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。
・ 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）
・ 侵害者の利益額を損害額として推定する方法（第 2 項）
・ 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。
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

81

JETRO「特許侵害対応マニュアル 韓国編」106-114,144-146 頁（2013 年）

- 226 -

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。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。
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
様である。
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は、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。
②

懲罰的賠償
韓国では、懲罰的賠償は認められていないようである。

③

訴訟費用
訴訟費用は、原則として敗訴した当事者が負担する（民事訴訟法第 98 条）。
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）。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。
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④

特許権者が敗訴した場合における損害賠償責任
特許権者が侵害者に保全処分、本案訴訟などを提起すること自体は、法が許容する方式

を活用するもので適法である。しかし、後日、法院などの公権的判断を通じて、特許権が
無効とされたり、相手方の行為が特許権の侵害ではないと判断されたり、あるいは権利者
であると主張する者に真正な権利がないと明らかになった場合について、法的問題が生じ
得る。
特許権者が保全処分を申請してその決定を受けて執行したが、後日本案訴訟で敗訴した
場合には、損害賠償責任を負担するリスクが高い。特に、保全処分の執行によって債務者
が受けた損害に対しては、特別な反証がない限り、執行債権者に故意または過失があると
推定されるのが多くの判例の見解である。これは保全処分が法院の裁判によって執行され
るものではあるが、その手続の進行が疎明によって債権者の責任下に行われることが一般
的であるためであり、一般民事事件ではなく特許権に関する争議の場合にも、原則的には
異なるものではない。
特許権者が侵害者を相手取って訴訟を提起した場合にも、特許権者が主張した権利また
は法律関係に法律的根拠がなく、特許権者がそれを知り、又は容易に知ることができるに
もかかわらず、訴えを提起する等の事情があって、法院によって提訴が裁判制度の趣旨と
目的に照らして顕著に相当性を失ったと認められる場合には、特許権者は不当提訴による
損害賠償責任を負うこととされる。これに関しては、上述した保全処分決定及び執行によ
る損害賠償責任で検討したような基準が不当提訴による損害賠償責任に対する判断でも参
照になり得るものと思われる。
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Ⅳ．

総括

特許権の侵害訴訟においては、多くの場合権利者自らの調査によって必要な証拠が収集
されているが、製造方法に関する証拠など、その証拠が特に被告側に偏在している場合に
ついては、権利者による侵害の立証が困難である実態が明らかになった。その理由として、
訴えの提起前の証拠収集制度が機能していないこと、被疑侵害者による侵害の事実を立証
するための有力な手段である文書提出命令や訴訟証拠収集の前提となる秘密保持命令制度
が十分に機能していないことなどが挙げられた。一方で、このような制度は、利用率が低
いことが必ずしも機能していないことを意味するものではなく、伝家の宝刀として利用さ
れればよく、このような制度があることによって、訴訟指揮により任意で証拠の提出等が
される場合が多い現状においては、文書提出命令や秘密保持命令制度の存在意義はあると
いう意見も多く聞かれた。
また、当事者の求めに応じて相手方や第三者に証拠の提出を義務付ける米国のDiscovery
のような強力な証拠収集手続に関しては、一部では導入を求める意見もあったが、圧倒的
多数はその費用や工数を考えて同様な制度の導入には反対という意見であった。但し、入
手困難なBtoB製品やソフトウェア、相手方の工場内で実施されている疑いがある場合など
は、特許権者による証拠の収集や侵害の立証が特に困難であるため、特許権者が侵害を主
張するに“十分な”レベルで立証したことを前提として、被疑侵害者側にも非侵害を主張
する限りにおいてそれを立証するために十分な証拠の提出を義務付けるといった制度など、
なんらかの強制力を伴う証拠収集制度を望む声がある一方で、強制力を伴う証拠収集手続
に対してはパテントトロール等による濫用の恐れを懸念した慎重な意見もあった。
損害賠償額については、累次の特許法改正を経て適正化されたとの評価がある一方で、
日本の裁判所により認められる損害賠償額が低い額にとどまっているという声があった。
また、案件の規模を鑑みれば認定額は適切との意見や、米国の認定額との単純比較は適切
ではないとの意見もあった。
損害の額の推定等の規定（特許法第102条）については、立証の容易化を目指して導入さ
れた第1項が自社の利益率の開示が障害となってあまり活用されておらず、更に、損害賠償
額の算定に用いられる「寄与率」概念によって賠償額が低額にされているが、その適用に
当たっての考え方及び算定方法・根拠が明確でないという不満が多かった。
今後、我が国においては、知的財産権が一層尊重され活用されるべきであるが、一方で
およそ適正でない権利が濫用されることがないようにバランスの取れた知財紛争処理シス
テムを維持しつつ、ユーザーニーズを考慮し、更に海外の知財紛争処理制度も踏まえなが
ら我が国の知財紛争処理システムの在り方の検討を進めていくべきである。
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資料編Ⅰ．国内アンケート調査結果
１．

背景

我が国の知財紛争処理システムの検討には、我が国の知財紛争処理システムの利用実
態を把握することが必要であるため、我が国の知財紛争処理システムにおける証拠収集及
び損害賠償に係る各制度に関する企業およびその代理人の経験をアンケート調査した。
日本の裁判所で争われる特許権侵害訴訟は、中小企業が原告又は被告となっている場合
が約７割（判決ベース）を占めており、それらの中小企業による利用実態を把握すること、
海外での訴訟経験、ライセンスやアライアンス経験が豊富であり、知財制度について優れ
た知見を有する大企業による利用実態を把握すること、および日本における特許権侵害訴
訟の代理経験の豊富な弁護士よる利用実態を把握することを考えて、下記要領でアンケー
トを実施した。
（１） 国内調査の概要
（ⅰ）アンケート対象者
企業：日本知的財産協会正会員企業（936者：2015年10月16日時点）と、平成26
年～27年8月において、特許権侵害訴訟の原告又は被告の経験がある企業（判決
ベース）から日本知的財産協会正会員企業の重複を除いた168者の合計1104者に
アンケートを送付し、523者（回答率47.4%）より回答を得た。
弁護士：特許権侵害訴訟の筆頭代理人のうち、特許権侵害訴訟の原告又は被告の
代理回数が計5回以上の弁護士52者（判決ベース）にアンケートを送付し、27者
（回答率51.9%）より回答を得た。
（ⅱ）アンケート項目
企業
Ａ．回答企業の基本情報（3問）
Ｂ．特許権侵害訴訟の経験等（6問）
Ｃ．特許権侵害に係る証拠収集手続の経験等（19問）
Ｄ．特許権侵害に係る損害賠償請求の経験等（8問）
Ｅ．その他、我が国知財紛争処理システムに対する要望・意見（1問）
弁護士
Ｂ．特許権侵害訴訟の経験等（5問）
Ｃ．特許権侵害に係る証拠収集手続の経験等（19問）
-1-

Ｄ．特許権侵害に係る損害賠償請求の経験等（8問）
Ｅ．その他、我が国知財紛争処理システムに対するご要望・ご意見（1問）
（ⅲ）アンケート期間：
2015年10月21日～11月24日
（ⅳ）集計方法
＜本編＞
１．企業：訴訟経験（原告・被告）あり、訴訟検討経験ありを母数とする証拠収
集手続および損害賠償請求に関するクロス集計
２．弁護士：全回答者を母数とする証拠収集手続および損害賠償請求に関する単
純集計
＜資料編＞
３．弁護士：全回答者を母数とする訴訟経験に関する単純集計
４．企業：全回答者を母数とする単純集計
５．企業：業種別のクロス集計
６．企業：訴訟経験あり／なし、訴訟された経験あり／なしのクロス集計
７．企業・弁護士：大企業、中小企業、弁護士のクロス集計
８．企業・弁護士：特許侵害訴訟に関する考えのフリーコメント
９．企業・弁護士：証拠収集制度に関する考えのフリーコメント
１０．企業・弁護士：損害賠償請求に関する考えのフリーコメント
１１．企業・弁護士：知財紛争処理システムに関する考えのフリーコメント
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２．

弁護士：全回答者を母数とする特許権侵害訴訟経験に関する単純集計

集計対象者：弁護士

27者

Ｂ．貴殿の過去5年間の特許権侵害訴訟の経験についてお尋ねします。

Ｂ－１

日本の裁判所へ特許権侵害訴訟を提起することを依頼人と具体的に検討し、特

許権侵害訴訟の提起を見送った件数及び実際に訴訟を代理して提起した件数は、過去5
年間でそれぞれ約何件ありますか？（b～cは複数回答可）
注：棒グラフの横軸のスケールは回答者総数とした。
訴訟提起を具体的に検討したが見送った経験（弁護士）
0

5

10

15

20

25

1

a. 質問にあるような経験はない
b. 依頼人と訴訟提起を具体的に検討したが見送った経験が
ある

24
26

c. 実際に訴訟を代理して提起した経験がある
無回答

0

回答者のうち 1 者を除き、過去 5 年間で日本の裁判所へ特許権侵害訴訟の提起を検討した
経験があり、実際に提訴経験があるのは、92.9%(26/28)である。

訴訟提起を具体的に検討したが見送った件数（弁護士）
0

5

10

15

20

1

b1. 1件

15

b2. 2件以上、10件以下
5

b3. 11件以上、50件以下
2

b4. 51件以上、100件以下
0

b5. 101件以上

訴訟提起を具体的に検討したが見送った件数は 10 件以下が 15 者、11 件以上 50 件以下が 5
者、51 件以上 100 件以下が 2 者、1 件が 1 者と続く。

実際に訴訟を提起した件数（弁護士）
0
c1. 1件

5

10

1

c2. 2件以上、5件以下

7

c3. 6件以上、10件以下

7
5

c4. 11件以上、20件以下
c5. 21件以上

4
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15

20

25

実際に訴訟を提起した件数は 2 件以上 5 件以下、6 件以上 10 件以下が 7 者で並び、次いで、
11 件以上 5 者、21 件以上 4 者、1 件が 1 者と続く。

Ｂ－２
か？

依頼人が、日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を見送った理由は何です

わかる範囲で貴殿の経験をご回答ください（b～qは複数回答可）

訴訟提起を見送った経験の有無（弁護士）
0
3

0%

24

10%

20%

30%

40%

a . 質問にあるような経験はない

50%

60%

70%

80%

訴訟提起を見送った経験がある

90%

100%

無回答

回答を得た多くの弁護士(88.9%)は訴訟の提起を見送った経験を有する。

訴訟提起を見送った件数（弁護士）
0

5

10

15

20
16

b. 話し合いで解決したため

16

c. 警告等により相手方が侵害行為を中止したため

1

d. 訴訟により社会的評判を落とすと考えたため

1

e. 訴訟により顧客に迷惑を掛けると考えたため
f. 依頼人自身の訴訟経験が乏しく、どう対応すべきか不明であったため

0
15

h. 権利の安定性に不安（権利無効になるリスク）があったため

10

i. 侵害を証明する証拠が入手できなかったため

9

j. 被疑侵害品が技術的範囲に属するか明確でなかったため

0

k. 損害を計算する証拠が入手できなかったため

7

l. 損害額が小さいと考えたため

14

m. 費用的負担が見合わないと考えたため

1

m1. 印紙代が高いと考えたため

4

m2. 依頼人が、弁護士費用が高いと考えたため

10

m3. 得られる損害賠償額が低いと考えたため

3

n. 日本ではなく、他国で訴訟対応したため

3

n1. 米国

2

n2. ドイツ

1

n3. その他の国

1

o. 時間が掛かるため

4

p. 不明（分からない）（依頼人から理由の説明がなかった場合を含む）

2

q. その他

提訴の提起を見送った経験者24者中、話し合いで解決、警告状の送付で侵害行為が中止が
共に16者で最も多く、訴訟をせずに解決することができた経験を有する。次いで、権利の
安定性に不安（15者）、費用的負担が見合わない（14者）
、侵害を証明する証拠が入手でき
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なかった（10者）
、得られる損害賠償額が低い(10者)と続き、問題解決に至らないにも関わ
らず、提訴を断念した経験を有する。

Ｂ－３

依頼人が、日本の裁判所へ特許権侵害訴訟を提起した目的は何ですか？貴殿の

経験をご回答ください（b～gは複数回答可）

特許権侵害訴訟を提起の経験の有無(弁護士）
0

0
27

0%

10%

20%

30%

40%

50%

a . 質問にあるような経験はない

60%

70%

80%

訴訟を提起した経験がある

90%

100%

無回答

訴訟を提起した目的（弁護士）
0

5

10

15

20

25
25

b. 他者の製品・サービスを市場から排除するため
23

c. 他者の製品・サービスによる損害を回復するため
12

d. 特許権のライセンス料を得るため
6

e. 技術的優位性を確保するため

6

f. 他者との交渉を有利にするため
0

g. その他

特許権侵害訴訟の提起の理由は、25 者（92.6%）が他者の製品等を市場から排除するため
で、次いで、損害を回復するため(23 者)とライセンス料を得るため(12 者)という金銭的な
補償を求める理由が続く。

Ｂ－４

特許権者から日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を示唆された依頼人と

対応を検討した件数及び実際に訴訟を提起された依頼人（被疑侵害者）を代理した件数
は、過去5年間でそれぞれ約何件ありますか？（b～cは複数回答可）
特許権侵害訴訟の提起の示唆を相談された経験の有無(弁護士）
0
a. 特許権者からの訴訟提起の示唆について相談された経験はない

5

10

15

20

25

0

b. 特許権者から訴訟の提起を示唆された依頼人と対応を検討し…

26

c. 特許権者から訴訟を提起された依頼人（被疑侵害者）を代理…

27

無回答

0
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特許権者からの訴訟の提起を示唆された依頼人と検討経験やその代理経験は、回答者27者
の弁護士のほぼすべてが経験している。

訴訟の提起を示唆された依頼人と対応を検討した件数（弁護士）
0

5

10

15

20

25

0

b1. 1件

14

b2. 2件以上、10件以下
6

b3. 11件以上、50件以下
4

b4. 51件以上、100件以下
1

b5. 101件以上

特許権者からの訴訟の提起を示唆された依頼人と対応を検討した件数は、
2件以上10件以下
がもっと多く14者、次いで、11件以上50件以下、51件以上100件以下と続き、101件以上の
経験者も１者いる。

訴訟を提起された依頼人（被疑侵害者）を代理した件数（弁護士）
0
c1. 1件

5

10

0

c2. 2件以上、5件以下

9

c3. 6件以上、10件以下

9

c4. 11件以上、20件以下
c5. 21件以上

3
5
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15

20

25

３．

企業：全回答者を母数とする単純集計

集計対象者：企業

523 者

Ａ．貴社の基本情報についてお尋ねします。

Ａ－１

貴社の資本金は、次のうちどれに該当しますか？

※グループ企業様へ：資本金を、貴社単体では公表していない（グループ連結でしか公
表していない）場合、j.を選択してください。

資本金
0

50

100

150

200

3

a. 1,000万円以下

16

b. 1,000万円超、5,000万円以下

33

c. 5,000万円超、1億円以下

12

d. 1億円超、3億円以下

42

e. 3億円超、10億円以下

153

f. 10億円超、100億円以下

207

g. 100億円超、1,000億円以下

46

h. 1,000億円超、1兆円以下
i. 1兆円超
j. 単体では公表していない（グループ連結でしか公表していない）

Ａ－２

250

3
6

貴社の従業員数は、次のうちどれに該当しますか？

従業員数
0
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

5人以下
6人以上、20人以下
21人以上、50人以下
51人以上、100人以下
101人以上、300人以下
301人以上、1,000人以下
1,001人以上、5,000人以下
5001人以上、10,000人以下
10,001人以上、50,000人以下
50,001人以上

Ａ－３

50

100

150

200

3
2
7
14
44
132
200
52
58
10

貴社の主たる業種は、次のうちどれに該当しますか？（重複回答可）
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250

業種
0

20

40

60

80

100

2

a. 農林水産業

1

b. 鉱業

28

c. 土木、建設・建築
24

d. 食品
9

e. 繊維
5

f. パルプ・紙

6

g. 出版・印刷

81

h. 化学（医薬品を除く）
45

i. 医薬品
7

j. 石油製品・石炭製品

25

k. プラスチック
11

l. ゴム製品
9

m. 窯業
5

n. 鉄鋼

13

o. 非鉄金属
7

p. 金属製品

42

q. 機械

46

r. 電気器具、家電、重電機器
30

s. 通信・電子・電気計測
22

t. 自動車
15

u. 輸送用機械（自動車を除く）

16

v. 精密機械

43

w. 上記以外の製造業関係
6

x. 運輸・公益事業

18

y. ソフトウエア、情報・通信サービス
1

z. 特定産業分野に特化していない基礎研究

27

zz. その他

Ｂ．貴社の過去5年間の特許権侵害訴訟の経験についてお尋ねします。

Ｂ－１

日本の裁判所へ特許権侵害訴訟を提起することを具体的に検討し、特許権侵害

訴訟の提起を見送った件数及び実際に訴訟を提起した件数は、過去5年間でそれぞれ約
何件ありますか？（b～cは複数回答可）
注：棒グラフの横軸のスケールは回答者総数とした。
特許権侵害訴訟の経験（企業）
0

100

300

400
396

a. 訴訟提起を具体的に検討した経験はない
87

b. 訴訟提起を具体的に検討したが見送った経験がある
65

c. 実際に訴訟を提起した経験がある
無回答

200

3
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500

回答者の 75.7%（396/523）は、過去 5 年間で日本の裁判所へ特許権侵害訴訟の提起を検討
した経験がなく、実際に提訴経験があるのは、12.4%(65/523)である。訴訟提起を具体的に
検討したが提訴を見送った経験を有すものが 87 者あり、特許権侵害訴訟の提起は検討する
ものの提訴が見送られる場合が実際に提訴した経験を有する者（65 者）より多い。

訴訟提起を具体的に検討したが見送った件数（企業）
0

10

20

30

40

50

60

70

80

36

b1. 1件

50

b2. 2件以上、10件以下
b3. 11件以上、50件以下

1

b4. 51件以上、100件以下

0

b5. 101件以上

0

訴訟提起を具体的に検討したが見送った件数は 10 件以下がほとんどで、次いで経験 1
件が 36 者である。

実際に訴訟を提起した件数（企業）
0

10

20

30

40

50

60

36

c1. 1件
26

c2. 2件以上、5件以下
2

c3. 6件以上、10件以下
c4. 11件以上、20件以下

0
1

c5. 21件以上

実際に訴訟を提起した件数は 1 件が 55.4%で、2 件以上 5 件以下が続き、6 件以上の経験を
有する者は極めて少数である。

Ｂ－２

日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を見送った理由は何ですか？貴社の

経験をご回答ください（b～qは複数回答可）

訴訟提起を見送った経験の有無（企業）
363

0%

10%

20%

30%

122

40%

a . 訴訟提起を見送った経験はない

50%

60%

70%

80%

訴訟提起を見送った経験がある
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38

90%
無回答

100%

訴訟の提起を見送った経験者が122者あり、前問の訴訟提起を具体的に検討したが提訴を見
送った経験を有す87者より35者多いが、具体的に訴訟の提起の検討する前に提訴を見送っ
たものが含まれるものと解される。

訴訟提起を見送った理由（企業）
0

20

40

12
2
0
25

h. 権利の安定性に不安（権利無効になるリスク）があったため

23

i. 侵害を証明する証拠が入手できなかったため

21

j. 被疑侵害品が技術的範囲に属するか明確でなかったため

5

k. 損害を計算する証拠が入手できなかったため

15

l. 損害額が小さいと考えたため

25

m. 費用的負担が見合わないと考えたため

0

m2. 弁護士費用が高いと考えたため

12

m3. 得られる損害賠償額が低いと考えたため

13
14

n. 日本ではなく、他国で訴訟対応したため

7

n1. 米国

3

n2. ドイツ

5

n3. その他の国

7

o. 時間が掛かるため
p. 不明（分からない）

120

9

e. 訴訟により顧客に迷惑を掛けると考えたため

m1. 印紙代が高いと考えたため

100

32

d. 訴訟により社会的評判を落とすと考えたため

g. 良い代理人に巡り合えず、対応を相談できなかったため

80
61

b. 話し合いで解決したため
c. 警告等により相手方が侵害行為を中止したため

f. 訴訟経験が乏しく、どう対応すべきか不明であったため

60

0
10

q. その他

提訴の提起を見送った経験者122者中、半数の61者が話し合いで解決、次いで警告状の送付
で侵害行為が中止（32者）と、上位2つの理由は訴訟をせずに解決することができた経験と
なる。次いで、費用的負担が見合わない、権利の安定性に不安、侵害の証拠の入手難、技
術的範囲に属するか不明確と続き、問題解決に至らないにも関わらず提訴を断念した経験
を有する場合も多い。

Ｂ－３

日本の裁判所へ特許権侵害訴訟を提起した目的は何ですか？貴社の経験をご

回答ください（b～gは複数回答可）
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特許権侵害訴訟を提起の経験の有無（企業）
423

0%

10%

20%

30%

73

40%

50%

a . 訴訟を提起した経験はない

60%

70%

80%

訴訟を提起した経験がある

27

90%

100%

無回答

訴訟を提起した目的（企業）
0

10

20

30

40

50

60

70

51

b. 他者の製品・サービスを市場から排除するため
32

c. 他者の製品・サービスによる損害を回復するため
19

d. 特許権のライセンス料を得るため
11

e. 技術的優位性を確保するため
7

f. 他者との交渉を有利にするため

9

g. その他

特許権侵害訴訟の提起の理由は、
51者（69.9%）が他者の製品等を市場から排除するためで、
次いで、損害を回復するためとライセンス料を得るためという金銭的な補償を求める理由
と続く。

Ｂ－４

日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を実質的に決断した者はどなたです

か？貴社の経験をご回答ください（b～lは複数回答可）

特許権侵害訴訟の提起を判断の有無（企業）
421

0%

10%

20%

30%

40%

a . 訴訟を提起した経験はない

74

50%

60%

70%

決断した経験がある
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80%
無回答

90%

28

100%

特許権侵害訴訟の提起を実質的に決断した者（企業）
0

10

20

30

40

50

60

70

44

b. 社長級の者
22

c. 担当役員級（知財・法務）の者
17

d. 担当役員級（事業）の者
10

e. 担当役員級（研究・開発）の者
1

f. 担当役員級（上記以外）の者

12

g. 担当部長・課長（知財・法務）の者
6

h. 担当部長・課長（事業）の者
2

i. 担当部長・課長（研究・開発）の者

1

j. 担当部長・課長（上記以外）の者

3

k. 親会社やグループ会社の者

4

l. その他の者

特許権侵害訴訟の提起の決断者は、59.5%が社長級の者で、社長級以外でも多くの企業が役
員級のものが決断している。特許権侵害訴訟は社業全般に与える影響が大きいため、上級
の役職者による決断が行われているものと思われる。

Ｂ－５

特許権者から日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を示唆された件数及び

実際に訴訟を提起された件数は、過去5年間でそれぞれ約何件ありますか？（b～cは複
数回答可）

特許権侵害訴訟の提起を示唆された経験の有無（企業）
0

100

200

300

400
410

a. 特許権者から訴訟の提起を示唆された経験はない
81

b. 特許権者から訴訟の提起を示唆された経験がある
62

c. 実際に特許権者から訴訟を提起された経験がある
無回答

500

5

523 者中 81 者（15.5%）が訴訟の提起を示唆された経験があり、実施に訴訟を提起された
者は、62 者（11.9%）である。

0

10

訴訟の提起を示唆された件数（企業）
20
30
40

b1. 1件

b4. 51件以上、100件以下
b5. 101件以上

60

70

80

41

b2. 2件以上、10件以下
b3. 11件以上、50件以下

50

36
1
1
0

訴訟の提起を示唆された経験件数が 1 件の者がほぼ半数の 41 者、ついで 2 件以上 10 件以
下が 36 者である。それ以上の経験を有する者はごく少数である。
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訴訟を提起された件数（企業）
0

10

20

30

40

50

60

36

c1. 1件
22

c2. 2件以上、5件以下
2

c3. 6件以上、10件以下
c4. 11件以上、20件以下

0

c5. 21件以上

0

訴訟の提起を示唆された経験件数は 1 件の者が 36 者、ついで 2 件以上 5 件以下が 22 者で
ある。それ以上の経験を有する者はごく少数である。
Ｃ．貴社の過去5年間の特許権侵害に係る証拠収集手続の経験についてお尋ねします。
Ｃ－１

我が国における特許権侵害訴訟の証拠収集に関する経験を教えてください（b

～uは複数回答可）
証拠収集に関する経験の有無（企業）
0

100

200

300

400

500

124

a. 経験はない

104

侵害の行為についての経験がある
84

損害の計算についての経験がある

294

訴訟経験なし、訴訟検討経験なし又は無回答

523者中124者（23.7%）が侵害行為についての証拠収集経験があり、104者（19.8%）が損害
の計算についての証拠収集の経験を有する。

証拠収集手続きについての経験（企業）
0

20

40

8

d. （訴訟指揮により）被疑侵害者が任意で証拠を開示した
3

e. 日本の法制度を利用して証拠を収集できた
0

21

g. 自社の調査では証拠を収集できなかった
6

h. 調査会社等を利用しても証拠を収集できなかった

6

i. 日本の法制度を利用しても証拠を収集できなかった
k. その他

100

20

c. 調査会社等を利用して証拠を収集できた

j. 他国の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

80
86

b. 自社の調査により証拠を収集できた

f. 他国の法制度を利用して証拠を収集できた

60

1
4

侵害行為に関する証拠収集経験を有する者は、86者(82.6%)が自社の調査により証拠収集す
ることができた経験を有するが、21者（20.2%）は、自社の調査では証拠収集ができなかっ
た経験を有する。また20者(19.2%)は調査会社等を利用して証拠収集できた経験を有するが、
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6者（5.8%）は、調査会社等を利用しても証拠収集できなかった経験を有する。

損害の計算についての経験（企業）
0

20

40

60

80

57

l. 自社の調査により証拠を収集した
18

m. 調査会社等を利用して証拠を収集した
9

n. （訴訟指揮により）被疑侵害者が任意で証拠を開示した
2

o. 日本の法制度を利用して証拠を収集した
0

p. 他国の法制度を利用して証拠を収集した

19

q. 自社の調査では証拠を収集できなかった
4

r. 調査会社等を利用しても証拠を収集できなかった
2

s. 日本の法制度を利用しても証拠を収集できなかった
0

t. 他国の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

4

u. その他

損害の計算についての証拠収集も、上記の侵害行為の証拠収集とほぼ同じ傾向といえる。

Ｃ－２

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の結果に関する経

験を教えてください（b～jは複数回答可）

訴訟検討段階の証拠収集の経験の有無（企業）
123

0%

10%

103

20%

30%

297

40%

50%

a. 訴訟検討段階の証拠収集の経験はない

60%

70%

80%

90%

60

80

100%

経験がある

訴訟経験なし、訴訟検討経験なし又は無回答

提起検討段階の証拠収集の結果に関する経験（企業）
0

20

40

55

b. 訴訟提起を判断するのに十分な証拠を収集できた

56

c. 侵害行為の立証のために十分な証拠を収集できた

15

d. 損害の計算のために十分な証拠を収集できた

27

e. 訴外で相手方と交渉するのに十分な証拠を収集できた

23

f. 訴訟提起を判断するのに十分な証拠を収集できなかった

26

g. 侵害行為の立証のために十分な証拠を収集できなかった

31

h. 損害の計算のために十分な証拠を収集できなかった

10

i. 訴外で相手方と交渉するのに十分な証拠を収集できなかった
j. その他の経験

100

5

訴訟検討段階の証拠収集の経験ありとする103者中55者(53.4%)は、証拠提起を判断するの
に十分な証拠を収集できた経験を有し、ほぼ同数の56者が侵害行為の立証に十分な証拠を
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収集できた経験を有する。一方、損害の計算のために十分な証拠は収集できた経験を有す
る者（15者）よりできなかった経験を有する者（31者）の方が多く、侵害行為の立証のた
めの証拠収集より損害の計算のための証拠収集がより困難と思われる。

Ｃ－３

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の困難性に関する

経験を教えてください（c～fは複数回答可）

訴訟検討段階の証拠収集の経験の有無（企業）

110

0%

29

10%

20%

86

30%

298

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

a . 訴訟検討段階の証拠収集の経験はない
b. 訴訟検討段階の証拠収集の困難性に関する経験（困難と感じたこと）はない
証拠収集の困難性に関する経験がある
訴訟経験なし、訴訟検討経験なし又は無回答

訴訟検討段階の証拠収集の困難性に関する経験がないとする29者に比べ、86者が困難性の
経験を有する。

証拠収集の困難性に関する経験（企業）
0

20

40

60

80
75

c. 証拠が被疑侵害者側に偏っている

38

c1. 侵害が疑われる行為が被疑侵害者側の工場等で行われていた

28

c1①. 製造方法

5

c1②. コンピューター・プログラムによる情報処理

3

c1③. その他

46

c2. 侵害が疑われる製品が入手できなかった

6

c2①. 製品が被疑侵害者側の工場等にあった

36

c2②. 製品がＢｔｏＢ向けで市場に出回っていなかった

6

c2③. その他

23

c3. 損害の計算を証明する証拠が入手できなかった

2

c4. その他

22

d. 侵害が疑われる製品を入手したが、分析出来なかった

11

d1. 化合物
d2. コンピューター・プログラム

5

d3. その他

5
20

e. 営業秘密に関わる証拠が多い

13

e1. 被疑侵害者から営業秘密であることを盾にされた
e2. コンタミネーション等、貴社の業務への悪影響を懸念した

2

e3. その他

2
8

f. その他の困難性
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困難性を有するとする 86 者の大多数である 75 者が、証拠が被疑侵害者側に偏っていた経
験を有し、具体的には疑義侵害行為が工場等で行われていたり、製品の入手の困難性を挙
げている。また、製品を入手できても分析ができなかった経験を有する者も相当数（46 者）
いる。

Ｃ－４

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する予告通知者等（検討のみも含む）としての経験を教えてください（c～e
は複数回答可）

予告通知者等としての経験の有無（企業）
9
101

0%

10%

117

20%

30%

296

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

a . 同制度を知らない
b. 同制度を知っているが、予告通知者等としての経験はない
予告通知者等の立場での経験がある
訴訟経験なし、訴訟検討経験なし又は無回答

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第 132 条の 2、第 132 条の 3、第 132 条の 4）は
あまり利用されていないといわれているが、その通りの結果である。予告通知者等の立場
で経験（検討のみを含む）があるのはわずか 9 者で、117 者は制度は知っているが予告通
知者等の経験はない。
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予告通知者等の立場での経験（企業）
0

2

4

6

8

10
9

c. 検討したが実際には予告通知しなかった

4

c1. 実効性に疑問があった

2

c2. 訴訟を検討していることを相手方に知られる不利益を考慮

1

c3. その他

0

d. 予告通知して照会した

0

d1. 被予告通知者から何らかの証拠が提出された
d1①. 証拠収集の処分なく提出

0

d1②. 貴社が証拠収集の処分を申し立てて認められた

0
0

d2. 被予告通知者から証拠は一切提出されなかった
d2①. 貴社が証拠収集の処分を申し立てたが認められなかった

0

d2②. 貴社が証拠収集の処分を申し立てて認められた

0
1

e. 被予告通知者から返答があって照会された

1

e1. 何らかの証拠を提出した

1

e1①. 証拠収集の処分なく提出
e1②. 被予告通知者が証拠収集の処分を申し立てて認められた

0
0

e2. 証拠は一切提出しなかった
e2①. 被予告通知者が証拠収集の処分を申し立てたが認められなかった

0

e2②. 被予告通知者が証拠収集の処分を申し立てて認められた

0

予告通知者等の立場で経験（検討のみを含む）を有するとする 9 者いたが、検討のみの経
験で実際には予告通知を行った経験者は皆無である。その理由は、実効性に疑問がある、
訴訟を検討していることを相手方に知られる不利益を考慮したようである。

Ｃ－５

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する被予告通知者としての経験を教えてください（c～dは複数回答可）

被予告通知者等としての経験の有無（企業）
3
99

0%

10%

123

20%

30%

298

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

a . 同制度を知らない
b. 同制度を知っているが、被予告通知者としての経験はない
被予告通知者の立場での経験がある
訴訟経験なし、訴訟検討経験なし又は無回答

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条の4）の被予
告通知者等の経験であるが、予告通知者等の場合と同様、利用実績が低く、経験ありはわ
ずか3者、制度は知っているが経験がないと制度を知らないが圧倒的多数である。
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被予告通知者の立場での経験（企業）
0

1

2

3
3

c. 予告通知者から照会された

3

c1. 何らかの証拠を提出した

3

c1①. 証拠収集の処分なく提出

0

c1②. 予告通知者が証拠収集の処分を申し立てて認められた

0

c2. 証拠は一切提出しなかった
c2①. 予告通知者が証拠収集の処分を申し立てたが認められなかった

0

c2②. 予告通知者が証拠収集の処分を申し立てて認められた

0
0

d. 返答して照会した

0

d1. 予告通知者から何らかの証拠が提出された
d1①. 証拠収集の処分なく提出

0

d1②. 貴社が証拠収集の処分を申し立てて認められた

0
0

d2. 予告通知者から証拠は一切提出されなかった
d2①. 貴社が証拠収集の処分を申し立てたが認められなかった

0

d2②. 貴社が証拠収集の処分を申し立てて認められた

0

経験ありの3者はいずれも、予告通知者からの照会に基づいて何らかの証拠を提出した。

Ｃ－６

証拠保全制度（民事訴訟法第234条）に関する経験を教えてください（c～gは

複数回答可）
証拠保全制度に関する経験の有無（企業）
0

100

200

300

400

500

47

a. 同制度を知らない

173

b. 同制度を知っているが、経験はない
証拠保全を検討したが申立てしなかった経験について

5

相手方に対する証拠保全の経験について

2

貴社に対する証拠保全の経験について

2

証拠保全制度（民事訴訟法第234条）の認知度は、前問の訴えの提起前の証拠収集制度（民
事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条の4）よりも高いといえるが、検討したが申立
てなかった経験者は5者、相手方に対する証拠保全の経験、自社に対する証拠保全の経験が
それぞれ2者とあまり利用されていない。

証拠保全を検討したが申立てしなかった経験（企業）
0

1

2

3

4

5
5

c. 検討したが実際には申立てしなかった

3

c1. 実効性に疑問があった
c2. 訴訟を検討していることを相手方に知られる不利益を考慮

1

c3. その他

1

証拠保全を検討したが実際には申立てなかった理由は、実効性に疑問があったとする者が3
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者（60%）で最も多い。

相手方に対する証拠保全の経験（企業）
0

1

2
2

d. 貴社が申し立てた
1

d1. 証拠保全が決定された

1

d1①. 実際に証拠が確保された
0

d1②. 実際には証拠は確保されなかった

1

d2. 申立ては認められなかった
0

e. 相手方に対する証拠保全が職権により決定された
e1. 実際に証拠が確保された

0

e2. 実際には証拠は確保されなかった

0

自社が証拠保全を申立てた2者中１者が証拠保全の決定がされ、実際に証拠が確保された。
職権による証拠保全の経験は、本アンケートでは皆無であった。

貴社に対する証拠保全の経験（企業）
0

1

2

f. 相手方から申し立てられた

1

f1. 証拠保全が決定された

1
1

f1①. 実際に証拠が確保された
0

f1②. 実際には証拠は確保されなかった

0

f2. 申立ては認められなかった

2

g. 貴社に対する証拠保全が職権により決定された

2

g1. 実際に証拠が確保された
0

g2. 実際には証拠は確保されなかった

相手方から申し立てられた証拠保全が決定され、実際に証拠保全された経験を有する者が1
者いる。前問と違い、職権により証拠保全されたケースが2者あり、いずれも実際に証拠確
保されている。職権による証拠確保は極めて希な例であるが、皆無ではないようである。

Ｃ－７

具体的態様の明示義務（特許法第104条の２）に関する経験を教えてください

（c～hは複数回答可）
具体的態様の明示義務に関する経験の有無（企業）
0

100

200

300

400

500

44

a. 同制度を知らない

158

b. 同制度を知っているが、経験はない
特許権者の立場での経験がある

19

被疑侵害者の立場での経験がある

23
297

訴訟経験なし、訴訟検討経験なし又は無回答

具体的態様の明示義務も制度は知っているが利用経験なしが 158 者であり、特許権者の立
場で利用経験ありが 19 者、被疑侵害者の立場で利用経験ありが 23 者で、いずれも全回答
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者 523 者中、3～4%程度である。

具体的態様の明示義務に関する特許権者の立場での経験（企業）
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

5

c. 貴社が主張する具体的態様を被疑侵害者が否認しなかった

10

d. 貴社の主張を否認するため被疑侵害者から具体的態様が明示された

8

d1. 答弁書の提出段階で明示された

3

d2. 訴訟指揮に従って明示された

2

d2①. 被疑侵害者は相当の理由を主張したが認められなかった

0

d3. 貴社の義務履行要求を踏まえて明示された

1

d4. 当事者間で秘密保持契約を締結することで明示された

8

e. 被疑侵害者は貴社の主張を否認した上で具体的態様を明示しなかった

3

e1. 被疑侵害者は相当の理由を主張して認められた

2

e2. その他

特許権者として経験ありの 19 者中約半数の 10 者が被疑侵害者側から具体的態様が明示さ
れ、その多くは答弁書の提出段階で明示されたが、8 者は具体的態様は明示されなかった
経験を有する。

具体的態様の明示義務に関する被疑侵害者の立場での経験（企業）
0

5

10

15

1

f. 特許権者が主張する具体的態様を否認しなかった

16

g. 特許権者の主張を否認するため具体的態様を明示した

12

g1. 答弁書の提出段階で明示した

8

g2. 訴訟指揮に従って明示した

1

g2①. 相当の理由を主張したが認められなかった

0

g3. 特許権者からの義務履行要求を踏まえて明示した

1

g4. 当事者間で秘密保持契約を締結することで明示した

2

h. 特許権者の主張を否認した上で具体的態様を明示しなかった

1

h1. 相当の理由を主張して認められた
h2. その他

0

被疑侵害者の立場では、23 者中 16 者が具体的態様を明示し、その多くは答弁書の提出段
階で提示した経験を有するが、半数は訴訟指揮に従って提出した経験を有する。また、特
許権者の主張を否認して具体的態様を明示しなかった経験を有するものが 2 者あり、その
内 1 者は相当の理由の主張が認められた経験を有する。

Ｃ－８

具体的態様の明示に関する経験を教えてください（c～fは複数回答可）
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具体的態様の明示義務に関する特許権者の立場での経験（企業）
0

5

10

2

c. 被疑侵害者が明示した具体的態様が十分だと感じた

12

d. 被疑侵害者が明示した具体的態様が不十分だと感じた

9

d1. 具体的態様に関して、文書提出命令の申立てを検討したが、見送った

5

d1①. 実効性に疑問があった

0

d1②. 当事者間で秘密保持契約を締結することで文書が提出された

4

d1③. 訴訟指揮により文書が任意で提出された

1

d1④. 文書の特定が十分にできなかった

0

d1⑤. その他

6

d2. 具体的態様を明らかにすべく、文書提出命令を申し立てた

0

d2①. 同命令が出された

6

d2②. 同命令は出されなかった

2

d2②あ. 訴訟指揮により文書が任意で提出された

3

d2②い. 同命令を出す理由がないと裁判官が判断した

特許権者の立場で、具体的態様の明示に関して、2 者のみが十分と感じた経験を有するが、
大多数の 12 者が被疑侵害者の明示した具体的態様は不十分と感じた経験を有し、内 9 者は
文書提出命令の申立てを見送った経験を有し、6 者は文書提出命令の申し立てた経験を有
する。文書提出命令の申立てを見送った経験を有する者は、実効性に疑問があったためと
訴訟指揮により文書が任意で提出されたためがほぼ半々である。

具体的態様の明示義務に関する被疑侵害者の立場での経験（企業）
0

5

10

15

20

10

e. 明示した具体的態様に対して特許権者から異論はなかった

12

f. 明示した具体的態様に対して特許権者から異論があった

1

f1. 当事者間で秘密保持契約を締結して文書を提出した

5

f2. 訴訟指揮により具体的態様に関する文書を任意で提出した

3

f3. 具体的態様に関して特許権者が文書提出命令を申し立てた

0

f3①. 同命令が出された

3

f3②. 同命令は出されなかった

0

f3②あ. 訴訟指揮により文書を任意で提出した

2

f3②い. 同命令を出す理由がないと裁判官が判断した

被疑侵害者の立場で、提出した文書に対して特許権者からの異論がなかったと異論があっ
た経験を有する者は、それぞれ 10 者と 12 者で大差がない。これは前問の特許権者の立場
での回答結果(＝満足度)は大きく相違する。

Ｃ－９

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）としての経験を教えてください（c～eは複数回答可）
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侵害の立証に係る文書提出命令に関する
申立人等としての経験の有無（企業）
16
28

0%

185

10%

294

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

a . 同制度を知らない
b. 同制度を知っているが、質問にあるような経験はない
侵害の立証に係る同命令の申立人等としての経験がある
訴訟経験なし、訴訟検討経験なし又は無回答

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第 105 条第 1 項及び第 2 項）についても、申立人
等としての利用経験（検討のみ含む）を有する者は 16 者に留まる。

侵害の立証に係る同命令の申立人等としての経験（企業）
0

5

10

2

c1. 実効性に疑問があった

4

c2. 訴訟指揮により文書が任意で提出された

1
1
1

c3. 文書の特定が十分にできなかった
c4. その他
d. 申し立てて同命令が出された
d1. 同命令に反対する被申立人の主張は認められなかった
d1①. 被申立人は文書の特定が不十分又は不明確と主張した
d1②. 被申立人は提出を拒む正当な理由があると主張した
d1③. その他

0
0
0
0
1

d2. 同命令に基づき文書が提出された

0
0
0

d2①. 立証に必要な文書であった
d2②. 立証に必要な文書ではなかった
d3. 文書が提出されなかった

9

e. 申し立てたが同命令は出されなかった

3

e1. 訴訟指揮により文書が任意で提出された

6

e2. 同命令を出す理由がないと裁判官が判断した

5

e2①. 主に裁判官による判断
e2②. 被申立人が文書の特定が不十分又は不明確と主張した
e2③. 被申立人が提出を拒む正当な理由を主張した
e2④. その他

15

7

c. 検討はしたが、同命令を申し立てなかった

0
0
0

利用経験ありの 16 者中、7 者は検討のみ、9 者は申し立てたが文書提出命令は出されず、
実際に命令が出た経験を有する者は 1 者のみである。但し、訴訟指揮により任意で提出さ
れたケースが計 7 者あり、結局、半数の 8 者が文書の提出を受けたこととなる。

Ｃ－10

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被
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申立人としての経験を教えてください（c～dは複数回答可）

侵害の立証に係る文書提出命令に関する
被申立人としての経験の有無（企業）
6
28

0%

190

10%

299

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

a . 同制度を知らない
b. 同制度を知っているが、質問にあるような経験はない
侵害の立証に係る同命令の被申立人としての経験がある
訴訟経験なし、訴訟検討経験なし又は無回答

被申立人の立場では、特許権者の立場の場合より更に少数の6者のみ経験を有する。

侵害の立証に係る同命令の被申立人としての経験（企業）
0

1

2

3

5

6

2

c. 申立てに対して同命令が出された

1

c1. 同命令に反対する貴社の主張は認められなかった

0

c1①. 文書の特定が不十分又は不明確と主張した

1

c1②. 提出を拒む正当な理由があると主張した

0

c1②あ. 判断するための書類の提出を裁判官が求めた

1

c1②い. 判断するための書類の提出を裁判官が求めなかった

0

c1③. その他

1

c2. 同命令に基づき文書を提出した

0

c3. 文書を提出しなかった

4

d. 申立てに対して同命令は出されなかった

2

d1. 文書を任意で提出した

2

d2. 同命令を出す理由がないと裁判官が判断した
d2①. 主に裁判官による判断

1

d2②. 貴社が文書の特定が不十分又は不明確と主張した

1
2

d2③. 貴社が提出を拒む正当な理由を主張した

0

d2③あ. 判断するための書類の提出を裁判官が求めた

1

d2③い. 判断するための書類の提出を裁判官が求めなかった
d2④. その他

4

0

6者中4者には命令は出されず、2者には命令が出された経験を有し、内1者のみが実際に文
書を提出した経験を有する。但し、命令が出されなかった経験を有する4者の内、2者は任
意で文書を提出した経験を有する。

Ｃ－11

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）としての経験を教えてください（c～eは複数回答可）
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損害の計算に係る文書提出命令に関する
申立人等としての経験の有無（企業）
16
27

0%

186

10%

294

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

a . 同制度を知らない
b. 同制度を知っているが、質問にあるような経験はない
損害の計算に係る同命令の申立人等としての経験がある
訴訟経験なし、訴訟検討経験なし又は無回答

損害の計算に係る文書提出命令の申立人等としての利用経験（検討のみ含む）は、侵害の
立証に係る文書提出命令の申立人等としての利用経験と同数の 16 者である。

損害の計算に係る同命令の申立人等としての経験（企業）
0

5

10
7

c. 検討はしたが、同命令を申し立てなかった

1

c1. 実効性に疑問があった

6

c2. 訴訟指揮により文書が任意で提出された

1

c3. 文書の特定が十分にできなかった

0

c4. その他

3

d. 申し立てて同命令が出された
d1. 同命令に反対する被申立人の主張は認められなかった
d1①. 被申立人は文書の特定が不十分又は不明確と主張した
d1②. 被申立人は提出を拒む正当な理由があると主張した
d1③. その他

0
0
0
0
3
3

d2. 同命令に基づき文書が提出された
d2①. 立証に必要な文書であった

0
0

d2②. 立証に必要な文書ではなかった
d3. 文書が提出されなかった

6

e. 申し立てたが同命令は出されなかった

0

e1. 訴訟指揮により文書が任意で提出された

6

e2. 同命令を出す理由がないと裁判官が判断した

3

e2①. 主に裁判官による判断
e2②. 被申立人が文書の特定が不十分又は不明確と主張した
e2③. 被申立人が提出を拒む正当な理由を主張した

15

0
0
2

e2④. その他

損害の計算に係る文書提出命令の申立人等としての利用経験（検討のみ含む）を有する 16
者中 7 者は検討のみで同命令の申立ては行わなかった経験を有し、その内 6 者は訴訟指揮
により文書が任意に提出された経験を有する。6 者は申し立てたが同命令を出す必要がな
いと裁判官に判断された。
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Ｃ－12

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人としての経験を教えてください（c～dは複数回答可）

損害の計算に係る文書提出命令に関する
被申立人としての経験の有無（企業）
7
28

0%

191

10%

297

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

a . 同制度を知らない
b. 同制度を知っているが、質問にあるような経験はない
侵害の立証に係る同命令の被申立人としての経験がある
訴訟経験なし、訴訟検討経験なし又は無回答

損害の計算に係る文書提出命令の被申立人等としての利用経験（検討のみ含む）を有する
者は 7 者で、申立人等としての利用経験を有する 16 者の約半分である。

侵害の立証に係る同命令の被申立人としての経験（企業）
0

2

4

6

2

c. 申立てに対して同命令が出された
c1. 同命令に反対する貴社の主張は認められなかった

0

c1①. 文書の特定が不十分又は不明確と主張した

0

c1②. 提出を拒む正当な理由があると主張した

0

c1②あ. 判断するための書類の提出を裁判官が求めた

0

c1②い. 判断するための書類の提出を裁判官が求めなかった

0
0

c1③. その他

2

c2. 同命令に基づき文書を提出した

0

c3. 文書を提出しなかった

5

d. 申立てに対して同命令は出されなかった

4

d1. 文書を任意で提出した

1

d2. 同命令を出す理由がないと裁判官が判断した
d2①. 主に裁判官による判断

0

d2②. 貴社が文書の特定が不十分又は不明確と主張した

0
1

d2③. 貴社が提出を拒む正当な理由を主張した

0

d2③あ. 判断するための書類の提出を裁判官が求めた

1

d2③い. 判断するための書類の提出を裁判官が求めなかった
d2④. その他

0

損害の計算に係る文書提出命令の被申立人等としての利用経験（検討のみ含む）を有する
者は 7 者中 2 者は同命令が出され文書も提出した経験を有する。5 者には同命令は出され
ずに、4 者は任意で文書を提出した経験を有する。
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Ｃ－13

インカメラ手続（特許法第105条第3項）に関連する経験について教えてくださ

い（c～lは複数回答可）
インカメラ手続に関連する経験の有無（企業）
0

100

200

300

400

500

41

a. 同制度を知らない

185

b. 同制度を知っているが、経験はない
文書提出命令の申立人としての経験がある

2

文書提出命令の被申立人としての経験がある

0
295

訴訟経験なし、訴訟検討経験なし又は無回答

インカメラ手続きはあまり利用されていないといわれているが、本アンケートでも申立人
として利用経験があるものが2者、被申立人としての利用経験がある者は皆無である。

文書提出命令の申立人としての経験（企業）
0

1

c. 主に裁判官の判断により同手続が行われた

0

d. 貴社が必要性を主張した結果、同手続が行われた

0

2

2

e. 貴社が必要性を主張したが、同手続が行われなかった
f. 被申立人が必要性を主張した結果、同手続が行われた

0

g. 被申立人が必要性を主張したが、同手続が行われなかった

0

インカメラ手続きの申立人として経験を有する2者は、必要性は主張したが認められず、結
局、同手続きは行われなかった。

文書提出命令の被申立人としての経験（企業）
0

1

h. 主に裁判官の判断により同手続が行われた

0

i. 貴社が必要性を主張した結果、同手続が行われた

0

j. 貴社が必要性を主張したが、同手続は行われなかった

0

k. 申立人が必要性を主張した結果、同手続が行われた

0

l. 申立人が必要性を主張したが、同手続が行われなかった

0

被申立人としての経験者は皆無である。

Ｃ－14

インカメラ手続（特許法第105条第3項）の開示対象者に関する経験について教

えてください（c～jは複数回答可）
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インカメラ手続の開示対象者に関する経験の有無（企業）
0

100

200

300

400

500

35

a. 同制度を知らない

158

b. 同制度を知っているが、開示対象者に関する経験はない
文書提出命令の申立人としての経験がある

1

文書提出命令の被申立人としての経験がある

1

訴訟経験なし、訴訟検討経験なし又は無回答

328

インカメラ手続（特許法第105条第3項）の開示対象者に関して申立人として経験を有する
者と被申立人として経験を有する者は、いずれもわずか1者のみである。

文書提出命令の申立人としての経験（企業）
0

c. 貴社の担当者及び代理人が開示対象者となった

0

d. 貴社の担当者のみが開示対象者となった

0

1

1

e. 貴社の代理人のみが開示対象者となった
0

f. 補佐人・その他の開示対象者

文書提出命令の申立人として経験を有する1者は、その代理人のみが開示対象者となった。

文書提出命令の被申立人としての経験（企業）
0

g. 申立人の担当者及び代理人が開示対象者となった

0

h. 申立人の担当者のみが開示対象者となった

0
1

i. 申立人の代理人のみが開示対象者となった
j. 補佐人・その他の開示対象者

1

0

文書提出命令の被申立人として経験を有する1者は、その代理人のみが開示対象者となった。

Ｃ－15

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する申立人等（検討のみも含む）とし

ての経験を教えてください（c～eは複数回答可）
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秘密保持命令に関する申立人等としての経験の有無（企業）
6
29

0%

192

10%

20%

296

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

a . 同制度を知らない
b. 同制度を知っているが、申立人等としての経験はない
同命令に関する申立人等としての経験がある
訴訟経験なし、訴訟検討経験なし又は無回答

秘密保持命令（特許法第 105 条の 4）に関する申立人等（検討のみも含む）としての経験
を有する者は、わずかに 6 者である。

秘密保持命令に関する申立人等としての経験（企業）
0

1

2

3

4

0
1

c3. 不正競争防止法による保護で十分と考えた

3

c4. その他

1

d. 申し立てて同命令が出された
d1. 同命令に反対する被申立人の主張は認められなかった
d1①. 被申立人が証拠調べの必要性を欠くと主張
d1②. 被申立人が不正競争防止法による保護で十分と主張
d1③. 被申立人が申立人との秘密保持契約で十分と主張
d1④. その他の主張

0
0
0
0
0
1

d2. 被申立人の担当者及び代理人が同命令の名宛人となった

0
0
0

d3. 被申立人の担当者のみが同命令の名宛人となった
d4. 被申立人の代理人のみが同命令の名宛人となった
d5. 補佐人・その他の名宛人

1
1

e. 申し立てたが同命令は出されなかった
e1. 主に裁判官による判断
e2. 被申立人が同命令を出さないよう主張した
e2①. 被申立人が証拠調べの必要性を欠くと主張
e2②. 被申立人が不正競争防止法による保護で十分と主張
e2④. その他の主張
e3. その他

6

1

c1. 実効性に疑問があった
c2. 被申立人との秘密保持契約で解決した

e2③. 被申立人が申立人との秘密保持契約で十分と主張

5
4

c. 検討したが実際には申し立てなかった

0
0
0
0
0
0

秘密保持命令（特許法第 105 条の 4）に関する申立人等（検討のみも含む）としての経験
を有する 6 者の内 4 者は検討のみで実際には申立てを行わず、1 者は申し立てて同命令が
出され、１者は申し立てたが同命令が出されなかった経験を有する。
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Ｃ－16

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する被申立人としての経験を教えてく

ださい（c～dは複数回答可）

秘密保持命令に関する被申立人としての経験の有無（企業）
4
28

0%

196

10%

20%

295

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

a . 同制度を知らない
b. 同制度を知っているが、被申立人としての経験はない
同命令に関する被申立人としての経験がある
訴訟経験なし、訴訟検討経験なし又は無回答

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する被申立人としての経験を有する者は4者で、申
立人等（検討のみも含む）としての経験を有する6者よりわずかに少ない。

秘密保持命令に関する被申立人としての経験（企業）
0

1

2

3

4

2

c. 申立てに対して同命令が出された

1

c1. 同命令に反対する貴社の主張は認められなかった

1

c1①. 貴社が証拠調べの必要性を欠くと主張
c1②. 貴社が不正競争防止法による保護で十分と主張

0

c1③. 貴社が申立人との秘密保持契約で十分と主張

0

c1④. 貴社がコンタミネーション等の業務への悪影響を懸念して反対

0

c1⑤. 貴社が同命令に反したときの制裁（刑事罰）を懸念して反対

0

c1⑥. その他の主張・懸念

0
1

c2. 貴社の担当者及び代理人が同命令の名宛人となった

0

c3. 貴社の担当者のみが同命令の名宛人となった

1

c4. 貴社の代理人のみが同命令の名宛人となった

0

c5. 補佐人・その他の名宛人

2

d. 申立てに対して同命令は出されなかった

1

d1. 主に裁判官による判断

0

d2. 貴社が同命令を出さないよう主張した
d2①. 貴社が証拠調べの必要性を欠くと主張

0

d2②. 貴社が不正競争防止法による保護で十分と主張

0

d2③. 貴社が申立人との秘密保持契約で十分と主張

0

d2④. 貴社がコンタミネーション等の業務への悪影響を懸念して反対

0

d2⑤. 貴社が同命令に反したときの制裁（刑事罰）を懸念して反対

0

d2⑥. その他の主張・懸念

0
1

d3. その他

秘密保持命令（特許法第 105 条の 4）に関する被申立人としての経験を有する 4 者中 2 者
は同命令が出され、2 者は同命令が出されなかった経験を有する。
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Ｃ－17

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧に関するお考えを教えてください（複

数回答可）。事案によって開示して良い相手が相違すると思われますが、一般的なケー
スを想定してお答えください。
訴訟上必要な営業秘密の開示者側としての考え（企業）
0

100

a. 秘密保持命令を受けた相手方当事者であれば開示しても良い

19

b. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方当事者に開示しても良い

21

200

300

400

500

73

c. 秘密保持命令を受けた相手方代理人であれば開示しても良い
d. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方代理人に開示しても良い

29

e. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）であれば開示しても良い

29
158

f. 裁判官であれば、開示しても良い

21

g. 一切開示したくない

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧について開示者側としては、裁判官であれば開示
しても良いとする回答が 158 者で最も多く、次いで秘密保持命令を受けた相手方代理人で
あれば良いが 73 者である。秘密保持命令あるいは秘密保持契約があれば、相手方当事者や
代理人に開示しても良いとする考えが 19 者～29 者程度ある一方で、一切開示したくない
とする考えが 21 者ある。

訴訟上必要な相手方の営業秘密を閲覧する者の側としての考え（企業）
0

100

h. 閲覧するためであれば秘密保持命令を受けても良い

76

i. 閲覧するためであれば相手方と秘密保持契約を行っても良い

73

200

300

400

500

91

j. 秘密保持命令を受けた当方代理人に閲覧を任せても良い

62

k. 相手方との秘密保持契約の下、当方代理人に閲覧を任せても良い

26

l. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）に閲覧を任せても良い

64

m. 裁判官のみ閲覧すれば良い

3

n. 一切閲覧はしたくない

訴訟上必要となる営業秘密を閲覧する側としては、秘密保持命令を受けた当方代理人に閲
覧を任せても良いとする考えが 91 者で最も多く、裁判官のみ閲覧すれば良いとする回答は
64 者で、開示者側の立場とは大きく相違する。閲覧するために秘密保持命令を受けても良
いや秘密保持契約を締結しても良いとする考えが、それぞれ 73 者と 76 者ある一方で、一
切閲覧したくないとする考えも 3 者ある。

Ｃ－18

当事者尋問等に関し、尋問の公開停止（特許法第105条の7第１項）に関する経

験を教えてください（c～hは複数回答可）
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尋問の公開停止に関する経験の有無（企業）
0

100

200

300

400

500

67

a. 同制度を知らない

160

b. 同制度を知っているが、経験はない
特許権者としての経験がある

1

被疑侵害者としての経験がある

1

訴訟経験なし、訴訟検討経験なし又は無回答

295

当事者尋問等に関し、尋問の公開停止（特許法第 105 条の 7 第１項）に関する経験は、特
許権者としての経験も被疑侵害者としても経験もそれぞれ１者のみである。同制度は知っ
ているが経験がないとする者が 160 者あるが、同制度を知らない者も相当おり認知度はあ
まり高くないように思われる。

尋問の公開停止に関する特許権者としての経験（企業）
0

1
1

c. 主に裁判官の判断により尋問の非公開が決定された
d. 尋問の非公開の必要性を主張した

0

d1. 尋問の非公開が決定された

0

d2. 尋問の非公開が決定されなかった

0

e. 相手側が尋問の非公開の必要性を主張した

0

e1. 尋問の非公開が決定された

0

e2. 尋問の非公開が決定されなかった

0

尋問の公開停止に関する被疑侵害者としての経験（企業）
0

1
1

f. 主に裁判官の判断により尋問の非公開が決定された
g. 尋問の非公開の必要性を主張した

0

g1. 尋問の非公開が決定された

0

g2. 尋問の非公開が決定されなかった

0

h. 相手側が尋問の非公開の必要性を主張した

0

h1. 尋問の非公開が決定された

0

h2. 尋問の非公開が決定されなかった

0

Ｄ．貴社の過去5年間の特許権侵害に係る損害賠償請求の経験についてお尋ねします。

Ｄ－１

我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象を教えてください（複

数回答可）
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特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象（企業）
0

100

16

c2. 特許のライセンス料率の認定が適切
2

14

d. 市場規模等の認定が適切
3

11

f. 他国で認定される額と比較しても適切

23

g. 当事者による立証・説明が十分なされている

202

h. 損害を補填するのに不十分
91

i. 代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

108

j. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が不適切
55

j1. 特許の寄与率の認定が不適切
36

j2. 特許のライセンス料率の認定が不適切
10

j3. その他

31

k. 市場規模等の認定が不適切
9

l. 覆滅の認定が不適切
m1. 米国

4
3

m2. ドイツ

1

m3. その他の国

0
191

n. 他国で認定される額と比較して低額

175

n1. 米国
17

n2. ドイツ
n3. その他の国
o. 当事者による立証・説明が十分になされていない

500

16

c1. 特許の寄与率の認定が適切

m. 他国で認定される額と比較して高額

400

33

c. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が適切

e. 覆滅の認定が適切

300

42

b. 代理人費用又は印紙代を補填するのに十分

c3. その他

200

40

a. 損害を補填するのに十分

4
11
61

p. その他

我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象は、損害を補填するには不十分が
202者、他国(特に米国)で認定される額と比較して低額が191者で圧倒的に多い。損害賠償
額に関して、他国とは法制度やマーケットが相違するため単純比較することの良しあしの
議論はあるが、単純比較すると一般的にはこのような印象である。次いで、特許の金銭的
価値の認定が不適切という印象が108者、代理人費用または印紙代を補填するのに不十分が
91者で続く。

Ｄ－２

特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えてく

ださい（複数回答可）
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特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の
損害賠償に関する経験の有無（企業）
471

0%

10%

20%

30%

40%

43

50%

60%

70%

80%

90%

9

100%

a . 特許権者として特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験はない 特許権
者としての経験がある 無回答
特許権者としての経験がある
無回答

特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を有する者は、43 者
（8.2%）である。

特許権者としての損害賠償に関する経験（企業）
0

5

10

15

20

25

40

2

b1①. 認容額が期待以上であった

0

b1①あ. 他国での侵害訴訟に比較して高額

7

b1②. 認容額が期待程度であった

0

b1②あ. 他国での侵害訴訟に比較して同等

0

b1③. 認容額が損害を補填するのに十分

3

b1④. 認容額が代理人費用又は印紙代を補填するのに十分

0

b1⑤. 特許の金銭的価値（寄与率、料率等）の認定が適切

2

b1⑥. その他

21

b2. 不満が残った

11

b2①. 認容額が損害を補填するのに不十分

5

b2②. 認容額が代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

8

b2③. 特許の金銭的価値の認定が不十分

4

b2③あ. 特許の寄与率の認定が不十分

3

b2③い. 特許のライセンス料率の認定が不十分

1
3

b2④. 市場規模等の認定が不十分
b2⑤. 覆滅の認定が不適切

35

13

b1. 納得した

b2③う. その他

30

35

b. 損害賠償が認められた

1
3

b2⑥. 他国での侵害訴訟に比較して低額

4

b2⑦. 被疑侵害者による立証・説明が不十分

3

b2⑧. その他

5

b3. 差止請求が認められれば、額の多寡は問題ではない

11

c. 損害賠償が認められなかった

4

c1. 損害はないと認定された

5

c2. その他

特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を有する 43 者中 35 者は
損害賠償が認められ、21 者は損害賠償が認められなかった経験を有する。損害賠償が認め
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られた 35 者中 21 者(60%)は不満が残り、13 者（37%）は納得した経験を有する。

Ｄ－３

被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えて

ください（複数回答可）

被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の
損害賠償に関する経験の有無（企業）
468

0%

10%

20%

30%

45

40%

50%

60%

70%

80%

90%

10

100%

a. 被疑侵害者として特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験はない
被疑侵害者としての経験がある
無回答

被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を有する者は、45 者
（8.6%）である。特許権者としての経験者(43 者)とほぼ同数である。

被疑侵害者としての損害賠償に関する経験（企業）
0

5

10

15

30

35

40

10

b1. 納得した

5

b1①. 認容額が適切と考えた
b1①あ. 他国での侵害訴訟に比較して同等又はそれ以下

0
3

b1②. 特許の金銭的価値（寄与率、料率等）の認定に納得

1

b1③. その他

11

b2. 不満が残った

7

b2①. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が過剰

3

b2①あ. 特許の寄与率の認定が過剰

1

b2①い. 特許のライセンス料率の認定が過剰

1

b2①う. その他

0
1

b2③. 覆滅の認定が不適切
b2④. 他国での侵害訴訟に比較して高額

25
21

b. 損害賠償が認められた

b2②. 市場規模等の認定が過剰

20

0

b2⑤. 特許権者による立証・説明が不十分

3

b2⑥. その他

3
25

c. 損害賠償が認められなかった

11

c1. 損害はないと認定された

12

c2. その他

被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を有する 45 者中 21 者
は損害賠償が認められ、25 者は損害賠償が認められなかった経験を有する。損害賠償が認
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められた 21 者中 11 者(52.3%)は不満が残り、10 者（47.6%）は納得し、ほぼ半々の割合で
ある。

Ｄ－４

特許法第102条第1項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください（c

～eは複数回答可）
特許法第102条第１項に基づく 損害賠償請求に
関する経験の有無（企業）
0

100

200

300

400

500

38

a. 同制度を知らない

444

b. 同制度を知っているが、経験はない

28

特許権者としての経験がある
被疑侵害者としての経験がある

8

無回答

5

特許法第 102 条第１項に基づく損害賠償請求に関して、特許権者としては 28 者、被疑侵害
者としては 8 者が経験を有する。84.1%（523 者中 444 者）は、制度は知っているが経験が
ない。同制度を知らないと答えたのは 38 者と比較的少数である。

特許権者としての第102条第１項に基づく 損害賠償請求経験（企業）
0

5

10

20

25

11

c. 検討したが訴状では同制度に基づく請求を見送った

11

c1. 損害賠償額の根拠の証明に困難性があった

7

c1①. 利益率を相手方へ開示することに懸念があった

2

c1②. 実施能力を相手方に開示することに懸念があった

4

c1③. 被疑侵害者の譲渡数量の証明に困難性があった

1

c1④. その他
c2. 十分な損害賠償額に達する見込みがなかった

0

c3. 他の条項に基づく請求の方がより高い損害賠償額が見込めた

0

c4. その他

0
17

d. 同制度に基づいて主たる請求として訴状で請求した

7

d1. 特許法第１０２条第１項のみに基づいて請求した

8

d2. 特許法第１０２条第２項と併せて請求した

5

d3. 特許法第１０２条第３項と併せて請求した
d4. その他と併せて請求

15

1

特許権者として経験を有する 28 者中 17 者は特許法第 102 条第１項に基づく損害賠償請求
を主たる請求とした経験を有し、更にその内 7 者が同項のみに基づいて請求し、次いで 2
項と併せて請求が 8 者で続き、更に 5 者が 3 項と併せて請求した経験を有する。一方、特
許権者として経験を有する 28 者中 11 者は同項に基づく請求は見送った経験を有する。そ
の理由は、全員が損害賠償の根拠の証明の困難性の経験を有し、次いで、利益率の開示の
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懸念（7 者）
、譲渡数量の証明の困難性(4 者)と続く。

被疑侵害者としての第102条第１項に基づく 損害賠償請求経験（企業）
0

1

2

3

4

5

6

7

8
8

e. 同制度に基づいて主たる請求として訴状にて請求された
3

e1. 特許法第１０２条第１項のみに基づいて請求された

4

e2. 特許法第１０２条第２項と併せて請求された
2

e3. 特許法第１０２条第３項と併せて請求された
1

e4. その他と併せて請求

被疑侵害者として経験を有する 8 者の内、2 項と併せて請求された者が 4 者で最も多く、
次いで 1 項のみで請求された（3 者）、3 項と併せて請求された（2 者）と続く。

Ｄ－５

特許法第102条第2項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください（c

～eは複数回答可）
特許法第102条第２項に基づく 損害賠償請求に
関する経験の有無（企業）
0

100

200

300

500

37

a. 同制度を知らない

432

b. 同制度を知っているが、経験はない

28

特許権者としての経験がある

20

被疑侵害者としての経験がある
無回答

400

8

特許法第102条第2項に基づく損害賠償請求に関して、特許権者としては28者、被疑侵害者
としては20者の経験がある。特許権者としての経験は同条1項の場合と同数であるが、被疑
侵害者としては1項の場合（8者）と比較すると20者とかなり多い。
制度は知っているが経験がない者や同制度を知らないと答えた者の割合は同条1項の場
合とほぼ同じである。
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特許権者としての第102条第２項に基づく 損害賠償請求経験（企業）
0

5

10

15

20

25

7

c. 検討したが訴状では同制度に基づく請求を見送った

4

c1. 損害賠償額（被疑侵害者の利益）の根拠の証明に困難性があった

0

c2. 十分な損害賠償額に達する見込みがなかった

3

c3. 他の条項に基づく請求の方がより高い損害賠償額が見込めた

1

c4. その他

22

d. 同制度に基づいて主たる請求として訴状で請求した

9

d1. 特許法第１０２条第２項のみに基づいて請求した

8

d2. 特許法第１０２条第１項と併せて請求した

7

d3. 特許法第１０２条第３項と併せて請求した

1

d4. その他と併せて請求

特許権者として経験を有する28者の内、22者は特許法第102条第2項に基づく損害賠償請求
を主たる請求とした経験を有し、更にその内9者が同項のみに基づいて請求し、次いで1項
と併せて請求が8者で続き、7者が3項と併せて請求した経験を有する。一方、特許権者とし
て経験を有する28者の内、7者は同項に基づく請求は見送った経験を有する。その理由は、
損害賠償の根拠の証明の困難性が4者と他の条項に基づく請求がより高い損害賠償額が見
込めた者の3者に分かれる。

被疑侵害者としての第102条第２項に基づく 損害賠償請求経験（企業）
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
20

e. 同制度に基づいて主たる請求として訴状にて請求された
10

e1. 特許法第１０２条第２項のみに基づいて請求された
3

e2. 特許法第１０２条第１項と併せて請求された

6

e3. 特許法第１０２条第３項と併せて請求された
2

e4. その他と併せて請求

被疑侵害者として経験を有する20者の内、
2項のみで請求された経験を有する者が10者で最
も多く、次いで、3項と併せて請求された者が6者、
１項と併せて請求された者が3者と続く。

Ｄ－６

特許法第102条第3項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください（c

～eは複数回答可）
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特許法第102条第３項に基づく 損害賠償請求に
関する経験の有無（企業）
0

100

200

300

400

500

38

a. 同制度を知らない

442

b. 同制度を知っているが、経験はない

23

特許権者としての経験がある

16

被疑侵害者としての経験がある

6

無回答

特許法第 102 条第 3 項に基づく損害賠償請求に関して、特許権者としては 23 者、被疑侵害
者としては 16 者が経験を有する。特許権者としての経験は同条 1 項の場合が 28 者、2 項
の場合が 28 者、3 項の場合が 23 者、被疑侵害者としては 1 項の場合が 8 者、2 項の場合が
20 者、3 項の場合が 16 者である。総じて 2 項が最も利用されている。
制度は知っているが経験がない者や同制度を知らないと答えた者の割合は同条1項や2項の
場合とほぼ同じである。

特許権者としての第102条第３項に基づく 損害賠償請求経験（企業）
0

5

10

2

c1. 損害賠償額（実施料相当額）の根拠の証明に困難性があった

0

c2. 十分な損害賠償額に達する見込みがなかった

0

c2①. 証拠として提示できるライセンス料率が低額であった

3

c3. 他の条項に基づく請求の方がより高い損害賠償額が見込めた

1
17

d. 同制度に基づいて主たる請求として訴状で請求した

5

d1. 特許法第１０２条第３項のみに基づいて請求した

6

d2. 特許法第１０２条第１項と併せて請求した

8

d3. 特許法第１０２条第２項と併せて請求した
d4. その他と併せて請求

20

6

c. 検討したが訴状では同制度に基づく請求を見送った

c4. その他

15

1

特許権者として経験を有する 23 者の内、17 者は特許法第 102 条第 3 項に基づく損害賠償
請求を主たる請求とした経験を有し、更にその内 2 項と併せて請求が 8 者、6 者が 1 項と
併せて請求し、3 項のみでの請求は 5 者と最も少数である。一方、特許権者として経験を
有する 23 者の内、6 者は同項に基づく請求は見送った経験を有する。その理由は、他の条
項に基づく請求がより高い損害賠償額が見込めた者が 3 者、損害賠償の根拠の証明の困難
性が 2 者である。
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被疑侵害者としての第102条第３項に基づく損害賠償請求経験（企業）
0

2

4

6

8

10

12

14

16
16

e. 同制度に基づいて主たる請求として訴状にて請求された
9

e1. 特許法第１０２条第３項のみに基づいて請求された
2

e2. 特許法第１０２条第１項と併せて請求された

5

e3. 特許法第１０２条第２項と併せて請求された
2

e4. その他と併せて請求

被疑侵害者として経験を有する 16 者の内、3 項のみで請求された経験を有する者が 9 者で
最も多く、次いで 2 項と併せて請求された経験を有する者が 5 者、１項と併せて請求され
た経験を有する者が 2 者と続く。

Ｄ－７

損害計算のための鑑定（特許法第105条の2）に関する経験を教えてください（c

～gは複数回答可）

損害計算のための鑑定に関する経験の有無（企業）
0

100

300

400

500

77

a. 同制度を知らない

431

b. 同制度を知っているが、経験はない
特許権者としての経験がある

5

被疑侵害者としての経験がある

2

無回答

200

8

損害計算のための鑑定（特許法第105条の2）に関する経験は、特許権者として経験を有す
る者が5者、被疑侵害者として経験を有するが2者と少数である。同制度は知っているが経
験がないものが431者（82.4%）。同制度知らない者も77者（14.7%）おり、認知度はやや低
めである。
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特許権者としての損害計算のための鑑定に関する経験（企業）
0

1

2

3

4

5

2

c. 申立てを検討したが実際には利用しなかった
1

c1. 費用的な負担を懸念
c2. 鑑定人への説明に係る負担を懸念

0

c3. 鑑定人に任せることに不安があった

0

c4. 原則として損害計算は当事者が立証すべきと考えた

0
1

c5. その他

3

d. 自ら申し立てて鑑定がなされた
2

d1. 鑑定結果に満足できた
1

d2. 鑑定結果に満足できなかった

1

e. 被疑侵害者が申し立てて鑑定がなされた

1

e1. 鑑定結果に満足できた
0

e2. 鑑定結果に満足できなかった

特許権者として経験を有する5者の内、2者は検討のみで実際には利用して経験がなく、3
者が自ら申し立てて鑑定がなされ、1者は、被疑侵害者が申し立てて鑑定がなされた経験を
有する。鑑定結果については、1者を除き満足できたようである。

被疑侵害者として の損害計算のための鑑定に関する経験（企業）
0
f. 申立てを検討したが実際には利用しなかった
f1. 費用的な負担を懸念
f2. 鑑定人への説明に係る負担を懸念
f3. 鑑定人に任せることに不安があった
f4. 原則として損害計算は当事者が立証すべきと考えた
f5. その他
g. 自ら申し立てて鑑定がなされた
g1. 鑑定結果に満足できた
g2. 鑑定結果に満足できなかった
h. 特許権者が申し立てて鑑定がなされた
h1. 鑑定結果に満足できた
h2. 鑑定結果に満足できなかった

1

2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0

被疑侵害者として経験を有る2者は、いずれも特許権者の申立てで鑑定がなされ、いずれも
結果に満足した。
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４．

企業：業種別のクロス集計

集計対象者：
電気器具、通信・電子：71者
医薬品：45者
化学：80者
機械、輸送用機械、精密機械、自動車：93者
ソフトウェア：18者
その他（上記以外の業種）：216者
Ｂ．貴社の過去5年間の特許権侵害訴訟の経験についてお尋ねします。
Ｂ－１

日本の裁判所へ特許権侵害訴訟を提起することを具体的に検討し、特許権侵害

訴訟の提起を見送った件数及び実際に訴訟を提起した件数は、過去5年間でそれぞれ約
何件ありますか？（b～cは複数回答可）
訴訟提起を具体的に検討したが見送った件数（電気器具、通信・電子）
0

1

2

3

4

5

6

7

8

2

b1. 1件

6

b2. 2件以上、10件以下
b3. 11件以上、50件以下

0

b4. 51件以上、100件以下

0

b5. 101件以上

0

訴訟提起を具体的に検討したが見送った件数(医薬品）
0

2

4

6

8

10

3

b1. 1件

8

b2. 2件以上、10件以下
b3. 11件以上、50件以下

0

b4. 51件以上、100件以下

0

b5. 101件以上

0

訴訟提起を具体的に検討したが見送った件数(化学）
0

2

4

6

8

10

12
11

b1. 1件
8

b2. 2件以上、10件以下
b3. 11件以上、50件以下

0

b4. 51件以上、100件以下

0

b5. 101件以上

0
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訴訟提起を具体的に検討したが見送った件数（機械、自動車）
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

11

b1. 1件
8

b2. 2件以上、10件以下
b3. 11件以上、50件以下

0

b4. 51件以上、100件以下

0

b5. 101件以上

0

訴訟提起を具体的に検討したが見送った件数(ソフトウェア）
0

1

2

3

4

1

b1. 1件

3

b2. 2件以上、10件以下
b3. 11件以上、50件以下

0

b4. 51件以上、100件以下

0

b5. 101件以上

0

訴訟提起を具体的に検討したが見送った件数(その他）
0

5

10

15

20

25

30

13

b1. 1件

19

b2. 2件以上、10件以下
1

b3. 11件以上、50件以下
b4. 51件以上、100件以下

0

b5. 101件以上

0

訴訟を見送った件数は、業界に関わらず、ほぼ 10 件以下の経験であるが、電気器具、通信・
電子、医薬品、ソフトウェア業界がやや多めである。

実際に訴訟を提起した件数(電気器具、通信・電子）
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

c1. 1件

5

c2. 2件以上、5件以下
c3. 6件以上、10件以下

0

c4. 11件以上、20件以下

0

c5. 21件以上

0

実際に訴訟を提起した件数(医薬品）
0

1

2

3
2

c1. 1件

2

c2. 2件以上、5件以下
c3. 6件以上、10件以下

0

c4. 11件以上、20件以下

0

c5. 21件以上

0
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4

実際に訴訟を提起した件数(化学）
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

c1. 1件
4

c2. 2件以上、5件以下
1

c3. 6件以上、10件以下
c4. 11件以上、20件以下

0

c5. 21件以上

0

実際に訴訟を提起した件数（機械、自動車）
0

2

4

6

8

10

12

14

6

c1. 1件

7

c2. 2件以上、5件以下
c3. 6件以上、10件以下

0

c4. 11件以上、20件以下

0
1

c5. 21件以上

実際に訴訟を提起した件数(ソフトウェア）
0

1

2

3

4

5
4

c1. 1件
1

c2. 2件以上、5件以下
c3. 6件以上、10件以下

0

c4. 11件以上、20件以下

0

c5. 21件以上

0

実際に訴訟を提起した件数(その他）
0

5

10

15

20

14

c1. 1件
7

c2. 2件以上、5件以下
1

c3. 6件以上、10件以下
c4. 11件以上、20件以下

0

c5. 21件以上

0

実際に訴訟を提起した件数は、業界別な差は大きくないが、ソフトウェア業界が 1 件の経
験を占める割合が多めである。

Ｂ－２

日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を見送った理由は何ですか？貴社の

経験をご回答ください（b～qは複数回答可）
訴訟提起の経験の有無(電気器具・通信・電子）

57

0

10

20
30
40
50
a . 訴訟提起を具体的に検討した経験はない

訴訟提起の経験の有無(医薬品）

8

10

60

70

32

0

80

0

5

10

11

15
20
25
30
35
a . 訴訟提起を具体的に検討した経験はない

b. 訴訟提起を具体的に検討したが見送った経験がある

b. 訴訟提起を具体的に検討したが見送った経験がある

c. 実際に訴訟を提起した経験がある

c. 実際に訴訟を提起した経験がある

無回答

無回答
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4

40

45

0

50

訴訟提起の経験の有無(機械・自動車）

訴訟提起の経験の有無(化学）

63

0

10

20

12

30
40
50
60
a . 訴訟提起を具体的に検討した経験はない

10

70

65

0

80

0

90

20

1

100

b. 訴訟提起を具体的に検討したが見送った経験がある

b. 訴訟提起を具体的に検討したが見送った経験がある

c. 実際に訴訟を提起した経験がある

c. 実際に訴訟を提起した経験がある

無回答

無回答

11

5

14

40
60
80
a . 訴訟提起を具体的に検討した経験はない

訴訟提起の経験の有無(ソフトウェア）

0

19

4

訴訟提起の経験の有無(その他）

5

10
15
a . 訴訟提起を具体的に検討した経験はない

120

168

1

20

25

0

50

33

100
150
a . 訴訟提起を具体的に検討した経験はない

22

1

200

b. 訴訟提起を具体的に検討したが見送った経験がある

b. 訴訟提起を具体的に検討したが見送った経験がある

c. 実際に訴訟を提起した経験がある

c. 実際に訴訟を提起した経験がある

無回答

無回答

250

訴訟を見送った経験は電気器具・通信・電子業界がやや少なめである。

訴訟提起を見送った理由（電気器具、通信・電子）
0

2

4

6
5

b. 話し合いで解決したため

2

c. 警告等により相手方が侵害行為を中止したため

2

d. 訴訟により社会的評判を落とすと考えたため
e. 訴訟により顧客に迷惑を掛けると考えたため

0

f. 訴訟経験が乏しく、どう対応すべきか不明であったため

0

g. 良い代理人に巡り合えず、対応を相談できなかったため

0
1

h. 権利の安定性に不安（権利無効になるリスク）があったため

1

i. 侵害を証明する証拠が入手できなかったため
j. 被疑侵害品が技術的範囲に属するか明確でなかったため

0

k. 損害を計算する証拠が入手できなかったため

0
4

l. 損害額が小さいと考えたため

2

m. 費用的負担が見合わないと考えたため
m1. 印紙代が高いと考えたため

0

m2. 弁護士費用が高いと考えたため

0
2

m3. 得られる損害賠償額が低いと考えたため

4

n. 日本ではなく、他国で訴訟対応したため

2

n1. 米国
n2. ドイツ

1

n3. その他の国

1
1

o. 時間が掛かるため
p. 不明（分からない）

0
2

q. その他
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8

10

訴訟提起を見送った理由(医薬品）
0

2

4

6

8

10

7

b. 話し合いで解決したため

1

c. 警告等により相手方が侵害行為を中止したため
d. 訴訟により社会的評判を落とすと考えたため

0

e. 訴訟により顧客に迷惑を掛けると考えたため

0

f. 訴訟経験が乏しく、どう対応すべきか不明であったため

0

g. 良い代理人に巡り合えず、対応を相談できなかったため

0

h. 権利の安定性に不安（権利無効になるリスク）があったため

4

i. 侵害を証明する証拠が入手できなかったため

4
6

j. 被疑侵害品が技術的範囲に属するか明確でなかったため
k. 損害を計算する証拠が入手できなかったため

0

l. 損害額が小さいと考えたため

0
1

m. 費用的負担が見合わないと考えたため
m1. 印紙代が高いと考えたため

0

m2. 弁護士費用が高いと考えたため

0

m3. 得られる損害賠償額が低いと考えたため

0
0

n. 日本ではなく、他国で訴訟対応したため
n1. 米国

0

n2. ドイツ

0

n3. その他の国

0

o. 時間が掛かるため

0

p. 不明（分からない）

0

q. その他

0

訴訟提起を見送った経験(化学）
0

5

10
10

b. 話し合いで解決したため

6

c. 警告等により相手方が侵害行為を中止したため
d. 訴訟により社会的評判を落とすと考えたため

0

e. 訴訟により顧客に迷惑を掛けると考えたため

0
1

f. 訴訟経験が乏しく、どう対応すべきか不明であったため

0

g. 良い代理人に巡り合えず、対応を相談できなかったため

4

h. 権利の安定性に不安（権利無効になるリスク）があったため

3

i. 侵害を証明する証拠が入手できなかったため

5

j. 被疑侵害品が技術的範囲に属するか明確でなかったため
k. 損害を計算する証拠が入手できなかったため

1

l. 損害額が小さいと考えたため

1
3

m. 費用的負担が見合わないと考えたため
m1. 印紙代が高いと考えたため

0

m2. 弁護士費用が高いと考えたため

1

m3. 得られる損害賠償額が低いと考えたため

1
1

n. 日本ではなく、他国で訴訟対応したため

1

n1. 米国
n2. ドイツ

0

n3. その他の国

0

o. 時間が掛かるため

0

p. 不明（分からない）

0

q. その他

15

1
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12

訴訟提起を見送った理由(機械、自動車）
0

5

10

15

20

25

14

b. 話し合いで解決したため

8

c. 警告等により相手方が侵害行為を中止したため

2

d. 訴訟により社会的評判を落とすと考えたため

2

e. 訴訟により顧客に迷惑を掛けると考えたため
f. 訴訟経験が乏しく、どう対応すべきか不明であったため

0

g. 良い代理人に巡り合えず、対応を相談できなかったため

0
3

h. 権利の安定性に不安（権利無効になるリスク）があったため

2

i. 侵害を証明する証拠が入手できなかったため

4

j. 被疑侵害品が技術的範囲に属するか明確でなかったため

0

k. 損害を計算する証拠が入手できなかったため

3

l. 損害額が小さいと考えたため

2

m. 費用的負担が見合わないと考えたため

0

m1. 印紙代が高いと考えたため

1

m2. 弁護士費用が高いと考えたため

2

m3. 得られる損害賠償額が低いと考えたため

5

n. 日本ではなく、他国で訴訟対応したため

3

n1. 米国

1

n2. ドイツ

1

n3. その他の国
o. 時間が掛かるため

0

p. 不明（分からない）

0
2

q. その他

訴訟提起を見送った理由(ソフトウェア）
0

1
1

d. 訴訟により社会的評判を落とすと考えたため

0

e. 訴訟により顧客に迷惑を掛けると考えたため

0
1

f. 訴訟経験が乏しく、どう対応すべきか不明であったため
g. 良い代理人に巡り合えず、対応を相談できなかったため
h. 権利の安定性に不安（権利無効になるリスク）があったため

0
0
1
1

i. 侵害を証明する証拠が入手できなかったため
j. 被疑侵害品が技術的範囲に属するか明確でなかったため
k. 損害を計算する証拠が入手できなかったため

0
0
2

m. 費用的負担が見合わないと考えたため
m1. 印紙代が高いと考えたため

0
2

m2. 弁護士費用が高いと考えたため

1

m3. 得られる損害賠償額が低いと考えたため
n. 日本ではなく、他国で訴訟対応したため
n1. 米国
n2. ドイツ

0
0
0

o. 時間が掛かるため

0
0

p. 不明（分からない）

0

n3. その他の国

3

0

b. 話し合いで解決したため
c. 警告等により相手方が侵害行為を中止したため

l. 損害額が小さいと考えたため

2

1

q. その他
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4

訴訟提起を見送った理由(その他）
0

10

20
14

5

d. 訴訟により社会的評判を落とすと考えたため

10

e. 訴訟により顧客に迷惑を掛けると考えたため

1

f. 訴訟経験が乏しく、どう対応すべきか不明であったため

0

g. 良い代理人に巡り合えず、対応を相談できなかったため

13

h. 権利の安定性に不安（権利無効になるリスク）があったため

12

i. 侵害を証明する証拠が入手できなかったため

5

j. 被疑侵害品が技術的範囲に属するか明確でなかったため

4

k. 損害を計算する証拠が入手できなかったため

7

l. 損害額が小さいと考えたため

15

m. 費用的負担が見合わないと考えたため

0
8

m2. 弁護士費用が高いと考えたため

7

m3. 得られる損害賠償額が低いと考えたため

4

n. 日本ではなく、他国で訴訟対応したため

1

n1. 米国
n2. ドイツ

3

n3. その他の国

3
6

o. 時間が掛かるため
p. 不明（分からない）

40

25

b. 話し合いで解決したため
c. 警告等により相手方が侵害行為を中止したため

m1. 印紙代が高いと考えたため

30

0
4

q. その他

訴訟提起を見送った理由は、各業界とも話し合いで解決したが最も高率であるが、ソフト
ウェア業界のみ、話し合いで解決したという理由で見送った経験者は皆無である。
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Ｂ－３

日本の裁判所へ特許権侵害訴訟を提起した目的は何ですか？貴社の経験をご

回答ください（b～gは複数回答可）
訴訟を提起した目的(電気器具、通信・電子）
0

2

4

6

8

10

4

5

7

b. 他者の製品・サービスを市場から排除するため
5

c. 他者の製品・サービスによる損害を回復するため
4

d. 特許権のライセンス料を得るため
1

e. 技術的優位性を確保するため

4

f. 他者との交渉を有利にするため
2

g. その他

訴訟を提起した目的(医薬品）
0

1

2

3

5

b. 他者の製品・サービスを市場から排除するため
2

c. 他者の製品・サービスによる損害を回復するため
1

d. 特許権のライセンス料を得るため
e. 技術的優位性を確保するため

0

f. 他者との交渉を有利にするため

0

g. その他

0

訴訟を提起した目的(化学）
0

2

4

6

8

10

12

14

10

b. 他者の製品・サービスを市場から排除するため
5

c. 他者の製品・サービスによる損害を回復するため
4

d. 特許権のライセンス料を得るため
2

e. 技術的優位性を確保するため
f. 他者との交渉を有利にするため

1

g. その他

1

訴訟を提起した目的(機械、自動車）
0

2

4

6

8

10

12

8

b. 他者の製品・サービスを市場から排除するため
6

c. 他者の製品・サービスによる損害を回復するため
0

d. 特許権のライセンス料を得るため

5

e. 技術的優位性を確保するため
1

f. 他者との交渉を有利にするため

2

g. その他

訴訟を提起した目的（ソフトウェア）
0

1

2

3

4
3

b. 他者の製品・サービスを市場から排除するため
1

c. 他者の製品・サービスによる損害を回復するため

3

d. 特許権のライセンス料を得るため
e. 技術的優位性を確保するため

0

f. 他者との交渉を有利にするため

0

g. その他

0
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5

訴訟を提起した目的(その他）
0

5

10

15

20

25

18

b. 他者の製品・サービスを市場から排除するため
13

c. 他者の製品・サービスによる損害を回復するため
7

d. 特許権のライセンス料を得るため
3

e. 技術的優位性を確保するため
1

f. 他者との交渉を有利にするため

4

g. その他

医薬品業界は、他者製品・サービスを市場から排除するためが他業界より高い。機械・自
動車業界ではライセンス料を得るためという回答が皆無である。

Ｂ－５

特許権者から日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を示唆された件数及び

実際に訴訟を提起された件数は、過去5年間でそれぞれ約何件ありますか？（b～cは複
数回答可）
電気器具等
件数
割合
57
80.3%
11
15.5%
8
11.3%
1
1.4%
71

a. 特許権者から訴訟の提起を示唆された経験はない
b. 特許権者から訴訟の提起を示唆された経験がある
c. 実際に特許権者から訴訟を提起された経験がある
無回答
回答数

医薬品
件数
割合
30
66.7%
10
22.2%
9
20.0%
1
2.2%
45

化学
件数
割合
62
77.5%
14
17.5%
9
11.3%
0
0.0%
80

機械、自動車
件数
割合
75
80.6%
11
11.8%
11
11.8%
0
0.0%
93

ソフトウェア
件数
割合
11
61.1%
5
27.8%
5
27.8%
0
0.0%
18

その他
件数
割合
175
81.0%
29
13.4%
20
9.3%
3
1.4%
216

各業界、有意な違いはない。

訴訟の提起を示唆された件数（電気器具、
2 通信・ 電子） 4

0

6

8

10

5

b1. 1件

6

b2. 2件以上、10件以下
b3. 11件以上、50件以下

0

b4. 51件以上、100件以下

0

b5. 101件以上

0

訴訟の提起を示唆された件数(医薬品）
0

1

2

3

6

5

b2. 2件以上、10件以下
0
1

b4. 51件以上、100件以下
b5. 101件以上

5
4

b1. 1件

b3. 11件以上、50件以下

4

0
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7

8

9

10

訴訟の提起を示唆された件数(化学）
0

2

4

6

8

10

12

14

11

b1. 1件
2

b2. 2件以上、10件以下
b3. 11件以上、50件以下

0

b4. 51件以上、100件以下

0

b5. 101件以上

0

訴訟の提起を示唆された件数(機械、自動車）
0

2

4

6

8

10

3

b1. 1件

8

b2. 2件以上、10件以下
b3. 11件以上、50件以下

0

b4. 51件以上、100件以下

0

b5. 101件以上

0

訴訟の提起を示唆された件数(ソフトウェア）
0

1

2

3

b1. 1件

2

b2. 2件以上、10件以下

2

4

5

6

1

b3. 11件以上、50件以下
b4. 51件以上、100件以下

0

b5. 101件以上

0

訴訟の提起を示唆された件数(その他）
0

5

10

15

20

25

16

b1. 1件
13

b2. 2件以上、10件以下
b3. 11件以上、50件以下

0

b4. 51件以上、100件以下

0

b5. 101件以上

0

訴訟の提起を示唆された件数は、1件の経験者が多数である業界は化学業界、2件以降10件
以下が多数な業界は機械・自動車業界である。

訴訟を提起された件数(電気器具、通信・電子）
0

1

2

3

4

5

2

c1. 1件

4

c2. 2件以上、5件以下
2

c3. 6件以上、10件以下
c4. 11件以上、20件以下

0

c5. 21件以上

0
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6

7

8

訴訟を提起された件数(医薬品）
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6

7

8

9

4

c1. 1件

5

c2. 2件以上、5件以下
c3. 6件以上、10件以下

0

c4. 11件以上、20件以下

0

c5. 21件以上

0

訴訟を提起された件数(化学）
0

1

2

3

4

5

7

c1. 1件
1

c2. 2件以上、5件以下
c3. 6件以上、10件以下

0

c4. 11件以上、20件以下

0

c5. 21件以上

0

訴訟を提起された件数(機械、自動車）
0

2

4

6

8

10

7

c1. 1件
4

c2. 2件以上、5件以下
c3. 6件以上、10件以下

0

c4. 11件以上、20件以下

0

c5. 21件以上

0

訴訟を提起された件数(ソフトウェア）
0

1

2

3

4

5

2

c1. 1件

3

c2. 2件以上、5件以下
c3. 6件以上、10件以下

0

c4. 11件以上、20件以下

0

c5. 21件以上

0

訴訟を提起された件数(その他）
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

14

c1. 1件
5

c2. 2件以上、5件以下
c3. 6件以上、10件以下

0

c4. 11件以上、20件以下

0

c5. 21件以上

0

訴訟の提起を示唆された件数が少なめの化学業界は、実際に訴訟を提起された件数も1件と
いう経験を有する者が多い。
Ｃ．貴社の過去5年間の特許権侵害に係る証拠収集手続の経験についてお尋ねします。
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Ｃ－１

我が国における特許権侵害訴訟の証拠収集に関する経験を教えてください（b

～uは複数回答可）

a. 経験はない
侵害の行為についての経験がある
損害の計算についての経験がある
訴訟経験なし、訴訟検討経験なしまたは無回答
回答数

電気器具等
件数
割合
17
23.9%
11
15.5%
10
14.1%
43
60.6%
71

医薬品
件数
割合
14
31.1%
10
22.2%
7
15.6%
21
46.7%
45

化学
件数
割合
17
21.3%
16
20.0%
13
16.3%
46
57.5%
80

機械、自動車
件数
割合
18
19.4%
21
22.6%
16
17.2%
54
58.1%
93

ソフトウェア
件数
割合
4
22.2%
7
38.9%
5
27.8%
7
38.9%
18

その他
件数
割合
54
25.0%
39
18.1%
33
15.3%
123
56.9%
216

各業界とも、侵害行為についての証拠収集の経験が損害の計算についての証拠収集の経験
より多めである。

証拠収集についての経験（電気器具、通信・電子）
0

2

4

6

8

10
11

b. 自社の調査により証拠を収集できた
1

c. 調査会社等を利用して証拠を収集できた

1

d. （訴訟指揮により）被疑侵害者が任意で証拠を開示した
e. 日本の法制度を利用して証拠を収集できた

0

f. 他国の法制度を利用して証拠を収集できた

0
1

g. 自社の調査では証拠を収集できなかった
h. 調査会社等を利用しても証拠を収集できなかった

0

i. 日本の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

0

j. 他国の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

0
1

k. その他

証拠収集手続きについての経験（医薬品）
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
8

b. 自社の調査により証拠を収集できた
c. 調査会社等を利用して証拠を収集できた

1

d. （訴訟指揮により）被疑侵害者が任意で証拠を開示した

1

e. 日本の法制度を利用して証拠を収集できた

0

f. 他国の法制度を利用して証拠を収集できた

0
4

g. 自社の調査では証拠を収集できなかった
1

h. 調査会社等を利用しても証拠を収集できなかった
i. 日本の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

0

j. 他国の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

0

k. その他

0

- 52 -

10

証拠収集手続きについての経験（化学）
0

2

4

6

8

10

12

14

16
14

b. 自社の調査により証拠を収集できた
3

c. 調査会社等を利用して証拠を収集できた
d. （訴訟指揮により）被疑侵害者が任意で証拠を開示した

0

e. 日本の法制度を利用して証拠を収集できた

0

f. 他国の法制度を利用して証拠を収集できた

0
3

g. 自社の調査では証拠を収集できなかった
2

h. 調査会社等を利用しても証拠を収集できなかった
i. 日本の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

0

j. 他国の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

0

k. その他

0

証拠収集手続きについての経験（機械、自動車）
0

5

10

15

20
17

b. 自社の調査により証拠を収集できた
6

c. 調査会社等を利用して証拠を収集できた
3

d. （訴訟指揮により）被疑侵害者が任意で証拠を開示した
e. 日本の法制度を利用して証拠を収集できた

0

f. 他国の法制度を利用して証拠を収集できた

0
4

g. 自社の調査では証拠を収集できなかった
0

h. 調査会社等を利用しても証拠を収集できなかった

1

i. 日本の法制度を利用しても証拠を収集できなかった
j. 他国の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

0

k. その他

0

証拠収集手続きについての経験（ソフトウェア）
0

1

2

3

1

c. 調査会社等を利用して証拠を収集できた
d. （訴訟指揮により）被疑侵害者が任意で証拠を開示した

0
1

e. 日本の法制度を利用して証拠を収集できた
f. 他国の法制度を利用して証拠を収集できた

0
2

g. 自社の調査では証拠を収集できなかった
h. 調査会社等を利用しても証拠を収集できなかった

1

i. 日本の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

1

j. 他国の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

4

5
4

b. 自社の調査により証拠を収集できた

0
1

k. その他
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6

7

証拠収集手続きについての経験（その他）
0

5

10

15

20

25

30

35
32

b. 自社の調査により証拠を収集できた
8

c. 調査会社等を利用して証拠を収集できた
3

d. （訴訟指揮により）被疑侵害者が任意で証拠を開示した
2

e. 日本の法制度を利用して証拠を収集できた
0

f. 他国の法制度を利用して証拠を収集できた

7

g. 自社の調査では証拠を収集できなかった
2

h. 調査会社等を利用しても証拠を収集できなかった

4

i. 日本の法制度を利用しても証拠を収集できなかった
1

j. 他国の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

2

k. その他

各業界とも自社の調査により侵害の立証のための証拠収集できた経験が多数であるが、自
社の調査により証拠収集できなかった経験は医薬品業界が高めである。

損害の計算についての経験（電気器具、通信・電子）
0

2

4

6

8

10
10

l. 自社の調査により証拠を収集した
4

m. 調査会社等を利用して証拠を収集した
1

n. （訴訟指揮により）被疑侵害者が任意で証拠を開示した
o. 日本の法制度を利用して証拠を収集した

0

p. 他国の法制度を利用して証拠を収集した

0
1

q. 自社の調査では証拠を収集できなかった
r. 調査会社等を利用しても証拠を収集できなかった

0

s. 日本の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

0

t. 他国の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

0
1

u. その他

損害の計算についての経験(医薬品）
0

1

2

3

4

5

6
5

l. 自社の調査により証拠を収集した
2

m. 調査会社等を利用して証拠を収集した
n. （訴訟指揮により）被疑侵害者が任意で証拠を開示した

0

o. 日本の法制度を利用して証拠を収集した

0

p. 他国の法制度を利用して証拠を収集した

0
1

q. 自社の調査では証拠を収集できなかった
r. 調査会社等を利用しても証拠を収集できなかった

0

s. 日本の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

0

t. 他国の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

0

u. その他

0
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7

損害の計算についての経験(化学）
0

2

4

6

8

10

12

8

l. 自社の調査により証拠を収集した
3

m. 調査会社等を利用して証拠を収集した

3

n. （訴訟指揮により）被疑侵害者が任意で証拠を開示した
o. 日本の法制度を利用して証拠を収集した

0

p. 他国の法制度を利用して証拠を収集した

0
3

q. 自社の調査では証拠を収集できなかった
2

r. 調査会社等を利用しても証拠を収集できなかった
s. 日本の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

0

t. 他国の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

0

u. その他

0

損害の計算についての経験(機械、自動車）
0

5

10

15
12

l. 自社の調査により証拠を収集した
2

m. 調査会社等を利用して証拠を収集した

2

n. （訴訟指揮により）被疑侵害者が任意で証拠を開示した
o. 日本の法制度を利用して証拠を収集した

0

p. 他国の法制度を利用して証拠を収集した

0
4

q. 自社の調査では証拠を収集できなかった
1

r. 調査会社等を利用しても証拠を収集できなかった

1

s. 日本の法制度を利用しても証拠を収集できなかった
t. 他国の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

0

u. その他

0

損害の計算についての経験(ソフトウェア）
0

1

2

3

4
3

l. 自社の調査により証拠を収集した
1

m. 調査会社等を利用して証拠を収集した
n. （訴訟指揮により）被疑侵害者が任意で証拠を開示した

0
1

o. 日本の法制度を利用して証拠を収集した
p. 他国の法制度を利用して証拠を収集した

0

q. 自社の調査では証拠を収集できなかった

0

r. 調査会社等を利用しても証拠を収集できなかった

0
1

s. 日本の法制度を利用しても証拠を収集できなかった
t. 他国の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

0

u. その他

0
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5

損害の計算についての経験(その他）
0

5

10

15

20

25

30

19

l. 自社の調査により証拠を収集した
6

m. 調査会社等を利用して証拠を収集した
3

n. （訴訟指揮により）被疑侵害者が任意で証拠を開示した
1

o. 日本の法制度を利用して証拠を収集した
0

p. 他国の法制度を利用して証拠を収集した

10

q. 自社の調査では証拠を収集できなかった
1

r. 調査会社等を利用しても証拠を収集できなかった
s. 日本の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

0

t. 他国の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

0
3

u. その他

各業界とも、損害の計算のための証拠収集は、自社の調査により証拠収集できた経験が多
数である。ソフトウェア業界では自社の調査により証拠収集できなかった経験を有する者
が皆無である。

Ｃ－２

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の結果に関する経

験を教えてください（b～jは複数回答可）
訴訟検討段階の証拠収集の経験の有無（電気器具、通信・電子）

17

0%

10%

11

20%

訴訟検討段階の証拠収集の経験の有無（医薬品）

43

30%

40%

50%

a. 訴訟検討段階の証拠収集の経験はない

60%

70%

10

80%

90%

100%

0%

経験がある

10%

15

20%

30%

40%

50%

17

60%

70%

80%

90%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

70%

80%

90%

100%

10%

20%

55

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

経験がある

訴訟検討段階の証拠収集の経験の有無（その他）

7

50%

60%
経験がある

訴訟経験なし、訴訟検討経験なしまたは無回答

8

a. 訴訟検討段階の証拠収集の経験はない

50%

21

訴訟検討段階の証拠収集の経験の有無（ソフトウェア）

0%

40%

a . 訴訟検討段階の証拠収集の経験はない

経験がある

訴訟経験なし、訴訟検討経験なしまたは無回答

3

30%

訴訟検討段階の証拠収集の経験の有無（機械、自動車）

45

a. 訴訟検討段階の証拠収集の経験はない

20%

訴訟経験なし、訴訟検討経験なしまたは無回答

訴訟検討段階の証拠収集の経験の有無（化学）

0%

10%

23

a. 訴訟検討段階の証拠収集の経験はない

訴訟経験なし、訴訟検討経験なしまたは無回答

20

12

60%

70%

80%

56

90%

100%

0%

経験がある

10%

36

20%

30%

124

40%

50%

a. 訴訟検討段階の証拠収集の経験はない

訴訟経験なし、訴訟検討経験なしまたは無回答

60%

70%

80%

90%

100%

経験がある

訴訟経験なし、訴訟検討経験なしまたは無回答

訴訟検討段階の証拠収集の経験は、
ソフトウェア業界が他の業界と比べてやや高率である。
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提起検討段階の証拠収集の結果に関する経験（電気器具、通信・電子）
0

2

4

6

8

10

7

b. 訴訟提起を判断するのに十分な証拠を収集できた

9

c. 侵害行為の立証のために十分な証拠を収集できた

2

d. 損害の計算のために十分な証拠を収集できた

2

e. 訴外で相手方と交渉するのに十分な証拠を収集できた

1

f. 訴訟提起を判断するのに十分な証拠を収集できなかった

2

g. 侵害行為の立証のために十分な証拠を収集できなかった

1

h. 損害の計算のために十分な証拠を収集できなかった
i. 訴外で相手方と交渉するのに十分な証拠を収集できなかった

0

j. その他の経験

0

提起検討段階の証拠収集の結果に関する経験(医薬品）
0

2

4

6

8

10

12

3

b. 訴訟提起を判断するのに十分な証拠を収集できた

4

c. 侵害行為の立証のために十分な証拠を収集できた

1

d. 損害の計算のために十分な証拠を収集できた

4

e. 訴外で相手方と交渉するのに十分な証拠を収集できた

6

f. 訴訟提起を判断するのに十分な証拠を収集できなかった

6

g. 侵害行為の立証のために十分な証拠を収集できなかった

2

h. 損害の計算のために十分な証拠を収集できなかった

1

i. 訴外で相手方と交渉するのに十分な証拠を収集できなかった

0

j. その他の経験

提起検討段階の証拠収集の結果に関する経験(化学）
0

5

10

15

9

b. 訴訟提起を判断するのに十分な証拠を収集できた

9

c. 侵害行為の立証のために十分な証拠を収集できた
d. 損害の計算のために十分な証拠を収集できた

3

e. 訴外で相手方と交渉するのに十分な証拠を収集できた

3

f. 訴訟提起を判断するのに十分な証拠を収集できなかった

4

g. 侵害行為の立証のために十分な証拠を収集できなかった

4
8

h. 損害の計算のために十分な証拠を収集できなかった

2

i. 訴外で相手方と交渉するのに十分な証拠を収集できなかった

0

j. その他の経験

提起検討段階の証拠収集の結果に関する経験(機械、自動車）
0

5

10

15

9

b. 訴訟提起を判断するのに十分な証拠を収集できた

11

c. 侵害行為の立証のために十分な証拠を収集できた

2

d. 損害の計算のために十分な証拠を収集できた

5

e. 訴外で相手方と交渉するのに十分な証拠を収集できた

2

f. 訴訟提起を判断するのに十分な証拠を収集できなかった

4

g. 侵害行為の立証のために十分な証拠を収集できなかった

6

h. 損害の計算のために十分な証拠を収集できなかった
i. 訴外で相手方と交渉するのに十分な証拠を収集できなかった

1

j. その他の経験

1
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20

提起検討段階の証拠収集の結果に関する経験(ソフトウェア）
0

2

4

6

8

3

b. 訴訟提起を判断するのに十分な証拠を収集できた

3

c. 侵害行為の立証のために十分な証拠を収集できた
d. 損害の計算のために十分な証拠を収集できた

0

e. 訴外で相手方と交渉するのに十分な証拠を収集できた

0

f. 訴訟提起を判断するのに十分な証拠を収集できなかった

0
2

g. 侵害行為の立証のために十分な証拠を収集できなかった

2

h. 損害の計算のために十分な証拠を収集できなかった

0

i. 訴外で相手方と交渉するのに十分な証拠を収集できなかった

2

j. その他の経験

提起検討段階の証拠収集の結果に関する経験(その他）
0

10

20

30
24

b. 訴訟提起を判断するのに十分な証拠を収集できた

20

c. 侵害行為の立証のために十分な証拠を収集できた

7

d. 損害の計算のために十分な証拠を収集できた

13

e. 訴外で相手方と交渉するのに十分な証拠を収集できた

10

f. 訴訟提起を判断するのに十分な証拠を収集できなかった

8

g. 侵害行為の立証のために十分な証拠を収集できなかった

12

h. 損害の計算のために十分な証拠を収集できなかった

6

i. 訴外で相手方と交渉するのに十分な証拠を収集できなかった

2

j. その他の経験

提訴検討段階の証拠収集の結果に関しては、電気器具、通信・電子業界では訴訟提起を判
断するのに十分な証拠や侵害行為の立証のために十分な証拠を収集できた経験者が多いが、
医薬品業界では、いずれも十分な証拠を収集できなかった経験者が多い。

Ｃ－３

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の困難性に関する

経験を教えてください（c～fは複数回答可）
訴訟検討段階の証拠収集の経験の有無(電気器具、通信・電子）

16

0%

10%

3

20%

8

30%

訴訟検討段階の証拠収集の経験の有無(医薬品）

9

44

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

30%

23

40%

50%

60%

70%

80%

90%

a . 訴訟検討段階の証拠収集の経験はない

b. 訴訟検討段階の証拠収集の困難性に関する経験（困難と感じたこと）はない

b. 訴訟検討段階の証拠収集の困難性に関する経験（困難と感じたこと）はない

証拠収集の困難性に関する経験がある

証拠収集の困難性に関する経験がある

訴訟経験なし、訴訟検討経験なしまたは無回答

訴訟経験なし、訴訟検討経験なしまたは無回答

17

10%

20%

12

a . 訴訟検討段階の証拠収集の経験はない

3

20%

14

30%

16

46

40%

50%

60%

70%

80%

100%

訴訟検討段階の証拠収集の経験の有無（機械、自動車）

訴訟検討段階の証拠収集の経験の有無（化学）

0%

10%

1

90%

100%

0%

10%

5

20%

18

30%

54

40%

50%

60%

70%

80%

90%

a . 訴訟検討段階の証拠収集の経験はない

a . 訴訟検討段階の証拠収集の経験はない

b. 訴訟検討段階の証拠収集の困難性に関する経験（困難と感じたこと）はない

b. 訴訟検討段階の証拠収集の困難性に関する経験（困難と感じたこと）はない

証拠収集の困難性に関する経験がある

証拠収集の困難性に関する経験がある

訴訟経験なし、訴訟検討経験なしまたは無回答

訴訟経験なし、訴訟検討経験なしまたは無回答
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100%

訴訟検討段階の証拠収集の経験の有無（ソフトウェア）

3

0%

10%

2

20%

6

30%

40%

訴訟検討段階の証拠収集の経験の有無（その他）

7

50%

60%

70%

80%

49

90%

100%

0%

15

10%

20%

28

30%

124

40%

50%

60%

70%

80%

90%

a . 訴訟検討段階の証拠収集の経験はない

a . 訴訟検討段階の証拠収集の経験はない

b. 訴訟検討段階の証拠収集の困難性に関する経験（困難と感じたこと）はない

b. 訴訟検討段階の証拠収集の困難性に関する経験（困難と感じたこと）はない

証拠収集の困難性に関する経験がある

証拠収集の困難性に関する経験がある

訴訟経験なし、訴訟検討経験なしまたは無回答

訴訟経験なし、訴訟検討経験なしまたは無回答

100%

訴訟検討段階の困難性の経験は、医薬品とソフトウェア業界が高めである。

証拠収集の困難性に関する経験(電気器具、通信・電子）
0

2

4

6

8
8

c. 証拠が被疑侵害者側に偏っている

4

c1. 侵害が疑われる行為が被疑侵害者側の工場等で行われていた

3

c1①. 製造方法

1

c1②. コンピューター・プログラムによる情報処理

0

c1③. その他

6

c2. 侵害が疑われる製品が入手できなかった

1

c2①. 製品が被疑侵害者側の工場等にあった

5

c2②. 製品がＢｔｏＢ向けで市場に出回っていなかった

0

c2③. その他

2

c3. 損害の計算を証明する証拠が入手できなかった

0

c4. その他

3

d. 侵害が疑われる製品を入手したが、分析出来なかった

0

d1. 化合物

2

d2. コンピューター・プログラム

1

d3. その他

0

e. 営業秘密に関わる証拠が多い
e1. 被疑侵害者から営業秘密であることを盾にされた

0

e2. コンタミネーション等、貴社の業務への悪影響を懸念した

0

e3. その他

0

f. その他の困難性

0

証拠収集の困難性に関する経験(医薬品）
0

2

4

6

8

10
8

c. 証拠が被疑侵害者側に偏っている

6

c1. 侵害が疑われる行為が被疑侵害者側の工場等で行われていた

6

c1①. 製造方法
c1②. コンピューター・プログラムによる情報処理

0

c1③. その他

0
4

c2. 侵害が疑われる製品が入手できなかった

0

c2①. 製品が被疑侵害者側の工場等にあった

2

c2②. 製品がＢｔｏＢ向けで市場に出回っていなかった

1

c2③. その他

0

c3. 損害の計算を証明する証拠が入手できなかった

1

c4. その他

6

d. 侵害が疑われる製品を入手したが、分析出来なかった

4

d1. 化合物

0

d2. コンピューター・プログラム

2

d3. その他

4

e. 営業秘密に関わる証拠が多い

2

e1. 被疑侵害者から営業秘密であることを盾にされた

1

e2. コンタミネーション等、貴社の業務への悪影響を懸念した
e3. その他

0

f. その他の困難性

0
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12

証拠収集の困難性に関する経験(化学）
0

2

4

6

8

10

12

14
14

c. 証拠が被疑侵害者側に偏っている

8

c1. 侵害が疑われる行為が被疑侵害者側の工場等で行われていた

7

c1①. 製造方法

0

c1②. コンピューター・プログラムによる情報処理

1

c1③. その他

8

c2. 侵害が疑われる製品が入手できなかった

2

c2①. 製品が被疑侵害者側の工場等にあった

6

c2②. 製品がＢｔｏＢ向けで市場に出回っていなかった

2

c2③. その他

6

c3. 損害の計算を証明する証拠が入手できなかった

0

c4. その他

4

d. 侵害が疑われる製品を入手したが、分析出来なかった

4

d1. 化合物
d2. コンピューター・プログラム

0

d3. その他

0
3

e. 営業秘密に関わる証拠が多い
e1. 被疑侵害者から営業秘密であることを盾にされた

1

e2. コンタミネーション等、貴社の業務への悪影響を懸念した

1
1

e3. その他

0

f. その他の困難性

証拠収集の困難性に関する経験(機械、自動車）
0

5

10

15
15

c. 証拠が被疑侵害者側に偏っている

4

c1. 侵害が疑われる行為が被疑侵害者側の工場等で行われていた
c1①. 製造方法

1

c1②. コンピューター・プログラムによる情報処理

1

c1③. その他

1
10

c2. 侵害が疑われる製品が入手できなかった

1

c2①. 製品が被疑侵害者側の工場等にあった

7

c2②. 製品がＢｔｏＢ向けで市場に出回っていなかった

1

c2③. その他

6

c3. 損害の計算を証明する証拠が入手できなかった

0

c4. その他

2

d. 侵害が疑われる製品を入手したが、分析出来なかった

2

d1. 化合物

2

d2. コンピューター・プログラム

0

d3. その他

2

e. 営業秘密に関わる証拠が多い

2

e1. 被疑侵害者から営業秘密であることを盾にされた
e2. コンタミネーション等、貴社の業務への悪影響を懸念した

0

e3. その他

0
4

f. その他の困難性
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証拠収集の困難性に関する経験(ソフトウェア）
0

1

2

3

4

5

6
6

c. 証拠が被疑侵害者側に偏っている

4

c1. 侵害が疑われる行為が被疑侵害者側の工場等で行われていた

1

c1①. 製造方法

3

c1②. コンピューター・プログラムによる情報処理

0

c1③. その他

3

c2. 侵害が疑われる製品が入手できなかった

0

c2①. 製品が被疑侵害者側の工場等にあった

2

c2②. 製品がＢｔｏＢ向けで市場に出回っていなかった

1

c2③. その他

2

c3. 損害の計算を証明する証拠が入手できなかった

0

c4. その他

0

d. 侵害が疑われる製品を入手したが、分析出来なかった

2

d1. 化合物
d2. コンピューター・プログラム

0

d3. その他

0
2

e. 営業秘密に関わる証拠が多い

2

e1. 被疑侵害者から営業秘密であることを盾にされた
e2. コンタミネーション等、貴社の業務への悪影響を懸念した

0

e3. その他

0
1

f. その他の困難性

証拠収集の困難性に関する経験(その他）
0

5

10

15

20

24

c. 証拠が被疑侵害者側に偏っている

12

c1. 侵害が疑われる行為が被疑侵害者側の工場等で行われていた

10

c1①. 製造方法

0

c1②. コンピューター・プログラムによる情報処理

1

c1③. その他

15

c2. 侵害が疑われる製品が入手できなかった

2

c2①. 製品が被疑侵害者側の工場等にあった

14

c2②. 製品がＢｔｏＢ向けで市場に出回っていなかった

1

c2③. その他

7

c3. 損害の計算を証明する証拠が入手できなかった

1

c4. その他

7

d. 侵害が疑われる製品を入手したが、分析出来なかった

3

d1. 化合物

1

d2. コンピューター・プログラム

2

d3. その他

9

e. 営業秘密に関わる証拠が多い

6

e1. 被疑侵害者から営業秘密であることを盾にされた
e2. コンタミネーション等、貴社の業務への悪影響を懸念した
e3. その他

25

0
1
3

f. その他の困難性

証拠が被疑侵害者側に偏っているという理由が各業界とも最も多数を占める。侵害が疑わ
れる製品を入手できたが分析できなかったとする回答は、医薬品業界がやや高めである。

Ｃ－17

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧に関するお考えを教えてください（複

数回答可）。事案によって開示して良い相手が相違すると思われますが、一般的なケー
スを想定してお答えください。
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訴訟上必要な営業秘密の開示者側としての考え(電気器具、通信・電子）
0

10

20

30

40

50

60

70

2

a. 秘密保持命令を受けた相手方当事者であれば開示しても良い

3

b. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方当事者に開示しても良い

15

c. 秘密保持命令を受けた相手方代理人であれば開示しても良い

6

d. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方代理人に開示しても良い

4

e. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）であれば開示しても良い

19

f. 裁判官であれば、開示しても良い

2

g. 一切開示したくない

訴訟上必要な営業秘密の開示者側としての考え(医薬品）
0

5

a. 秘密保持命令を受けた相手方当事者であれば開示しても良い

1

b. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方当事者に開示しても良い

1

10

15

20

25

30

35

40

45

70

80

8

c. 秘密保持命令を受けた相手方代理人であれば開示しても良い

4

d. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方代理人に開示しても良い

1

e. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）であれば開示しても良い

12

f. 裁判官であれば、開示しても良い

3

g. 一切開示したくない

訴訟上必要な営業秘密の開示者側としての考え(化学）
0

10

20

30

40

50

60

3

a. 秘密保持命令を受けた相手方当事者であれば開示しても良い

1

b. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方当事者に開示しても良い

11

c. 秘密保持命令を受けた相手方代理人であれば開示しても良い

3

d. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方代理人に開示しても良い

2

e. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）であれば開示しても良い

25

f. 裁判官であれば、開示しても良い

3

g. 一切開示したくない

訴訟上必要な営業秘密の開示者側としての考え(機械、自動車）
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2

a. 秘密保持命令を受けた相手方当事者であれば開示しても良い

3

b. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方当事者に開示しても良い

12

c. 秘密保持命令を受けた相手方代理人であれば開示しても良い

7

d. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方代理人に開示しても良い

8

e. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）であれば開示しても良い

32

f. 裁判官であれば、開示しても良い

2

g. 一切開示したくない

訴訟上必要な営業秘密の開示者側としての考え(ソフトウェア）
0

2

6

8

10

0

a. 秘密保持命令を受けた相手方当事者であれば開示しても良い

2

b. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方当事者に開示しても良い

2

c. 秘密保持命令を受けた相手方代理人であれば開示しても良い

1

d. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方代理人に開示しても良い
e. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）であれば開示しても良い

0
9

f. 裁判官であれば、開示しても良い
g. 一切開示したくない

4

0
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12

14

16

18

訴訟上必要な営業秘密の開示者側としての考え(その他）
0

50

a. 秘密保持命令を受けた相手方当事者であれば開示しても良い

11

b. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方当事者に開示しても良い

11

100

150

200

25

c. 秘密保持命令を受けた相手方代理人であれば開示しても良い

8

d. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方代理人に開示しても良い

14

e. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）であれば開示しても良い

61

f. 裁判官であれば、開示しても良い

11

g. 一切開示したくない

開示者側としては、各業界共、裁判官であれば開示しても良いが最も多数で、次いで秘密
保持義務を受けた相手方代理人であれば開示しても良いと続く。

訴訟上必要な相手方の営業秘密を閲覧する者の側としての考え(電気器具、通信・電子）
0

10

h. 閲覧するためであれば秘密保持命令を受けても良い

9

i. 閲覧するためであれば相手方と秘密保持契約を行っても良い

9

20

30

50

60

70

16

j. 秘密保持命令を受けた当方代理人に閲覧を任せても良い

9

k. 相手方との秘密保持契約の下、当方代理人に閲覧を任せても良い

4

l. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）に閲覧を任せても良い

7

m. 裁判官のみ閲覧すれば良い

0

n. 一切閲覧はしたくない

訴訟上必要な相手方の営業秘密を閲覧する者の側としての考え(医薬品）
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

7

h. 閲覧するためであれば秘密保持命令を受けても良い

6

i. 閲覧するためであれば相手方と秘密保持契約を行っても良い

12

j. 秘密保持命令を受けた当方代理人に閲覧を任せても良い

8

k. 相手方との秘密保持契約の下、当方代理人に閲覧を任せても良い

0

l. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）に閲覧を任せても良い

5

m. 裁判官のみ閲覧すれば良い

0

n. 一切閲覧はしたくない

訴訟上必要な相手方の営業秘密を閲覧する者の側としての考え(化学）
0

10

20

10

h. 閲覧するためであれば秘密保持命令を受けても良い

9

i. 閲覧するためであれば相手方と秘密保持契約を行っても良い

8

j. 秘密保持命令を受けた当方代理人に閲覧を任せても良い

5

k. 相手方との秘密保持契約の下、当方代理人に閲覧を任せても良い
l. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）に閲覧を任せても良い

2
16

m. 裁判官のみ閲覧すれば良い
n. 一切閲覧はしたくない

40

1
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30

40

50

60

70

80

訴訟上必要な相手方の営業秘密を閲覧する者の側としての考え(機械、自動車）
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

11

h. 閲覧するためであれば秘密保持命令を受けても良い

12

i. 閲覧するためであれば相手方と秘密保持契約を行っても良い

19

j. 秘密保持命令を受けた当方代理人に閲覧を任せても良い

11

k. 相手方との秘密保持契約の下、当方代理人に閲覧を任せても良い

5

l. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）に閲覧を任せても良い

12

m. 裁判官のみ閲覧すれば良い

0

n. 一切閲覧はしたくない

訴訟上必要な相手方の営業秘密を閲覧する者の側としての考え(ソフトウェア）
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2

h. 閲覧するためであれば秘密保持命令を受けても良い

4

i. 閲覧するためであれば相手方と秘密保持契約を行っても良い

5

j. 秘密保持命令を受けた当方代理人に閲覧を任せても良い

3

k. 相手方との秘密保持契約の下、当方代理人に閲覧を任せても良い

2

l. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）に閲覧を任せても良い

3

m. 裁判官のみ閲覧すれば良い

0

n. 一切閲覧はしたくない

訴訟上必要な相手方の営業秘密を閲覧する者の側としての考え（その他）
0

50

150

200

37

h. 閲覧するためであれば秘密保持命令を受けても良い

33

i. 閲覧するためであれば相手方と秘密保持契約を行っても良い

31

j. 秘密保持命令を受けた当方代理人に閲覧を任せても良い

26

k. 相手方との秘密保持契約の下、当方代理人に閲覧を任せても良い

13

l. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）に閲覧を任せても良い

21

m. 裁判官のみ閲覧すれば良い
n. 一切閲覧はしたくない

100

2

閲覧者側としては、各業界共秘密保持義務を受けた当方代理人に閲覧を任せても良いとい
う意見が多いが、化学業界のみ裁判官のみ閲覧すれば良いとする意見が多めである。
Ｄ．貴社の過去5年間の特許権侵害に係る損害賠償請求の経験についてお尋ねします。

Ｄ－１

我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象を教えてください（複

数回答可）
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特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象(電気器具、通信・電子）
0

10

20

30

40

50

60

70

3

a. 損害を補填するのに十分

3

b. 代理人費用又は印紙代を補填するのに十分

2

c. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が適切

1

c1. 特許の寄与率の認定が適切

1

c2. 特許のライセンス料率の認定が適切

0

c3. その他

2

d. 市場規模等の認定が適切
0

e. 覆滅の認定が適切

2

f. 他国で認定される額と比較しても適切

1

g. 当事者による立証・説明が十分なされている

33

h. 損害を補填するのに不十分
13

i. 代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

20

j. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が不適切
9

j1. 特許の寄与率の認定が不適切
7

j2. 特許のライセンス料率の認定が不適切
2

j3. その他

8

k. 市場規模等の認定が不適切
2

l. 覆滅の認定が不適切
0

m. 他国で認定される額と比較して高額
m1. 米国

0

m2. ドイツ

0

m3. その他の国

0
38

n. 他国で認定される額と比較して低額

38

n1. 米国
1

n2. ドイツ

0

n3. その他の国

1

o. 当事者による立証・説明が十分になされていない

6

p. その他

特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象(医薬品）
0

5

a. 損害を補填するのに十分

4

b. 代理人費用又は印紙代を補填するのに十分

4

10

2

c1. 特許の寄与率の認定が適切

2

c2. 特許のライセンス料率の認定が適切
1

c3. その他

1

d. 市場規模等の認定が適切
e. 覆滅の認定が適切

0

f. 他国で認定される額と比較しても適切

0
1

g. 当事者による立証・説明が十分なされている

13

h. 損害を補填するのに不十分
2

i. 代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

9

j. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が不適切
5

j1. 特許の寄与率の認定が不適切

6

j2. 特許のライセンス料率の認定が不適切
0
1

k. 市場規模等の認定が不適切
l. 覆滅の認定が不適切

0

m. 他国で認定される額と比較して高額

0

m1. 米国

0

m2. ドイツ

0

m3. その他の国

0
15

n. 他国で認定される額と比較して低額

14

n1. 米国
n2. ドイツ

0

n3. その他の国

0

o. 当事者による立証・説明が十分になされていない
p. その他

20

6

c. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が適切

j3. その他

15

0
1
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25
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40

45

特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象(化学）
0

10

20

30

40

50

60

70

80

4

a. 損害を補填するのに十分

8

b. 代理人費用又は印紙代を補填するのに十分
4

c. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が適切

3

c1. 特許の寄与率の認定が適切

2

c2. 特許のライセンス料率の認定が適切
0

c3. その他

3

d. 市場規模等の認定が適切
1

e. 覆滅の認定が適切

2

f. 他国で認定される額と比較しても適切

4

g. 当事者による立証・説明が十分なされている

35

h. 損害を補填するのに不十分
10

i. 代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

13

j. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が不適切
4

j1. 特許の寄与率の認定が不適切

4

j2. 特許のライセンス料率の認定が不適切
1

j3. その他

7

k. 市場規模等の認定が不適切
1

l. 覆滅の認定が不適切

0

m. 他国で認定される額と比較して高額
m1. 米国

0

m2. ドイツ

0

m3. その他の国

0
30

n. 他国で認定される額と比較して低額
26

n1. 米国
2

n2. ドイツ

1

n3. その他の国

0

o. 当事者による立証・説明が十分になされていない

6

p. その他

特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象(機械、自動車）
0

10

e. 覆滅の認定が適切

1
0
1
0
3

f. 他国で認定される額と比較しても適切

5

g. 当事者による立証・説明が十分なされている

34

h. 損害を補填するのに不十分
18

i. 代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

20

j. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が不適切
9

j1. 特許の寄与率の認定が不適切
4

j2. 特許のライセンス料率の認定が不適切

4

j3. その他
2

k. 市場規模等の認定が不適切

4

l. 覆滅の認定が不適切
2

m. 他国で認定される額と比較して高額

2

m1. 米国
m2. ドイツ
m3. その他の国

1
0
42

n. 他国で認定される額と比較して低額
37

n1. 米国
3

n2. ドイツ
n3. その他の国
o. 当事者による立証・説明が十分になされていない
p. その他

50

3

c1. 特許の寄与率の認定が適切
c3. その他

40

5

c. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が適切

d. 市場規模等の認定が適切

30

9

b. 代理人費用又は印紙代を補填するのに十分

c2. 特許のライセンス料率の認定が適切

20

9

a. 損害を補填するのに十分

1
4
14
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60
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90

特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象(ソフトウェア）
0

2

4

6

8

10

12

14

16

2

a. 損害を補填するのに十分
b. 代理人費用又は印紙代を補填するのに十分

0

c. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が適切

0

c1. 特許の寄与率の認定が適切

0

c2. 特許のライセンス料率の認定が適切

0

c3. その他

0

d. 市場規模等の認定が適切

0

e. 覆滅の認定が適切

0

f. 他国で認定される額と比較しても適切

0

g. 当事者による立証・説明が十分なされている

0
10

h. 損害を補填するのに不十分
5

i. 代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

7

j. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が不適切
5

j1. 特許の寄与率の認定が不適切
2

j2. 特許のライセンス料率の認定が不適切
0

j3. その他

2

k. 市場規模等の認定が不適切
1

l. 覆滅の認定が不適切
0

m. 他国で認定される額と比較して高額
m1. 米国

0

m2. ドイツ

0

m3. その他の国

0
6

n. 他国で認定される額と比較して低額

6

n1. 米国
n2. ドイツ

0

n3. その他の国

0

o. 当事者による立証・説明が十分になされていない

1

p. その他

1

特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象(その他）
0

50
18

b. 代理人費用又は印紙代を補填するのに十分

16

c. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が適切
7

c1. 特許の寄与率の認定が適切

10

c2. 特許のライセンス料率の認定が適切
c3. その他

1
7

d. 市場規模等の認定が適切
e. 覆滅の認定が適切

100

18

a. 損害を補填するのに十分

2
4

f. 他国で認定される額と比較しても適切

12

g. 当事者による立証・説明が十分なされている

77

h. 損害を補填するのに不十分
43

i. 代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

39

j. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が不適切
23

j1. 特許の寄与率の認定が不適切
13

j2. 特許のライセンス料率の認定が不適切
j3. その他

3
11

k. 市場規模等の認定が不適切
l. 覆滅の認定が不適切
m. 他国で認定される額と比較して高額

1
2

m1. 米国

1

m2. ドイツ

0

m3. その他の国

0
60

n. 他国で認定される額と比較して低額

54

n1. 米国
11

n2. ドイツ
n3. その他の国
o. 当事者による立証・説明が十分になされていない
p. その他

2
5
33
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150

200

18

各業界共、損害を補填するには不十分という印象と他国で認定される額と比較して堤外と
いう印象が高めである。特許の金銭的価値の認定が不適切が、電気器具、通信・電子業界
とソフトウェア業界で比較的高めである。

Ｄ－２

特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えてく

ださい（複数回答可）
特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の
損害賠償に関する経験の有無（医薬品）

特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の
損害賠償に関する経験の有無（電気、通信・電子）
64

84%

6

86%

88%

90%

92%

42

1

94%

96%

98%

100%

90%

91%

92%

95%

96%

97%

98%

特許権者としての経験がある

特許権者としての経験がある

無回答

無回答

85%

3

90%

95%

83

100%

82%

84%

9

86%

88%

90%

92%

94%

96%

a. 特許権者として特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験はない

特許権者としての経験がある

特許権者としての経験がある

無回答

無回答

30%

4

40%

50%

60%

70%

80%

98%

100%

特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の
損害賠償に関する経験の有無（その他）

特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の
損害賠償に関する経験の有無（ソフトウェア）

20%

100%

1

a. 特許権者として特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験はない

13

99%

特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の
損害賠償に関する経験の有無（機械、自動車）

8

80%

10%

94%

a. 特許権者として特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験はない

69

0%

93%

1

a. 特許権者として特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験はない

特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の
損害賠償に関する経験の有無（化学）

75%

2

200

1

90%

100%

86%

88%

16

90%

92%

94%

2

96%

a. 特許権者として特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験はない

a . 特許権者として特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験はない

特許権者としての経験がある

特許権者としての経験がある

無回答

無回答

98%

ソフトウェア業界がやや特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験が少なめである。
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100%

特許権者としての損害賠償に関する経験(電気器具、通信・電子）
0

1

2

3

4

5

6
5

b. 損害賠償が認められた

0

b1. 納得した

0

b1①. 認容額が期待以上であった

0

b1①あ. 他国での侵害訴訟に比較して高額

0

b1②. 認容額が期待程度であった

0

b1②あ. 他国での侵害訴訟に比較して同等
b1③. 認容額が損害を補填するのに十分

0

b1④. 認容額が代理人費用又は印紙代を補填するのに十分

0

b1⑤. 特許の金銭的価値（寄与率、料率等）の認定が適切

0

b1⑥. その他

0
3

b2. 不満が残った

1

b2①. 認容額が損害を補填するのに不十分
b2②. 認容額が代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

0
1

b2③. 特許の金銭的価値の認定が不十分
b2③あ. 特許の寄与率の認定が不十分

0

b2③い. 特許のライセンス料率の認定が不十分

0
1

b2③う. その他

1

b2④. 市場規模等の認定が不十分
b2⑤. 覆滅の認定が不適切

0

b2⑥. 他国での侵害訴訟に比較して低額

0

b2⑦. 被疑侵害者による立証・説明が不十分

0

b2⑧. その他

0
3

b3. 差止請求が認められれば、額の多寡は問題ではない

1

c. 損害賠償が認められなかった

0

c1. 損害はないと認定された

1

c2. その他

特許権者としての損害賠償に関する経験(医薬品）
0

1
1

b. 損害賠償が認められた
b1. 納得した
b1①. 認容額が期待以上であった
b1①あ. 他国での侵害訴訟に比較して高額
b1②. 認容額が期待程度であった
b1②あ. 他国での侵害訴訟に比較して同等

0
0
0
0
0

b1③. 認容額が損害を補填するのに十分

0

b1④. 認容額が代理人費用又は印紙代を補填するのに十分

0

b1⑤. 特許の金銭的価値（寄与率、料率等）の認定が適切

0

b1⑥. その他

0
1

b2. 不満が残った

1

b2①. 認容額が損害を補填するのに不十分
b2②. 認容額が代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

0

b2③. 特許の金銭的価値の認定が不十分

0

b2③あ. 特許の寄与率の認定が不十分

0

b2③い. 特許のライセンス料率の認定が不十分

0

b2③う. その他

0

b2④. 市場規模等の認定が不十分

0

b2⑤. 覆滅の認定が不適切

0

b2⑥. 他国での侵害訴訟に比較して低額

0

b2⑦. 被疑侵害者による立証・説明が不十分

0

b2⑧. その他

0

b3. 差止請求が認められれば、額の多寡は問題ではない

2

0
1

c. 損害賠償が認められなかった
c1. 損害はないと認定された

0

c2. その他

0
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特許権者としての損害賠償に関する経験(化学）
0

1

2

3

4

5

6

7

8
7

b. 損害賠償が認められた

2

b1. 納得した

0

b1①. 認容額が期待以上であった

0

b1①あ. 他国での侵害訴訟に比較して高額

1

b1②. 認容額が期待程度であった

0

b1②あ. 他国での侵害訴訟に比較して同等
b1③. 認容額が損害を補填するのに十分

0

b1④. 認容額が代理人費用又は印紙代を補填するのに十分

0

b1⑤. 特許の金銭的価値（寄与率、料率等）の認定が適切

0

b1⑥. その他

0
4

b2. 不満が残った
b2①. 認容額が損害を補填するのに不十分

1

b2②. 認容額が代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

1
1

b2③. 特許の金銭的価値の認定が不十分

0

b2③あ. 特許の寄与率の認定が不十分

1

b2③い. 特許のライセンス料率の認定が不十分

0

b2③う. その他
b2④. 市場規模等の認定が不十分

0

b2⑤. 覆滅の認定が不適切

0

b2⑥. 他国での侵害訴訟に比較して低額

0

b2⑦. 被疑侵害者による立証・説明が不十分

0
1

b2⑧. その他

2

b3. 差止請求が認められれば、額の多寡は問題ではない

1

c. 損害賠償が認められなかった

0

c1. 損害はないと認定された

1

c2. その他

特許権者としての損害賠償に関する経験(機械、自動車）
0

1

2

3

4

5

4

b1. 納得した
b1①あ. 他国での侵害訴訟に比較して高額

0
0
2

b1②. 認容額が期待程度であった
b1②あ. 他国での侵害訴訟に比較して同等
b1③. 認容額が損害を補填するのに十分

0
0
2

b1④. 認容額が代理人費用又は印紙代を補填するのに十分
b1⑤. 特許の金銭的価値（寄与率、料率等）の認定が適切

0

b1⑥. その他

0
4

b2. 不満が残った

2

b2①. 認容額が損害を補填するのに不十分

1

b2②. 認容額が代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

2

b2③. 特許の金銭的価値の認定が不十分

1

b2③あ. 特許の寄与率の認定が不十分
b2③い. 特許のライセンス料率の認定が不十分

0

b2③う. その他

0

b2④. 市場規模等の認定が不十分

0

b2⑤. 覆滅の認定が不適切

0
1

b2⑥. 他国での侵害訴訟に比較して低額

1

b2⑦. 被疑侵害者による立証・説明が不十分
b2⑧. その他
b3. 差止請求が認められれば、額の多寡は問題ではない

0
0
2

c. 損害賠償が認められなかった

2

c1. 損害はないと認定された
c2. その他

7

8

9
8

b. 損害賠償が認められた
b1①. 認容額が期待以上であった

6

0
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特許権者としての損害賠償に関する経験(ソフトウェア）
0

1

2

3

4

2

b. 損害賠償が認められた

0

b1. 納得した

0

b1①. 認容額が期待以上であった

0

b1①あ. 他国での侵害訴訟に比較して高額

0

b1②. 認容額が期待程度であった

0

b1②あ. 他国での侵害訴訟に比較して同等
b1③. 認容額が損害を補填するのに十分

0

b1④. 認容額が代理人費用又は印紙代を補填するのに十分

0

b1⑤. 特許の金銭的価値（寄与率、料率等）の認定が適切

0

b1⑥. その他

0
2

b2. 不満が残った
b2①. 認容額が損害を補填するのに不十分

1

b2②. 認容額が代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

1
2

b2③. 特許の金銭的価値の認定が不十分

2

b2③あ. 特許の寄与率の認定が不十分

1

b2③い. 特許のライセンス料率の認定が不十分

0

b2③う. その他
b2④. 市場規模等の認定が不十分

1

b2⑤. 覆滅の認定が不適切

1

b2⑥. 他国での侵害訴訟に比較して低額

1
2

b2⑦. 被疑侵害者による立証・説明が不十分

1

b2⑧. その他

0

b3. 差止請求が認められれば、額の多寡は問題ではない

3

c. 損害賠償が認められなかった

2

c1. 損害はないと認定された

1

c2. その他

特許権者としての損害賠償に関する経験(その他）
0

2

4

6

8

4
0
0
1

b1④. 認容額が代理人費用又は印紙代を補填するのに十分
b1⑤. 特許の金銭的価値（寄与率、料率等）の認定が適切

0
2

b1⑥. その他

7

b2. 不満が残った

5

b2①. 認容額が損害を補填するのに不十分

2

b2②. 認容額が代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

2

b2③. 特許の金銭的価値の認定が不十分

1

b2③あ. 特許の寄与率の認定が不十分

1

b2③い. 特許のライセンス料率の認定が不十分
b2③う. その他

0
1

b2④. 市場規模等の認定が不十分
b2⑤. 覆滅の認定が不適切

0

b2⑥. 他国での侵害訴訟に比較して低額

1

b2⑦. 被疑侵害者による立証・説明が不十分

1
1

b2⑧. その他
b3. 差止請求が認められれば、額の多寡は問題ではない

0
3

c. 損害賠償が認められなかった
c1. 損害はないと認定された
c2. その他

16

0

b1②. 認容額が期待程度であった
b1③. 認容額が損害を補填するのに十分

14

2

b1①. 認容額が期待以上であった

b1②あ. 他国での侵害訴訟に比較して同等

12

7

b1. 納得した
b1①あ. 他国での侵害訴訟に比較して高額

10

12

b. 損害賠償が認められた

0
2

損害賠償が認められた経験は、電気器具、通信・電子業界、化学、機械、自動車業界が高
- 71 -

めである。差止請求が認められれば、額の多寡が問題ではないとする考えは、電気器具、
通信・電子業界は約半数であるが、医薬品業界、機械、自動車業界、ソフトウェア業界で
は皆無である。

Ｄ－３

被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えて

ください（複数回答可）
被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の
損害賠償に関する経験の有無(電気器具、通信・電子）
62

80%

82%

84%

9

86%

88%

90%

91%

94%

10%

96%

98%

100%

40

82%

84%

4

86%

88%

90%

92%

1

94%

96%

98%

a . 被疑侵害者として特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験はない

被疑侵害者としての経験がある

被疑侵害者としての経験がある

無回答

無回答

被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の
損害賠償に関する経験の有無(化学）

被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の
損害賠償に関する経験の有無(機械、自動車）

92%

4

93%

94%

95%

96%

82

1

97%

98%

99%

100%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

1

94%

96%

98%

a . 被疑侵害者として特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験はない

被疑侵害者としての経験がある

被疑侵害者としての経験がある

無回答

無回答

被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の
損害賠償に関する経験の有無(ソフトウェア）

被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の
損害賠償に関する経験の有無(その他）

20%

30%

4

40%

50%

60%

70%

80%

197

2

90%

100%

86%

100%

10

a . 被疑侵害者として特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験はない

12

0%

0

a . 被疑侵害者として特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験はない

75

90%

92%

被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の
損害賠償に関する経験の有無(医薬品）

88%

14

90%

92%

94%

100%

5

96%

a . 被疑侵害者として特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験はない

a . 被疑侵害者として特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験はない

被疑侵害者としての経験がある

被疑侵害者としての経験がある

無回答

無回答

98%

100%

ソフトウェア業界では、被疑侵害者としての損害賠償の経験が他の業界に比べて少なめで
ある。
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被疑侵害者としての損害賠償に関する経験(電気器具、通信・電子）
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

b. 損害賠償が認められた

1

b1. 納得した

0

b1①. 認容額が適切と考えた
b1①あ. 他国での侵害訴訟に比較して同等又はそれ以下

0

b1②. 特許の金銭的価値（寄与率、料率等）の認定に納得

0
1

b1③. その他

2

b2. 不満が残った

1

b2①. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が過剰
b2①あ. 特許の寄与率の認定が過剰

0

b2①い. 特許のライセンス料率の認定が過剰

0
1

b2①う. その他
b2②. 市場規模等の認定が過剰

0

b2③. 覆滅の認定が不適切

0

b2④. 他国での侵害訴訟に比較して高額

0

b2⑤. 特許権者による立証・説明が不十分

1

b2⑥. その他

1
6

c. 損害賠償が認められなかった

2

c1. 損害はないと認定された

4

c2. その他

被疑侵害者としての損害賠償に関する経験(医薬品）
0

1

0

b1①. 認容額が適切と考えた
b1①あ. 他国での侵害訴訟に比較して同等又はそれ以下

0

b1②. 特許の金銭的価値（寄与率、料率等）の認定に納得

0

b1③. その他

0
1

b2. 不満が残った

1

b2①. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が過剰

0
1

b2①い. 特許のライセンス料率の認定が過剰

0

b2②. 市場規模等の認定が過剰

0

b2③. 覆滅の認定が不適切

0

b2④. 他国での侵害訴訟に比較して高額

0

b2⑤. 特許権者による立証・説明が不十分

0

b2⑥. その他

0
3

c. 損害賠償が認められなかった
c1. 損害はないと認定された

4

0

b1. 納得した

b2①う. その他

3

1

b. 損害賠償が認められた

b2①あ. 特許の寄与率の認定が過剰

2

0
2

c2. その他
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被疑侵害者としての損害賠償に関する経験(化学）
0

1

2

3

4

0

b. 損害賠償が認められた

0

b1. 納得した

0

b1①. 認容額が適切と考えた
b1①あ. 他国での侵害訴訟に比較して同等又はそれ以下

0

b1②. 特許の金銭的価値（寄与率、料率等）の認定に納得

0

b1③. その他

0

b2. 不満が残った

0
0

b2①. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が過剰
b2①あ. 特許の寄与率の認定が過剰

0

b2①い. 特許のライセンス料率の認定が過剰

0

b2①う. その他

0

b2②. 市場規模等の認定が過剰

0

b2③. 覆滅の認定が不適切

0

b2④. 他国での侵害訴訟に比較して高額

0

b2⑤. 特許権者による立証・説明が不十分

0

b2⑥. その他

0
4

c. 損害賠償が認められなかった

0

c1. 損害はないと認定された

3

c2. その他

被疑侵害者としての損害賠償に関する経験(機械、自動車）
0

1

2

3

4

5

6

3

b1. 納得した

2

b1①. 認容額が適切と考えた
b1①あ. 他国での侵害訴訟に比較して同等又はそれ以下

0

b1②. 特許の金銭的価値（寄与率、料率等）の認定に納得

0

b1③. その他

0
5

b2. 不満が残った

3

b2①. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が過剰

2

b2①あ. 特許の寄与率の認定が過剰
b2①い. 特許のライセンス料率の認定が過剰

0

b2①う. その他

0
0
1

b2③. 覆滅の認定が不適切
b2④. 他国での侵害訴訟に比較して高額

0

b2⑤. 特許権者による立証・説明が不十分

1

b2⑥. その他

1
2

c. 損害賠償が認められなかった
c1. 損害はないと認定された

8

9
8

b. 損害賠償が認められた

b2②. 市場規模等の認定が過剰

7

0
2

c2. その他
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10

被疑侵害者としての損害賠償に関する経験(ソフトウェア）
0

1

2

3

4
3

b. 損害賠償が認められた

2

b1. 納得した

2

b1①. 認容額が適切と考えた
b1①あ. 他国での侵害訴訟に比較して同等又はそれ以下

0
1

b1②. 特許の金銭的価値（寄与率、料率等）の認定に納得

0

b1③. その他

1

b2. 不満が残った

1

b2①. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が過剰
b2①あ. 特許の寄与率の認定が過剰

0

b2①い. 特許のライセンス料率の認定が過剰

0

b2①う. その他

0

b2②. 市場規模等の認定が過剰

0

b2③. 覆滅の認定が不適切

0

b2④. 他国での侵害訴訟に比較して高額

0

b2⑤. 特許権者による立証・説明が不十分

0

b2⑥. その他

0
2

c. 損害賠償が認められなかった

2

c1. 損害はないと認定された

0

c2. その他

被疑侵害者としての損害賠償に関する経験(その他）
0

2

4

6

12

14

4

b1. 納得した

1

b1①. 認容額が適切と考えた
b1①あ. 他国での侵害訴訟に比較して同等又はそれ以下

0
2

b1②. 特許の金銭的価値（寄与率、料率等）の認定に納得

0
2

b2. 不満が残った

1

b2①. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が過剰

1

b2①あ. 特許の寄与率の認定が過剰
b2①い. 特許のライセンス料率の認定が過剰

0

b2①う. その他

0

b2②. 市場規模等の認定が過剰

0

b2③. 覆滅の認定が不適切

0

b2④. 他国での侵害訴訟に比較して高額

0

b2⑤. 特許権者による立証・説明が不十分

1

b2⑥. その他

1
8

c. 損害賠償が認められなかった

7

c1. 損害はないと認定された
c2. その他

10

6

b. 損害賠償が認められた

b1③. その他

8

1

損害賠償が認められなかった経験が多く占める業界は、電気器具、通信・電子業界、医薬
品業界、化学業界であり、逆に損害賠償が認められた経験が多く占める業界は、機械、自
動車業界、ソフトウェア業界である。
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５．企業：訴訟経験あり／なし、訴訟された経験あり／なしのクロス集計
集計対象者：
訴訟経験あり：65 者
訴訟経験なし：458 者
訴訟された経験あり：62 者
訴訟された経験なし：456 者

Ｃ－17

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧に関するお考えを教えてください（複

数回答可）。事案によって開示して良い相手が相違すると思われますが、一般的なケー
スを想定してお答えください。
注：棒グラフの横軸のスケールは回答者総数とした。
訴訟経験あり
訴訟上必要な営業秘密の開示者側として（企業：訴訟経験あり）
0

10

20

30

40

50

60

4

a. 秘密保持命令を受けた相手方当事者であれば開示しても良い

5

b. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方当事者に開示しても良い

23

c. 秘密保持命令を受けた相手方代理人であれば開示しても良い

12

d. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方代理人に開示しても良い

7

e. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）であれば開示しても良い

47

f. 裁判官であれば、開示しても良い

8

g. 一切開示したくない

訴訟経験なし
訴訟上必要な営業秘密の開示者側として（企業：訴訟経験なし）
0

50

a. 秘密保持命令を受けた相手方当事者であれば開示しても良い

15

b. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方当事者に開示しても良い

16

e. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）であれば開示しても良い

200

250

300

350

400

450

17
22
111

f. 裁判官であれば、開示しても良い
g. 一切開示したくない

150

50

c. 秘密保持命令を受けた相手方代理人であれば開示しても良い
d. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方代理人に開示しても良い

100

13

訴訟経験ありの者は、裁判官であれば開示しても良いと秘密保持命令を受けた相手方代理
人であれば開示しても良いとする意見の比率が、訴訟経験なしの者よりやや多く、より開
示に慎重な傾向がある。
訴訟された経験あり
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訴訟上必要な営業秘密の開示者側として(企業：訴訟された経験あり）
0

10

20

30

40

50

60

7

a. 秘密保持命令を受けた相手方当事者であれば開示しても良い

5

b. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方当事者に開示しても良い

24

c. 秘密保持命令を受けた相手方代理人であれば開示しても良い

7

d. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方代理人に開示しても良い

10

e. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）であれば開示しても良い

42

f. 裁判官であれば、開示しても良い

7

g. 一切開示したくない

訴訟された経験なし
訴訟上必要な営業秘密の開示者側として（訴訟された経験なし）
0

50

a. 秘密保持命令を受けた相手方当事者であれば開示しても良い

12

b. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方当事者に開示しても良い

16

100

150

200

250

300

350

400

450

49

c. 秘密保持命令を受けた相手方代理人であれば開示しても良い
d. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方代理人に開示しても良い

22

e. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）であれば開示しても良い

19
116

f. 裁判官であれば、開示しても良い

13

g. 一切開示したくない

訴訟された経験ありの者が、裁判官であれば開示しても良いと秘密保持命令を受けた相手
方代理人であれば開示しても良いとする意見の比率が、訴訟された経験なしの者よりやや
多く、より開示に慎重な傾向がある。これは、上記「訴訟経験あり／なし」の場合と同じ
傾向である。
訴訟経験あり
訴訟上必要な相手方の営業秘密を閲覧する者の側として(企業：訴訟経験あり）
0

10

20

30

40

50

60

25

h. 閲覧するためであれば秘密保持命令を受けても良い

27

i. 閲覧するためであれば相手方と秘密保持契約を行っても良い

29

j. 秘密保持命令を受けた当方代理人に閲覧を任せても良い

22

k. 相手方との秘密保持契約の下、当方代理人に閲覧を任せても良い

6

l. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）に閲覧を任せても良い

14

m. 裁判官のみ閲覧すれば良い

0

n. 一切閲覧はしたくない

訴訟経験なし
訴訟上必要な相手方の営業秘密を閲覧する者の側として（企業：訴訟経験なし）
0

50

100

200

250

300

350

400

450

46

i. 閲覧するためであれば相手方と秘密保持契約を行っても良い

62

j. 秘密保持命令を受けた当方代理人に閲覧を任せても良い

40

k. 相手方との秘密保持契約の下、当方代理人に閲覧を任せても良い

20

l. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）に閲覧を任せても良い

50

m. 裁判官のみ閲覧すれば良い
n. 一切閲覧はしたくない

150

51

h. 閲覧するためであれば秘密保持命令を受けても良い

3

訴訟経験ありの者の方が、営業秘密を得るためには秘密保持命令や秘密保持契約を行って
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でも良いという意見の比率が高い。
訴訟された経験あり
訴訟上必要な相手方の営業秘密を閲覧する者の側として(企業：訴訟された経験あり）
0

10

20

30

40

50

60

21

h. 閲覧するためであれば秘密保持命令を受けても良い

20

i. 閲覧するためであれば相手方と秘密保持契約を行っても良い

27

j. 秘密保持命令を受けた当方代理人に閲覧を任せても良い

20

k. 相手方との秘密保持契約の下、当方代理人に閲覧を任せても良い

5

l. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）に閲覧を任せても良い

15

m. 裁判官のみ閲覧すれば良い

1

n. 一切閲覧はしたくない

訴訟された経験なし
訴訟上必要な相手方の営業秘密を閲覧する者の側として（訴訟された経験なし）
0

50

h. 閲覧するためであれば秘密保持命令を受けても良い

21

i. 閲覧するためであれば相手方と秘密保持契約を行っても良い

20

200

250

300

350

400

450

20

k. 相手方との秘密保持契約の下、当方代理人に閲覧を任せても良い

5
15

m. 裁判官のみ閲覧すれば良い
n. 一切閲覧はしたくない

150

27

j. 秘密保持命令を受けた当方代理人に閲覧を任せても良い

l. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）に閲覧を任せても良い

100

1

訴訟された経験ありの者の方が、営業秘密を得るためには秘密保持命令や秘密保持契約を
行ってでも良いという意見の比率が高い。これは、上記「訴訟経験あり／なし」の場合と
同じ傾向である。
Ｄ．貴社の過去5年間の特許権侵害に係る損害賠償請求の経験についてお尋ねします。
Ｄ－１

我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象を教えてください（複

数回答可）
訴訟経験あり
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特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象(企業：訴訟経験あり）
0

10

20

30

40

50

60

2

a. 損害を補填するのに十分

5

b. 代理人費用又は印紙代を補填するのに十分
2

c. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が適切

1

c1. 特許の寄与率の認定が適切
c2. 特許のライセンス料率の認定が適切

0

c3. その他

0
2

d. 市場規模等の認定が適切
e. 覆滅の認定が適切

0

f. 他国で認定される額と比較しても適切

0

g. 当事者による立証・説明が十分なされている

0
36

h. 損害を補填するのに不十分
16

i. 代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

24

j. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が不適切
14

j1. 特許の寄与率の認定が不適切
7

j2. 特許のライセンス料率の認定が不適切
1

j3. その他

4

k. 市場規模等の認定が不適切
2

l. 覆滅の認定が不適切
0

m. 他国で認定される額と比較して高額
m1. 米国

0

m2. ドイツ

0

m3. その他の国

0
28

n. 他国で認定される額と比較して低額

26

n1. 米国
4

n2. ドイツ
0

n3. その他の国
o. 当事者による立証・説明が十分になされていない

4

p. その他

4

訴訟経験なし
特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象（企業：訴訟経験なし）
0

50

350

400

450

2
12

d. 市場規模等の認定が適切
3

11

f. 他国で認定される額と比較しても適切

23

g. 当事者による立証・説明が十分なされている

166

h. 損害を補填するのに不十分
75

i. 代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

84

j. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が不適切
41

j1. 特許の寄与率の認定が不適切

29

j2. 特許のライセンス料率の認定が不適切
9

j3. その他

27

k. 市場規模等の認定が不適切
l. 覆滅の認定が不適切

7

m. 他国で認定される額と比較して高額

4

m1. 米国

3

m2. ドイツ

1

m3. その他の国

0
163

n. 他国で認定される額と比較して低額

149

n1. 米国
13

n2. ドイツ

p. その他

300

16

c2. 特許のライセンス料率の認定が適切

o. 当事者による立証・説明が十分になされていない

250

15

c1. 特許の寄与率の認定が適切

n3. その他の国

200

31

c. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が適切

e. 覆滅の認定が適切

150

37

b. 代理人費用又は印紙代を補填するのに十分

c3. その他

100

38

a. 損害を補填するのに十分

4
7
57

訴訟経験ありの者が、損害を補填するには不十分、特許の金銭的価値の認定が不適切、他
国で認定される額に比して低額との意見が訴訟経験なしの者と比べてやや多めであるが、
ほぼ同じ傾向である。
訴訟された経験あり
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特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象（企業：訴訟された経験あり）
0

10

20

30

40

50

60

6

a. 損害を補填するのに十分
4

b. 代理人費用又は印紙代を補填するのに十分

6

c. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が適切
c1. 特許の寄与率の認定が適切

3

c2. 特許のライセンス料率の認定が適切

3
0

c3. その他

2

d. 市場規模等の認定が適切
0

e. 覆滅の認定が適切

2

f. 他国で認定される額と比較しても適切
0

g. 当事者による立証・説明が十分なされている

27

h. 損害を補填するのに不十分
13

i. 代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

23

j. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が不適切
14

j1. 特許の寄与率の認定が不適切
8

j2. 特許のライセンス料率の認定が不適切
2

j3. その他

5

k. 市場規模等の認定が不適切
l. 覆滅の認定が不適切

1

m. 他国で認定される額と比較して高額

1
1

m1. 米国
m2. ドイツ

0

m3. その他の国

0
23

n. 他国で認定される額と比較して低額
18

n1. 米国
3

n2. ドイツ
1

n3. その他の国

4

o. 当事者による立証・説明が十分になされていない

3

p. その他

訴訟された経験なし
特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象（訴訟された経験なし）
0

50

400

450

11
3
9

f. 他国で認定される額と比較しても適切

22

g. 当事者による立証・説明が十分なされている

173

h. 損害を補填するのに不十分
77

i. 代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

84

j. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が不適切
41

j1. 特許の寄与率の認定が不適切

28

j2. 特許のライセンス料率の認定が不適切
8

j3. その他

26

k. 市場規模等の認定が不適切
8

l. 覆滅の認定が不適切

3

m1. 米国

2

m2. ドイツ

1

m3. その他の国

0
166

n. 他国で認定される額と比較して低額

155

n1. 米国
13

n2. ドイツ

p. その他

350

2

d. 市場規模等の認定が適切

n3. その他の国

300

12

c2. 特許のライセンス料率の認定が適切

o. 当事者による立証・説明が十分になされていない

250

13

c1. 特許の寄与率の認定が適切

m. 他国で認定される額と比較して高額

200

26

c. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が適切

e. 覆滅の認定が適切

150

38

b. 代理人費用又は印紙代を補填するのに十分

c3. その他

100

34

a. 損害を補填するのに十分

3
7
58

訴訟された経験ありの者が、特許の金銭的価値の認定が不適切との意見が訴訟された経験
なしやや多めであるが、ほぼ同じ傾向である。
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６．

大企業、中小企業、弁護士のクロス集計

集計対象者：
大企業：424者
中小企業：98者
弁護士：27者
注１：中小企業の定義は、中小企業基本法の定義を使用
注２：大企業と中小企業は質問内容は同一。弁護士には代理人という立場からの回答を得
るため聞き方を変えているが、質問の趣旨は企業と同一である。下記の質問欄には代表し
て企業向けの質問のみを記載し、回答欄には企業、弁護士向けそれぞれ記載した。
Ｂ．貴社の過去５年間の特許権侵害訴訟の経験についてお尋ねします。

Ｂ－１

日本の裁判所へ特許権侵害訴訟を提起することを具体的に検討し、特許権侵害

訴訟の提起を見送った件数及び実際に訴訟を提起した件数は、過去５年間でそれぞれ約
何件ありますか？（b～cは複数回答可）
大企業
件数
割合
321
75.7%
73
17.2%
49
11.6%
3
0.7%
424

a. 訴訟提起を具体的に検討した経験はない
b. 訴訟提起を具体的に検討したが見送った経験がある
c. 実際に訴訟を提起した経験がある
無回答
回答数

中小企業
件数
割合
75
76.5%
14
14.3%
15
15.3%
0
0.0%
98

弁護士
件数
割合
1
3.7%
24
88.9%
26
96.3%
0
0.0%
27

検討経験の比率は、大企業、中小企業では大差がないが、提訴を見送った経験は大企業が
やや多く、実際に提訴した経験では中小企業の方がやや多い。現状の国内の知的財産訴訟
が中小企業が中心である点と整合している。
弁護士については、知財訴訟を取り扱う件数の多い弁護士を母数としているため、企業と
は大きく傾向が相違し、提訴を見送った経験、実際に提訴した経験ともに非常に高い率で
ある。
注：棒グラフの横軸のスケールは回答者総数とした。
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訴訟提起を具体的に検討したが見送った件数(大企業）
0

10

20

30

40

50

60

70

29

b1. 1件

43

b2. 2件以上、10件以下
1

b3. 11件以上、50件以下
b4. 51件以上、100件以下

0

b5. 101件以上

0

訴訟提起を具体的に検討したが見送った件数(中小企業）
0

2

4

6

8

10

12

14

7

b1. 1件

7

b2. 2件以上、10件以下
b3. 11件以上、50件以下

0

b4. 51件以上、100件以下

0

b5. 101件以上

0

訴訟提起を具体的に検討したが見送った件数（弁護士）
0

5

10

15

20

1

b1. 1件

15

b2. 2件以上、10件以下
5

b3. 11件以上、50件以下
2

b4. 51件以上、100件以下
0

b5. 101件以上

大企業、中小企業ともに提訴を見送った件数は、10 件以下の経験者が大多数であるが、大
企業の方が、2 件以上 10 件以下の比率がやや高めである。
知財訴訟を取り扱う件数の多い弁護士を母数としているため、提訴を見送った件数も企業
に比べかなり多い。

実際に訴訟を提起した件数(大企業）
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

29

c1. 1件
18

c2. 2件以上、5件以下
2

c3. 6件以上、10件以下
c4. 11件以上、20件以下

0

c5. 21件以上

0

実際に訴訟を提起した件数(中小企業）
0

2

4

6

10

6

c1. 1件

8

c2. 2件以上、5件以下
c3. 6件以上、10件以下

0

c4. 11件以上、20件以下

0

c5. 21件以上

8

1
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12

14

実際に訴訟を提起した件数（弁護士）
0

c1. 1件

5

10

15

20

25

1
7

c2. 2件以上、5件以下

7

c3. 6件以上、10件以下
5

c4. 11件以上、20件以下
4

c5. 21件以上

大企業では、実際に訴訟した件数は 1 件の経験者が多数であるが、中小企業では 2 件以上
5 件以下の経験者の方が比率としては高い。6 件以上の経験者は大企業では 2 件あるが、中
小企業では 21 件以上の経験を有する１者を除き皆無である。
知財訴訟を取り扱う件数の多い弁護士を母数としているため、当然、企業に比べ実際に訴
訟した件数は豊富である。

Ｂ－２

日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を見送った理由は何ですか？貴社の

経験をご回答ください（b～qは複数回答可）
訴訟提起を見送った理由(大企業）
0

20

40
51

b. 話し合いで解決したため

26

c. 警告等により相手方が侵害行為を中止したため

8

d. 訴訟により社会的評判を落とすと考えたため

11

e. 訴訟により顧客に迷惑を掛けると考えたため

2

f. 訴訟経験が乏しく、どう対応すべきか不明であったため
g. 良い代理人に巡り合えず、対応を相談できなかったため

0
24

h. 権利の安定性に不安（権利無効になるリスク）があったため

22

i. 侵害を証明する証拠が入手できなかったため

17

j. 被疑侵害品が技術的範囲に属するか明確でなかったため

4

k. 損害を計算する証拠が入手できなかったため

11

l. 損害額が小さいと考えたため

21

m. 費用的負担が見合わないと考えたため
m1. 印紙代が高いと考えたため

0
9

m2. 弁護士費用が高いと考えたため

11

m3. 得られる損害賠償額が低いと考えたため

12

n. 日本ではなく、他国で訴訟対応したため

6

n1. 米国

3

n2. ドイツ

4

n3. その他の国

5

o. 時間が掛かるため
p. 不明（分からない）
q. その他

60

0
7
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80

100

訴訟提起を見送った理由(中小企業）
0

5

10

15

20

10

b. 話し合いで解決したため

6

c. 警告等により相手方が侵害行為を中止したため

1

d. 訴訟により社会的評判を落とすと考えたため

1

e. 訴訟により顧客に迷惑を掛けると考えたため
f. 訴訟経験が乏しく、どう対応すべきか不明であったため

0

g. 良い代理人に巡り合えず、対応を相談できなかったため

0

h. 権利の安定性に不安（権利無効になるリスク）があったため

1

i. 侵害を証明する証拠が入手できなかったため

1
4

j. 被疑侵害品が技術的範囲に属するか明確でなかったため

1

k. 損害を計算する証拠が入手できなかったため

4

l. 損害額が小さいと考えたため

4

m. 費用的負担が見合わないと考えたため
m1. 印紙代が高いと考えたため

0

m2. 弁護士費用が高いと考えたため

0

m3. 得られる損害賠償額が低いと考えたため

0
2

n. 日本ではなく、他国で訴訟対応したため

1

n1. 米国

0

n2. ドイツ

1

n3. その他の国

2

o. 時間が掛かるため

0

p. 不明（分からない）

3

q. その他

訴訟提起を見送った理由（弁護士）
0

5

10

15

20
16

b. 話し合いで解決したため

16

c. 警告等により相手方が侵害行為を中止したため

1

d. 訴訟により社会的評判を落とすと考えたため

1

e. 訴訟により顧客に迷惑を掛けると考えたため
f. 依頼人自身の訴訟経験が乏しく、どう対応すべきか不明であったため

0
15

h. 権利の安定性に不安（権利無効になるリスク）があったため

10

i. 侵害を証明する証拠が入手できなかったため

9

j. 被疑侵害品が技術的範囲に属するか明確でなかったため

0

k. 損害を計算する証拠が入手できなかったため

7

l. 損害額が小さいと考えたため

14

m. 費用的負担が見合わないと考えたため

1

m1. 印紙代が高いと考えたため

4

m2. 依頼人が、弁護士費用が高いと考えたため

10

m3. 得られる損害賠償額が低いと考えたため

3

n. 日本ではなく、他国で訴訟対応したため

3

n1. 米国

2

n2. ドイツ
n3. その他の国

1

o. 時間が掛かるため

1
4

p. 不明（分からない）（依頼人から理由の説明がなかった場合を含む）

2

q. その他

大企業、中小企業とも、話し合いで解決した経験を有する者が、いずれも半数程度で同じ
傾向であり、警告等により相手方が侵害行為を中止した経験を有する者の比率もほぼ同じ
である。費用的に見合わないという判断や他国で対応したとする比率も大企業・中小企業
に有意な差は見られない。訴訟により顧客に迷惑をかけると考えた比率は大企業がやや多
めと言える。また、権利の安定性に不安という理由は大企業が中小企業よりかなり多い。
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これは、大企業は出願件数が多く訴訟に耐えられないと考えられる特許も保有している可
能性があるためかもしれない。但し、ヒアリングの際には、訴訟した結果、権利が無効に
なったことがあるという声は中小企業から多く聞かれた。
弁護士は、全体的に、どの理由においても多めであるが、特に、話し合いで解決した経験、
警告により相手方が侵害行為を中止した経験、権利の安定性に不安、費用負担が見合わな
いとする理由が多い。一方、他国で対応に関しては企業の回答と有意な差は見られない。

Ｂ－３

日本の裁判所へ特許権侵害訴訟を提起した目的は何ですか？貴社の経験をご

回答ください（b～gは複数回答可）
訴訟を提起した目的(大企業）
0

10

20

30

40

50
42

b. 他者の製品・サービスを市場から排除するため

19

c. 他者の製品・サービスによる損害を回復するため

11

d. 特許権のライセンス料を得るため

9

e. 技術的優位性を確保するため

6

f. 他者との交渉を有利にするため

7

g. その他

訴訟を提起した目的(中小企業）
0

5

10

15

9

b. 他者の製品・サービスを市場から排除するため

13

c. 他者の製品・サービスによる損害を回復するため

7

d. 特許権のライセンス料を得るため

2

e. 技術的優位性を確保するため

1

f. 他者との交渉を有利にするため

2

g. その他

訴訟を提起した目的（弁護士）
0

5

10

15

20

25
25

b. 他者の製品・サービスを市場から排除するため

23

c. 他者の製品・サービスによる損害を回復するため

12

d. 特許権のライセンス料を得るため

6

e. 技術的優位性を確保するため

6

f. 他者との交渉を有利にするため
g. その他

0

他者製品・サービスを市場から排除する目的は、大企業は77.8%に対して中小企業は50%で
あり、市場を守るという目的は大企業がやや多い。一方、損害からの回復を目的とする者
は、大企業が35.2%に対して中小企業は72.2%と中小企業が多い。ライセンス料目的に関し
ても中小企業が積極的な傾向と言える。
弁護士は、他者製品・サービスを市場から排除する目的も損害からの回復を目的する訴訟
もいずれも高率であるが、企業と比べて、他者との交渉を有利にするためがやや多い。
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Ｂ－４

日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を実質的に決断した者はどなたです

か？貴社の経験をご回答ください（b～lは複数回答可）
特許権侵害訴訟の提起を実質的に決断した者(大企業）
0

10

20

30

40

50

30

b. 社長級の者
20

c. 担当役員級（知財・法務）の者
16

d. 担当役員級（事業）の者
9

e. 担当役員級（研究・開発）の者
0

f. 担当役員級（上記以外）の者

12

g. 担当部長・課長（知財・法務）の者
6

h. 担当部長・課長（事業）の者
2

i. 担当部長・課長（研究・開発）の者
j. 担当部長・課長（上記以外）の者

1

k. 親会社やグループ会社の者

1

l. その他の者

1

特許権侵害訴訟の提起を実質的に決断した者（中小企業）
0

2

4

10

12

14

16

18

2

c. 担当役員級（知財・法務）の者
d. 担当役員級（事業）の者

1

e. 担当役員級（研究・開発）の者

1
1

f. 担当役員級（上記以外）の者
g. 担当部長・課長（知財・法務）の者

0

h. 担当部長・課長（事業）の者

0

i. 担当部長・課長（研究・開発）の者

0

j. 担当部長・課長（上記以外）の者

0

l. その他の者

8

13

b. 社長級の者

k. 親会社やグループ会社の者

6

2
3

大企業、中小企業ともに社長級の者が大多数であるが、中小企業では 68.4%と大企業の
55.6%と比べて高率である。大企業では、社長以外の担当役員に権限移譲されていると考え
られる。担当部長・課長については、大企業は相当数の回答があるが中小企業では皆無で
ある。

Ｂ－５

特許権者から日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を示唆された件数及び

実際に訴訟を提起された件数は、過去5年間でそれぞれ約何件ありますか？（b～cは複
数回答可）
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大企業
件数
a. 特許権者から訴訟の提起を示唆された経験はない
b. 特許権者から訴訟の提起を示唆された経験がある
c. 実際に特許権者から訴訟を提起された経験がある

割合

件数

弁護士

割合

件数

割合

332

78.3%

77

78.6%

0

0.0%

70

16.5%

11

11.2%

26

96.3%

48

11.3%

14

14.3%

27 100.0%

2

0.5%

3

3.1%

無回答
回答数

中小企業

424

0

98

0.0%

27

実際に訴訟を提起された経験は、中小企業に比べ大企業がやや多めであるが、これはアン
ケート先で「特許権侵害訴訟の原告又は被告の経験がある企業（判決ベース）
」を含めたが、
この中に中小企業の比率が高かったためと考えられる。

訴訟の提起を示唆された件数(大企業）
0

10

20

30

40

50

60

70

36

b1. 1件
31

b2. 2件以上、10件以下
1

b3. 11件以上、50件以下

1

b4. 51件以上、100件以下
0

b5. 101件以上

訴訟の提起を示唆された件数(中小企業）
0

2

4

6

8

10

5

b1. 1件

5

b2. 2件以上、10件以下
b3. 11件以上、50件以下

0

b4. 51件以上、100件以下

0

b5. 101件以上

0

訴訟の提起を示唆された依頼人と対応を検討した件数（弁護士）
0
b1. 1件

5

10

15

20

25

0
14

b2. 2件以上、10件以下
6

b3. 11件以上、50件以下
4

b4. 51件以上、100件以下
b5. 101件以上

1

訴訟の提起を示唆された件数に大企業と中小企業に有意な差は見られない。
知財訴訟の経験豊富な弁護士は、企業に比べて当然訴訟の提起を示唆された依頼人との対
応を検討した経験が多い。
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訴訟を提起された件数(大企業）
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

27

c1. 1件

18

c2. 2件以上、5件以下

2

c3. 6件以上、10件以下
c4. 11件以上、20件以下

0

c5. 21件以上

0

訴訟を提起された件数(中小企業）
0

2

4

6

8

10

12

14

9

c1. 1件
4

c2. 2件以上、5件以下
c3. 6件以上、10件以下

0

c4. 11件以上、20件以下

0

c5. 21件以上

0

訴訟を提起された依頼人（被疑侵害者）を代理した件数（弁護士）
0
c1. 1件

5

10

9

c3. 6件以上、10件以下

9

c5. 21件以上

20

25

0

c2. 2件以上、5件以下

c4. 11件以上、20件以下

15

3
5

訴訟を提起された件数は、中小企業が1件の件数がやや多めで、大企業が2件以上の件数が
やや多めである。
知財訴訟の経験豊富な弁護士は、企業に比べて当然、被疑侵害者を代理した経験が多い。
Ｃ．貴社の過去5年間の特許権侵害に係る証拠収集手続の経験についてお尋ねします。

Ｃ－１

我が国における特許権侵害訴訟の証拠収集に関する経験を教えてください（b

～uは複数回答可）
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大企業
件数

中小企業

割合

件数

弁護士

割合

件数

割合

a. 経験はない

98

23.1%

26

26.5%

1

3.7%

侵害の行為についての証拠収集の経験がある

82

19.3%

21

21.4%

26

96.3%

損害の計算についての証拠収集の経験がある

67

15.8%

16

16.3%

26

96.3%

訴訟経験なし、訴訟検討経験なしまたは無回答

243

57.3%

51

52.0%

0

0.0%

回答数

424

98

27

中小企業が侵害行為についても証拠収集の経験を有する者の比率がやや高めである。

証拠収集手続きについての経験(大企業）
0

10

20

30

40

50

60

70

80

67

b. 自社の調査により証拠を収集できた
15

c. 調査会社等を利用して証拠を収集できた
7

d. （訴訟指揮により）被疑侵害者が任意で証拠を開示した
3

e. 日本の法制度を利用して証拠を収集できた
0

f. 他国の法制度を利用して証拠を収集できた

19

g. 自社の調査では証拠を収集できなかった
5

h. 調査会社等を利用しても証拠を収集できなかった
3

i. 日本の法制度を利用しても証拠を収集できなかった
1

j. 他国の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

4

k. その他

証拠収取手続についての経験(中小企業）
0

5

10

15

20
18

b. 自社の調査により証拠を収集できた
5

c. 調査会社等を利用して証拠を収集できた
1

d. （訴訟指揮により）被疑侵害者が任意で証拠を開示した
e. 日本の法制度を利用して証拠を収集できた

0

f. 他国の法制度を利用して証拠を収集できた

0
2

g. 自社の調査では証拠を収集できなかった
1

h. 調査会社等を利用しても証拠を収集できなかった

3

i. 日本の法制度を利用しても証拠を収集できなかった
j. 他国の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

0

k. その他

0
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証拠収集手続きについての経験(弁護士）
0

5

10

15

20

25
25

b. 依頼人又は貴殿の調査により証拠を収集できた
11

c. 調査会社等を利用して証拠を収集できた

17

d. （訴訟指揮により）被疑侵害者が任意で証拠を開示した
10

e. 日本の法制度を利用して証拠を収集できた
3

f. 他国の法制度を利用して証拠を収集できた

18

g. 依頼人又は貴殿の調査では証拠を収集できなかった
10

h. 調査会社等を利用しても証拠を収集できなかった

11

i. 日本の法制度を利用しても証拠を収集できなかった
2

j. 他国の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

4

k. その他

大企業、中小企業ともに、自社の調査により証拠収集できた経験を有する者の比率が高く
ほぼ同程度の比率である。一方、自社の調査により証拠収集できなかった経験は、大企業
がやや高めである。また調査会社を利用して証拠収集できた経験を有する者の比率は中小
企業が大企業よりやや高めである。
弁護士は、当然、全般に証拠収集できた経験もできなった経験も豊富である。その中で訴
訟指揮により、被疑侵害者が任意で証拠開示した経験が企業に比べて高めである。

損害の計算についての経験(大企業）
0

10

20

30

40

50

60

43

l. 自社の調査により証拠を収集した
14

m. 調査会社等を利用して証拠を収集した
7

n. （訴訟指揮により）被疑侵害者が任意で証拠を開示した
2

o. 日本の法制度を利用して証拠を収集した
0

p. 他国の法制度を利用して証拠を収集した

18

q. 自社の調査では証拠を収集できなかった
4

r. 調査会社等を利用しても証拠を収集できなかった
1

s. 日本の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

0

t. 他国の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

4

u. その他

損害の計算についての経験（中小企業）
0

5
4

m. 調査会社等を利用して証拠を収集した
2

n. （訴訟指揮により）被疑侵害者が任意で証拠を開示した
o. 日本の法制度を利用して証拠を収集した

0

p. 他国の法制度を利用して証拠を収集した

0
1

q. 自社の調査では証拠を収集できなかった
r. 調査会社等を利用しても証拠を収集できなかった

10

15
13

l. 自社の調査により証拠を収集した

0
1

s. 日本の法制度を利用しても証拠を収集できなかった
t. 他国の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

0

u. その他

0
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損害の計算についての経験（弁護士）
0

5

10

15

20

25

19

l. 依頼人又は貴殿の調査により証拠を収集した
6

m. 調査会社等を利用して証拠を収集した

23

n. （訴訟指揮により）被疑侵害者が任意で証拠を開示した
13

o. 日本の法制度を利用して証拠を収集した
2

p. 他国の法制度を利用して証拠を収集した

9

q. 依頼人又は貴殿の調査では証拠を収集できなかった
4

r. 調査会社等を利用しても証拠を収集できなかった
3

s. 日本の法制度を利用しても証拠を収集できなかった
t. 他国の法制度を利用しても証拠を収集できなかった

1

u. その他

1

損害の計算ついての証拠収集については、自社の調査により証拠収集できた経験を有する
者が、大企業・中小企業ともに多いが、やや中小企業が多めであり、自社の調査により証
拠収集できなかった経験については、大企業が中小企業よりかなり多い。
弁護士は、前問同様、訴訟指揮により、被疑侵害者が任意で証拠開示した経験が企業に比
べて高めである。依頼人又は自身の調査では証拠を得られなかったなど証拠を得られなか
った経験も企業より全般に多めである。

Ｃ－２

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の結果に関する経

験を教えてください（b～jは複数回答可）
提起検討段階の証拠収集の結果に関する経験(大企業）
0

20

40

60

80

44

b. 訴訟提起を判断するのに十分な証拠を収集できた

45

c. 侵害行為の立証のために十分な証拠を収集できた

11

d. 損害の計算のために十分な証拠を収集できた

25

e. 訴外で相手方と交渉するのに十分な証拠を収集できた

21

f. 訴訟提起を判断するのに十分な証拠を収集できなかった

22

g. 侵害行為の立証のために十分な証拠を収集できなかった

23

h. 損害の計算のために十分な証拠を収集できなかった

9

i. 訴外で相手方と交渉するのに十分な証拠を収集できなかった

2

j. その他の経験

提起検討段階の証拠収集の結果に関する経験(中小企業）
0

5

10

15
11

b. 訴訟提起を判断するのに十分な証拠を収集できた

10

c. 侵害行為の立証のために十分な証拠を収集できた

4

d. 損害の計算のために十分な証拠を収集できた
e. 訴外で相手方と交渉するのに十分な証拠を収集できた

2

f. 訴訟提起を判断するのに十分な証拠を収集できなかった

2
4

g. 侵害行為の立証のために十分な証拠を収集できなかった

8

h. 損害の計算のために十分な証拠を収集できなかった
i. 訴外で相手方と交渉するのに十分な証拠を収集できなかった

1
3

j. その他の経験
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提訴検討段階の証拠収集の結果に関する代理人としての経験(弁護士）
0

5

10

15

20

25

19

b. 訴訟提起を判断するのに十分な証拠を収集できた

19

c. 侵害行為の立証のために十分な証拠を収集できた

1

d. 損害の計算のために十分な証拠を収集できた

9

e. 訴外で相手方と交渉するのに十分な証拠を収集できた

14

f. 訴訟提起を判断するのに十分な証拠を収集できなかった

16

g. 侵害行為の立証のために十分な証拠を収集できなかった

17

h. 損害の計算のために十分な証拠を収集できなかった

9

i. 訴外で相手方と交渉するのに十分な証拠を収集できなかった

2

j. その他の経験

訴訟的検討段階の証拠収集の結果に関しては、b～eの証拠収集できた経験については、大
企業と中小企業に大差ないが、f～iの収集できなった経験を有する者の比率は大企業がや
や高めである。
弁護士は、b～eの証拠収集できた経験は企業よりやや多め程度であるが、f～iの収集でき
なった経験は企業より相当多めである。これはさまざまな訴訟検討を行い、証拠収集が困
難な事案が含まれていたことによるものではないかと思われる。

Ｃ－３

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の困難性に関する

経験を教えてください（c～fは複数回答可）
訴訟検討段階の証拠収集の経験の有無(大企業）

88

0%

19

10%

20%

73

30%

訴訟検討段階の証拠収集の経験の有無(中小企業）

22

244

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

10%

9

67

20%

30%

40%

54

50%

60%

70%

80%

90%

a . 訴訟検討段階の証拠収集の経験はない

a . 訴訟検討段階の証拠収集の経験はない

b. 訴訟検討段階の証拠収集の困難性に関する経験（困難と感じたこと）はない

b. 訴訟検討段階の証拠収集の困難性に関する経験（困難と感じたこと）はない

証拠収集の困難性に関する経験がある

証拠収集の困難性に関する経験がある

訴訟経験なし、訴訟検討経験なしまたは無回答

訴訟経験なし、訴訟検討経験なしまたは無回答

100%

訴訟検討段階の証拠収集の経験の有無（弁護士）

1

0%

1

24

10%

20%

30%

40%

50%

1

60%

70%

80%

90%

100%

a . 代理人として、訴訟検討段階の証拠収集の経験はない
b. 代理人として、訴訟検討段階の証拠収集の困難性（困難と感じたこと）に関する経験はない
代理人として、証拠収集の困難性に関する経験がある
無回答

訴訟検討段階における証拠収集の困難性の経験の比率は、大企業より中小企業の方が高め
である。
弁護士は、様々な事案を経験するため、大半の者が訴訟検討段階の証拠収集の困難性を経
験している。
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証拠収集の困難性に関する経験(大企業）
0

20

40

60
62

c. 証拠が被疑侵害者側に偏っている

33

c1. 侵害が疑われる行為が被疑侵害者側の工場等で行われていた

26

c1①. 製造方法

4

c1②. コンピューター・プログラムによる情報処理

2

c1③. その他

40

c2. 侵害が疑われる製品が入手できなかった

6

c2①. 製品が被疑侵害者側の工場等にあった

33

c2②. 製品がＢｔｏＢ向けで市場に出回っていなかった

5

c2③. その他

17

c3. 損害の計算を証明する証拠が入手できなかった

1

c4. その他

20

d. 侵害が疑われる製品を入手したが、分析出来なかった

11

d1. 化合物

5

d2. コンピューター・プログラム

3

d3. その他

15

e. 営業秘密に関わる証拠が多い

8

e1. 被疑侵害者から営業秘密であることを盾にされた
e2. コンタミネーション等、貴社の業務への悪影響を懸念した

2

e3. その他

2
5

f. その他の困難性

証拠収集の困難性に関する経験(中小企業）
0

10
13

c. 証拠が被疑侵害者側に偏っている

5

c1. 侵害が疑われる行為が被疑侵害者側の工場等で行われていた

2

c1①. 製造方法
c1②. コンピューター・プログラムによる情報処理

1

c1③. その他

1
6

c2. 侵害が疑われる製品が入手できなかった
c2①. 製品が被疑侵害者側の工場等にあった

0
3

c2②. 製品がＢｔｏＢ向けで市場に出回っていなかった
c2③. その他

1
6

c3. 損害の計算を証明する証拠が入手できなかった
c4. その他

1
2

d. 侵害が疑われる製品を入手したが、分析出来なかった
d1. 化合物

0

d2. コンピューター・プログラム

0
2

d3. その他

5

e. 営業秘密に関わる証拠が多い

5

e1. 被疑侵害者から営業秘密であることを盾にされた
e2. コンタミネーション等、貴社の業務への悪影響を懸念した

0

e3. その他

0

f. その他の困難性

20

3
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30

40

50

60

代理人として、証拠収集の困難性に関する経験（弁護士）
0

5

10

15

20
23

c. 証拠が被疑侵害者側に偏っている

21

c1. 侵害が疑われる行為が被疑侵害者側の工場等で行われていた

19

c1①. 製造方法

12

c1②. コンピューター・プログラムによる情報処理

3

c1③. その他

17

c2. 侵害が疑われる製品が入手できなかった

12

c2①. 製品が被疑侵害者側の工場等にあった

15

c2②. 製品がBtoB向けで市場に出回っていなかった

1

c2③. その他

7

c3. 損害の計算を証明する証拠が入手できなかった

0

c4. その他

12

d. 侵害が疑われる製品を入手したが、分析出来なかった

6

d1. 化合物

11

d2. コンピューター・プログラム

1

d3. その他

12

e. 営業秘密に関わる証拠が多い

11

e1. 被疑侵害者から営業秘密であることを盾にされた

1

e2. コンタミネーション等、貴社の業務への悪影響を懸念した

1

e3. その他

0

f. その他の困難性

前問では訴訟検討段階における証拠収集の困難性の経験の比率は、大企業より中小企業の
方が高めであったが、その理由はついては大企業の方が明確なようである。特に、証拠が
被疑侵害者側に偏っている、被疑侵害品を入手できなかったや被疑侵害品を入手したが解
析できなかったという経験が大企業に多い。
弁護士は、どの項目に関しても、大企業よりさらに困難性の経験が豊富であるが、侵害行
為が被疑侵害者の工場等で行われていたという経験や営業秘密に関する証拠に関する経験
が企業より多めである。

Ｃ－17

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧に関するお考えを教えてください（複

数回答可）。事案によって開示して良い相手が相違すると思われますが、一般的なケー
スを想定してお答えください。
注：本問では無回答者数を除いた回答者数を棒グラフの横軸のスケールとした。
訴訟上必要な営業秘密の開示者側としての考え(大企業）
0

50

a. 秘密保持命令を受けた相手方当事者であれば開示しても良い

13

b. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方当事者に開示しても良い

14

100

150

70

c. 秘密保持命令を受けた相手方代理人であれば開示しても良い

28

d. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方代理人に開示しても良い
e. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）であれば開示しても良い

24
131

f. 裁判官であれば、開示しても良い

17

g. 一切開示したくない
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200

250

訴訟上必要な営業秘密の開示者側としての考え(中小企業）
0

10

a. 秘密保持命令を受けた相手方当事者であれば開示しても良い

6

b. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方当事者に開示しても良い

6

20

30

40

50

60

70

80

90

3

c. 秘密保持命令を受けた相手方代理人であれば開示しても良い

1

d. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方代理人に開示しても良い

5

e. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）であれば開示しても良い

27

f. 裁判官であれば、開示しても良い

4

g. 一切開示したくない

訴訟上必要な営業秘密の開示者側の代理人としての考え（弁護士）
0

5

10

15

20

25

8

a. 秘密保持命令を受けた相手方当事者であれば開示しても良い

6

b. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方当事者に開示しても良い

18

c. 秘密保持命令を受けた相手方代理人であれば開示しても良い

17

d. 相手方と秘密保持契約があれば、相手方代理人に開示しても良い

15

e. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）であれば開示しても良い

20

f. 裁判官であれば、開示しても良い

2

g. 一切開示したくない

大企業、中小企業ともに、裁判官であれば開示しても良いという考えが同程度に高い。秘
密保持命令を受けた相手方代理人であれば開示しても良いという考えは大企業では比較的
高めであるが、中小企業では極めて少数である。
弁護士は、裁判官であれば開示しても良いという考えが最も多い点は企業と同様であるが、
秘密保持命令を受けた相手方代理人や第三者（補佐人等）
、秘密保持契約があれば相手方代
理人に開示しても良いという考えも比率が高い。

訴訟上必要な相手方の営業秘密を閲覧する者の側としての考え(大企業）
0

50

100

h. 閲覧するためであれば秘密保持命令を受けても良い

64

i. 閲覧するためであれば相手方と秘密保持契約を行っても良い

62

150

200

250

77

j. 秘密保持命令を受けた当方代理人に閲覧を任せても良い

53

k. 相手方との秘密保持契約の下、当方代理人に閲覧を任せても良い

24

l. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）に閲覧を任せても良い

51

m. 裁判官のみ閲覧すれば良い

2

n. 一切閲覧はしたくない

訴訟上必要な相手方の営業秘密を閲覧する者の側としての考え(中小企業）
0

10

20
12

h. 閲覧するためであれば秘密保持命令を受けても良い

10

i. 閲覧するためであれば相手方と秘密保持契約を行っても良い

14

j. 秘密保持命令を受けた当方代理人に閲覧を任せても良い

9

k. 相手方との秘密保持契約の下、当方代理人に閲覧を任せても良い
l. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）に閲覧を任せても良い

2
13

m. 裁判官のみ閲覧すれば良い
n. 一切閲覧はしたくない

1
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訴訟上必要な相手方の営業秘密を閲覧する者の側の代理人としての考え（弁護士）
0

5

10

15

20

25

8

h. 秘密保持命令を受けた依頼人が閲覧するのが良い

9

i. 相手方と秘密保持契約を行った依頼人が閲覧するのが良い

11

j. 秘密保持命令を受けた代理人（貴殿）が閲覧するのが良い

13

k. 相手方との秘密保持契約の下、代理人（貴殿）が閲覧するのが良い

10

l. 秘密保持命令を受けた第三者（補佐人等）に閲覧を任せても良い

6

m. 裁判官のみ閲覧すれば良い

3

n. 一切閲覧はしたくない

相手方の営業秘密を閲覧する側については、大企業は総じて、秘密保持命令を受けて、あ
るいは秘密保持契約を締結して閲覧することに積極的と言える。
弁護士は、大企業より更に秘密保持命令を受けて、あるいは秘密保持契約を締結して閲覧
することに積極的である。
Ｄ．貴社の過去5年間の特許権侵害に係る損害賠償請求の経験についてお尋ねします。

Ｄ－１

我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象を教えてください（複

数回答可）
特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象(大企業）
0

50

14

c1. 特許の寄与率の認定が適切

16

c2. 特許のライセンス料率の認定が適切
2

14

d. 市場規模等の認定が適切
3

8

f. 他国で認定される額と比較しても適切

20

g. 当事者による立証・説明が十分なされている

163

h. 損害を補填するのに不十分
74

i. 代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

86

j. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が不適切
43

j1. 特許の寄与率の認定が不適切
28

j2. 特許のライセンス料率の認定が不適切
j3. その他

7
27

k. 市場規模等の認定が不適切
l. 覆滅の認定が不適切
m. 他国で認定される額と比較して高額
m1. 米国

6
4
3

m2. ドイツ

1

m3. その他の国

0
162

n. 他国で認定される額と比較して低額

149

n1. 米国
15

n2. ドイツ
n3. その他の国
o. 当事者による立証・説明が十分になされていない
p. その他

200

30

c. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が適切

e. 覆滅の認定が適切

150

34

b. 代理人費用又は印紙代を補填するのに十分

c3. その他

100

34

a. 損害を補填するのに十分

3
10
52
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250

300

350

400

特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象(中小企業）
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

6

a. 損害を補填するのに十分

8

b. 代理人費用又は印紙代を補填するのに十分
3

c. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が適切

2

c1. 特許の寄与率の認定が適切
c2. 特許のライセンス料率の認定が適切

0

c3. その他

0

d. 市場規模等の認定が適切

0

e. 覆滅の認定が適切

0

f. 他国で認定される額と比較しても適切

3

g. 当事者による立証・説明が十分なされている

3
38

h. 損害を補填するのに不十分
16

i. 代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

21

j. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が不適切
11

j1. 特許の寄与率の認定が不適切
8

j2. 特許のライセンス料率の認定が不適切
3

j3. その他

4

k. 市場規模等の認定が不適切

3

l. 覆滅の認定が不適切
0

m. 他国で認定される額と比較して高額
m1. 米国

0

m2. ドイツ

0

m3. その他の国

0
28

n. 他国で認定される額と比較して低額

25

n1. 米国
2

n2. ドイツ

1

n3. その他の国

1

o. 当事者による立証・説明が十分になされていない

9

p. その他

特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象（弁護士）
0

5

10

20

5

c. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が適切
4

c1. 特許の寄与率の認定が適切
2

c2. 特許のライセンス料率の認定が適切
0

d. 市場規模等の認定が適切

1

e. 覆滅の認定が適切

1

f. 他国で認定される額と比較しても適切

1
2

g. 当事者による立証・説明が十分なされている

21

h. 損害を補填するのに不十分
15

i. 代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

17

j. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が不適切
14

j1. 特許の寄与率の認定が不適切
9

j2. 特許のライセンス料率の認定が不適切
2

j3. その他
1

k. 市場規模等の認定が不適切

8

l. 覆滅の認定が不適切
m. 他国で認定される額と比較して高額

0

m1. 米国

0

m2. ドイツ

0

m3. その他の国

0
12

n. 他国で認定される額と比較して低額
10

n1. 米国
3

n2. ドイツ
n3. その他の国
o. 当事者による立証・説明が十分になされていない
p. その他

25

2

b. 代理人費用又は印紙代を補填するのに十分

c3. その他

15

6

a. 損害を補填するのに十分

1
1
2

大企業、中小企業はほぼ同じ傾向であるが、特許の全体的価値の認定が適切という評価が
大企業にやや多めである。
弁護士は、損害を補填するには不十分、特許の金銭的価値の認定が不十分という印象が企
業に比べて多めである。
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Ｄ－２

特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えてく

ださい（複数回答可）
特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の
損害賠償に関する経験の有無(中小企業）

特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の
損害賠償に関する経験の有無(大企業）
388

86%

88%

29

90%

92%

83

7

94%

96%

98%

75%

100%

13

80%

85%

90%

2

95%

a . 特許権者として特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験はない

a. 特許権者として特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験はない

特許権者としての経験がある

特許権者としての経験がある

訴訟経験なし、訴訟検討経験なしまたは無回答

訴訟経験なし、訴訟検討経験なしまたは無回答

100%

特許権者の代理人としての我が国特許権侵害訴訟の
損害賠償に関する経験の有無（弁護士）
2

0%

23

10%

20%

30%

40%

50%

2

60%

70%

80%

90%

100%

a . 特許権者の代理人として特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験はない
特許権者の代理人としての経験がある
無回答

大企業と中小企業に有意な差はない。企業と弁護士では当然ながら経験に大きな差がある。

特許権者としての損害賠償に関する経験(大企業）
0

5

10

15
11

b1. 納得した

2

b1①. 認容額が期待以上であった
b1①あ. 他国での侵害訴訟に比較して高額

0
7

b1②. 認容額が期待程度であった
b1②あ. 他国での侵害訴訟に比較して同等
b1③. 認容額が損害を補填するのに十分

0
0
2

b1④. 認容額が代理人費用又は印紙代を補填するのに十分
b1⑤. 特許の金銭的価値（寄与率、料率等）の認定が適切

0
1

b1⑥. その他

10

b2. 不満が残った

4

b2①. 認容額が損害を補填するのに不十分

1

b2②. 認容額が代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

2

b2③. 特許の金銭的価値の認定が不十分
b2③あ. 特許の寄与率の認定が不十分

1

b2③い. 特許のライセンス料率の認定が不十分

1

b2③う. その他

1
2

b2④. 市場規模等の認定が不十分
b2⑤. 覆滅の認定が不適切
b2⑥. 他国での侵害訴訟に比較して低額

0
1
2

b2⑦. 被疑侵害者による立証・説明が不十分
b2⑧. その他

1
5

b3. 差止請求が認められれば、額の多寡は問題ではない

6

c. 損害賠償が認められなかった
c1. 損害はないと認定された
c2. その他

20

25
23

b. 損害賠償が認められた

1
3
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特許権者としての損害賠償に関する経験（中小企業）
0

2

4

6

8

10

12
12

b. 損害賠償が認められた

2

b1. 納得した

0

b1①. 認容額が期待以上であった

0

b1①あ. 他国での侵害訴訟に比較して高額

0

b1②. 認容額が期待程度であった

0

b1②あ. 他国での侵害訴訟に比較して同等

0

b1③. 認容額が損害を補填するのに十分

1

b1④. 認容額が代理人費用又は印紙代を補填するのに十分

0

b1⑤. 特許の金銭的価値（寄与率、料率等）の認定が適切

1

b1⑥. その他

11

b2. 不満が残った

7

b2①. 認容額が損害を補填するのに不十分

4

b2②. 認容額が代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

6

b2③. 特許の金銭的価値の認定が不十分

3

b2③あ. 特許の寄与率の認定が不十分

2

b2③い. 特許のライセンス料率の認定が不十分

0

b2③う. その他
b2④. 市場規模等の認定が不十分

1

b2⑤. 覆滅の認定が不適切

1

b2⑥. 他国での侵害訴訟に比較して低額

2

b2⑦. 被疑侵害者による立証・説明が不十分

2
2

b2⑧. その他

0

b3. 差止請求が認められれば、額の多寡は問題ではない

4

c. 損害賠償が認められなかった
c1. 損害はないと認定された

2

c2. その他

2

特許権者の代理人としての損害賠償に関する経験（弁護士）
0

5

10

15

20
23

b. 損害賠償が認められた

9

b1. 納得した

4

b1①. 認容額が期待以上であった

2

b1①あ. 他国での侵害訴訟に比較して高額

8

b1②. 認容額が期待程度であった

2

b1②あ. 他国での侵害訴訟に比較して同等

5

b1③. 認容額が損害を補填するのに十分

2

b1④. 認容額が代理人費用又は印紙代を補填するのに十分

5

b1⑤. 特許の金銭的価値（寄与率、料率等）の認定が適切
b1⑥. その他

0
19

b2. 不満が残った

12

b2①. 認容額が損害を補填するのに不十分

7

b2②. 認容額が代理人費用又は印紙代を補填するのに不十分

15

b2③. 特許の金銭的価値の認定が不十分

12

b2③あ. 特許の寄与率の認定が不十分

6

b2③い. 特許のライセンス料率の認定が不十分

1

b2③う. その他

1

b2④. 市場規模等の認定が不十分

5

b2⑤. 覆滅の認定が不適切

4

b2⑥. 他国での侵害訴訟に比較して低額
b2⑦. 被疑侵害者による立証・説明が不十分

1

b2⑧. その他

1
5

b3. 差止請求が認められれば、額の多寡は問題ではない

3

c. 損害賠償が認められなかった
c1. 損害はないと認定された
c2. その他

0
2

損害賠償に関しては、中小企業が大企業に比べ圧倒的に不満が残った経験が多い。
弁護士も損害賠償に納得した経験も多いが、中小企業並みに不満が残った経験が多い。

Ｄ－３

被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えて
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ください（複数回答可）
被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の
損害賠償に関する経験の有無(大企業）
386

86%

88%

被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の
損害賠償に関する経験の有無（中小企業）

32

90%

92%

94%

6

96%

81

98%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

a . 被疑侵害者として特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験はない

a . 被疑侵害者として特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験はない

被疑侵害者としての経験がある

被疑侵害者としての経験がある

訴訟経験なし、訴訟検討経験なしまたは無回答

訴訟経験なし、訴訟検討経験なしまたは無回答

13

4

90%

100%

被疑侵害者の代理人としての我が国特許権
侵害訴訟の損害賠償に関する経験の有無(弁護士）
2

0%

24

10%

20%

30%

40%

50%

1

60%

70%

80%

90%

100%

a . 被疑侵害者の代理人として特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験はない
被疑侵害者の代理人としての経験がある
無回答

被疑侵害者の経験は、中小企業に比べ大企業に経験が多い。

被疑侵害者としての損害賠償に関する経験(大企業）
0

5

10

3

b1①. 認容額が適切と考えた
b1①あ. 他国での侵害訴訟に比較して同等又はそれ以下

0
3

b1②. 特許の金銭的価値（寄与率、料率等）の認定に納得

1

b1③. その他

7

b2. 不満が残った

3

b2①. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が過剰

0
1

b2①い. 特許のライセンス料率の認定が過剰

1

b2①う. その他

0
1

b2③. 覆滅の認定が不適切
b2④. 他国での侵害訴訟に比較して高額
b2⑤. 特許権者による立証・説明が不十分
b2⑥. その他

25

6

b1. 納得した

b2②. 市場規模等の認定が過剰

20

13

b. 損害賠償が認められた

b2①あ. 特許の寄与率の認定が過剰

15

0
2
3
20

c. 損害賠償が認められなかった

7

c1. 損害はないと認定された

12

c2. その他
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30

被疑侵害者として の損害賠償に関する経験(中小企業）
0

2

4

6

8

10

12

8

b. 損害賠償が認められた

4

b1. 納得した

2

b1①. 認容額が適切と考えた

0

b1①あ. 他国での侵害訴訟に比較して同等又はそれ以下

3

b1②. 特許の金銭的価値（寄与率、料率等）の認定に納得

0

b1③. その他

4

b2. 不満が残った

4

b2①. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が過剰

3

b2①あ. 特許の寄与率の認定が過剰
b2①い. 特許のライセンス料率の認定が過剰

0

b2①う. その他

0

b2②. 市場規模等の認定が過剰

0

b2③. 覆滅の認定が不適切

0

b2④. 他国での侵害訴訟に比較して高額

0
1

b2⑤. 特許権者による立証・説明が不十分

0

b2⑥. その他

5

c. 損害賠償が認められなかった

4

c1. 損害はないと認定された

0

c2. その他

被疑侵害者の代理人としての損害賠償に関する経験（弁護士）
0

5

10

15

19

b. 損害賠償が認められた

10

b1. 納得した

7

b1①. 認容額が適切と考えた

3

b1①あ. 他国での侵害訴訟に比較して同等又はそれ以下
b1②. 特許の金銭的価値（寄与率、料率等）の認定に納得

1

b1③. その他

1
10

b2. 不満が残った

8

b2①. 特許の金銭的価値（寄与率、料率）の認定が過剰

5

b2①あ. 特許の寄与率の認定が過剰

2

b2①い. 特許のライセンス料率の認定が過剰

1

b2①う. その他

1

b2②. 市場規模等の認定が過剰

3

b2③. 覆滅の認定が不適切

1

b2④. 他国での侵害訴訟に比較して高額

4

b2⑤. 特許権者による立証・説明が不十分
b2⑥. その他

0
8

c. 損害賠償が認められなかった
c1. 損害はないと認定された
c2. その他

20

1
2

被疑侵害者としての経験については、損害賠償が認められなかった経験は大企業に多いに
も関わらず、損害賠償に関する不満は中小企業の方が大企業よりやや高めである。
弁護士は損害賠償の納得した経験と不満が残った経験者数が同数である。

- 101 -

７．

我が国の特許権侵害訴訟に対する考え

（１）企業

Ｂ－６

特許権侵害訴訟を提起する又は提起されるという観点から、我が国の特許権侵

害訴訟に対する考えをお聞かせください（企業）
特許権者の立場で、良い又は維持すべきと考えている点
＜訴訟制度全般・裁判所＞
・

自らの研究開発の成果が勝手に利用されることを防止するためには不可欠である。

・

特許権の侵害に対する抑止力になるため、有効である。

・ 現行制度で問題有りません。
・

特に変更の必要があるとは思わない。

・

総じて、現行制度にほぼ満足している。

・

権利化した技術に対する権利主張は当然の行為であり、少なくとも権利侵害があった場
合は警告などの対応は実施し、相手方の動向によっては訴訟も辞さないという考え方が
基本であると考える。

・

現状のままでよい。米国や中国のマネをする必要はない。むしろ日本の良識を海外へ知
らしめるべきである。

・ 特許侵害訴訟は制度が整備されており、各判決の内容についても一定水準以上の公平性
があることから、十分な予見性が担保されていると考える。この点については、今後も
維持されるべきと考える。
・

権利者の立場から、自己の権利を守る、主張するという観点で必要な手続と考える。

・

特許権の有効性を維持できる。

・ 良い点／白黒はっきりする。
・

特許権者の立場から良い点、維持すべき点は見当たらない。

・

侵害の有無や損害額は、司法により公平に判断されるべきなので、特許権者、侵害者と
もに必要な制度であると考える。

・

特許権者、被疑侵害者双方の立場。紛争解決の 1 手段として意味があると考えている。

・

裁判所の判断が公平である。（双方の立場）

・

知財高裁。

・

日本語で裁判が出来る。

・

侵害論と賠償論の 2 段構成で進められる点は、判りやすくて良い。

・ 均等論的判断。
・

知財高裁がある所。
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・

専門裁判所（知財高裁）を設置する点。

・

日本の特許侵害裁判は、米国等と異なり、知財高裁により知財担当の裁判官で審理され
るため、一般から選任された陪審員に技術を説明する必要がないので、日本の制度は良
いと考えます。

・

判断を信頼できる。安定性が高い。

・

書面審理中心であり、陪審制もないため、米国のようなパフォーマンス的要素がない。

・

侵害訴訟の中で無効判断も行うため、解決までに時間的ロスが少ない。

・

準備手続きが書面主義の点。

・

民事訴訟法第 92 条の 8 が規定する裁判所調査官の調査を求めても採用されることはな
かったが、この規定は維持すべきである。

・

和解が多い点。

・

特許の技術的な理解（侵害性・有効性）をしっかり行った上で判断されること。（両立
場）

・

司法制度が機能している点。

・

知財高裁における進歩性の判断基準。

・

不当利得返還で訴えることが可能。

・

訴訟開始のしきいが比較的高いため、米国のように「何でも裁判」とはならない点が良
い。

・

公平に判断してもらえる。

・

判決の予見可能性が比較的高い。

・

侵害論と損害論が分かれており、中間判決がなされること。

・

双方の立場で、「侵害論」と「無効論」を同時に審理してもらえるようになった点。

・

具体的態様を明示する義務が被疑侵害者側に転嫁されるため（104 条の 2）、外部から侵
害の成否を特定しづらいソフトウェア製品であっても、訴えの妥当性を疎明することに
より審理が迅速に進む点。

・

迅速な審理。

・

計画的な審理がなされている点。

・

双方の立場で良い：管轄裁判所が限定されていている点。

・

裁判官により判断される点（陪審員による判断ではない）
。

・

準備書面の応酬により、主張を尽くせること。

・

双方の立場で良いと考えている点：双方の属性（国籍、規模、業種等）によるバイアス
を受けることなく、公平な判断が出される（一部の国であるように外国籍で不利、とい
うような心配が無い）。特許権者の立場：特許の法的安定性が考慮される。
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・

特許権者、被疑侵害者双方の立場において、侵害非侵害の判断、特許有効無効の判断と
もに、予見可能性が高い。訴訟手続が比較的簡素であるため、訴訟当事者の訴訟手続に
おける負荷が少ない。

・

判決の予測性が比較的高い。

・

陪審員制でなく、技術的な点で裁判官による判断であり、米国と比べて公平な点。

・

質の高い又は質が維持されている訴訟審理。

・

裁判官の質が高い。（双方の立場）心証開示があり、和解しやすい。

・

地方によって特許権者有利／被疑侵害者有利の差が少なく、判断の安定性が高い点（米
国の場合、州による偏りが大きいと考えられるため）。

・

計画審理が進められるようになってから、結論が出るのが早くなっている点は、特許権
者にとっても、被疑侵害者にとっても望ましいと思われる。心証開示しての和解勧告は、
双方にとって、メリットがあると考える。

・

(米国等に比べて)判決の予測可能性が高い。裁判所の判断に信頼性が高い。

・

特 104 条の 4（再審の訴え等における主張の制限）については、特許権侵害訴訟等の紛
争解決機能、企業経営の安定性等の観点から有意義であり、維持すべきである。

・

裁判長の職権で、被疑侵害者に求釈明できるところ。

・

特許権侵害訴訟を担当する判事の質が高い点（争点整理にも時間をかける印象）。

・

良い点：特許権等に関する訴えは専属管轄裁判所が審理することにより、裁判官や調査
官の質の維持を図り、判断の大きなぶれを防いでいる点。

・

差止め等の強制執行が比較的簡便に申請できる。民事および刑事罰がそれぞれ規定され
ており、確信犯に対する抑制効果がある。

・

米国のような陪審員による審議の対象ではなく、「特許」や「技術」の専門性を備えた
裁判官若しくは専門家のサポートの下、判断が行われるため、予見性が保たれている。
(被疑侵害者としても同様)

・

審理が争点に集中する（cf.米国では証拠開示手続の争点（含、傍論）が多く費用も多
額）。

・

審理が早く心証開示もある。

・

陳述回数（準備書面提出通数）が少なくなりつつあること。

・

最初に侵害論を審理し、侵害論の結論が出てから損害論に入るという点。損害論におい
て、訴訟指揮等で被告の経理書類が確認可能な点。

・

侵害判断がある程度実務者間で共有され、訴訟の結果について、予測がしやすいこと。
（特許権者、被疑侵害者双方の立場で良い）

・

日本特許庁の審査の質の高さ。

・

知財専門の知財高裁の存在。
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・

訴訟の予見可能性が高く、訴訟制度が適切に運用される（特許権者としては、制度を活
用しやすく、被疑侵害者としては言いがかり的訴訟によるリスクを低減できる）。

・

主張立証責任の所在。

・

専門管轄裁判所（東京地裁・大阪地裁・知財高裁）での審理。

・

公正な判断。

・

概ね計画審理が実現されており、本案訴訟についてはスケジュールの予測可能性が高い。

＜証拠収集＞
・

方法特許の侵害の証拠を確実に押さえる方法がないという問題点があります。

・

侵害者が、グローバル企業用の決算報告書とレシート 20 枚ほどの証拠しか提出してこ
なかった。1 年以上それしか出してこなかったにもかかわらず全部出したら、処理不可
能だろうと笑って言った。

・

適切な証拠開示手続き。

・

侵害の立証義務（被疑侵害者の実施行為を証明）のハードルが高いこと。

＜ディカバリー・デポジション＞
・

被疑侵害者双方の立場で良い。米国のディスカバリー制度が日本にはないため、異常な
訴訟費用にならない。

・

ディスカバリーがない。

・

双方の立場で良い点としては、米国のディスカバリーのような過度な文書開示義務がな
い。

・

米国のようなディスカバリー制度がない（双方）。

・

米国のようなデポジション制度がないため、社員への精神的負担が少ないこと。

・

ディスカバリーの手続がない。

＜損害額の認定・寄与率＞
・

102 条（損害額の推定規定）、103 条（過失の推定）、104 条（生産方法の推定）。

・

過失の推定規定がある点。

・

適度な賠償額。

・

特許権者、被疑侵害者双方の立場において、損害賠償額の算定基準（懲罰的損害賠償等
を含む）が整っている点は維持すべきと考える。

・

102 条により損害額を算定しやすくなった点。

・

損害賠償額も妥当。

＜費用＞
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・

訴訟費用が高額でない点、和解のチャンスが多い点、国籍バイアスが小さい点。

・

弁護士費用を含め提訴費用があまり高くない点。

・

訴訟費用（オフィシャルフィー、弁護士費用）が諸外国に比べると安い。

・

裁判費用が比較的安価（双方の立場で良い）。

・

紛争解決コストが米国等に比べて低い。

・

コストが比較的安価（他国との比較）、期間・手続が合理的で適度に柔軟性もあり。

・

安価。

・

悪い／費用、時間、工数がかかる。

・

敗訴者による訴訟費用負担。

・

勝訴しても弁護士費用を相手方に請求できない点。

・

裁判費用、弁護士費用が米国ほど高額にならない点。

・

訴訟費用が比較的合理的である。

・

弁護士費用に関し、欧米と比較すると負担は小さくてすむ。

・

他国に比較して弁護士料を含めた訴訟コストが安い。

・

訴訟費用が欧米に比べて安い。

・

司法での解決を行うための費用が比較的低額である点。（被疑侵害者共通）。

・

訴訟費用が比較的低額である点。

・

海外と比較して、全体のコストが低い。

・

費用の予測も比較的容易と思われるところ（特許権者・被疑侵害者両者）。

＜時間＞
・

早い結論。

・

あまりにも訴訟に時間がかかりすぎる。

・

良い点は審査が早い。

・

計画審理の徹底による審理期間の短縮。

・

早期解決（和解を含む）が図られること。

・

審理が迅速に行われること（判決までの期間が短い）。

・

従来に比較して訴訟期間が短縮された。

・

審理の迅速化が図られている点。

・

比較的短期間で結論を得ることができると思われる。

・

審理の迅速化、及び知財高裁における判例統一。

・

裁判期間が短くなった点（特許権者、被疑侵害者双方の立場で良い）。

・

比較的早期に、かつ妥当な判決。

・

侵害訴訟に要する日数が短くなった。
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・

所要時間がスピード感があり、一審（侵害論）は、ほぼ 1 年以内に結論が出る点（原告、
被告共通）。

＜ダブルトラック・特許無効＞
・

裁判所による被疑侵害者による特許無効の抗弁と無効審判による特許無効の 2 つのル
ートはあるが、遡及について制限があること。

・

特 104 条の 3 を設ける点（裁判所で一括解決）。

・

数年前は、侵害訴訟を提起しても特許が無効になる確率が高かったため、侵害訴訟を提
起するリスクが高かったが、現在は、権利者優位な方向に裁判所が動いており、特許庁
無効審判の判断を待たずして裁判所が有効性を判断しており、非常に利用しやすい。

・

無効審判手続が早い（両方にとって）。無効審判手続中、訴訟が止まらないことも多い。

・

裁判所で特許の有効・無効を判断するようになったため、審理期間の短縮が期待される
点。

・

侵害訴訟において裁判所が特許有効性の判断をすることが可能である点。双方にとって
迅速に問題解決が可能。ただし、裁判所は特許庁の判断を尊重すべきと考える。

・

どちらの立場にせよ、特許の有効性について不確実性が残されている点、苦慮する。

・

（特許権者、侵害被疑者双方の立場から）特許無効の抗弁（特許法 104 条の 3）：裁判
所が特許無効の心証を形成した場合、特許権者の請求を棄却でき、訴訟経済の観点から
有効だと考える。

＜その他＞
・

勝訴を前提に侵害の立証に費やす労力を考えると極力訴訟は考えたくない。

・

有効な特許権が行使されることによる権利強化。

・

特許権を取得した段階で、他者は権利を尊重して、実施しない。或いは回避してくれる
ので、トラブルにならない。

・

非親告罪になったことは良いと思う。立場上、表だって告訴できない場合もある。

・

被告と和解が成立しない場合第三者の判断が得られ、早期解決になる。

・

当事者だけでは決着がつかない争いに対して中立な司法の視点で判断が下される点。

・

特許権の権利範囲の解釈において、請求項の文言に加えて、実施例等の記載から、発明
の本質を捉えて有効性、充足性が判断される点。

・

自社の特徴技術を客観的に評価されるという点。

・

訴訟をしている間は、被告製品が市場に拡散することがないという点。

・

昨今、食品製造業者は少数の大手小売業者の PB 受託が必須となっておりますが、一つ
の商品でも一社単独で受託させてもらえることが少なくなってまいりましたので、他の
メーカとの技術コンタミが起きやすい状況にあります。PB オーナーや他の受託者によ
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る特許技術の実施を（サブ）ライセンスと解すると、特許権者である受託者として課し
たい制限が独禁法上可能なのか難解であり、また現実に PB オーナーへライセンス料を
請求することも困難なため、PB 受託可能な有力メーカ間で「盲目的クロスタイセンス」
となりやすい状況です。このような PB 事業にて受託側特許で争いとなるケースは今の
ところありませんが、特許権による利益を享受したくとも「侵害訴訟による救済」と
PB 受託との相性が非常に悪いと感じており、全く異なる救済制度が別箇に必要になる
のでは…と感じております。
・

せっかく権利を取得しても独禁法によって行使できなくなる点。ソフトウェア業界では
そんなに問題ないがこれから増えてくると困る。

特許権者の立場で、悪い又は改善すべきと考えている点
＜訴訟制度全般・裁判所＞
・ 勝訴率の低さ。
・

権利者の勝訴率が低い。権利範囲が狭く解釈される。損害賠償額が実損のみで低い。

・

勝訴率が低い。（進歩性基準が高すぎないか？）証拠を提出させる手続を拡充してほし
い。

・

勝訴率が低い（和解を除く）。

・

特許権者の勝訴率が米国と比べて低い。

・

（双方の立場）侵害訴訟の提起や進行を判断するに際して、日本の裁判所での勝率につ
いて、客観的な指標が公表されていると好ましい。また、日本の裁判においては、「和
解」で完結する場合も少なくないため、「判決」だけでなく、「和解（実質勝訴 or 実質
敗訴）」を含めた勝率が公表されていると好ましい。

・

侵害訴訟における特許権者の勝訴率が、他の先進国に比して低いと思われる。特許権者
の勝訴率向上に向けて、特許庁の審査も含めた検討が必要と考える。

・

結果として、特許侵害原告側の敗訴が圧倒的に多い。

・

原告（特許権者）不利。特許無知による敗訴率高い。

・

判決までの期間が長く、かつ損害賠償も米国に比べ低い。差し止め判決を実際に実行で
きない。これらの課題により、日本で訴訟するメリットを感じられない。一方、日本税
関による水際措置による差し止めは決定が早く実際に活用しやすい。

・

権利が弱い。勝訴率が低い（和解で実質勝訴を含めても外国に比べて低い）。

・

原告の勝訴率が低いこと、損害賠償額が低いことが訴訟件数の少なさにつながっている。

・ 権利範囲が狭い。
・

権利の範囲が不明確であるものが多く、訴訟をしないと勝てるかどうかわからない。

・

日本の場合、権利が狭く解釈される傾向にある。ズバリの内容でないと侵害を問えない
事が多い。
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・

訴訟を提起するまでに相当高い確度で準備をする必要があり負荷が高い。

・

当事者間の交渉のカードとして訴訟を使いにくい。

・

基本的に、知財紛争処理システムの改正は不要と考える。

・

特段見当たらない（特許権者、被疑侵害者双方の観点から）。

・

実感できる点は、特にありません。

・

特許侵害に関する審判が第一審となっている点が強いて挙げると悪いと感じている点
です。そもそも、特許庁の新規性・進歩性の判断が、揺れることで、しばしば登録とな
った特許が無効とされるケースがあり、特許権者の立場では、特許が係争中に登録が取
り消される恐れをリスクとして持たなければならない点で訴訟に至れないと考えます。

・

裁判所は、技術的に正しいかは判断しない傾向がある。そのため特許権者が原告として
技術的に正しい主張をして敗訴した場合、国内のメーカは困り、海外メーカだけが有利
となる。

・

侵害の立証、損害額の算出について原告側の義務。裁判官の判断能力（専門知識）、プ
ロパテント等の傾向に引きずられる判断。

・

特許庁審判官や裁判所裁判官は、事件の審理に当たり法律（憲法 76 条 3 項）の規定に
反し恣意的に、職務上の義務違反を犯して日本の裁判を崩壊させている。その改善は裁
判官等の人格及び組織意識の改善をまつ。

・

裁判官の特許制度に関する知識が乏しい点。

・

侵害の事実判断がつきかねると裁判所が心証を持った時点で、被疑侵害者に非侵害の証
明を対象物提出にてさせるべき。

・

裁判官の劣化。

・

特許権者及び被疑侵害者の立場で：裁判官の、技術に対する理解レベルが低いため、当
業者にとって比較的単純な事実を立証するためだけでも、原告・被告双方とも、極めて
多くの証拠を提出する必要があり、かつ、結論が見通せない。

・

最近の最高裁判決で、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの有効性が不明確になっ
た点。（早期に判断基準を明確にしてほしい。
）

・

プロダクト・バイ・プロセス特許の無効。

・

双方の立場で：証拠開示の範囲に裁判官の裁量による要素が多く、事前の予測が困難で
ある。

・

特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められるべきであり（70
条 1 項）、明細書の記載は、特許請求の範囲で用いられる用語の意義を解釈するために
利用されるべきであるところ（同条 2 項）、侵害訴訟における審理では、その範囲が明
細書に記載された具体的態様に限定される傾向が強すぎ（
「用語の意義を解釈する」範
囲を超えている）、権利の実効性が弱い点。
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・

技術説明会の位置付け、重要性が（裁判官の裁量によるところが、大きく）不明瞭であ
る。

・

技術論ではなく形式論（記載要件）等が争点になる傾向がある点（双方の立場で）。

・

特許権者は、被疑侵害者が持つ防御方法（非侵害主張、無効主張）に比べて、攻撃方法
が少ない。

・

訴訟提起前において、原告のみで被疑侵害製品の特定が難しい。（特に一品受注の製品
等）

・

「構成要件の分説」「被告製品の構成」において、被告が特許逃れの目的で曲解した修
正提案をしてくる場合が多々あることから、原被告間で合意に至らない場合は、争点の
抽出と割り切り訴訟指揮いただきたい。同様に被告は特許を逃れたいため、原被告の実
験結果が真逆の結果である場合もある。実験条件を合わせるやり方もあるが、いかなる
実験条件の相違で異なる結果になったかに着目し審理する訴訟指揮も検討いただきた
い。

・

知財高裁の専門性が担保されていない。

・

特許権者有利の場合、裁判所から強力な和解勧告が行われる点。

・

書面での審理が中心である点。

・

知財裁判所が判断する特許権の価値が低いように思う。

・

知財高裁（二審）は、ほぼ「あとがない」状況なので、やや強引とも思える訴訟指揮（和
解のすすめ等）に従わざるを得ない点（原告・被告共通）
。

・

特許権侵害差止の仮処分が認められるケースが殆ど存在しない。

＜証拠収集＞
・

（製造）方法の特許について、被疑侵害者の（製造）方法の開示義務を強化した方がよ
い。

・

生産方法特許の侵害発見が困難である点。

・

証拠収集と立証の負荷と困難さ。

・

被疑侵害者に都合の悪い情報を得るのは、ほぼ不可能。

・

侵害の立証が難しく、地裁に勝訴したとしても知財高裁で覆る可能性が結構あるため、
訴訟の見通しがたたない。

・

証拠収集手続きは十分とまでは言えない。特許法 105 条に基づく情報の提出命令には制
限が多い。

・

文書提出命令（特 105 条 1 項）、具体的態様明示義務（特 104 条の 2）が全く機能して
いない。

・

製造方法特許の立証の困難性。

・

製造方法などは立証しにくい。
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・

侵害の立証が全て原告側に課せられていることから、証拠の入手が困難な場合が多くな
る点。

・

依然として、証拠収集・侵害立証が困難な場合がある（特に、製造方法、パラメーター
等）。

・

製造方法や組成物の特許の権利行使において、侵害の立証が難しい場合がある点。

・

（あくまでも特許権者の立場としてであるが。
）製法特許など、侵害の証明が難しい場
合の手当てが十分でない。（特許法 104 条の 2 では不十分）

・

被告製品の侵害立証が難しい（BtoB 製品の場合、侵害行為を推測できるが、それを立
証することが困難）。

・

侵害されていることの立証が分野によっては容易でない。

・

原告立証主義のため、提訴までの準備に時間と費用を費やすと共に、プログラムなどの
立証が困難な特許は活用のハードルが高い。

・

証拠収集の困難さ。

・

製造方法の立証が困難な場合があり、特許者として負担となり得る。

・

業種によって侵害立証が困難な分野がある。例えば、土木系は成果品が土中に埋没され
る、いつ何処で侵害行為が行われているかなど。

・

証拠開示手続きがない（あっても機能しない）にも拘わらず、権利者側に相当な立証責
任が求められる点。

・

訴訟提起に際して、相当程度の被侵害の証拠を必要とする点。

・

証拠開示手続がない上、侵害の立証責任を被告に転嫁できない点。

・

企業同士では提訴前に事前交渉を行うことが一般的であり、また、それを行わなければ
不競法に問われる危険があるため、裁判所を通じて相手方の証拠をまずは保全する、と
いう他の不法行為事案の常套手段を使えない。また、医療訴訟のカルテのように定型的
な証拠がなく、保全すべき証拠が他者からは分からない。そのため、証拠収集手続きよ
りも証明の負担軽減（侵害の推定など）を充実させてほしい。

・

製法特許の侵害立証のハードルが高い。

・

方法特許の立証困難（米国のディスカバリーのような制度がない）。

・

侵害の立証が困難なケース、つまり、被疑侵害者が保有するデータ等からしか侵害が確
認できないケース。

・

侵害立証の困難性。

・

証拠開示手続きがない点。

・

B to B のビジネスの場合、侵害品を入手することは極めて困難。

・

製造方法の特許についても、侵害品を見つけやすくすることも重要。---当社では、人
の流動や、ユ－ザからの特許保証を求められるケースや、海外での先使用権の困難性が
あり、出来るだけ製造方法も特許出願するようにしている。
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＜ディカバリー・デポジション＞
・

ソフト（制御）的な特許は、侵害立証が非常に難しい場合があるので、立証方法や推定
や US ディスカバリーに近い方法を採用してもらいたい。

・

裁判官がプロパテントに反する態度である点。米国ディスカバリー類似制度がない点。

・

ディスカバリー制度がないため侵害の立証が困難。懲罰的賠償制度がないため損害額が
低い。

・

米国ほどでないにしても、証拠資料を開示させるディスカバリー手続のような制度の導
入。

＜損害額の認定・寄与率＞
・

方法の特許発明の立証の困難性の緩和。

・

侵害賠償額がすくない。侵害の立証が難しい。

・

損害賠償額が少ない。

・

損害賠償の時効が 3 年で短い。

・

弁護士費用を含む裁判費用の高さとそれに対する損害賠償額の低さ。

・

懲罰的なロイヤルティ算出がない点。（裁判で勝っても、通常の交渉で得るロイヤルテ
ィと同レベルの損害賠償額の算定となってしまう。
）。

・

賠償額が自社実施相当額に限定されるので訴訟負担の割に得られるメリットが小さい。

・

損害賠償の評価金額が低すぎる。悪意の侵害に対しては、懲罰制裁金を課すべき。

・

損害賠償額が低い点。

・

損害賠償額が低い。

・

損失に対する補償の額が低過ぎる。

・

賠償額の算定の根拠が分らない。当事者でも推計でき公式が欲しい。

・

損害賠償額が低い。

・

損害賠償額が総じて低い。（弁護士費用等を考慮すると、経済的メリットが薄い。）

・

被疑侵害者からの情報（証拠）開示がないと、実際の損害額が判断できない。

・

裁判所で認められる損害賠償額が他国と比べ低額。

・

損害賠償額が少ない。

・

得られる損害賠償額が米国に比べて低く、特許権侵害訴訟を提起するメリットが少ない
点。

・

日本で認定される損害賠償額が諸外国に比べて低い。

・

損害賠償額の立証責任が特許権者に課せられているため負担が重い。

・

損害賠償額が抑えられる傾向にある点。

・

損害額の認容額が欧米に比べて低い。
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・

認められる損害金額が少なすぎる。

・

特許権侵害訴訟の場面における損害賠償額が低い。特 102 条（損害の額の推定等）の規
定の見直しが必要である。なお、悪意の侵害行為に対しては、3 倍賠償などの規定の創
設などが必要である。特 101 条 2 号，5 号（侵害と見なす行為）については、「知りな
がら」という主観的要件を緩和すべきである。実質的に、警告後の行為に限定されてい
る。

・

無線規格の標準必須特許（Standard Essential Patent:SEP）について、認定される損
害賠償額が小さく、研究開発費用の効果的な回収が難しい。

・

損害賠償金の金額が他国と比較して低額との印象があり、訴訟のインセンティブが働き
にくい。

・

低額な損害額。

・

認定される損害賠償金額が低い。

・

損害賠償額が米国と比べて低い。

・

損害賠償の認定額が欧米と比較して圧倒的に少ない点。

・

特許権者勝訴の場合、認容される賠償額が低い点(寄与率等でかなり雑な計算が行われ
減額される)。

・

損害賠償額が低水準であり、提訴にもコスト倒れになる可能性が高い点

・

損害賠償額の低さ。

・

米国等と比較して賠償額が低い。

・

損害賠償額が少額。

＜費用＞
・

多くの金と時間がかかるという改善すべき点があります。

・

代理人費用が高額になる。

・

敗訴者が負担すべき訴訟費用を多くしてほしい。（判決例では原告勝訴で原告の負担割
合がある、多いケースが目立つ。
）
「訴訟費用」のなかに算入する弁護士費用を多くして
ほしい。

・

訴訟準備費用が高額なため、小規模な侵害事案には使いにくい点。

・

勝訴者に対する裁判維持費用への一定の補償を敗訴者へ課すべき。

・

訴訟には費用を要する。

・

証拠等の準備。

・

高額な印紙代が高額な損害賠償を阻止している。

・

費用が高い。

・

印紙代が高い。
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・

膨大な費用（訴訟、人件費）と時間がかかる。専任の従業員が必要になる。敗訴する社
会的リスクがある。

・

費用が掛かりすぎる。

・

侵害立証に費用を要する。

・

訴訟費用の回収（特許権者、被疑侵害者に係らず勝者にとって）。

＜時間＞
・

決着するまでに時間と手間がかかる点。

・

裁判期間が長い。

・

判決が確定するまでに時間がかかり過ぎる。

・

スピード。

・

判決に至るまでの時間が最低 1 年程度必要で迅速ではない。

・

裁判所、裁判官によっても違うが、原告が何か出す→期日で裁判所が被告に反論するよ
うに言う→被告が何か出す→期日で原告に…という裁判指揮をやられると、論点の整理
はしやすいだろうが、非常に時間がかかる。（予め予測をたてて、原告被告双方に指示
をだしておいてくれるほうが、早期の差し止めを求めている特許権者にはうれしい。）

・

解決までに時間がかかってしまう。

・

双方の立場から、勝訴・敗訴にかかわらず多大な費用と期間を要す。

・

裁判が長い。

・

結論が出るまでの時間が長い。

・

経費、時間が大きい。情報の公開。

・

時間がかかる。

・

訴訟にかかる期間が長い（判決確定までの期間が長い）。

・

裁判が長期化している。この間に裁判官が 4 名変わり、繰り返しの主張合戦となってい
る。またある裁判官の心証開示した内容と後任の裁判官が出した判決が相違する等、司
法制度に対する不信感がつのる。

・

時間がかかる点。

・

裁判にかかる時間とコスト。

・

訴状が提出されて答弁書作成までの時間が短い。

・

「サトウの切り餅事件」のように、第一審・控訴審・最高裁と長期化する恐れがある。

・

訴訟に要する期間が比較的長い。(被疑侵害者としても同様)差止請求の執行に慎重で、
認められ難い印象がある。

・

訴訟期間が 1 年以上かかる点 ⇒
るという点

・

① 被告製品が拡散しないが、一方で、業界が硬直す

② 市場環境に変化が起こり、当初目論んだ落しどころの再検討が大変。

審議スピードが遅い。
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・

判決が出るまでの時間を短縮できると良い。

・

時間を要する点。

＜ダブルトラック・特許無効＞
・

特許無効の判断がなされやすい。

・

特許出願の審査、拒絶査定不服審判、侵害訴訟の特許無効の抗弁などにおいて、特許性
の判断が変わる点。

・

特許権侵害訴訟での特許無効リスクが高い。

・

104 条の 3（特許無効の抗弁）。

・

侵害訴訟と無効審判がなされることとなり最高裁まで行くと考えると体力のない企業
は提起しにくい点。

・

特許無効審判は、文献や主張点が異なれば何回でもできる点。1 案件で提起可能な無効
審判について制限を検討すべき。

・

特許の有効性について、裁判所と特許庁（無効審判等）で別々の判断が出る可能性が有
る点。但しこの点は、被疑侵害者側としては、様々な対応が出来る利点でもある。総合
的に考えると、維持が妥当と思われる。

・

特許権の安定性。特に付与後異議のない 2003 年～2014 年（2015 年 3 月 31 日）に登録
公報の発行された特許。

・

特許無効化のリスク。

・

特許権が不安定で無効になるリスクが高い点。

・

W トラックがあるため準備が大変（両者とも）
。

・

権利の有効性が不安性。無効審判で無効化されるリスクがある。

・

有効性の判断が厳格。

・

無効抗弁されると、侵害訴訟の審理が止まり、解決までに時間がかかる場合もある。

・

特許権が無効とされやすいので、訴訟のリスクが大きい。

・

ダブルトラックに於ける裁判所と特許庁との無効判断の基準が同じである事に起因す
る権利の安定性に問題がある。例えば、進歩性に係る判断等は技術を専属的に判断する
専門官庁である特許庁で行う方がよいと思われる。

・

特許審査の段階で引用された先行技術に比べ不適切な先行技術で、形式的に無効主張を
繰り返し、審理を意図的に遅延させるような行為は排除すべき。

・

特許法 104 条の 3 が使われすぎており、権利の安定性を欠いていると思う。

・

侵害訴訟で特許の無効について審議される点。

・

特許有効性の判断が裁判所と特許庁で別々に行われる点、異なる判断がされる場合もあ
り権利行使に不安が生じる。

・

被告側対抗策としての無効審判への対応に時間を要する点。
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・

裁判所と特許庁で、特許の有効性が争うことができる点（費用、労力を要する）。

・

権利が不安定すぎる。

・

ダブルトラックによる無効のリスク。

・

裁判所における特許性の有無の判断（進歩性、記載要件等）が、特許庁の判断と異なっ
ている印象を受ける。

・

特許の有効性が認められにくい。

・

特許無効性を特許庁で争える点。

・

特許庁と裁判所での権利の有効性判断に差があること。

・

無効審判が請求されると、場合によって、訴訟の審理が止まる。権利の内容（例：方法
発明等）によって、侵害の立証が困難（但し、発明の内容に従ってやむを得ず方法発明
となった場合が多く、改善は困難とは考えている。）

・

無効判断を裁判所が行う点。

・

特許無効の判断基準が安易すぎる。個々の構成要件の事例の寄せ集めで、簡単に無効と
出来るなら、特許権そのものが保護できない。

・

権利の安定性、（特許庁の審査にも限界はあると思うが）特許権が取得出来ても、世界
中探せば無効理由は結構ある場合が多く訴訟しても無効審判でつぶれるリスクが残る。

・

訴訟において特許無効の抗弁がなされ、別途無効審判をされた場合、2 重の工数がかか
る点。

・

権利の安定性、侵害が認められる可能性の低さ。

・

侵害訴訟で明らかに無効か否かでない案件、安易な特許権の無効の判断をするのは疑問。
無効判断は、無効審判でする方がよいように思う。
被疑侵害者が無効の主張をするなら、
無効審判を提議し、無効審判と侵害訴訟とを連携して行うことはできないのだろうか。

・

印紙代も高いので相当思い切らないと訴訟はできない。にもかかわらず、無効にされる
可能性が高いので、訴え提起のハードルが高すぎる。

・

侵害訴訟により権利が無効にされてしまう場合が多い点。

・

特許の有効性が絶対でないこと。

・

紛争の 1 回的解決の徹底：侵害被疑者は、防御策として特許無効の抗弁が認められてい
るのであるから、侵害訴訟の継続中は侵害被疑者からの無効審判を認めない等、紛争の
1 回的解決を徹底する施策をうつべきと考える。

・

無効判断の予測困難性。

・

有効性の判断が原告には厳しいとの印象を受ける。

・

裁判所が全ての無効理由に基づき、特許無効の認定を行える点(少なくとも新規性、進
歩性の判断は無効審判に専権的に委ねるべき)。

・

無効となる確率が高い。

・

権利の不安定さ。
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・

権利の有効性判断が時期的に変動する点。（被疑者共通）

・

権利の安定性、侵害の証明、費用対効果。

・

特許権が無効と判断されることも多く、費用と労力が無駄になる。被疑侵害者にとって
も、好ましくない。

＜営業秘密＞
・

営業秘密情報の漏えい。

・

ノウハウの保護が不十分。裁判で提出した書類は、閲覧可能になる。

＜その他＞
・

食品分野では、費用対効果が得られる見込みが少ないので、訴訟に至るケースは少ない
と思われる。

・

先方の侵害側弁護士が元知財高裁の裁判官であり、最高裁の特許調査官であって判決が
不公平である。6 年も地裁で時間かせぎをして、そのタイムチャージが全て、その相手
弁護士の物となった。進ポ性判断が、きつすぎる。まるで日本国内だけ、特許権の通用
しない結界をはっている様である。大企業側経済界の、要求に応じた為だと、認識して
いるがそれで日本国が自滅してしまった。世界において日本の特許権に対する考え方が
通用していない。裁判の印紙代が高すぎる。これにより小企業の首切りをしている。100%
要求した、決算資料がいつまでたっても出てこなかった為計算カンテイ人の時間切れと
なり、出された資料のみで整合性を調査せざるをえなくなり、カンテイ人の費用をこち
らが持たされたあげく、出した結論も先方の出して来た 20 枚ほどのレシートについて
は正しかったという結論となり、カンテイ費用のただ取りと結論レシート 20 枚は正し
かったので正しいという先方の笑い声が、頭にこだまする。裁判所は自分達の無作によ
って、鑑定不能となったにもかかわらずその内容が、世間にバレない様に逆ギレを起こ
した判決を出した。

・

被疑侵害者にとって、権利行使された場合の影響が大きくない。

・

出願担当代理人とは別に訴訟に強い代理人を選定する必要がある。コンフリクトしない
代理人の選定が必要である。

被疑侵害者の立場で、良い又は維持すべきと考えている点
＜訴訟制度全般・裁判所＞
・ 敗訴率の低さ。
・

知財高裁における進歩性の判断基準が緩くなっている点以外現状のままでよい。

・

標準化技術に係る特許の差し止めを否認した点。
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・

特許権侵害者側の立場では、訴訟になるには、侵害していないとする技術的根拠がある
からで、審理には専門の裁判官が担当する知財高裁があるので、公正な判断が出るもの
と考えます。米国のように、一般の陪審員に技術的な相違点について判断することは難
しくまた、その陪審員に説明することもまた時間のロスと考えます。

・

知財高裁がある所。

・

和解のチャンスが多い点、国籍バイアスが小さい点。

・

安易な提訴やトロールによる提訴が少ない点、また、感情に流されるような陪審員の判
断がないこと。

・

判断の安定性。

・

書面審理中心であり、陪審制もないため、米国のようなパフォーマンス的要素がない。

・

特に変更の必要があるとは思わない。

・

話し合い、和解が多い点。

・

現状のままでよい。米国や中国のマネをする必要はない。むしろ日本の良識を海外へ知
らしめるべきである。

・

判決の予見可能性が比較的高い。

・

和解が多い点。

・

和解となる場合が多いのでダメージが少ない。

・

侵害訴訟の判決文が容易に閲覧でき、勝・負を予想しやすい点。

・

真似得の感が否めない。

・

白黒はっきりする。

・

公正な判断。

・

訴えられても勝てる印象が強い。

・

陪審員制でなく、公平である。

・

模索的訴訟を起こされにくい。

・

地方によって特許権者有利／被疑侵害者有利の差が少なく、判断の安定性が高い点（米
国の場合、州による偏りが大きいと考えられるため）。

・

例えば米国における、「特許不実施主体」（Non-Practicing Entity（NPE））による特許
権侵害訴訟が成立しにくい点。

・

原告と和解が成立しない場合第三者の判断が得られ、早期解決になる

・

訴える側の入口のハードルが高いので、交渉中に訴訟に行くかどうかの予想がつきやす
い。したがって、突然訴訟から開始するのでなければ負荷は低い。

・

裁判官が、原告及び被告双方からの主張・立証を検討・判断した上で、審理終結・心証
開示を行って、和解勧告を行うように訴訟指揮することは良いことだと考える。当事者
としては、全て判決が必要という訳ではなく、結果的に、紛争が解決できれば良いので、
そのような機会を得られる今のシステムは合理的と考える。
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・

知財高裁における判例統一。

・

裁判所による侵害の心証が開示されるまで、売上高の開示を保留できる点。

・

裁判所が一般に、審理終結までは原被告が主張・立証を尽くすべきとの考えの下、「時
機に遅れた攻撃防御方法の却下」（民事訴訟法第 157 条）に慎重である点。

・

数値限定特許侵害事件の近時の判決（平成 26 年 6 月 24 日 東京地裁銅合金事件判決）
にみられるように、特許充足の判断に当たり明細書の記載や意見書を参酌し、請求の範
囲の構成要件を判断した点

・

陳述回数（準備書面提出通数）が少なくなりつつあること。

・

均等論が認められにくい点。

・

最初に侵害論を審理し、侵害論の結論が出てから損害論に入るという点。

・

訴訟件数が少なく、国内企業同士では訴訟に至る前の交渉で紛争が解決できている点。

・

公正な裁判。

・

専門的な裁判所の存在。

・

日本では訴訟提起段階で具体的な主張が要求されている点が濫訴防止につながってい
る。なお、米国では NPE 訴訟等の濫訴防止の観点から、上記を含む特許訴訟制度の改正
が議論されている。

・

米国のように特許侵害訴訟が濫用されることは少ないので、この状況は維持されるべき。

・

侵害の証明、和解、調停。

・

判決が出るまでの時間を短縮できると良い。

＜証拠収集＞
・

侵害の立証責任が特許権者にあること。

・

原告側の立証責任。

・

特許の有効性、製品の充足性について、特許権者の主張に対する適正な立証が要求され
る点。

・

主張立証責任の所在。

・

侵害の立証を特許権者に負わせている点（むやみに訴訟が提起されない）。

＜ディカバリー・デポジション＞
・

ディスカバリー制度や陪審員制度がないのでリスクが小さい。

・

米国では、Discovery において幅広い文書の提出義務が認められているため莫大な費用
と手間がかかり、これにより非侵害又は無効の疑いが高い特許についても訴訟を提起さ
れないようにライセンスに応じる事例があると聞く。一方、日本の文書提出命令等にお
いて、提出義務を負う文書の範囲が侵害行為の立証又は損害額の計算のために必要な範
囲に限定されている点（特許法 105 条）は、維持すべきである。
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・

双方の立場で良い点としては、米国のディスカバリーのような過度な文書開示義務がな
い。

・

ディスカバリー制度がないため、特に、被告の訴訟手続における負荷が少ない。

・

過度な情報開示手続きがなく、米国特許訴訟のように発生弁護士費用との関係で早期和
解を検討せざるを得ない状況に陥らないこと。

・

ディスカバリー制度が無い。

・

米国ディスカバリー制度がないことによる費用負担、作業負担の低減。

・

米国のような、膨大な費用がかかるディスカバリー制度がない。米国のような、陪審員
制度ではない。

＜損害額の認定、寄与率＞
・

損害賠償額が少ない。

・

賠償金が想像もつかないほど、高額になることがない。

・

懲罰的なロイヤルティ算出がない点。（裁判で負けても、通常の交渉で得るロイヤルテ
ィと同レベルの損害賠償額の算定となり、米国ほどリスクはない。）

・

負けても金額の負担が小さい。

・

侵害と判断されても損害賠償額が低いため、侵害し特のイメージがある。

・

懲罰的な賠償支払いの制度がない。

・

対価（損害額）の認定がフェアー。

・

認められる損害金額が少ない。

・

3 倍賠償制度が無い。損害賠償額が米国と比べて低い。

＜費用＞
・

訴訟費用が高額でない点。

・

訴訟費用（オフィシャルフィー、弁護士費用）が諸外国に比べると安い。

・

紛争解決コストが米国等に比べて低い。

・

コストが比較的安価（他国との比較）、期間・手続が合理的で適度に柔軟性もあり。

・

敗訴した側が訴訟費用を負担する。

・

印紙代の負担が、根拠のない訴訟を抑制する要因になっている。

・

訴訟に要する費用が勝ち負け問わずリーズナブルな点。

＜時間＞
・

安価、スピード。

・

早期解決（和解を含む）が図られること。

・

審理の迅速化が図られている点。
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・

審理の迅速化。

<ダブルトラック・特許無効＞
・

特許の有効性判断が厳格。侵害立証の責任が厳格。

・

特許無効の抗弁がある程度認められることが期待できる。

・

104 条の 3（特許無効の抗弁）。

・

無効の抗弁ができる点。

・

裁判所により、実質、特許無効（権利濫用）の判断を下すことができるようになった点。

・

侵害訴訟の中で無効判断も行うため、特許無効の蓋然性の高い特許で、仮処分が出され
るリスクが少ない。（特許権者における「悪い点」の裏返しです）

・

権利行使制限の抗弁（特 104 条の 3 第 1 項）
。

・

特許を無効化したり、限縮しやすい。

・

104 条 3 項無効の抗弁。

・

特許の有効性を一から判断していただける。

・

侵害訴訟の審理の中で特許権の有効性を争えるため（104 条の 3、168 条）、手続きが簡
略化する点。

・

特許法 104 条の 3 により、被疑侵害者側が有利と感じられる。（明らかな無効理由等に
限定する必要が感じられる。）

・

無効審判による、応訴が可能。

・

特許無効の抗弁を主張できる点。

・

裁判の中でも実質的に特許無効の抗弁ができる。

・

特許無効性を特許庁で争える点。

・

特許無効の抗弁が採用され、原告の不当な権利行使（訴えた者勝ち）が制限されること。

・

無効の抗弁が使えるのは非常に強い防御方法である。

・

「無効理由の無い特許はない。」公知技術を組み合わせれば、成立するものが多い。努
力して探せば、何んとかなる場合が多い。

・

無効の抗弁ができる点。

・

特許無効の抗弁（第 104 条の 3）が他国（米国等）に比べて重要視されている点。

・

侵害訴訟で無効の主張をしてそれなりに無効が認められているため、戦い易い。また、
無効は無効審判でも戦うことができる。

・

特 104 条の 3（特許無効の抗弁）については、被疑侵害者の立場からすれば維持すべき
である。

・

特許法 104 条の 3 の抗弁が可能。ただし、裁判所は特許庁の判断を尊重すべきと考える。

・

特許法 104 条の 3 の抗弁により、訴訟の中で権利の有効性について争うことが出来るた
め、事業防衛がし易い。
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・

侵害行為の立証責任が特許権者側にあるため、事業防衛がし易い。

・

特許の有効性について充分な審議がなされる点。

・

ドイツや中国とは異なり、特許権侵害訴訟の中で、無効の抗弁を主張できる点。

・

特許侵害訴訟における防御策として、無効審判にくわえ、特許無効の抗弁がある点は、
侵害被疑者の立場からは安全を期す意味で良いと考える。

・

無効の抗弁。

・

特許権者等の権利行使の制限(104 条の 3)、その特許が有効か無効かを判断した上で侵
害の審理に入るようになっている点。

・

無効審理を経ずに差止命令が出ることがない。

・

裁判所が無効と非侵害を同時に審理するため、予備的な議論として特許権者の不合理な
特許解釈への特許無効の主張ができる。

・

特許権侵害訴訟中で特許権の有効性も争えること。

・

裁判で特許無効が争える点。

・

裁判所での特許無効の判断（特許法 104 条の 3）。

・

無効の抗弁ができること。

<営業秘密＞
・

インカメラ。

＜その他＞
・

特許権に関する社員教育の切っ掛けになるため、技術開発の機会が増えると想定される。
また、無効審判の機会があることは良い。

被疑侵害者の立場で、悪い又は改善すべきと考えている点
＜訴訟制度全般、裁判所＞
・

知財高裁における進歩性の判断基準が緩くなっている点。

・

東京と大阪だけでは少ない。もう少し場所を増やしてほしい。

・ 侵害の根拠・証拠も少ないのに、むやみやたらに訴訟提起されると被疑侵害者側が顧客
からの取引の停止などがあり、大きな損害が発生する可能性がある。
・

裁判官の特許制度に関する知識が乏しい点。

・

先使用権の基準日は、出願日ではなく公開日（又は権利者が公開前に自発的に公表した
場合はその日）とすべき。なんら瑕疵のない独自開発をした会社から損害賠償させるの
はおかしい。著作物（権）の場合、他人の著作物をみずに独自著作した場合は侵害にな
らない。著作権との整合性をどう説明できるか？

・

訴訟の前に警告等の通知が有るかと思うが、この書式などを定型化して欲しい。
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・

裁判官の劣化。

・

個人が大企業を提訴した場合、裁判所は個人原告を優遇した手続を進める感がある。

・

和解の話をするならば裁判官の心証開示をもっと積極的に行うべきと思います。

・

理由なき訴訟をされる場合がある。

・

敗訴時には権利者が NPE であっても侵害と判断されると原則として差止が認められる
点。

・

特許権者の立場から悪い点、改善すべき点は見当たらない。

・

訴訟を提起することで当事者間の解決が進むことはあまりない。裁判所の関与が必要で、
和解勧告待ちになる。当事者交渉で手詰まり感が出たときに軽く訴訟を起こしてみる、
ような使い方はしにくい。

・

心証開示に至る理由・根拠が明確に示されない場合があり、少し不満に思うことがある。

・

知財紛争処理システムの改正は不要と考える。
（あえて挙げるなら、無業者でも特許権
に基づく差し止め請求が認められる点があり、米国 e-Bay 判決の考え方の導入の検討が
必要と考える。）

・

およそ権利者の出願時の予測をはるかに超えると思われる事案にまで均等侵害成立の
可能性を考慮し、ものを作っていかなくてはならず、負担が重い。

・

技術的範囲に属するという十分な（明確な）主張がないまま
（特に、原告が個人の場合）、
被告（企業）側に反論するように訴訟指揮がなされることがある点。請求項の構成要件
ごとにイ号の構成を原告が特定すべき。

＜証拠収集＞
・

公知技術（市場で販売されている製品に採用されている発明）が特許になった場合に、
侵害時に、特許出願時に既に公知であったことを証明することができない。公知技術で
あるので、出願され、特許されると思っていないために、タイムスタンプなどの手段に
よって公知であるという証拠を残すことは事実上できない。

・

特許を購入して権利行使する、いわゆるパテントトール NPE に対して、権利行使のハー
ドルを上げてほしい。

・

現行制度で問題有りません。

・

侵害の立証が難しく、地裁に勝訴したとしても知財高裁で覆る可能性が結構あるため、
訴訟の見通しがたたない。

＜損害額の認定・寄与率＞
・

疑問ある権利でも敗訴の場合、差止や賠償が完全に行われる。0/1 でなく、実情にあわ
せた賠償額調整等がなされるべき。

・

対価算出時に対象範囲を広く取られる可能性が有る。
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・

損害額の認定について、特許の市場での価値を判断する材料の蓄積が少ないため、認定
基準が曖昧に思える点。

＜費用＞
・

訴訟費用が高額。

・

訴訟費用期間が長い。

・

費用が高い。

・

経費および時間。イメージ。情報の公開。

・

権利者が敗訴しても弁護士費用を相手方に請求できない点。

・

訴訟となった場合、被告は受けざるを得ない。膨大な費用（訴訟、人件費）と時間がか
かる。

・

悪質な権利行使に対し、訴訟費用のコスト負担の在り方や審理の進め方に関して、改善
を希望する。具体的には、特許権者が本人訴訟で代理人も立てず、明らかに権利者側の
技術検討が稚拙であるとか、明らかに特許に無効理由が存在するような場合等、権利者
側の訴訟費用(可能であれば弁護士費用含む)の負担義務を検討して頂きたい。特許権者
が訴訟提起する場合、訴状にて被疑侵害者に弁護士費用を含む費用負担を請求している
訴訟例はあるが、被疑侵害者は、積極的に侵害不存在確認訴訟を提起する他その対抗手
段がない。

・

勝訴したければ、できるだけ優秀な弁護士を探して依頼することが必要となり、優秀な
弁護士ほど、費用が高額となる。このため、勝訴できたとしても、相当な弁護士費用の
負担が必要となる。

＜時間＞
・

最近は、裁判の期間が短くなったと聞きますが、裁判官の人数を増やし、短期集中で判
断頂けると良いと考えます。

・

判決に至るまでの時間が最低 1 年程度必要で迅速ではない。

・

時間と労力がかかる。明らかに非侵害と思われても、全ての訴え・請求に対して、労力
をかけて対応しないといけない。

・

最初の準備期間が短いこと。無効審判が並行した場合、審決取消訴訟と控訴審の高裁で
の審理担当部署が異なる場合がある。

・

判決が出るまでの時間を短縮できると良い。

・

時間を要する点。

＜ダブルトラック・特許無効＞
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・

無効理由の蓋然性の高い特許が増えており、公知技術であっても自由な実施が出来なく
なるリスクが高まっていると感じる。

・

104 条の 3（特許無効の抗弁）に対する訂正の再抗弁。

・

特許権の無効の抗弁にかかる時間的制限、無効資料調査には時間（費用）がかかるが、
短期では難しい。また無効審判の進行と訴訟裁判の進行とリンクする方がいいのでは。
（特許庁と地裁（知財高裁）との連携・連動）均等論や漢字の意味による拡大解釈は厳
しくする。

・

権利範囲が不明確、もしくは、非常に広すぎる。

・

法的安定性の低い特許権で権利行使される可能性がある点（ただし、これは特許庁の審
査の判断レベルによるため、侵害訴訟自体の問題ではない）。

・

進歩性の判断基準が低く、当業者が当然行うような発明についても対応しなければなら
ない。

・

無効化調査を行う事のできる時間が少ない。

・

ダブルトラックに於ける裁判所と特許庁との無効判断の基準が同じである事に起因す
る権利の安定性に問題がある。例えば、進歩性に係る判断等は技術を専属的に判断する
専門官庁である特許庁で行う方がよいと思われる。

・

無効理由のある特許出願が登録になり且つ、無効化が困難となる施策は避けるべき。

・

無効となるべき特許が多く存在している点。

・

特許性が無くとも特許成立している場合がある。確かな審査を望む。

・

裁判所により特許の有効性が判断され有効になるケースが多いため、技術的な理解や特
許性の部分において正確な判断ができているのか、疑問を持つことも多いのではないか。

・

特許の有効性についての安定性。

・

権利内容が不明瞭、フレームの文言の解釈が一義的でない（何を修飾しているのか、解
釈が出来ない等）、実施例を参酌しても判らない等、
その様な権利で争って欲しくない。

・

有効性に関する判断。

・

特許無効審判（審決取消訴訟）と特許権侵害訴訟の同時進行による主張立証の多重化及
び、審理の長期化。

・

無効審判が係属していても、裁判手続きが中断しない。

・

機能クレームの予見性が低い。文言侵害の範囲が読みにくい登録公報があるので、36
条を厳格にしてほしい。

・

特許無効の証拠が後から見つかっても、証拠の重要性に関係なく時機に後れた攻撃防御
方法とされることが多い点。

＜営業秘密＞
・

立証責任の負荷と、それに伴う営業秘密の漏えい。
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・

インカメラ手続き（105 条）、秘密保持命令（105 条の 3）が完全でない点。

・

秘密命令下でも、秘密情報（営業秘密）の開示に秘密性維持、技術漏えい等不安がある。

・

訴訟を受けると人的・金銭的な負担が著しい一方で、勝訴しても見返りがない。反論す
るに営業秘密の開示を余儀なくされる可能性がある点。

＜その他＞
・

中間体メーカにとって間接侵害に該当する場合が多く、末端ユーザーから対応をせまら
れることが多い点。

・

先使用権が国内の実施に限られている点。

・

訴訟を提起された段階で、世間から被告＝悪者の通念が発生する。

・

全くどう考えても非侵害であるにも係らず、訴訟を提起してくる。（中国）勿論勝てる
のだが、対応するだけで負担。

・

信頼回復措置などブランドのダメージを与える。
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（２）

Ｃ－19

弁護士

我が国の特許権侵害訴訟における証拠収集制度に対するお考えをお聞かせく

ださい（弁護士）

特許権者側代理人の立場で、良い又は維持すべきと考えている点
＜訴訟制度全般、裁判所＞
・ 任意開示を促す訴訟指揮がなされる点。
・ 現在の特許侵害訴訟における証拠収集の実務で、それほど大きな障碍になっていること
は思いつかない。裁判所の訴訟指揮が適切に行われている限り、特許に通じた代理人な
らばそれにしたがって審理が進められていると思うし、何より、特許侵害訴訟に特化し
た制度を突出して設けること自体疑問である。
・ 双方：裁判所の適格な訴訟指揮があり、それに対し誠実な対応が多く得られている。
・ 否認する場合の明示義務は有用である。
・ 裁判官の適切な訴訟指揮による自発的開示の促進。
＜証拠収集＞
・ 侵害立証のための証拠収集制度は不十分であり、営業秘密を保護しつつ、その開示を認
める制度が必要であると考えます。
・ 損害立証のための文書提出命令にあたって，侵害者側にできるだけ，任意提出を促して
いる点。
・ 市中で入手できる製品が多いので困った経験はない。1 件方法の発明でわからないのが
あったが他の理由で出訴しなかった。
・ 具体的態様の明示義務。
・ 具体的態様の明示義務、秘密保持命令を含む文書提出命令は維持すべきである。
＜ディカバリー・デポジション＞
・ （双方の立場）米国のディスカバリ制度のような費用の掛る制度は採用すべきではない。
ただ証拠保全制度にはもう少し強制力を持たせるべきと考えている。
・ 訴訟に必要でない膨大な書証を扱わなくても済む。ディスカバリーでは処理が大変。
・ ディスカバリのような双方に負担となる制度がないこと（双方の立場）。
＜時間＞
・ 案件によってはスピーディーである。
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＜ダブルトラック・特許無効＞
・ （双方）現在の制度で実効性があるのは 104 条の 2 だけ。他は実効性がない。
＜営業秘密＞
・ 裁判長の適切な訴訟指揮によって、代理人に秘密保持義務を遵守させる方法によって解
決するのが最も適当。但し裁判長に対する当事者の信頼感と当事者双方の相互信頼が必
要不可欠。
特許権者側代理人の立場で、悪い又は改善すべきと考えている点
＜訴訟制度全般、裁判所＞
・ 発令に慎重な点。
＜証拠収集＞
・ 証拠保全手続について、最近裁判所が認めようとしない点。
・ 証拠保全に強制力、法的義務がない点、また事前に期日通知をする点。
・ 強制力を持った制度が欲しい。ただ要件をどう設定するかは困難な問題ではある。
・ 文書提出命令が機能していない。証拠保全が機能していない。
・ 一定の案件の下、強制的に証拠収集できる制度があるべき。
・ 被告側の具体的態様を裏付ける証拠の提出義務を一般化して、提出義務違反については
原告主張を真実と認めるようにしたらよい。
・ 文書提出命令や証拠保全命令の発令が実務上ほとんどなされない。特に訴訟提起前の相
手方保有証拠の収集手段に乏しい。
・ 侵害立証のための文書提出命令等は容易に出されない点。
・ 具体的態様の明示義務も文書提出命令も実効性のあるものとして機能しておらず、十分
な立証手段が与えられていない。
・ 法律上は、当事者が文書提出命令に従わないとき、裁判所は申立人の主張を真実とみな
すことができることになっているが、判例上は、申立人の主張（損害額）をそのまま認
定することは希であり、制裁も実効性を欠いている。
・ 実施品や被疑侵害品の実物を証拠として提出方法として、検号証の利用を認めないので
あれば、検証を柔軟に活用するようにすべき（特許権者側代理人、被疑侵害者側代理人
双方の立場で）。
・ 製造方法の発明や装置内部での情報処理など、特許権者側の努力では対象方法又は製品
を１つに特定することが不可能であり、その結果、多数の可能性が残る場合、特許権者
としては、対応が難しい。
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・ 証拠保全の発令のハードルが高い。ほとんど機能していない。
・ 現行制度で特に問題は感じない。ただ、プログラムソフトについては、何らかの開示を
義務づけるべきではないかと思う。
・ 証拠提出命令や秘密保命令制度があるにもかかわらずなかなか出ない。
＜費用＞
・ 差止めを請求するための訴訟費用（訴額の算定方法）が高額すぎ、中小企業は差止めの
請求が困難である。
＜ダブルトラック・特許無効＞
・ 特許無効の抗弁と無効審判という二重の制度の対応が必要であり、特に資力に乏しい中
小企業にとっては対応が負担になる。
＜営業秘密＞
・ （双方の立場で）十分に運用されていないのは、営業秘密・正当な理由という一般条項
的な文言が存在するからである。侵害が認められれば、保護すべき営業秘密ではなく、
また正当な理由にもならない。そこで、弁護士秘匿特権に焦点を当てて、訴訟提起前に
より証拠収集がしやすくなる制度を検討すべき。
被疑侵害者側代理人の立場で、良い又は維持すべきと考えている点
＜訴訟制度全般・裁判所＞
・ さぐりを入れる目的での不当提訴を防ぐ意味では現状の方法しかないと思われる。
・ 発令に慎重な点。
・ 全般的に問題はない。
・ 裁判官の適切な訴訟指揮によるバランスのとれた開示。
・ 被告の主張を基本的にきちんと検討して裁判所が判断していると思われる点。
＜証拠収集＞
・ 侵害立証のための文書提出命令等は，探索的な場合は認められない点。
＜ディカバリー・デポジション＞
・ 広範なディスカバリーがない。
＜営業秘密＞
・ 秘密保持命令。
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・ 営業秘密の保護が十分である。
・ 必要性の不明確な文書等の提出を強制されない。
・ 被疑侵害者代理人の立場からすると、証拠権等制度が濫用され、むやみに営業秘密が開
示されることのないように配慮することも必要であると考えます。
被疑侵害者側代理人の立場で、悪い又は改善すべきと考えている点
＜訴訟制度全般・裁判所＞
・ 先行技術を提出するときに原本と写が多量になるので何とかよい方法を考えてほしい。
・ 特に問題を感じない。
＜証拠収集＞
・ 証拠保全に閲覧制限、秘密保持命令のない点。
・ 被疑侵害者側としても、
「隠せばわからない」という思いを持たないためにも、証拠収
集制度があった方がよい。
＜ディカバリー・デポジション＞
・ 特許権者側が認識・保有している先行技術や発明者性や発明の効果に係わる証拠につい
て、ディスカバリがないために被疑侵害者の側から開示を求める手段が一切ないのは不
公平。
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８．

我が国の特許権侵害訴訟における証拠収集制度に対する考え

（１）企業

Ｃ－19

我が国の特許権侵害訴訟における証拠収集制度に対するお考えをお聞かせく

ださい（企業）

特許権者の立場で、良い又は維持すべきと考えている点
＜訴訟制度全般・裁判所＞
・ 特に変更の必要があるとは思わない。
・ 現行制度ではまったく使い物にならず、必要書類を出せ、出さないで訴訟期間の半分以
上かかった。相手の弁護士が元裁判官であった為かえんえんと提出命令も出さずに時間
かせぎされた。あげく逆ギレ裁判長。
・ 公平性は担保されているものと理解しております（命令等）。
・ 実務的に機能するのか良く分からない。
・ 裁判官による訴訟指揮。
＜証拠収集＞
・ 方法の発明や物の生産方法の発明については相手方の内部にのみ証拠が偏在している
ので立証責任は被疑侵害者に求める方が良い。
・ 特許権者（原告）が、万全な証拠でなくても提出すれば、侵害者（被告）側が否認しな
い限り認められるところ。
・ 必要な限度で証拠収集が認められる。広汎に過ぎないので、それほど負荷が高いとは思
われない。
・ 特許権者、被疑侵害者双方の立場から：収集範囲が限られている。
・ 特許権者、被疑侵害者双方の観点から、現在の証拠収集制度は、裁判官の適切な訴訟指
揮により、当事者にとって過度な負荷にならない証拠収集が実現されていると考える。
・ 証拠収集に係る費用、および社内の労力が米国ほど過大にならない点（特許権者、被疑
侵害者双方の立場において）。
・ 訴訟を条件とせずに民訴 132 条の 2～4 が適用できるようになると良い。
・ 侵害の立証、損害の計算に必要な文書を相手方に提出させることについて特許法 105
条で法定されている点。
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・ 損害額の算定に必要な証拠は、裁判所の訴訟指揮や文書提出命令制度により入手しやす
い。
・ 現在、食品製造メーカは顧客である有力小売業・帳合等から商品の製造仕様について詳
細な情報を開示せざるを得ない状況ですので、これらの有力小売業・帳合等・web サー
ビス業者（いずれも自らは特許を有していない）は取引先メーカの商品について第三者
の製造法の特許でも侵害・非侵害を確認しようと思えばできる状況にあります。現状、
これらの非権利者の事業者が積極的に第三者特許の技術的範囲の確認を進めることは
ないと思われますが、最近の IT 技術であれば集積された情報を分析可能と思われます
ので、何かの事件を切っ掛けとして「証拠収集」概念自体が一変する可能性を感じてお
ります。
・ 具体的態様の明示義務は、侵害訴訟において、通常特許権者には証明不能な点が多いた
め、非常に良い制度である。
・ 訴訟指揮により、特許法第 104 条の 2（具体的態様の明示義務）が機能していること。
・ 具体的態様の明示義務、文書提出命令、証拠保全。
＜ディカバリー・デポジション＞
・ ディスカバリーのように高額化していない点。
＜営業秘密・秘密保持命令＞
・ 閲覧制限申立て、決定（民事訴訟法 第 92 条）の手続きにて、殆どの場合の営業秘密保
護の対応が可能な点。
・ 米国のようなアトーニーズアイズオンリーの開示の検討が望まれる。
（この場合、秘匿
特権等周辺環境の整備も必要と思われる。）情報の重要性や秘密性或いはコンタミ防止
等のため、双方当事者への開示又は授受を望まないことがあり得る。柔軟な対応を検討
する価値はあると考える。
・ インカメラ手続。
＜その他＞
・ 損害賠償が時効になっても、不当利得返還で訴えることができる。
・ 当然訴訟を有利に展開できる点。
・ 中小企業において、特許権を持っていることで大企業に対抗して新製品の新規性や、独
自性を持つことができる。
・ 被疑侵害者による損害の開示内容に裁判所が前回期日に確認した開示項目からの抜け
があり不十分な場合、裁判所が特許権者に情報共有したうえで、裁判所から被疑侵害者
に期日前に確認いただける点。
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・ 特許権者、被疑侵害者双方の立場。紛争解決の 1 手段として意味があると考えている。
特許権者の立場で、悪い又は改善すべきと考えている点
＜証拠収集＞
・ 実施の有無は訴訟をする位だからある程度立証できるが、損害額の立証の為の証拠収集
が困難。
・ 特に方法に係る特許権については、第三者の実施方法の該当性を検証するための証拠収
集に限界がある。
・ 方法の発明や物の生産方法の発明については相手方の内部にのみ証拠が偏在している
ので立証責任は被疑侵害者に求める方が良い。この立証責任をより一層強化した方がよ
い。
・ 真のデータがどこまで収集できるのかは疑問。
・ 証拠の収集が困難な場合が多い（特に方法の発明の場合）これを改善して欲しい。
・ 一般市場で入手困難な BtoB 製品の入手の点、被疑侵害者が特許権の侵害し放題となっ
ている点。
・ 日本で特許侵害訴訟を提起する前提として特許権者が侵害の証拠を提示することが前
提と思われる。しかし、製造方法や BtoB 関連の入手困難な製品の場合、侵害は限りな
く疑わしいが立証できるほどではない、という際に、ある程度の基準を満たせば侵害訴
訟を提起でき、かつ被疑侵害者による証拠提出義務があると良い。ただし、この証拠収
集制度をトロールに悪用されるのは避けるべきで、例えば、事業会社の実際の事業に影
響を与える場合等に制限する等は必要と考える。
・ 制度は確立されているものの、被疑侵害者の具体的態様の把握が困難である。
・ 物を製造する方法発明の権利行使のための証拠収集のハードルが高い
・ 原告の立証責任のむずかしさ。
・ 裁判所が侵害者自らの主張や自社従業員の陳述書だけを信じて、具体的証拠不十分であ
ることが明らかであるにも絡わらず、証拠を提出させなかった。
・ より簡単に確実に被疑侵害者が非侵害の証明させるようにできればと思う（現在の制度
だと、ごまかせると思う）。
・ 被疑侵害者側からの証拠収集については制限すべきと思う。
・ 現行制度から大きく変更すべき点ではないが、特許権者が侵害を主張するに十分なレベ
ルで立証したことを前提として、被疑侵害者側にも、非侵害を主張する限りにおいてそ
れを立証するために十分な証拠の提出を義務付けるといった制度に改善することが望
ましい。
・ B to B の化学品の場合、証拠集めが非常に困難。証拠入手のルートの秘匿ができない
と起訴できない。米国ディカバリー制度に近い制度は導入できないか。
- 133 -

・ 実態はよく知らないが、文書提出命令がなかなか発動されないという話も聞く。特許権
者側では証拠入手が困難（被告側が情報を所有している）なケースでは、ある程度活用
できるようにして貰いたい。
・ 侵害の立証責任が特許権者側に偏っている。製造方法や組成物の特許については、侵害
立証が困難なことがあり、文書提出命令の実現へのハードルも高い。
・ 証拠開示を命令する制度があっても裁判所命令に罰則を含めた強制力がなく、裁判所が、
被疑侵害者に対して文書提出命令等を出すことに消極的であるように思われる点。
＜ディカバリー・デポジション＞
・ 「予告通知制度」を改訂し、US ディスカバリー制度同等の法整備を行うべし。
・ 米国ほどでないにしても、証拠資料を開示させるディスカバリー手続がない
・ 実際に機能しているとは思えない。
・ 米国のディスカバリのようなものは不要だが、独（あるいはもっと進んで仏）のような
開示手続があるとよい。
・ 米国のディスカバリー制度と同様の仕組みが必要である。
・ 米国制度にやや近い類型的に文書の種類に応じて提出が義務づけられ、制裁も課される
制度が望ましい。
＜営業秘密・秘密保持命令＞
・ 相手側の営業秘密を知り得る機会は、情報管理の観点から非常に取扱が困難である。よ
って、裁判官や代理人等の一部の関与者のみが営業秘密を管理し、訴訟に反映させるの
が良いと考える。
・ 民訴法 123 条としても特許法 104 条にしても、相手側に営業秘密という主張をされた場
合、実行権がなく、結果訴訟開始にならない。従って、その後の文書提出命令、インカ
メラ、秘密保持命令もあまり意味をなさない。
・ 秘密保持命令があまり利用されていない点。被疑侵害者による証拠隠滅等に対して罰則
がない点。
＜その他＞
・ 3 年で時効になるのは、少し短い。判決までに時間がかかる。弁護士費用が高額。
・ 何ができるのか、どこまでの範囲で認められるのかが明確でない。
・ 被疑侵害者の企業規模が考慮されているのではないかと思われる和解案が示されるこ
と。
・ 共同開発を行った際に取り決めなく、先に共同開発の相手先が特許を出してしまうと立
ちうちできない。
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・ もう少し活用されてもいいと思う。活用事例の蓄積があり、類型化されると使いやすく
なるかもしれない。
・ ・設計変更時期等の開示の際、特許権者が明らかに虚偽とわかる程、不誠実に被疑侵害
者が対応した場合も、原告が主張立証を積み上げていく必要があり、被疑侵害者による
再三の時間稼ぎを許してしまう点。
・ 特定の規格に包含されている標準必須特許(SEP)の数の認定及び該当特許の必須特許の
認定等について証拠として提出する際の調査費用等の負担が大きい。標準規格にも関わ
らず、個別の争い毎に各当事者が独自調査結果を提示するのは訴訟の経済合理性が低い
のではないかと考える。(被疑侵害者も同様)
・ 悪意の隠ぺい（含、その可能性）への対抗手段がない。
被疑侵害者の立場で、良い又は維持すべきと考えている点
＜訴訟制度全般・裁判所＞
・ 特に変更の必要があるとは思わない。
・ 公平性は担保されているものと理解しております。（命令等）
＜証拠収集＞
・ 特許権者が文書提出命令を申立てても、裁判所は「自主的に提出してもらいたい」と被
疑侵害者に述べる訴訟指揮を先ず優先し、文書提出命令申立決定書を容易に公布しない
点。
・ 閲覧制限された文書（同じ当事者による別事件の判決）を提出した相手方に対し、訴訟
記録に編纂しない取扱いの対応により、秘密保護に配慮いただける点。
・ 原則、証拠資料は原告が収集
＜ディスカバリー＞
・ 米国のような広範囲のディスカバリーが無い点。
・ 米国では、Discovery において幅広い文書の提出義務が認められているため莫大な費用
と手間がかかり、これにより非侵害又は無効の疑いが高い特許についても訴訟を提起さ
れないようにライセンスに応じる事例があると聞く。一方、日本の文書提出命令等にお
いて、提出義務を負う文書の範囲が侵害行為の立証又は損害額の計算のために必要な範
囲に限定されている点（特許法 105 条）は、維持すべきである。
＜営業秘密・秘密保持命令＞
・ 侵害訴訟では、被疑侵害者の方が提出すべき秘密情報が多くなると想定されるため、秘
密を担保する制度があることは非常に良い。
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・ 証拠は、ほとんど営業秘密に該当する為、開示を拒否出来ることは必要。開示するにし
ても、最小限の内容を裁判官だけ、最悪、相手方代理人までとするインカメラは妥当。
・ 一応、秘密保持命令という制度がある点。
・ 関係のない資料まで出さなくて良い。
・ インカメラ手続。
被疑侵害者の立場で、悪い又は改善すべきと考えている点
＜訴訟制度全般・裁判所＞
・ 何ができるのか、どこまでの範囲で認められるのかが明確でない。
・ 疎明の程度に応じた妥当な運用がされれば良いが…。
＜証拠収集＞
・ 第三者への販売については、
ほとんどが提出できない資料であり、証拠収集及び提出は、
非常に難しいのが現状である。
＜営業秘密・秘密保持命令＞
・ 営業秘密が相手側に知られる機会があるため、情報漏洩の危険性が存在する。訴訟の早
期解決及び情報の秘密管理の観点から、上記同様に知りえる関与者をより制限したほう
が良い。
・ ノウハウは外からでは実施しているか判らないので、訴訟を通じた情報開示により、相
手方やその代理人が秘密保持命令を無視して開示者のノウハウを実施するおそれが否
定し切れないと思われ、この点改善の余地がある。
・ 秘密情報の保護が不十分。
・ 提出を要求する根拠は明確にし“何でも要求すれば出す”というのは止めてほしい。
・ 裁判所が特許法第 105 条の 4（秘密保持命令）を発令することに消極的であるように感
じる。この結果、一方の秘密情報が他方に流出する。
・ 営業秘密の開示、閲覧についても、もっと、被疑侵害者を保護すべき。
・ 相手方の機密保持違反に対する実効性のある具体的救済手段がない。
・ 証拠収集の名の下に営業秘密を知られる懸念がある。秘密保持命令または秘密保持契約
があるとしても、相手方が違反して、社内利用した場合の発見が難しい。
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（２）弁護士

Ｄ－８

我が国の特許権侵害訴訟における損害賠償請求に対するお考えをお聞かせく

ださい（弁護士）

特許権者側代理人の立場で、良い又は維持すべきと考えている点
＜訴訟制度全般・裁判所＞
・ 法制度として、特に問題視すべき点はないし、現行法のままでよいと考える。但し、裁
判所の損害額の認定は硬直的にすぎるように思う。
・ 詳しい私見は、「特許権行使による損害賠償と差止―現状の問題点と立法政策の提言」
知財研フォーラム 100 号 11 頁以下を参照されたい。
・ 現在の実務では、立証責任はさておき、裁判所から侵害の心証が示された場合は、事実
上、被告において販売実績（限界利益なども）を開示するような訴訟指揮が執られ、知
財に通じた代理人はその審理に協力しているから、問題点があったとしても、もう少し
長いスパンでその是正の方向を考えた方がよいと思う。
・ 損害賠償請求については既に多くの改正がされており、後は運用と解釈の問題と考えま
す。
・ 立証が可能となった（文書提出、計算鑑定、訴訟指揮）。
・ 現状でよい。三倍賠償や懲罰的賠償は適当ではない。それを認めるのであれば特許法
104 条の 4 を改正し、判決確定後無効となったときは特許権者にも同様のペナルティを
課すべきである。
＜証拠収集＞
・ 損害の資料について、訴訟指揮で被告からの提出が期待できる。
＜損害額の認定・寄与率＞
・ （双方の立場）全般的に良好と思うが、損害額の設定がやや低いと思われる。
・ 双方：寄与率算定等の基準が明確になっていない点があるが、実際には裁判所が事案に
応じた算定の判断としてうまく利用されていると考えます。
・ 102 条 1 項に基づく請求は、十分な賠償が得られる場合がある。102 条 1 項の適用射程
は、米国よりも広い。米国では、実施料相当額が非常に小さくなる特許権の場合では、
実施料相当額が高額となる場合がある。
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・ 寄与率という調整弁によい、妥当性の高い損害額を算定するプラクティスが確立してい
る。
・ 102 条 3 項によりいくらかは賠償が認められる点。
・ 102 条 1 項、2 項によれば適切な額で認定される（双方の立場）。
・ 計算鑑定人制度はこれまで利用した経験はないが、相手方が情報開示に消極的な場合に
有効と考える。
・ 計算鑑定はよく機能していると思う。
＜その他＞
・ 進歩性判断に関しては、後知恵排除の原則が明示的に意識されるようになって移行、比
較的妥当な判断がなされるようになった。これが将来にわたって維持されるよう、進歩
性判断の手法を省令化する等の対応を期待する。
特許権者側代理人の立場で、悪い又は改善すべきと考えている点
＜訴訟制度全般・裁判所＞
・ 損害概念が現状回復ドグマに捉えられすぎている。
・ 故意侵害に対する懲罰的請求がない点。裁判所の認定が厳格すぎる点。
・ 時間がかかる。迅速にしてもらいたい。
＜証拠収集＞
・ 証拠の開示が不十分。
・ 実効性ある侵害立証手段の欠如。
＜損害額の認定・寄与率＞
・ （双方の立場で）歴史的には 1～3 項まで規定されているが、実際には特に 1 項、2 項
について、かなり減額されている例が多い。制度趣旨としては、権利者保護のための
規定だが、相当因果関係論により客観的な算定になりすぎていないか。
・ 寄与率、実施料率が低すぎる。
・ 寄与率等の判断根拠が判決理由として十分に示されない。
・ 実施料相当額の認定も、発明協会のデータ等に依拠することが多く、実務に即してい
ない。訴訟手続を利用してようやく勝訴したということが損害賠償額に反映されない。
・ 102 条 1 項，2 項による損害計算において，覆滅が容易に認められる点。寄与率減額が
大きい点。
・ 2 項に関して寄与率の認定根拠が不透明。相当実施料率の認定も根拠がよくわからない。
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・ 寄与率の認定について、具体的かつ説得的な根拠を明示すべき（特許権者側代理人、
被疑侵害者側代理人双方の立場で）
。
・ 同業者の場合、売上は予想がつくので少し少な目に請求しておけば相手方としても認
めざるを得ず立証に困ることはない。
・ 減額の要素が多すぎる。
（寄与率、マーケットシェア等）
・ 最終的な結果としての認定外低いため、様々な訴訟コストを回復できないことがある。
・ 損害賠償額が少額であり、勝訴率の低さ、特許が無効にされるおそれも考慮すると、
提訴するメリットが認められない。損害賠償額の適正化（＝高額化）は必要不可欠。
・ とにかく寄与率が不明確。
＜費用＞
・ 弁護士費用の認定が低すぎる。
・ 印紙が高い。
・ 弁護で費用の賠償が、原則認容額の 10%基準になっているが、実態に合わない。
（権利
者の手取り額が少額になってしまうのは問題）。
・ 代理人費用が損害賠償の１割という相場によるため、現実と大きく乖離している。
・ 訴訟費用、特に差止請求のための負担が大きく、中小企業は差止めの請求が困難であ
る。
＜ダブルトラック・特許無効＞
・ ダブルトラックであり、かつ専属管轄である為費用がかかる。この点が考慮されてい
ない。
・ 無効審判とのダブルトラックによる訴訟追行負担。
被疑侵害者側代理人の立場で、良い又は維持すべきと考えている点
＜訴訟制度全般・裁判所＞
・ 侵害論と損害論の分離。
・ 訴訟指揮、文提等により、適切に運営されていると考えます。
・ 陪審による極端な結論は出ない。
＜証拠収集＞
・ 証拠提出の負担が軽い。
＜損害額の認定・寄与率＞
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・ 医薬品等、米国では極めて高額な損害賠償が認められる事例でも、日本では低額とな
る。
・ 実損主義
・ 102 条 1 項，2 項による損害計算において，覆滅が比較的容易に認められる点。寄与率
減額が大きい点。
・ 公正か否かを別として、現状は敗訴しても賠償額が少額なためダメージが限定的であ
ることから、被疑侵害者にとって有利な制度といえる。
・ 懲罰的賠償が無い。
被疑侵害者側代理人の立場で、悪い又は改善すべきと考えている点
＜損害額の認定・寄与率＞
・ 多くの特許権を使用しないと製造ができない製品においても、高額な損害賠償が認め
られる場合がある。
・ とにかく、寄与率が不明確。理由を明確に示してもらいたい。
・ 特許が、需要者にとって購入の動機の一部でしかなくても、製品全体にわたる特許に
ついては、寄与率が高く認定されることがある。
・ 寄与率等の認定も含めて、適当な認定になることがある点。
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９．

我が国の特許権侵害訴訟における損害賠償請求に対する考え

（１）企業
Ｄ－８

我が国の特許権侵害訴訟における損害賠償請求に対するお考えをお聞かせく

ださい（回答自由）

特許権者の立場で、良い又は維持すべきと考えている点
＜訴訟制度全般・裁判所＞
・ 制度・条文は整備されていると思う。
・ やはり差止請求が主。
・ 特に変更の必要があるとは思わない。
・ 特許侵害訴訟は、賠償額の認定範囲及びその額について、一定水準以上の公平性・予見
性が担保されていると考える。一方で賠償額が低い印象のある判決も見受けられる。
・ 訴訟は法人対法人で行なっているにもかかわらずあたかも個人対法人である様な印象
操作が行なわれ、しかも裁判所がその印象に悪のりしている様に思われる。
・ 権利者の権利を守る為に、必要な手続である。
・ 特許権の有効性を発揮できる。
・ 侵害が継続する場合には差止めを認めている。
・ 双方の立場で：侵害論と賠償論が原則として分離されているところ。
・ 裁判官により判断される点（陪審員による判断ではない）
。
・ 鑑定、書面・期日のやりとりなど全体的には、大きな問題は感じませんでした。
・ 特許権者、被疑侵害者双方の立場から：経験のある裁判官が審理することにより、予見
可能性が比較的高い。
・ 権利者・被疑侵害者の双方にとって、損害立証がある程度定型化されているのは予測可
能性の点から、メリットがあると思う。
・ 認定がしっかりしている。
・ 特許権者、被疑侵害者双方の立場。紛争解決の 1 手段として意味があると考えている。
＜証拠収集＞
・ ある程度、被疑侵害者に立証責任を負わせることができる点。
＜損害額の認定・寄与率＞
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・ 損害賠償額については、双方で食い違うケースが多々あると思われるので、法的に規定
して双方の納得感を高めるのは良いと思う
・ 102 条（損害額の推定規定）、103 条（過失の推定）、104 条（生産方法の推定）。
・ 利益額を限界利益額で算定している。
・ 製品や技術分野で異なるとは思うが、損害額の認定において、半導体製品販売額の 1%
の料率を認定する等があり、料率については比較的高く、良いと感じる。
・ とりあえず 3 つの方法で算出できる。
・ 特許法第 102 条で、損害額推定の考えが規定されている点。
・ 102 条 1 項によれば、侵害者の実施数量さえつかめば実際の侵害者の利益額が不明でも
請求可能である点。
・ 損害額の推定規定は維持すべき。
・ 損害計算式が示されている点は判りやすいので主張がしやすい。立証責任の負担も少な
い点も好ましい。
・ 米国の故意侵害の 3 倍賠償まではいかないまでも、故意侵害が賠償額に反映されている
ような点もあり、権利者有利な非常によい傾向だと考える。
・ 損害額の認定が総じて低く、訴訟に掛かる費用・手間を考えると、必ずしも十分な補償
にはならない。
・ 法 102 条 1 項は、オール・オア・ナッシングの認定を防ぐ上で必要な条文であり、維持
すべきと考えます。また、法 105 条の 3 も、裁判所の算定で平均的な算定額が認められ
ますので、特許権侵害訴訟の裁判を考える上で、重要な条文と考えます。
・ 侵害の実態にあわせて精査されるので、損害の実態が明確になる。
・ 特許法 102 条の損害額の推定規定により、特許権者が損害額を立証する負担が軽減され
ている点。
・ 特許法 102 条の損害額の推定規定。
・ 特許権者に不利益な算定が行われている印象。
・ 102 条（損害額の推定）の規定は妥当。
・ 損害額の算定に必要な証拠は、裁判所の訴訟指揮や文書提出命令制度により入手しやす
い。
・ 推定規定が法定されているのは予測可能性が高い。
・ 実施が無い場合でも、102 条 2 項の損害額の認容。
・ 法整備が進み、損害賠償に対する関心が高まってきた。
・ 損害賠償算定方法等他国（特に、先進主要国）との比較検討することも一案である。
・ 102 条は損害額を求めるのに助かる。
・ 訴訟指揮等で被疑侵害者の経理、財務資料が提出されること(被侵害者の立場としても
公正な裁判という点から好ましい)。
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・ たとえば寄与率等が十分に考慮されるなどという点において、特許価値に応じた合理的
な損害額算定がなされる制度となっている。（特許権者、被疑侵害者双方の観点から）
。
・ 懲罰的賠償を導入しようとする意見があるが反対する。現行規程で大きな問題はない。
・ 102 条 1 項、2 項は、立証のしやすさから良い点と考えます。
・ 特許権者は、業として特許発明を実施する権利を専有するわけであるから、権利者以外
の者が特許発明を実施して得た利益は、損害として賠償するのは当然であり、維持すべ
き制度であると考える。
＜費用＞
・ 良い点：弁護士費用として、損害の 1 割が認容されることが多い点。
特許権者の立場で、悪い又は改善すべきと考えている点
＜訴訟制度全般・裁判所＞
・ 実感できる悪い点は、特にありません。
・ 特許権者がわが負ける場合が多い。
・ 特段見当たらない（特許権者、被疑侵害者双方の観点から）。
＜証拠収集＞
・ 立証責任が特許権者に偏り、その為本当は侵害しているのに立証不十分で負けるケース
が（又は損害賠償金額が大幅に減額されるケースが）相当あるのではないか。裁判官が
それなり又は多少なりとも侵害しているとの心証をいだいたら、今よりもっと被疑侵害
者に内部資料を提出させる等の積極的な否認を求められる様にし双方に責任を負わせ
る様にした方がよい。
・ 損害額の立証責任が権者にあること。
・ 文書提出命令などの制度が使用しやすくなると良いと思われます。
・ 法律上の制度を活用にするために特許権者側に課せられる義務が厳しい。情報開示の申
し立てについては、実質的に機能しないとして諦め、手続き自体を行わない傾向にある。
・ 損害の立証が難しい。
＜ディカバリー・デポジション＞
・ ディスカバリー制度がないため侵害の立証が困難。
＜損害額の認定・寄与率＞
・ 102 条 1 項は、悪意（故意又は重過失）のある侵害者に対しては、その違法行為を十分
に罰するものではなく、特許権者として公正性が感じられない。ただし、特許権の存在
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を知らなかった善意（過失）の侵害者に対しては、この算定に異論はない。極めて悪質
な侵害行為に対しては、懲罰的損害賠償があっても良いと考える。
・ 損害賠償金額が少ない。
・ 寄与率の算出が困難である点。
・ 損害賠償額の認定が低すぎると感じる。
・ 弁護士費用の認定が損害賠償額の 10%程度であり、実態よりも低額であると思われる場
合がほとんどである。
・ 損害賠償金は、請求額満額の獲得は困難。
・ 損害の対象となる製品の売上規模の認定において、訴訟提起時のイ号製品のみや、その
日本売上のみを対象とする傾向にあるのではないかと感じる。現在のグローバス市場や、
通常ライセンス契約の慣習等も考慮すれば、損害額の認定については合理的範囲の製品
において、世界市場の販売規模を算出根拠としてもよいのではないかと思う。
・ 賠償算定で合理的な算定基準が不明確。特に特許の寄与度について低く認定される傾向
がある。
・ 勝訴しても損害認定額が低いので不満が残る。訴訟に訴えようとする動機が生じない。
・ 実質の損害額と同程度の賠償額を得ても、裁判費用を差し引くと、マイナスとなるよう
な裁判であれば、あえて制度を利用しようとは思わない。
・ 侵害訴訟の場では、3 項は一般的な実施料率を超えて解釈されるべきである。
・ 意図的に侵害した者に対しては懲罰的に 3 倍賠償規定の様なものがあっても良いので
はないか？権利を認めてライセンスを求めてきた企業とは差を出すべきと考える。
・ 善意の侵害と悪意の侵害があるので、ロイヤリティに差をつけた方が良い。また、被侵
害者がライセンスと申し入れた場合と、訴訟してライセンスを払うことになった場合で
大きく差をつけるべき。
・ 利益に関する情報は被疑侵害者が持っているため、損害の立証が難しい。
・ 特許法第 102 条第 1 項、第 2 項は立証が困難であり、実質的に使えない。
・ 業界、製品等、市場の大きさ等で原価率が異なり、ライセンス料率算定、損害額推定を
実際に行うには困難を伴うことが多い。一方、訴訟で争うことは殆どないが、国際標準
化の流れの中で FRAND でのライセンス料率算定など、時代による変化もあるため、定期
的に改訂される指針等があると一助にはなる。
・ 「その侵害の行為がなければ販売することができた物」＝特許請求の範囲で特定された
物（又は方法）とは限らず、例えば、必ずセットで流通する物のうちの一部の損害しか
認められない。
・ 損害賠償額が低い。
・ 米国のような 3 倍賠償は無理だとしても、例えば品全体に対するレートを一定するなど
の工夫が必要。
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・ 市場の考えが狭くて不合理。現状の生産能力や営業力によって制限を加えると賠償額は
少額となり、訴訟のメリットが無くなる。
・ 侵害者が侵害を思いとどまる程度の損害賠償が認定されにくい。ハードルを下げるべき
である。
・ 懲罰制裁金の認定をすべき。
・ 損害賠償が認められる額が低廉である。
・ 特許法 102 条 1 項但し書き「販売することができない事情」が適用された場合に同条 3
項の適用が許されるか否かの判断が振れる場合がある。
・ 近年の判例等により、日本の特許侵害訴訟における賠償認定額は上昇傾向にあるものの、
その認定範囲は「実施料相当額」
、
「実質損害額」に留まっており、所謂、故意侵害行為
に対する懲罰的賠償制度は設けられていない。特許権者の立場としては、侵害者の「や
り得」を抑制する為、米国や中国のような懲罰的な要素の導入も一考の余地があると考
える。一方、訴訟のインセンティブを目的とする懲罰的賠償制度の導入には反対する。
・ 損害賠償額が低い。
・ 差し止め請求が認められる場合と FRAND の宣言等により認められない場合では損害賠
償の金額の計算方法は異なるものになって当然。
・ 102 条について、司法関係者で、結論が出ていないのであれば、明確な法文を立法サイ
ドから作りあげていただきたい。
・ 損失に対する補償の額が低過ぎる。
・ 賠償額の算定の根拠が分らない。当事者でも推計でき公式が欲しい。
・ 損害賠償を受け取ったとしても、訴訟期間中に市場シェアを奪われてしまっては訴訟自
体の意味が無いと考える。
・ 損害賠償額が低額のため、代理人費用を考慮すると、侵害訴訟に踏み切れない。
・ 懲罰的賠償制度がないため損害額が低い。
・ 損害額の推定規定は使用しやすいが前提となる被疑侵害者の販売数量は依然立証が困
難である。
・ 実質の損失に対して、請求の結果受領できる額が低い。
・ 裁判官によって賠償金額が上下する
・ 懲罰的賠償制度を導入して欲しい。
・ 特許権者の立場からは、日本の損害賠償額が低いところに落ち着く傾向にあるように思
え、弁護士費用他裁判費用を考えた場合、訴訟を起こす前に社内で終わってしまう事が
多く、差止請求をメインに裁判方針を立てざるを得ないです。本来、侵害されて損害を
受けているわけであるので、米国のように懲罰的賠償も考えていただきたい。
・ 特に 102 条 1 項に基づく請求について、自己の利益率が判決文等により競合会社や顧客
に分かってしまうことになる点。例えば損害賠償額は公開するが、利益率や数量、
個数、
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寄与率等の算出方法を非公開にする、又は損害賠償額まで含めて非公開にするという方
法も取り得るのではないか。
・ 損害額の推定規定（102 条 1 項）が実効的でない点。侵害が認められても賠償額が十分
でない場合が多く、国内で侵害訴訟を提起しても「ワリに合わない」ため、結果として
特許権取得の実益が損なわれている点。
・ 損害賠償額が一般的に低額なこと。
・ 損害賠償額が低廉な印象があり、特許の経済的価値が守られていない印象を受ける。
・ 損害賠償額やすい。
・ 懲罰的賠償制度を導入してほしい。だめでも「不誠実な侵害者に対しては実施料を高額
認定してよい」と明文化してほしい。
・ 侵害の実態にあわせるため、賠償額の算出に至るまでが複雑である。
・ 特許 102 条 1 項 2 項の適用範囲が不明瞭である点（例えば、グループ企業内にて一元管
理のため特許権を未実施の親会社等に譲渡し、専用実施権を設定しない場合、1 項 2 項
が適用されるのかが不明）。
・ 認容額が低い。代理人費用の実費も得られにくい状況では、訴訟を提起しにくい。
・ 事前にライセンス契約等をすることなく、特許権侵害訴訟で確定してから、ライセンス
料を支払っても、支出として変わらないのでは、抑止力になりにくいのではと考えてい
ます。事前のライセンス契約が促進されるような状況になることを望みます。
・ 102 条 2 項は証明が難しいので 1 項を用いたが、特許権者側の利益率などの情報が相手
側に流出するのは、秘密保持の下とはいえ好ましくない。また 1 項で認容されなかった
部分の 3 項併用の問題も残る。無効論/侵害論で侵害の心証が出た時点で被疑侵害者側
の利益を開示するような仕組みがあれば良い気がしました。（深く学んでませんので、
直感的な回答です）。
・ 賠償額も少ないため、訴訟のメリットが小さい。
・ 損害賠償額を引き上げるべき。
・ 日本は米国と比べて損害賠償額が低い。
・ 故意侵害に対する制裁効果を高める制度の導入。
・ 認容額が欧米に比べて安い。
・ 損害賠償額が低額で特許権者の損失分を賄えている様には感じられません。
・ 訴訟に時間がかかる点。
・ 損害賠償額が安すぎる。
・ 国ごとに賠償金額が異なるように思う。損害賠償額が低額。原告側の利益率開示は他社
のことを考慮するとためらいを感じると思う。
・ 実際の損害賠償額は、通常のライセンスで得られる額におさまるケースが多く、侵害者
の方が有利との感がある。
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・ 損害額の挙証責任が重い。特許法 102 条があるものの、例えば同 1 項は自社の利益を開
示することになるので使いにくい、等。
・ 損害賠償の額を推定した際に、推定額が少ないと訴訟を断念する要因になると考えられ
ます。このような場合への救済措置があればと思います。
・ 損害として認められる金額が低すぎる。
・ 直接関係ないかもしれませんが、損害額の推定規定の時効 3 年は短すぎると思慮いたし
ます。侵害者が複数ある場合コストの関係もあり全ての侵害者に対して同時に訴訟を提
起できません。また訴訟、控訴審となれば 2 年程度かかる場合もあります。このような
場合、次なる訴訟にとりかかる頃には時効が迫ってくると思います。そこで時効の見直
しをしていただけるとありがたいです。
・ 訴え提起の段階で(侵害・非侵害が確定していないのに)損害賠償額を算出する必要があ
り、負荷が高い。
・ 特許権侵害訴訟の場面における損害賠償額が低い。特 102 条（損害の額の推定等）の規
定の見直しが必要である。なお、悪意の侵害行為に対しては、3 倍賠償などの規定の創
設などが必要である。
・ 無線規格の標準必須特許（Standard Essential Patent:SEP）について、認定される損
害賠償額が小さく、研究開発投資の効果的な回収が難しい
・ 訴訟例（判決までの）例が少なく、業界の違い等も考慮すると損害額算定の参考となる
前例が乏しい。
・ 米国等に比べて損害賠償金額が不充分。
・ 侵害の立証が困難である上に、仮に立証に成功し侵害が認められたとしても、特許の寄
与率が低く算定されるため、弁護士費用を考えると、差止が必ず必要な場合以外は訴訟
提起に踏み切れない。
・ 102 条 2 項「特許権者の実施がなくても適用」の判決がされましたが、法律に明文化さ
れていないので、いずれは、明文化してほしい。
・ 侵害賠償認定額：いわゆる
「侵害し得」防止のための規定が種々制定されてきているが、
全般的に十分な効果があるように見えない。米国の三倍賠償等、懲罰的な損害賠償につ
いての導入を検討すべきと考える。
・ 部品特許に係る損害賠償額：特許が部品に係るものである場合、完成品の売上高や販売
利益に部品の発明の寄与率を乗じて損害賠償額を算定することがあるが、その場合に裁
判所が認定する寄与率が低い。
・ 損害賠償額が低い（3 倍賠償が認められない）
・ 損害賠償額が小さい。
・ 裁判所が和解勧試の際に和解案を提示したとしても、判決の認容額の予測可能性が高ま
る訳ではない点。
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・ 低額である。
・ 102 条第 1 項の解釈が分かれ、逸失利益の算出が難しい。原告側で「調べられる範囲」
で主張立証しなければならず、相手側の利益の立証は難しい
・ 認定される金額が低く、特許出願の動機づけがしにくい（とはいえ、米国のような法外
な金額の認定が適切とも考えない）
。
・ 損害賠償額が米国等と比較して低額である。
・ 実際の損害の額を補填するのに見合った制度ではない。
・ 寄与の度合いの認定が不明確ではないか（特許権者、被疑侵害者双方の立場で悪い）。
・ 被疑侵害者の限界利益の計算までは精密な計算を行うのに、その後理由なく寄与率が決
められ、損害賠償額が低額となり、権利者が想定している実損を補填できないこと。
被疑侵害者の利益が小さい場合、損害賠償額が低額となること(102 条 1 項、3 項は使い
にくいことが多いので)。
・ 限界利益が損害とされると、権利者は固定費を負担することなく、利益を得られ、過度
な賠償と考える。
・ 故意侵害に対しては、懲罰的な賠償額を適用してもよいのではないか。
・ 金額が損害を補填するのに不十分で、侵害の抑制に繋がっていない。
・ 認定される額が少ない点。
・ 損害賠償額が低い。
・ 海外、特に欧米に比べて少額。
・ 双方の立場から、以下の改善が必要だと考える。日本での損害賠償請求の利用が少ない
理由として、その額の多寡が問題とされることがあるが、適正な損害賠償額を算定しに
くいシステムになっていることが問題であり、たとえば、秘密保持命令等手続に改善の
余地があるのではないか。
＜費用＞
・ 勝訴者に対する裁判維持費用への一定の補償を敗訴者へ課すべき。
・ 勝訴への準備に費用を要する。
・ 双方の立場で悪いと考えている点：勝訴しても弁護士費用、社内でかかった人件費等の
費用は補われず、費用負担が大きい。
＜時間＞
・ 侵害の事実を確定、証明する手間が非常に大きいと考える。
・ 時間が掛かりすぎる（仮処分）。
・ 損害額の認定に至るまでの時間と労力を要する点が改善できれば良いと考える。
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＜ダブルトラック・特許無効＞
・ 無効率が高く訴訟提起のリスクが高い。
被疑侵害者の立場で、良い又は維持すべきと考えている点
＜訴訟制度全般・裁判所＞
・ 特に変更の必要があるとは思わない。
・ 反論の場が持てる。
・ 実感できる良い点は、特にありません。
・ 被疑侵害者の立場からすれば、損害賠償については和解が必要です。判決によらず和解
して終われる方向づけは今後も必要と思われます。
・ 特許権者のクレームで戦っているのに、いつのまにか不正競争のような見た目の心証が
影響される点。
＜証拠収集＞
・ 無用な証拠提出要求を受けることがないため、本論を争点に訴訟のリスク評価が可能で
ある。
＜損害額の認定・寄与率＞
・ 事実に基づいて客観的に損害賠償額が認定されるので、経営上の事後対応策を練りやす
くなる。
・ 規格関連特許（SEP）に関するレートの設定方法がリーズナブルであること。
・ 損害賠償金額が少ない。
・ 賠償金が想像もつかないほど、高額になることがない。
・ 損害額はあまり大きくはなく、また米国のように懲罰的な損害額の認定等がない点。
・ 米国のような懲罰的な算出がない点。
・ 損害額の計算を利用すれば、寄与率、料率、市場規模などの各ポイントで減額をするこ
とが可能になるので好ましい。
・ 不合理に高額な賠償は認められにくい。
・ 損害賠償額たいした事ないので真似得の感がある。
・ 被疑侵害者にやさしい（侵害しても賠償は低額の）印象。
・ 損害認定額が低い。
・ 損害賠償額の算定につき、寄与率の考え方を採用している点。
・ 賠償額が米国のように不当に高額になることがなく、安定感がある。
・ 米国のように、損害賠償金額が極端に高騰することはなく、その秩序は守られるべき。
・ 損害賠償額が低い（3 倍賠償が認められない）
。
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・ 過失の推定規定で、過失がなかった事を立証すれば推定が覆り、損害額の推定は排斥さ
れる。
・ 損害賠償額が米国等と比較して低額である。
・ 裁判所から損害賠償にかかる不当に広範囲での書類開示が要求されない点
・ 懲罰賠償、3 倍賠償の制度がない点。実損害を超えて賠償が認められると、トロルなど
による濫訴が生じる危険があると考える。
・ 高額すぎない損害賠償。
・ 懲罰的損害賠償制度が無いので、予測可能性が高い。
・ 懲罰的賠償を導入しようとする意見があるが反対する。現行規程で大きな問題はない。
＜費用＞
・ 弁護士費用の認定が損害賠償額の 10%程度であり、ある程度予見可能。
・ 敗訴者に負担させることは、言いがかり的な訴訟を抑止する意味で有効と考える
＜時間＞
・ 損害額の認定に至るまでの時間と労力を要する点が改善できれば良いと考える。
被疑侵害者の立場で、悪い又は改善すべきと考えている点
＜訴訟制度全般・裁判所＞
・ 権利者優位な考えが大きくなっているため、侵害してしまった場合に非常に不利な状況。
特に、数年前までの特許がつぶれやすかった時代に無効の鑑定書を弁理士から取得して、
無効を疑うことなく侵害行為をしたケースにおいて、近年の権利者優位の時代に提訴さ
れると、無効にならず、不利な状況となる。
・ 実感できる悪い点は、特にありません。
・ 特許の場合「特許請求の範囲」が侵害しているか否かの拠り所になりますが、被疑侵害
者の立場としては、この請求の範囲に入っているかいないか、損害賠償額がどのくらい
になるかの判断は結局のところ裁判官次第となって、客観的に損害賠償の認定がしづら
いため、改善が必要と思われます。
＜損害額の認定・寄与率＞
・ 利益額を限界利益額で算定しており、損害賠償額が実際の利益以上になることが多い。
・ 損害論に入った段階では任意で利益額等の情報開示を求められるが、どこまでが開示を
拒否できるのかが明確でなく、やみくもに開示拒否をして裁判官の心証に影響を与える
ことを懸念して情報開示を行わざるを得ない点が不満。また、損害額の認定の根拠（利
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益の用語の意味など）が裁判官により変わることもあり、金額が予想できない。寄与率
に関する考え方もまちまちである。
・ （特許権者の立場と同じ）・業界、製品等、市場の大きさ等で原価率が異なり、ライセ
ンス料率算定、損害額推定を実際に行うには困難を伴うことが多い。一方、訴訟で争う
ことは殆どないが、国際標準化の流れの中で FRAND でのライセンス料率算定など、時代
による変化もあるため、定期的に改訂される指針等があると一助にはなる。
・ 金額が大きすぎるケースは対応ムズかしい。
・ 算定基準となる項目の評価が裁判官の考えによるところが大きいので不安定（特許権者
の立場でも言える）。
・ 特に 102 条 2 項に基づく請求について、自己の利益率が判決文等により競合や顧客に分
かってしまうことになる点。例えば損害賠償額は公開するが、利益率や数量、個数、寄
与率等の算出方法を非公開にする、又は損害賠償額まで含めて非公開にするという方法
も取り得るのではないか。
・ 損害計算根拠の提出を簡素化できるほうがよいと思う。
・ 結果としての数字の根拠(寄与率や算定方法)に納得感が低い。
・ 102 条 2 項「特許権者の実施がなくても適用」の判決がされましたが、法律に明文化さ
れていないので、いずれは、明文化してほしい。
・ 損害賠償額の算出根拠が特許権者側に有利に判断されているように思われる。
・ 契約などで定められる実施料よりも、侵害行為が行われて侵害者が得た利益額等が判明
した後で認定される使用料が高くなる。
・ 自らが事業を行っていない特許権者が請求できる損害額の算定は、特許法第 102 条 3
項に基づく実施料相当額になりますが、1 つの製品中に特許権が数千・数万と存在する
場合であっても、最終製品価格の数%程度のライセンス料相当額を要求されるケースが
散見されている。特許請求の範囲の記載が最終製品であっても、部品部分に特許技術が
集約されているならば、部品価格をベースに算定すべきと考える。
・ 具体的な証拠はないが、判決による賠償金額と和解による場合とで、金額が大きく異な
っている（判決の方がはるかに高額）印象がある。裁判所と企業の間で賠償金額につい
ての考えに温度差があるのではないか。職務発明に関するもので、かつ極端な例はある
が、青色発光ダイオード事件では 1 審判決が 200 億であったのに対し、控訴審では 6
億円で和解しており、裁判所と企業との間に意識のズレが伺える。
・ 損害賠償額の算定根拠が乏しい。
＜費用＞
・ 弁護士費用の敗訴者負担が認められない。
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・ 裁判所までの日当・交通費等の負担（弁護士費用を要する）がばかにならないので、地
方の方は大変だと思う。TV 会議導入の方向で。
＜時間＞
・ 損害額の認定に至るまでの時間と労力を要する点が改善できれば良いと考える。
＜ダブルトラック・特許無効＞
・ 不当な特許で侵害を提起される。
＜営業秘密・秘密保持命令＞
・ 「特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の
単位数量当たりの利益」について相手主張の否認には相手の営業秘密を知る必要がある
ので、否認の理由・根拠を説明することが難しい。「譲渡数量の全部又は一部に相当す
る数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情」を定量的に
立証するには相手の営業秘密を知る必要があり、主張が難しい。
＜その他＞
・ いわゆる特許の藪の問題のため、確実なクリアランスが困難である。
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（２）弁護士

Ｄ－８

我が国の特許権侵害訴訟における損害賠償請求に対するお考えをお聞かせく

ださい（回答自由）

特許権者側代理人の立場で、良い又は維持すべきと考えている点
＜訴訟制度全般・裁判所＞
・ 法制度として、特に問題視すべき点はないし、現行法のままでよいと考える。但し、裁
判所の損害額の認定は硬直的にすぎるように思う。
・ 現在の実務では、立証責任はさておき、裁判所から侵害の心証が示された場合は、事実
上、被告において販売実績（限界利益なども）を開示するような訴訟指揮が執られ、知
財に通じた代理人はその審理に協力しているから、問題点があったとしても、もう少し
長いスパンでその是正の方向を考えた方がよいと思う。
・ 現状でよい。三倍賠償や懲罰的賠償は適当ではない。それを認めるのであれば特許法
104 条の 4 を改正し、判決確定後無効となったときは特許権者にも同様のペナルティを
課すべきである。
＜証拠収集＞
・ 損害の資料について、訴訟指揮で被告からの提出が期待できる。
・ 立証が可能となった（文書提出、計算鑑定、訴訟指揮）。
＜損害額の認定・寄与率＞
・ （双方の立場）全般的に良好と思うが、損害額の設定がやや低いと思われる。
・ 双方：寄与率算定等の基準が明確になっていない点があるが、実際には裁判所が事案に
応じた算定の判断としてうまく利用されていると考えます。
・ 102 条 1 項に基づく請求は、十分な賠償が得られる場合がある。102 条 1 項の適用射程
は、米国よりも広い。米国では、実施料相当額が非常に小さくなる特許権の場合では、
実施料相当額が高額となる場合がある。
・ 計算鑑定人制度はこれまで利用した経験はないが、相手方が情報開示に消極的な場合に
有効と考える。
・ 寄与率という調整弁によい、妥当性の高い損害額を算定するプラクティスが確立してい
る。
・ 損害賠償請求については既に多くの改正がされており、後は運用と解釈の問題と考えま
す。
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・ 計算鑑定はよく機能していると思う。
・ 102 条 3 項によりいくらかは賠償が認められる点。
・ 102 条 1 項、2 項によれば適切な額で認定される（双方の立場）。
＜その他＞
・ 詳しい私見は、「特許権行使による損害賠償と差止―現状の問題点と立法政策の提言」
知財研フォーラム 100 号 11 頁以下を参照されたい。
・ 進歩性判断に関しては、後知恵排除の原則が明示的に意識されるようになって移行、比
較的妥当な判断がなされるようになった。これが将来にわたって維持されるよう、進歩
性判断の手法を省令化する等の対応を期待する。
特許権者側代理人の立場で、悪い又は改善すべきと考えている点
＜証拠収集＞
・ 証拠の開示が不十分。
・ 実効性ある侵害立証手段の欠如。
・ 同業者の場合、売上は予想がつくので少し少な目に請求しておけば相手方としても認
めざるを得ず立証に困ることはない。
＜損害額の認定・寄与率＞
・ （双方の立場で）歴史的には 1～3 項まで規定されているが、実際には特に 1 項、2 項
について、かなり減額されている例が多い。制度趣旨としては、権利者保護のための
規定だが、相当因果関係論により客観的な算定になりすぎていないか。
・ 損害概念が現状回復ドグマに捉えられすぎている。寄与率、実施料率が低すぎる。
・ 寄与率等の判断根拠が判決理由として十分に示されない。実施料相当額の認定も、発
明協会のデータ等に依拠することが多く、実務に即していない。訴訟手続を利用して
ようやく勝訴したということが損害賠償額に反映されない。
・ とにかく寄与率が不明確。
・ 2 項に関して寄与率の認定根拠が不透明。相当実施料率の認定も根拠がよくわからない。
・ 102 条 1 項，2 項による損害計算において，覆滅が容易に認められる点。寄与率減額が
大きい点。
・ 損害賠償額が少額であり、勝訴率の低さ、特許が無効にされるおそれも考慮すると、
提訴するメリットが認められない。損害賠償額の適正化（＝高額化）は必要不可欠。
・ 寄与率の認定について、具体的かつ説得的な根拠を明示すべき（特許権者側代理人、
被疑侵害者側代理人双方の立場で）
。
・ 減額の要素が多すぎる。
（寄与率、マーケットシェア等）
。
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・ 故意侵害に対する懲罰的請求がない点。裁判所の認定が厳格すぎる点。
・ 最終的な結果としての認定が低いため、様々な訴訟コストを回復できないことがある。
＜費用＞
・ 弁護士費用の認定が低すぎる。印紙が高い。
・ 弁護で費用の賠償が、原則認容額の 10%基準になっているが、実態に合わない。
（権利
者の手取り額が少額になってしまうのは問題）
・ 訴訟費用、特に差止請求のための負担が大きく、中小企業は差止めの請求が困難であ
る。
・ 代理人費用が損害賠償の１割という相場によるため、現実と大きく乖離している。
＜時間＞
・ 時間がかかる。迅速にしてもらいたい。
＜ダブルトラック・特許無効＞
・ ダブルトラックであり、かつ専属管轄である為費用がかかる。この点が考慮されてい
ない。
・ 無効審判とのダブルトラックによる訴訟追行負担。
被疑侵害者側代理人の立場で、良い又は維持すべきと考えている点
＜訴訟制度全般・裁判所＞
・ 侵害論と損害論の分離。
・ 訴訟指揮、文提等により、適切に運営されていると考えます。
・ 陪審による極端な結論は出ない。
＜証拠収集＞
・ 証拠提出の負担が軽い。
＜損害額の認定・寄与率＞
・ 医薬品等、米国では極めて高額な損害賠償が認められる事例でも、日本では低額とな
る。
・ 実損主義
・ 102 条 1 項，2 項による損害計算において，覆滅が比較的容易に認められる点。寄与率
減額が大きい点。
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・ 公正か否かを別として、現状は敗訴しても賠償額が少額なためダメージが限定的であ
ることから、被疑侵害者にとって有利な制度といえる。
・ 懲罰的賠償が無い。
被疑侵害者側代理人の立場で、悪い又は改善すべきと考えている点
＜損害額の認定・寄与率＞
・ 多くの特許権を使用しないと製造ができない製品においても、高額な損害賠償が認め
られる場合がある。
・ とにかく、寄与率が不明確。理由を明確に示してもらいたい。
・ 特許が、需要者にとって購入の動機の一部でしかなくても、製品全体にわたる特許に
ついては、寄与率が高く認定されることがある。
・ 寄与率等の認定も含めて、適当な認定になることがある点。
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９．

我が国の特許権侵害訴訟における損害賠償請求に対する考え

（１）企業
Ｄ－８

我が国の特許権侵害訴訟における損害賠償請求に対するお考えをお聞かせく

ださい（回答自由）

特許権者の立場で、良い又は維持すべきと考えている点
＜訴訟制度全般・裁判所＞
・ 制度・条文は整備されていると思う。
・ やはり差止請求が主。
・ 特に変更の必要があるとは思わない。
・ 特許侵害訴訟は、賠償額の認定範囲及びその額について、一定水準以上の公平性・予見
性が担保されていると考える。一方で賠償額が低い印象のある判決も見受けられる。
・ 訴訟は法人対法人で行なっているにもかかわらずあたかも個人対法人である様な印象
操作が行なわれ、しかも裁判所がその印象に悪のりしている様に思われる。
・ 権利者の権利を守る為に、必要な手続である。
・ 特許権の有効性を発揮できる。
・ 侵害が継続する場合には差止めを認めている。
・ 双方の立場で：侵害論と賠償論が原則として分離されているところ
・ 裁判官により判断される点（陪審員による判断ではない）
。
・ 鑑定、書面・期日のやりとりなど全体的には、大きな問題は感じませんでした。
・ 特許権者、被疑侵害者双方の立場から：経験のある裁判官が審理することにより、予見
可能性が比較的高い。
・ 権利者・被疑侵害者の双方にとって、損害立証がある程度定型化されているのは予測可
能性の点から、メリットがあると思う。
・ 認定がしっかりしている。
・ 特許権者、被疑侵害者双方の立場。紛争解決の 1 手段として意味があると考えている。
＜証拠収集＞
・ ある程度、被疑侵害者に立証責任を負わせることができる点。
＜損害額の認定・寄与率＞
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・ 損害賠償額については、双方で食い違うケースが多々あると思われるので、法的に規定
して双方の納得感を高めるのは良いと思う。
・ 102 条（損害額の推定規定）、103 条（過失の推定）、104 条（生産方法の推定）。
・ 利益額を限界利益額で算定している。
・ 製品や技術分野で異なるとは思うが、損害額の認定において、半導体製品販売額の 1%
の料率を認定する等があり、料率については比較的高く、良いと感じる。
・ とりあえず 3 つの方法で算出できる。
・ 特許法第 102 条で、損害額推定の考えが規定されている点。
・ 102 条 1 項によれば、侵害者の実施数量さえつかめば実際の侵害者の利益額が不明でも
請求可能である点。
・ 損害額の推定規定は維持すべき。
・ 損害計算式が示されている点は判りやすいので主張がしやすい。立証責任の負担も少な
い点も好ましい。
・ 米国の故意侵害の 3 倍賠償まではいかないまでも、故意侵害が賠償額に反映されている
ような点もあり、権利者有利な非常によい傾向だと考える。
・ 損害額の認定が総じて低く、訴訟に掛かる費用・手間を考えると、必ずしも十分な補償
にはならない。
・ 法 102 条 1 項は、オール・オア・ナッシングの認定を防ぐ上で必要な条文であり、維持
すべきと考えます。また、法 105 条の 3 も、裁判所の算定で平均的な算定額が認められ
ますので、特許権侵害訴訟の裁判を考える上で、重要な条文と考えます。
・ 侵害の実態にあわせて精査されるので、損害の実態が明確になる。
・ 特許法 102 条の損害額の推定規定により、特許権者が損害額を立証する負担が軽減され
ている点。
・ 特許法 102 条の損害額の推定規定。
・ 特許権者に不利益な算定が行われている印象。
・ 102 条（損害額の推定）の規定は妥当。
・ 損害額の算定に必要な証拠は、裁判所の訴訟指揮や文書提出命令制度により入手しやす
い。
・ 推定規定が法定されているのは予測可能性が高い。
・ 実施が無い場合でも、102 条 2 項の損害額の認容。
・ 法整備が進み、損害賠償に対する関心が高まってきた。
・ 損害賠償算定方法等他国（特に、先進主要国）との比較検討することも一案である。
・ 102 条は損害額を求めるのに助かる。
・ 訴訟指揮等で被疑侵害者の経理、財務資料が提出されること(被侵害者の立場としても
公正な裁判という点から好ましい)。
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・ たとえば寄与率等が十分に考慮されるなどという点において、特許価値に応じた合理的
な損害額算定がなされる制度となっている。（特許権者、被疑侵害者双方の観点から）
。
・ 懲罰的賠償を導入しようとする意見があるが反対する。現行規程で大きな問題はない。
・ 102 条 1 項、2 項は、立証のしやすさから良い点と考えます。
・ 特許権者は、業として特許発明を実施する権利を専有するわけであるから、権利者以外
の者が特許発明を実施して得た利益は、損害として賠償するのは当然であり、維持すべ
き制度であると考える。
＜費用＞
・ 良い点：弁護士費用として、損害の 1 割が認容されることが多い点。
特許権者の立場で、悪い又は改善すべきと考えている点
＜訴訟制度全般・裁判所＞
・ 実感できる悪い点は、特にありません。
・ 特許権者がわが負ける場合が多い。
・ 特段見当たらない（特許権者、被疑侵害者双方の観点から）。
＜証拠収集＞
・ 立証責任が特許権者に偏り、その為本当は侵害しているのに立証不十分で負けるケース
が（又は損害賠償金額が大幅に減額されるケースが）相当あるのではないか。裁判官が
それなり又は多少なりとも侵害しているとの心証をいだいたら、今よりもっと被疑侵害
者に内部資料を提出させる等の積極的な否認を求められる様にし双方に責任を負わせ
る様にした方がよい。
・ 損害額の立証責任が権者にあること。
・ 文書提出命令などの制度が使用しやすくなると良いと思われます。
・ 法律上の制度を活用にするために特許権者側に課せられる義務が厳しい。情報開示の申
し立てについては、実質的に機能しないとして諦め、手続き自体を行わない傾向にある。
・ 損害の立証が難しい。
＜ディカバリー・デポジション＞
・ ディスカバリー制度がないため侵害の立証が困難。
＜損害額の認定・寄与率＞
・ 102 条 1 項は、悪意（故意又は重過失）のある侵害者に対しては、その違法行為を十分
に罰するものではなく、特許権者として公正性が感じられない。ただし、特許権の存在
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を知らなかった善意（過失）の侵害者に対しては、この算定に異論はない。極めて悪質
な侵害行為に対しては、懲罰的損害賠償があっても良いと考える。
・ 損害賠償金額が少ない
・ 寄与率の算出が困難である点。
・ 損害賠償額の認定が低すぎると感じる。
・ 弁護士費用の認定が損害賠償額の 10%程度であり、実態よりも低額であると思われる場
合がほとんどである。
・ 損害賠償金は、請求額満額の獲得は困難。
・ 損害の対象となる製品の売上規模の認定において、訴訟提起時のイ号製品のみや、その
日本売上のみを対象とする傾向にあるのではないかと感じる。現在のグローバス市場や、
通常ライセンス契約の慣習等も考慮すれば、損害額の認定については合理的範囲の製品
において、世界市場の販売規模を算出根拠としてもよいのではないかと思う。
・ 賠償算定で合理的な算定基準が不明確。特に特許の寄与度について低く認定される傾向
がある。
・ 勝訴しても損害認定額が低いので不満が残る。訴訟に訴えようとする動機が生じない。
・ 実質の損害額と同程度の賠償額を得ても、裁判費用を差し引くと、マイナスとなるよう
な裁判であれば、あえて制度を利用しようとは思わない。
・ 侵害訴訟の場では、3 項は一般的な実施料率を超えて解釈されるべきである。
・ 意図的に侵害した者に対しては懲罰的に 3 倍賠償規定の様なものがあっても良いので
はないか？権利を認めてライセンスを求めてきた企業とは差を出すべきと考える。
・ 善意の侵害と悪意の侵害があるので、ロイヤリティに差をつけた方が良い。また、被侵
害者がライセンスと申し入れた場合と、訴訟してライセンスを払うことになった場合で
大きく差をつけるべき。
・ 利益に関する情報は被疑侵害者が持っているため、損害の立証が難しい。
・ 特許法第 102 条第 1 項、第 2 項は立証が困難であり、実質的に使えない。
・ 業界、製品等、市場の大きさ等で原価率が異なり、ライセンス料率算定、損害額推定を
実際に行うには困難を伴うことが多い。一方、訴訟で争うことは殆どないが、国際標準
化の流れの中で FRAND でのライセンス料率算定など、時代による変化もあるため、定期
的に改訂される指針等があると一助にはなる。
・ 「その侵害の行為がなければ販売することができた物」＝特許請求の範囲で特定された
物（又は方法）とは限らず、例えば、必ずセットで流通する物のうちの一部の損害しか
認められない。
・ 損害賠償額が低い。
・ 米国のような 3 倍賠償は無理だとしても、例えば品全体に対するレートを一定するなど
の工夫が必要。
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・ 市場の考えが狭くて不合理。現状の生産能力や営業力によって制限を加えると賠償額は
少額となり、訴訟のメリットが無くなる。
・ 侵害者が侵害を思いとどまる程度の損害賠償が認定されにくい。ハードルを下げるべき
である。
・ 懲罰制裁金の認定をすべき。
・ 損害賠償が認められる額が低廉である。
・ 特許法 102 条 1 項但し書き「販売することができない事情」が適用された場合に同条 3
項の適用が許されるか否かの判断が振れる場合がある。
・ 近年の判例等により、日本の特許侵害訴訟における賠償認定額は上昇傾向にあるものの、
その認定範囲は「実施料相当額」
、
「実質損害額」に留まっており、所謂、故意侵害行為
に対する懲罰的賠償制度は設けられていない。特許権者の立場としては、侵害者の「や
り得」を抑制する為、米国や中国のような懲罰的な要素の導入も一考の余地があると考
える。一方、訴訟のインセンティブを目的とする懲罰的賠償制度の導入には反対する。
・ 損害賠償額が低い。
・ 差し止め請求が認められる場合と FRAND の宣言等により認められない場合では損害賠
償の金額の計算方法は異なるものになって当然。
・ 102 条について、司法関係者で、結論が出ていないのであれば、明確な法文を立法サイ
ドから作りあげていただきたい。
・ 損失に対する補償の額が低過ぎる。
・ 賠償額の算定の根拠が分らない。当事者でも推計でき公式が欲しい。
・ 損害賠償を受け取ったとしても、訴訟期間中に市場シェアを奪われてしまっては訴訟自
体の意味が無いと考える。
・ 損害賠償額が低額のため、代理人費用を考慮すると、侵害訴訟に踏み切れない。
・ 懲罰的賠償制度がないため損害額が低い。
・ 損害額の推定規定は使用しやすいが前提となる被疑侵害者の販売数量は依然立証が困
難である。
・ 実質の損失に対して、請求の結果受領できる額が低い。
・ 裁判官によって賠償金額が上下する。
・ 懲罰的賠償制度を導入して欲しい。
・ 特許権者の立場からは、日本の損害賠償額が低いところに落ち着く傾向にあるように思
え、弁護士費用他裁判費用を考えた場合、訴訟を起こす前に社内で終わってしまう事が
多く、差止請求をメインに裁判方針を立てざるを得ないです。本来、侵害されて損害を
受けているわけであるので、米国のように懲罰的賠償も考えていただきたい。
・ 特に 102 条 1 項に基づく請求について、自己の利益率が判決文等により競合会社や顧客
に分かってしまうことになる点。例えば損害賠償額は公開するが、利益率や数量、
個数、
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寄与率等の算出方法を非公開にする、又は損害賠償額まで含めて非公開にするという方
法も取り得るのではないか。
・ 損害額の推定規定（102 条 1 項）が実効的でない点。侵害が認められても賠償額が十分
でない場合が多く、国内で侵害訴訟を提起しても「ワリに合わない」ため、結果として
特許権取得の実益が損なわれている点。
・ 損害賠償額が一般的に低額なこと。
・ 損害賠償額が低廉な印象があり、特許の経済的価値が守られていない印象を受ける。
・ 損害賠償額やすい。
・ 懲罰的賠償制度を導入してほしい。だめでも「不誠実な侵害者に対しては実施料を高額
認定してよい」と明文化してほしい。
・ 侵害の実態にあわせるため、賠償額の算出に至るまでが複雑である。
・ 特許 102 条 1 項 2 項の適用範囲が不明瞭である点（例えば、グループ企業内にて一元管
理のため特許権を未実施の親会社等に譲渡し、専用実施権を設定しない場合、1 項 2 項
が適用されるのかが不明）。
・ 認容額が低い。代理人費用の実費も得られにくい状況では、訴訟を提起しにくい。
・ 事前にライセンス契約等をすることなく、特許権侵害訴訟で確定してから、ライセンス
料を支払っても、支出として変わらないのでは、抑止力になりにくいのではと考えてい
ます。事前のライセンス契約が促進されるような状況になることを望みます。
・ 102 条 2 項は証明が難しいので 1 項を用いたが、特許権者側の利益率などの情報が相手
側に流出するのは、秘密保持の下とはいえ好ましくない。また 1 項で認容されなかった
部分の 3 項併用の問題も残る。無効論/侵害論で侵害の心証が出た時点で被疑侵害者側
の利益を開示するような仕組みがあれば良い気がしました。（深く学んでませんので、
直感的な回答です）
・ 賠償額も少ないため、訴訟のメリットが小さい。
・ 損害賠償額を引き上げるべき。
・ 日本は米国と比べて損害賠償額が低い。
・ 故意侵害に対する制裁効果を高める制度の導入。
・ 認容額が欧米に比べて安い。
・ 損害賠償額が低額で特許権者の損失分を賄えている様には感じられません。
・ 訴訟に時間がかかる点。
・ 損害賠償額が安すぎる。
・ 国ごとに賠償金額が異なるように思う。損害賠償額が低額。原告側の利益率開示は他社
のことを考慮するとためらいを感じると思う。
・ 実際の損害賠償額は、通常のライセンスで得られる額におさまるケースが多く、侵害者
の方が有利との感がある。
- 162 -

・ 損害額の挙証責任が重い。特許法 102 条があるものの、例えば同 1 項は自社の利益を開
示することになるので使いにくい、等。
・ 損害賠償の額を推定した際に、推定額が少ないと訴訟を断念する要因になると考えられ
ます。このような場合への救済措置があればと思います。
・ 損害として認められる金額が低すぎる。
・ 直接関係ないかもしれませんが、損害額の推定規定の時効 3 年は短すぎると思慮いたし
ます。侵害者が複数ある場合コストの関係もあり全ての侵害者に対して同時に訴訟を提
起できません。また訴訟、控訴審となれば 2 年程度かかる場合もあります。このような
場合、次なる訴訟にとりかかる頃には時効が迫ってくると思います。そこで時効の見直
しをしていただけるとありがたいです。
・ 訴え提起の段階で(侵害・非侵害が確定していないのに)損害賠償額を算出する必要があ
り、負荷が高い。
・ 特許権侵害訴訟の場面における損害賠償額が低い。特 102 条（損害の額の推定等）の規
定の見直しが必要である。なお、悪意の侵害行為に対しては、3 倍賠償などの規定の創
設などが必要である。
・ 無線規格の標準必須特許（Standard Essential Patent:SEP）について、認定される損
害賠償額が小さく、研究開発投資の効果的な回収が難しい
・ 訴訟例（判決までの）例が少なく、業界の違い等も考慮すると損害額算定の参考となる
前例が乏しい。
・ 米国等に比べて損害賠償金額が不充分。
・ 侵害の立証が困難である上に、仮に立証に成功し侵害が認められたとしても、特許の寄
与率が低く算定されるため、弁護士費用を考えると、差止が必ず必要な場合以外は訴訟
提起に踏み切れない。
・ 102 条 2 項「特許権者の実施がなくても適用」の判決がされましたが、法律に明文化さ
れていないので、いずれは、明文化してほしい。
・ 侵害賠償認定額：いわゆる
「侵害し得」防止のための規定が種々制定されてきているが、
全般的に十分な効果があるように見えない。米国の三倍賠償等、懲罰的な損害賠償につ
いての導入を検討すべきと考える。
・ 部品特許に係る損害賠償額：特許が部品に係るものである場合、完成品の売上高や販売
利益に部品の発明の寄与率を乗じて損害賠償額を算定することがあるが、その場合に裁
判所が認定する寄与率が低い。
・ 損害賠償額が低い（3 倍賠償が認められない）
。
・ 損害賠償額が小さい。
・ 裁判所が和解勧試の際に和解案を提示したとしても、判決の認容額の予測可能性が高ま
る訳ではない点。
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・ 低額である。
・ 102 条第 1 項の解釈が分かれ、逸失利益の算出が難しい。原告側で「調べられる範囲」
で主張立証しなければならず、相手側の利益の立証は難しい。
・ 認定される金額が低く、特許出願の動機づけがしにくい（とはいえ、米国のような法外
な金額の認定が適切とも考えない）
。
・ 損害賠償額が米国等と比較して低額である
・ 実際の損害の額を補填するのに見合った制度ではない。
・ 寄与の度合いの認定が不明確ではないか（特許権者、被疑侵害者双方の立場で悪い）。
・ 被疑侵害者の限界利益の計算までは精密な計算を行うのに、その後理由なく寄与率が決
められ、損害賠償額が低額となり、権利者が想定している実損を補填できないこと。
被疑侵害者の利益が小さい場合、損害賠償額が低額となること(102 条 1 項、3 項は使い
にくいことが多いので)。
・ 限界利益が損害とされると、権利者は固定費を負担することなく、利益を得られ、過度
な賠償と考える。
・ 故意侵害に対しては、懲罰的な賠償額を適用してもよいのではないか。
・ 金額が損害を補填するのに不十分で、侵害の抑制に繋がっていない。
・ 認定される額が少ない点。
・ 損害賠償額が低い。
・ 海外、特に欧米に比べて少額。
・ 双方の立場から、以下の改善が必要だと考える。日本での損害賠償請求の利用が少ない
理由として、その額の多寡が問題とされることがあるが、適正な損害賠償額を算定しに
くいシステムになっていることが問題であり、たとえば、秘密保持命令等手続に改善の
余地があるのではないか。
＜費用＞
・ 勝訴者に対する裁判維持費用への一定の補償を敗訴者へ課すべき。
・ 勝訴への準備に費用を要する。
・ 双方の立場で悪いと考えている点：勝訴しても弁護士費用、社内でかかった人件費等の
費用は補われず、費用負担が大きい。
＜時間＞
・ 侵害の事実を確定、証明する手間が非常に大きいと考える。
・ 時間が掛かりすぎる（仮処分）。
・ 損害額の認定に至るまでの時間と労力を要する点が改善できれば良いと考える。
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＜ダブルトラック・特許無効＞
・ 無効率が高く訴訟提起のリスクが高い。
被疑侵害者の立場で、良い又は維持すべきと考えている点
＜訴訟制度全般・裁判所＞
・ 特に変更の必要があるとは思わない。
・ 反論の場が持てる。
・ 実感できる良い点は、特にありません。
・ 被疑侵害者の立場からすれば、損害賠償については和解が必要です。判決によらず和解
して終われる方向づけは今後も必要と思われます。
・ 特許権者のクレームで戦っているのに、いつのまにか不正競争のような見た目の心証が
影響される点。
＜証拠収集＞
・ 無用な証拠提出要求を受けることがないため、本論を争点に訴訟のリスク評価が可能で
ある。
＜損害額の認定・寄与率＞
・ 事実に基づいて客観的に損害賠償額が認定されるので、経営上の事後対応策を練りやす
くなる。
・ 規格関連特許（SEP）に関するレートの設定方法がリーズナブルであること。
・ 損害賠償金額が少ない。
・ 賠償金が想像もつかないほど、高額になることがない。
・ 損害額はあまり大きくはなく、また米国のように懲罰的な損害額の認定等がない点。
・ 米国のような懲罰的な算出がない点。
・ 損害額の計算を利用すれば、寄与率、料率、市場規模などの各ポイントで減額をするこ
とが可能になるので好ましい。
・ 不合理に高額な賠償は認められにくい。
・ 損害賠償額たいした事ないので真似得の感がある。
・ 被疑侵害者にやさしい（侵害しても賠償は低額の）印象。
・ 損害認定額が低い。
・ 損害賠償額の算定につき、寄与率の考え方を採用している点。
・ 賠償額が米国のように不当に高額になることがなく、安定感がある。
・ 米国のように、損害賠償金額が極端に高騰することはなく、その秩序は守られるべき。
・ 損害賠償額が低い（3 倍賠償が認められない）
。
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・ 過失の推定規定で、過失がなかった事を立証すれば推定が覆り、損害額の推定は排斥さ
れる。
・ 損害賠償額が米国等と比較して低額である。
・ 裁判所から損害賠償にかかる不当に広範囲での書類開示が要求されない点。
・ 懲罰賠償、3 倍賠償の制度がない点。実損害を超えて賠償が認められると、トロルなど
による濫訴が生じる危険があると考える。
・ 高額すぎない損害賠償。
・ 懲罰的損害賠償制度が無いので、予測可能性が高い。
・ 懲罰的賠償を導入しようとする意見があるが反対する。現行規程で大きな問題はない。
＜費用＞
・ 弁護士費用の認定が損害賠償額の 10%程度であり、ある程度予見可能。
・ 敗訴者に負担させることは、言いがかり的な訴訟を抑止する意味で有効と考える
＜時間＞
・ 損害額の認定に至るまでの時間と労力を要する点が改善できれば良いと考える。
被疑侵害者の立場で、悪い又は改善すべきと考えている点
＜訴訟制度全般・裁判所＞
・ 権利者優位な考えが大きくなっているため、侵害してしまった場合に非常に不利な状況。
特に、数年前までの特許がつぶれやすかった時代に無効の鑑定書を弁理士から取得して、
無効を疑うことなく侵害行為をしたケースにおいて、近年の権利者優位の時代に提訴さ
れると、無効にならず、不利な状況となる。
・ 実感できる悪い点は、特にありません。
・ 特許の場合「特許請求の範囲」が侵害しているか否かの拠り所になりますが、被疑侵害
者の立場としては、この請求の範囲に入っているかいないか、損害賠償額がどのくらい
になるかの判断は結局のところ裁判官次第となって、客観的に損害賠償の認定がしづら
いため、改善が必要と思われます。
＜損害額の認定・寄与率＞
・ 利益額を限界利益額で算定しており、損害賠償額が実際の利益以上になることが多い。
・ 損害論に入った段階では任意で利益額等の情報開示を求められるが、どこまでが開示を
拒否できるのかが明確でなく、やみくもに開示拒否をして裁判官の心証に影響を与える
ことを懸念して情報開示を行わざるを得ない点が不満。また、損害額の認定の根拠（利
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益の用語の意味など）が裁判官により変わることもあり、金額が予想できない。寄与率
に関する考え方もまちまちである。
・ （特許権者の立場と同じ）・業界、製品等、市場の大きさ等で原価率が異なり、ライセ
ンス料率算定、損害額推定を実際に行うには困難を伴うことが多い。一方、訴訟で争う
ことは殆どないが、国際標準化の流れの中で FRAND でのライセンス料率算定など、時代
による変化もあるため、定期的に改訂される指針等があると一助にはなる。
・ 金額が大きすぎるケースは対応ムズかしい。
・ 算定基準となる項目の評価が裁判官の考えによるところが大きいので不安定（特許権者
の立場でも言える）。
・ 特に 102 条 2 項に基づく請求について、自己の利益率が判決文等により競合や顧客に分
かってしまうことになる点。例えば損害賠償額は公開するが、利益率や数量、個数、寄
与率等の算出方法を非公開にする、又は損害賠償額まで含めて非公開にするという方法
も取り得るのではないか。
・ 損害計算根拠の提出を簡素化できるほうがよいと思う。
・ 結果としての数字の根拠(寄与率や算定方法)に納得感が低い。
・ 102 条 2 項「特許権者の実施がなくても適用」の判決がされましたが、法律に明文化さ
れていないので、いずれは、明文化してほしい。
・ 損害賠償額の算出根拠が特許権者側に有利に判断されているように思われる。
・ 契約などで定められる実施料よりも、侵害行為が行われて侵害者が得た利益額等が判明
した後で認定される使用料が高くなる
・ 自らが事業を行っていない特許権者が請求できる損害額の算定は、特許法第 102 条 3
項に基づく実施料相当額になりますが、1 つの製品中に特許権が数千・数万と存在する
場合であっても、最終製品価格の数%程度のライセンス料相当額を要求されるケースが
散見されている。特許請求の範囲の記載が最終製品であっても、部品部分に特許技術が
集約されているならば、部品価格をベースに算定すべきと考える。
・ 具体的な証拠はないが、判決による賠償金額と和解による場合とで、金額が大きく異な
っている（判決の方がはるかに高額）印象がある。裁判所と企業の間で賠償金額につい
ての考えに温度差があるのではないか。職務発明に関するもので、かつ極端な例はある
が、青色発光ダイオード事件では 1 審判決が 200 億であったのに対し、控訴審では 6
億円で和解しており、裁判所と企業との間に意識のズレが伺える。
・ 損害賠償額の算定根拠が乏しい。
＜費用＞
・ 弁護士費用の敗訴者負担が認められない。
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・ 裁判所までの日当・交通費等の負担（弁護士費用を要する）がばかにならないので、地
方の方は大変だと思う。TV 会議導入の方向で。
＜時間＞
・ 損害額の認定に至るまでの時間と労力を要する点が改善できれば良いと考える。
＜ダブルトラック・特許無効＞
・ 不当な特許で侵害を提起される。
＜営業秘密・秘密保持命令＞
・ 「特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の
単位数量当たりの利益」について相手主張の否認には相手の営業秘密を知る必要がある
ので、否認の理由・根拠を説明することが難しい。「譲渡数量の全部又は一部に相当す
る数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情」を定量的に
立証するには相手の営業秘密を知る必要があり、主張が難しい。
＜その他＞
・ いわゆる特許の藪の問題のため、確実なクリアランスが困難である。
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（２）弁護士

Ｄ－８

我が国の特許権侵害訴訟における損害賠償請求に対するお考えをお聞かせく

ださい（回答自由）

特許権者側代理人の立場で、良い又は維持すべきと考えている点
＜訴訟制度全般・裁判所＞
・ 法制度として、特に問題視すべき点はないし、現行法のままでよいと考える。但し、裁
判所の損害額の認定は硬直的にすぎるように思う。
・ 現在の実務では、立証責任はさておき、裁判所から侵害の心証が示された場合は、事実
上、被告において販売実績（限界利益なども）を開示するような訴訟指揮が執られ、知
財に通じた代理人はその審理に協力しているから、問題点があったとしても、もう少し
長いスパンでその是正の方向を考えた方がよいと思う。
・ 現状でよい。三倍賠償や懲罰的賠償は適当ではない。それを認めるのであれば特許法
104 条の 4 を改正し、判決確定後無効となったときは特許権者にも同様のペナルティを
課すべきである。
＜証拠収集＞
・ 損害の資料について、訴訟指揮で被告からの提出が期待できる。
・ 立証が可能となった（文書提出、計算鑑定、訴訟指揮）。
＜損害額の認定・寄与率＞
・ （双方の立場）全般的に良好と思うが、損害額の設定がやや低いと思われる。
・ 双方：寄与率算定等の基準が明確になっていない点があるが、実際には裁判所が事案に
応じた算定の判断としてうまく利用されていると考えます。
・ 102 条 1 項に基づく請求は、十分な賠償が得られる場合がある。102 条 1 項の適用射程
は、米国よりも広い。米国では、実施料相当額が非常に小さくなる特許権の場合では、
実施料相当額が高額となる場合がある
・ 計算鑑定人制度はこれまで利用した経験はないが、相手方が情報開示に消極的な場合に
有効と考える。
・ 寄与率という調整弁によい、妥当性の高い損害額を算定するプラクティスが確立してい
る。
・ 損害賠償請求については既に多くの改正がされており、後は運用と解釈の問題と考えま
す。
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・ 計算鑑定はよく機能していると思う。
・ 102 条 3 項によりいくらかは賠償が認められる点。
・ 102 条 1 項、2 項によれば適切な額で認定される（双方の立場）。
＜その他＞
・ 詳しい私見は、「特許権行使による損害賠償と差止―現状の問題点と立法政策の提言」
知財研フォーラム 100 号 11 頁以下を参照されたい。
・ 進歩性判断に関しては、後知恵排除の原則が明示的に意識されるようになって移行、比
較的妥当な判断がなされるようになった。これが将来にわたって維持されるよう、進歩
性判断の手法を省令化する等の対応を期待する。
特許権者側代理人の立場で、悪い又は改善すべきと考えている点
＜証拠収集＞
・ 証拠の開示が不十分。
・ 実効性ある侵害立証手段の欠如。
・ 同業者の場合、売上は予想がつくので少し少な目に請求しておけば相手方としても認
めざるを得ず立証に困ることはない。
＜損害額の認定・寄与率＞
・ （双方の立場で）歴史的には 1～3 項まで規定されているが、実際には特に 1 項、2 項
について、かなり減額されている例が多い。制度趣旨としては、権利者保護のための
規定だが、相当因果関係論により客観的な算定になりすぎていないか。
・ 損害概念が現状回復ドグマに捉えられすぎている。寄与率、実施料率が低すぎる。
・ 寄与率等の判断根拠が判決理由として十分に示されない。実施料相当額の認定も、発
明協会のデータ等に依拠することが多く、実務に即していない。訴訟手続を利用して
ようやく勝訴したということが損害賠償額に反映されない。
・ とにかく寄与率が不明確。
・ 2 項に関して寄与率の認定根拠が不透明。相当実施料率の認定も根拠がよくわからない。
・ 102 条 1 項，2 項による損害計算において，覆滅が容易に認められる点。寄与率減額が
大きい点。
・ 損害賠償額が少額であり、勝訴率の低さ、特許が無効にされるおそれも考慮すると、
提訴するメリットが認められない。損害賠償額の適正化（＝高額化）は必要不可欠。
・ 寄与率の認定について、具体的かつ説得的な根拠を明示すべき（特許権者側代理人、
被疑侵害者側代理人双方の立場で）
。
・ 減額の要素が多すぎる。
（寄与率、マーケットシェア等）
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・ 故意侵害に対する懲罰的請求がない点。裁判所の認定が厳格すぎる点。
・ 最終的な結果としての認定が低いため、様々な訴訟コストを回復できないことがある。
＜費用＞
・ 弁護士費用の認定が低すぎる。印紙が高い。
・ 弁護で費用の賠償が、原則認容額の 10%基準になっているが、実態に合わない。
（権利
者の手取り額が少額になってしまうのは問題）
・ 訴訟費用、特に差止請求のための負担が大きく、中小企業は差止めの請求が困難であ
る。
・ 代理人費用が損害賠償の１割という相場によるため、現実と大きく乖離している。
＜時間＞
・ 時間がかかる。迅速にしてもらいたい。
＜ダブルトラック・特許無効＞
・ ダブルトラックであり、かつ専属管轄である為費用がかかる。この点が考慮されてい
ない。
・ 無効審判とのダブルトラックによる訴訟追行負担。
被疑侵害者側代理人の立場で、良い又は維持すべきと考えている点
＜訴訟制度全般・裁判所＞
・ 侵害論と損害論の分離。
・ 訴訟指揮、文提等により、適切に運営されていると考えます。
・ 陪審による極端な結論は出ない。
＜証拠収集＞
・ 証拠提出の負担が軽い。
＜損害額の認定・寄与率＞
・ 医薬品等、米国では極めて高額な損害賠償が認められる事例でも、日本では低額とな
る。
・ 実損主義。
・ 102 条 1 項，2 項による損害計算において，覆滅が比較的容易に認められる点。寄与率
減額が大きい点。
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・ 公正か否かを別として、現状は敗訴しても賠償額が少額なためダメージが限定的であ
ることから、被疑侵害者にとって有利な制度といえる。
・ 懲罰的賠償が無い。
被疑侵害者側代理人の立場で、悪い又は改善すべきと考えている点
＜損害額の認定・寄与率＞
・ 多くの特許権を使用しないと製造ができない製品においても、高額な損害賠償が認め
られる場合がある。
・ とにかく、寄与率が不明確。理由を明確に示してもらいたい。
・ 特許が、需要者にとって購入の動機の一部でしかなくても、製品全体にわたる特許に
ついては、寄与率が高く認定されることがある。
・ 寄与率等の認定も含めて、適当な認定になることがある点。
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１０．

我が国知財紛争処理システムに対する要望、意見

（１）企業
Ｅ

我が国知財紛争処理システムに対するご要望、ご意見がございましたら、以下に記

入をお願いいたします。
（企業）

＜訴訟制度全般・裁判所＞
・ 知財推進計画 2015 では、問題意識として、「我が国の特許権侵害訴訟の件数が対 GDP
比で見ても欧米の主要国と比較して少なく」とされているが、訴訟件数が少ないことが
何故問題なのかが示されておらず、企業の認識とズレがある。訴えようとせず、話し合
いで解決しようとしている企業がある場合とは異なる。紛争処理システムの活性化が、
単に訴訟件数の増加をめざすならば、この方向性に賛同できない。
・ 特許制度のハーモナイゼーションが進められているが、知財裁判に関しては各国の制度
も判決も異なる。その中でも、日本は特許権者が弱いという認識である。弱い特許の国
で紛争システムだけが良くなることはない。よって、紛争処理システムに対する要望以
前に『特許権者が強い』政策で日本特許の価値を高めていただきたい。そうすれば、紛
争が多くなる分だけ紛争システムが洗練されて良くなると思う。
・ 特許権侵害訴訟の場合、管轄が東京地裁・大阪地裁（控訴審は知財高裁）のみなので、
メリットとして知財訴訟に精通した裁判官による裁判が期待できるが、デメリットとし
て遠隔地の会社の場合、費用負担が嵩んでしまう。
・ 現在のシステム・運用は、特許権者、被疑侵害者双方の立場から見てバランスが取れて
おり、よい内容と感じます。
・ 裁判以外で紛争解決する方法（仲裁、調停、判定など）がもっと広く活用されるべきと
思う。
・ 外国の権利者に対する英語での文書等を認め、場合によっては弁論も英語で OK とする
など、外国権利者への便宜を図る必要がある。現在満足できるのは、訴訟期間だけで勝
率や認定損害額の面も含めて、日本の知財訴訟には、外国出願人（権利者）から見て、
納得感が少ない。→モチベーション低下→出願件数の低下→Japan パッシング→中国
first となっている。
・ 最近は改善しているのだろうが、そもそも特許査定率が低い日本で、さらに、裁判で特
許が無効にされる可能性が非常に高く、また、証拠収集が非常に困難で、（逆に、一般
論だけれども、見つかりっこないから侵害してもいいんじゃない的な風潮すら見られ）
、
仮に、特許権者として侵害裁判に勝っても、損害額が補えないような知財制度の国に、
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外国から進出しようとするだろうか。といった弁護士等専門家の意見を聴いたことがあ
る。おおざっぱな話ではあるが、印象としては、なるほどねと思う。少なくとも、例え
ばドイツのような裁判所主導の侵害の証拠収集のシステムの早急な導入が必要なので
はないか。
・ 1 審だけでも弁理士だけで代理できるようになると、訴訟のハードルが下がるのではな
いかと思う。
・ さほど訴訟経験もなく、侵害者側になったこともないのでよくわからないですが、特許
権者としては、最初ダラダラ、心象開示は突然に！という印象です。今まで特許権侵害
訴訟をやって、侵害者が実施をやめたりお金をもらえたのは全て和解で、判決では請求
棄却判決しかもらったことがないので、日本の裁判所は侵害訴訟に容認判決をだすのは
とても慎重なのかな？と思っていましたが、それは侵害者側から見たら公正な制度なの
かもしれないです。
・ 日本の知財高裁の活動があまり表に出ていない気がします。昨今では、知財高裁での訴
訟も多くなっては来ていますがまだまだの感があります。特許権利侵害は基本的に、技
術後進国であるアジア諸国が中心であり、日本国内ではあまり発生することは無いのが
実態です。海外で権利侵害が発生した場合に、訴訟提訴国として日本を積極的に選択で
き、訴訟の結果を法的に各国展開できる枠組みの整備が必要なのではないかと思います。
・ 知財紛争処理システムに関しては様々な問題点が有っても、最高裁判決を待たなければ
判断がつかない。知財高裁の役割が不明確ないしは弱い、などの理由で改善に時間がか
かるのでイノベーションのスピードに追随するのが難しくなっているように感じます。
知財高裁に相応の役割を担って頂きスピード感の有る改革がなされると良いように思
います。
・ 過度な訴訟合戦にならないすぐれたシステムであると考える。米国や中国が異常であっ
て、そのマネをする必要はないと思います。
・ 我が国現法では、裁判所が特許侵害を認める場合には、ほぼ自動的に差止請求（特許法
100 条 1 項）についても認容せざるを得ない立て付けとなっている。知財高裁で扱う特
許侵害訴訟の相当割合が判決に到らず和解等で終結するのは、裁判所が、上記の法的立
て付けの不備を勘案して、侵害判決を出すことを避け、和解勧告により両当事者の適切
な利益調整を図っているからであると推察することもできる。知財高裁がこうした実務
を取っておられることに敬意を表するが、他方、裁判所によるこうした和解勧告は大岡
裁きと変わらず、それが特許侵害訴訟全体の相当割合に及んでいることは、我が国知財
紛争処理システムの予見可能性を低めていることにもなる。米国 eBay 最高裁判決で判
示したような差止認容要件を我が国でも導入すべきと考える。
・ 少額訴訟は簡易に和解前提の命令が出きる機関を弁理士会に作っては？
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・ 1．記載要件の判断（特 36 条）に基づく権利範囲
等の密室で行われる侵害行為の立証責任の重さ

2．方法のクレーム中間体など工場
3．損害額の計算方法

以上の 3 点が、

今より権利者にとって有利なものとならない限り、日本で特許権を取得する意味がない。
・ 日本で侵害訴訟しても勝てる率が低いので、法廷で争うことを避けたい。
・ 特になし。但し、国内訴訟経験が無いが海外の訴訟情報が無いため、不安がある。
・ システム自体には特に過不足があるようには思っておりませんが、他国と比べて利用頻
度が低いのは、他の理由（文化、あるいは日本の市場規模等）によるものではと考えて
おります。
・ 特許侵害訴訟での権利者の権利が充分、保護されていないので、特許権を取得してもム
ダとの感を持ちかねない。裁判官の資質と裁判所の指揮の改善が望まれる。
・ 2015 年 6 月のプロダクト・バイ・プロセスクレームに関する最高裁判決の結果、不可
能性及び非実際的論性ができない限り特許は無効となる（カテゴリー変更は別として）
とすると、当社既存特許のように製法による物の特許の多い既存特許権は行使をしたく
とも現状では容易に権利無効となる公算が大きいので、権利主張、訴訟提起を一度控え
るところとなる。紛争処理システムに関する論件ではないが、現在の本邦における権利
行使上の論点である。
・ 知財紛争は、日本だけで解決できるものではないので、グローバルな紛争が解決できる
ようなシステムの構築が望ましいと考える。
・ NPE による権利行使（特に差止）を制限・抑制する仕組みを構築してほしい。
・ 我が国おいても、知的財産権は尊重され、活用されるべきであるが、およそ適正でない
権利が濫用されることのないよう、バランスの取れた紛争処理システムとすべきである。
・ 技術説明会の実効性に疑問がある。争点とはかけ離れた技術に関する専門委員の発言が
多く、当事者はそれに一喜一憂しなければならない。
・ 知財紛争処理手段の候補として、我が国の知財紛争処理システムが選ばれるような制度
であって欲しいと思います。一般論として、質の高さが制度利用に繋がっていないよう
に思われます。
・ 裁判は、文言上の争いに終止し、特許の目的や特許技術の内容・実体から離れたところ
で議論している。
・ 特許庁と裁判所とで、判断基準や体質が異なるとの印象をもっている。特許制度の本来
の意味（特許権者の権利保護、産業発展への貢献）に立ち返る必要がある（特に裁判所）
・
今の状況では、特許取得の意味がない。
・ 中小企業は、訴訟の知識・経験に乏しく、訴訟技術が稚拙であることは認めるが、大企
業対中小企業の裁判結果で、敗者側が、ほとんど中小企業に偏っていること裁判制度や
裁判官の姿勢に問題があると言わざるを得ない。中小企業は出願時の「早期審査」制度
の恩恵を受けている点は感謝するものの、裁判過程全般が大企業ベースになっている。
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・ 米国とは環境が異なる。紛争（係争）が起こりにくいことが、日本の経済全体として適
切である。現行で大きな問題はない。
・ 訴訟情報の電子化・公開が遅れており、裁判所に出向かないと閲覧ができないし、複写
も難しい。地方在住者には、閲覧したい他社訴訟があってもままならない。判決文だけ
では良くわからない事情もあり、訴訟記録を閲覧したいニーズは高い。米国の PACER の
ようなシステムを導入して欲しい。
・ 訴訟情報をインターネット上から簡易に閲覧できる制度があると好ましい（米国のドケ
ットシート閲覧のように）。
・ 知財紛争処理システムの改正議論は、知財紛争だけにとどまらず、民事訴訟手続き全般
にその影響が及ぶ可能性があるため、知財だけの観点で改正を議論すべきではなく、知
財分野以外への影響を踏まえて議論すべきであると考える。
・ 我が国における特許の活用の実効性をより高めるため、特許庁による強い特許の推進、
裁判所における特許権者勝率の向上、損害賠償認定額の増大を特許の取得から活用まで
を一貫して関係者で議論し、新たな施策を打ち出していただきたい。
・ 侵害、無効論の審理に集中できる点、経験のある裁判官が審理する点、ならびに裁判所
が無効も審理する点において日本の裁判制度は米国、ドイツのそれに比してすぐれてい
ると考えている。野放図な弁護士費用の出費を伴わないことから制度利用のアクセスも
良い。他方、現在は同じ特許／発明について複数国にまたがる係争が発生する時代であ
る。判決において一過性の論点に配慮しすぎることは決して適切ではないが、日本の裁
判所には損害賠償を含め他国の判決動向にも目を向け、判決において社会環境の変化の
考察も織り込むことも期待したい。
・ 米国 ITC の様に、国内産業を守るための制度があってもよいのではないか。知財高裁の
専門性について、例えば、合議体を構成する裁判官のうち、少なくとも一人は知財事件
に携わった経験が 5 年以上、というような、何らかの基準を設けるべき過去に知財事件
を扱った経験がなく、知財高裁に着任して間もない裁判長及び知財高裁での経験が 3
年未満の陪席裁判官で構成された合議体が専門性を有しているとは言い難い。
・ いたずらに知財侵害訴訟を増やそうという政策はとらないでいただきたい。
・ 特許権者の観点から、現行制度のもとで適正な訴訟追行のためのシステムが十分整って
おり、不都合は感じない。
・ 被疑侵害者の観点から見ても、現行制度の存在によって、米国の NPE 訴訟のような訴
訟制度の悪用が防止されていると考える。
・ 知的財産が適切に保護されることは、企業にとって重要であるが、訴訟件数が少ないか
らといって保護が不十分であるとはいえない。むしろ訴訟リスクが低いことは、企業の
研究開発の活性化につながるものと考えられる。
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・ 裁判所外での紛争処理システム（仲裁、調停、判定）が十分に機能していない印象があ
ります。より使いやすいシステムへの改善に期待します。
・ 東京地裁や大阪地裁は勿論、知財高裁の裁判官といえども、特許事件の専門家と言える
人は極めて少ない。特許事件は、技術や研究開発の現場を理解できる、理系の当業者の
センスのみでなく、条約の過去から将来への動向、それに伴う国内法改正や運用、同一
事件の他国での審査結果や判決等、国際的な動きを理解し調和をとりながら、我が国の
産業発達を図ることが必要となる。他の国内民事事件とは明確に相違する特徴がある。
今のように、特許事件の専門家と言える裁判官が極めて少ない状況では、裁判が、一昔
前に多くみられたような、「阻害要因なれば進歩性なし」という、当事者のセンスと乖
離した、机上の事後的判断となる懸念がある。あるいは、専門家と自他ともに認められ
る判事の判断の影響力が大きくなり、その判事の個性を強く受けた偏った判決となる懸
念がある。そのような弊害を回避できるようにするため、特許事件の判事として、専門
性の高い人を 5 年～10 年かけて育成すべきである。また、特許庁の審査官・審判官の
中から、学識・経験に優れた者を任用すべきである。
・ 裁判所での紛争処理（訴訟）については、今のところ特にありません。
＜証拠収集＞
・ 裁判所が税務署に命じて、当該製品の売上高ないし、大手販売店の売上データとの売上
高調査等について、協力を求めたり命じたりする事が、出来る様にしてほしい。輸入品
の場合、関連の関税処理時に、製品のカウント等も、事件の間は、報告させる様に、命
じてもらいたい。税金もふえると思います。特に税関においては申し立てのあった事件
について、この手続きを行なってほしい。
・ 特許権侵害の立証責任が偏っていると感じる。侵害の立証に係る文書提出命令（特許法
第 105 条第 1 項及び第 2 項）などもあるが、現実にはあまり機能していないというのが
実感である。他方、米国におけるディスカバリー制度、デポジション制度などの導入は、
費用・労力の点で問題が多く、事業活動の妨げにもなりかねない。特許権者・被疑侵害
者の双方にとって負担が過大とならず、かつ双方の責任をバランスできるような、制
度・運用面での改善がなされれば、社会正義の向上という点で有用だと思われる。
・ 業界の特徴として方法の特許が多いが、立証が困難な場合が多いことから、何らかの対
策（米国のディスカバリーまでは行かないが、ある程度被疑侵害者に立証責任を負わせ
るような方策）が必要と考える。
＜ディカバリー・デポジション＞
・ 米国のような disclosure は無理だとしてもそれに近いように強制的に証拠が開示され
るような制度が必要だと思う。
- 177 -

＜損害額の認定・寄与率＞
・ 知財紛争を訴訟で解決することを想起した場合、裁判国としてはどうしても米国を中心
に考えてしまう。これは、権利者および被疑侵害者の両者にとって金銭的インパクトが
大きいからだと考える。我々日本企業としては、日本での紛争解決を希望したいが、相
手企業が外国企業の場合、日本での訴訟はインパクトが無いように見える。従って、今
後、日本裁判所による判決において、各企業、特に外国企業に対してもインパクトのあ
る判決を出して頂けることを願います。
・ 他国と比べても低い損害賠償額とそのわりに高額な訴訟費用が訴訟するにあたり大き
な問題となっている。
・ 以前よりも、判決までが早くなったのは良い。しかし、判決を早く出そうとするあまり、
最後の判決での金額算定が拙速と思われた事件があった（発明の対価訴訟における、企
業の対価に関する規則を誤解）。正確な判断をお願いしたい。
・ 無線規格の SEP については、実施者と権利者の利益バランスを取ることが肝要であると
考える。すなわち、実施者は適正なライセンス料を払うことで SEP に係る技術を実施す
ることができるとともに、権利者は研究開発投資の回収を行うことができるよう、バラ
ンスのとれた制度となることが望まれる。
・ ロイヤリティ・スタッキング問題について、算出方法が明確になり、妥当性が高まるこ
とを期待しています。
・ 被告製品に含まれる部品やソフトウェアに起因した紛争について、損害額算出の妥当性
についてガイドラインが欲しいです。加えて完成品メーカが、取引契約に従って部品メ
ーカやソフトウェアメーカに求償できる上限金額の妥当性や、取引契約書より優先され
る補償の考え方があれば知りたいです。
・ 標準必須特許の損害額の算定に対して、日本の裁判所においても共通理解の得られる算
定方法等の考え方が明示されることが望ましい。(訴訟リスクの予見性も高まり、証拠
の準備も含め有益な訴訟対策が取り得るから)。また、訴訟の件数の多寡は結果でしか
なく、企業のクリアランス実態や訴訟に至るプロセス等の分析無くして、紛争処理シス
テムを評価する(具体的には、他国に比べて訴訟件数が少ないのは、紛争処理システム
に問題がある等の議論)は、無意味と考える。企業の立場では、無用な知財紛争は企業
体力を奪うだけであり、生産性の低い争いを如何に減らすことができるか制度設計で熟
慮頂きたい。
・ 10 億円を超えるような高額の損害賠償が認められるケースほとんどなく、逸失利益が
認められることも稀、仮に、一審で高額の損害賠償が認められても、二審で減額された
り、特許が無効化されたりすることが多く、被疑侵害者に対するプレッシャーが弱い。
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＜費用＞
・ 独禁法の問題もあるので対応は大変難しいが、弁護士費用の上限を設けない限り、既存
の知的財産紛争処理システムは、弁護士費用の観点から非常に使いづらいものといわざ
るを得ない。
・ 代理人（弁護士）の費用が高額すぎるので、中小企業には利用しにくい。
・ 中小企業にとって、もっと少ない費用で裁判ができるシステムがあればと思う。
・ アメリカよりはマシだが、弁護士費用が高すぎると思う。数千万円程度の損害賠償額で
あれば、たとえ特許権者として訴訟に勝ったとしても、収支としてはマイナスになりか
ねない。被疑侵害者であればなおさらである。特に、中小企業にとってはこの点が高い
ハードルになっているのではないか。また、弁護士費用を敗訴者が負担するような制度
を導入したとしても、訴訟の結論が出るまでの間、持ちこたえられないかもしれない。
しかも、訴訟の結論は容易には見通せない。知財訴訟にも国選弁護人のような制度を考
えられないだろうか。
・ 侵害訴訟は、結果の如何に関わらず費用や時間を費やすこととなるため、積極的には関
わりたくない。
・ 不可避な必要性のある場合、可能な限り費用、期間を圧縮できるシステムがあればよい
と思う。
・ 侵害訴訟には金銭と労力がかかる。そのために和解を選ぶケースも少なくないと思われ
る。特に、被疑侵害者は勝っても得るものは無いので、濫訴を防ぐ意味でも、不合理な
訴訟に対しては原告に被告の負担分を補償させる制度があってよいのでは無いか。
・ 弁論準備手続期日において原本の証拠調が必要でない場合に、裁判所に出頭しなくても
良い簡略化した期日の方法（例えば、電話会議、TV 会議システム、簡単な書面の交換）
を考えてもらいたい。東京と大阪から離れた地方当事者の負担の軽減。
・ 知財の紛争には多大の経費と時間を要する。特に、”時は金なり”でお互いが損失を被
ることになっているのではと思われる。よって、いくつかの過去の事例を開示し、その
予防を啓蒙しることは今後の地球上の将来にとって非常に重要となるのではないかと
考えます。
（同じ地球人同士で争っている場合ではないと思います。環境面*や地球外生
命体について全地球人がもっと関心を高めるべきです。
）*大気汚染や温暖化という意味
の環境です。
＜時間＞
・ 裁判手続きでは、期日と期日との間が空きすぎている。時間の節約をするために集中審
理方式をしていただきたい。
・ 知財権とかを無視した外国のコピー商品とかが多くなってきているので
・ より早くより高額の判決が出るようにしていただきたい。
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・ 審理期間を短縮すべき。
・ とにかく処理にかかる期間を短くすることが重要と考えます。
・ 経験した訴訟は、地裁、高裁で 6 年以上掛かりました。相手側が外国企業であることを
利用し毎回のように時間稼ぎをしていたと感じました。また、複数の裁判経験と他から
聞いている話から、裁判官や裁判所（東京、大阪）でのスケジュール管理にバラつきが
あるように感じました。
（最近の状況はわかりません）訴訟の長期化やスケジュールの
見込みが立たないことは、当事者にとって大きな問題となります。すでにいろいろと取
組まれているかと思いますが、訴訟期間の短期化、明瞭化がより進むと良いと感じまし
た。
・ 裁判全般についてスピードをもっと上げてほしい。
＜ダブルトラック・特許無効＞
・ 並行して特許庁にて無効審判が行われた場合には特許庁と裁判所で判断が相違するこ
とが多々あり、進行が読めず、負担が大きい。特許庁はどちらかと言えば技術者よりの
考え方で特許性の考え方は統一されており納得性が高いように思われるが、裁判所は審
決取消訴訟で特許庁の判断を覆すケースが多く、特許庁で無効審決を得ても全く安心が
できない。もう少し特許庁の判断を尊重してもよいと考える。
・ 特許性についての判断が必要以上に甘くなっておりこのまま権利者の立証責任を軽減
するだけだと、制度的に破綻しかねない。審査官、審判官、裁判官の質が現在のままだ
と米国のように PAE を呼び込むことになる。
・ 登録された特許権が侵害訴訟において（あるいは審判において）無効となるケースが多
く、権利行使を決定する際に、知財部門として経営層への説明が困難な状況にある。一
番望みたいのは登録特許の権利有効性についての安定性となる。
・ 特 104 条の 3（特許無効の抗弁）と特許庁における無効審判との関係、いわゆるダブル
トラックの問題について、裁判所と特許庁で判断に隔たりを感じるので解消して欲しい。
・ 権利の安定性の観点から、特許法第 104 条の 3（権利無効抗弁）を廃止、又は、制限す
べきとの意見があるようであるが、慎重に検討いただきたい。有効性が疑わしい特許で
攻撃されることも少なくないが、そのような場合、侵害訴訟の中で、権利無効の抗弁が
出来ないことは被疑侵害者（被告）にとって著しく不利である。また、特許侵害訴訟に
おいては、裁判官に十分な技術的理解を持ってもらうことが必要なので、近年、訴訟件
数が多い技術分野の調査官の人員を増やすことを検討して頂きたい。
＜営業秘密・秘密保持命令＞
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・ 証拠収集について適切な運用は期待するが、秘密保持義務を課しても提出された証拠が
流用される事件が海外で現実に起きており、過度な証拠開示要求は問題を引き起こすこ
とも十分に考慮が必要であると考える。
＜その他＞
・ 特許庁の「判定制度」について：双方合意の下で双方意見を主張しつつ判定制度を行う
場合は問題ないが、往々にして自社内で独自にリスク分析したい場合がある。自社が被
疑側に立った場合、判定制度では判定請求書の副本が相手方に送られるため、このよう
な用途としては、使い勝手が悪い。相手方に知られないで行う選択肢も欲しい。
・ 今回のアンケートは、特許権に限定されていましたが、意匠権や商標権の裁判にも共通
する点が多いかと思います。知財権全体を見ていく視点が必要と思います。
・ 会社名が公表されるので、なかなか利用しにくいと考えています。
・ 弊社では、知財を扱う部署が新設されたのが、今年度の 10 月で、これまで、知財に関
係する処理は特許事務所に依頼していました。そのため、直接取り扱った経験のない者
が、部署に配置されている状態であり、今後、業務構築がなされます。
・ 商標出願による異議申立てで非類似と判断されたのに、裁判で類似と判断されさらに無
過失の抗弁が認定されず過失と判断された裁判例（東京地裁平成 25 年 3 月 7 日）があ
るが、これは企業からみれば原告が主張するとおり「特許庁の審査は全く当てにならず、
商標登録制度そのものの崩壊を意味し、また、法的安定性や経済的安定性を著しく損な
う」ものであり、企業活動を萎縮させるものなので立法等で改善・解決してほしい。少
なくとも賠償額を減額する事情として考慮するよう働きかけてほしい。同様の意味で、
判定制度や審査において非類似や権利範囲外とされた場合には、後の裁判で侵害となっ
たときであっても無過失または賠償額を減額する事情として考慮するようにしてほし
い。
・ 特許権侵害訴訟に対しては、情報を普段より収集して、対応を考えておく必要があるも
のと認識している。
・ 2 件の特許で侵害訴訟を起こし、地裁、無効審判、高裁の経験した（敗訴）。第 3 の特
許で起訴準備中。
・ 日本でベンチャー企業が育たない要因は多々あるが、特許制度もその一因であると思わ
れる。
・ ADR は非公開で、迅速で良いのだが、費用面で高い。また、知名度が低いのか利用者が
少ない。裁判所での和解や判決に比べ、ADR での判断には違いが有ると思われているの
か？
・ ADR の活用を積極的に推進すべきと考える。（ただ、その際の中立的な判断に疑問であ
る）
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・ 商標について、中国で起きているような権利取得を防ぐ仕組みが必要です。元弁理士が
国内で最多の商標登録出願したというニュースもございます。
・ 特許裁判において、原告が 1 審で敗訴し、当該特許の訂正審判請求を特許庁へ行い、認
められた場合に、その後の控訴審では、過去にまで遡及して訂正なされた該特許をもと
に、ある意味逆転判決ともいえる、原告に有益な形で結審なされるような事例があった。
本件では、特許庁における原告の控訴審請求期間中における訂正審判請求の審決に問題
があると思われる。特許庁は、控訴審請求期間中における訂正審判請求であることを念
頭に置き、慎重を期すべきであり、結果として後出しじゃんけんを認めるような公正さ
に欠ける審決を行うことは、控えるべきかと思われる。前述の特許裁判では、当該特許
の数値限定が争点となり、1 審では被告から提出の該特許出願以前の数値限定内の公然
実施の証拠により、原告が敗訴したにもかかわらず、その後、被告の提出した証拠の数
値の範囲外に、原告が新たに数値を設定し、特許庁へ訂正審判請求し、審決により訂正
が認められ、訂正した数値に基づき原告が控訴審を起こし、原告が損害賠償を被告に求
める権利を得たものである。
・ 発明した者（雇用している会社）を守るシステムで有って欲しい。知財を資産価値で弄
んでほしくない。産業の発展に逆行する面がある。弁理士のレベルが落ちているのか、
レベルの低い弁理士が増えたのか、いずれか。よって、弁理士の力量底上げが必要。
・ 特定のメーカブランドが強い領域を除けば、寧ろ PB 受託がメインとなる時代を迎えて
おりますので、「知財紛争」を従来より広くとらえたシステムが必要になってくると考
えております。
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（２）弁護士

Ｅ

我が国知財紛争処理システムに対するご要望、ご意見がございましたら、以下に記

入をお願いいたします。
（弁護士）
＜訴訟制度全般・裁判所＞
・ あまりにも報令事故がすぎるのも考えものではないかと思います。一部の人の声だけ
をきいて制度をいじりすぎるのは社会の安定性を欠くと考えます。
・ e-filing システムを早急に導入すべき。抗告事件や当事者双方西日本の事件を審理す
るため、知財高才西日本支部を設けるべきである。
・ 我が国は諸外国に比べて、訴訟の数が少ないといわれており（それ自体悪いことでは
ないと思う）
、知財制度のいろいろな分野を多くの弁護士が経験しているものではない。
したがって本アンケートの質問に対しても幅広い多くの経験から回答できるものでは
ない。個々の事案では問題がある制度であっても、他の事案では正当なケースも多々
存在する。したがってこのアンケート結果で、直ちに現行法や現行実務について是正
の方向に動くことは時期尚早と思われる。また特許侵害訴訟も、典型的な民事訴訟法
であり、この分野だけ、制度や実務が先行することにも疑問を覚える。本回答者とし
ては、現在の侵害訴訟実務につき、例えば裁判所への提出部数が多いとか、証拠説明
書の書き方の指示などにつき異論があったりはするが、全体の実務の運用につき、そ
れほど大きな問題点は感じていない。
・ 審理速度、判断のブレのなさ等、諸先進国の中でも、トップクラスだと考えています。
ディスカバリー制度等は弁護士費用を増大させるだけです。これほど低コストで、安
定的司法判断が得られる国は、ほとんどないのに、国際的に利用されないのは「発信
力」の少なさかもしれません。知財所におかれては、日本の司法制度のすばらしさを
世界に向けて発信することに注力して欲しいと考えます。
・ 我が国知財紛争処理システムは、立法、裁判所の訴訟手続の改善等により、他国に比
して、迅速で予測可能性が高い良い制度となっていると思います。しかし、他国に比
して、証拠収集制度は、極めて貧弱で最大かつ唯一の弱点と言って良いと思います。
・ 余り議論されていないが、裁判で相手方製品の構成を知ってから特許のクレームを訂
正でき、それについて遡及効があるという日本の制度は、実は他国では余り見られな
い特許権者に有利な制度であることに留意してほしい。
・ 知財紛争を含めた法的紛争処理において、裁判よりも当事者間の話し合いによる解決
を先ず望み、裁判は最後に依るべき手段であるとする我が国の国民性に基づく一般的
社会意識からすると、我が国知財紛争処理システムの現状は、改善すべき点はなおあ
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るにしても、それなりの成果を挙げていると思う。知財紛争につき我が国の訴訟数の
少なさをいたずらに言い立てる一部の論者に与すべきではない。
・ 技術の発展のために特許権者を保護すべきであるという考え方は疑問である。むしろ
特許制度が技術の発展を阻害している面があり、特許権の効力もバランスのとれたも
のにすべきである。
・ 東京、大阪以外の企業にとって、特に中小企業にとって専属管轄が利用しにくい障壁
となっている。個人発明家などは殆んど制度の利用ができないのではないか。裁判所
の処理が効率的になることは理解できるか、せめて完了合管轄とし、利用者側のニー
ズも考慮すべきではないかと思われる。
・ 裁判所による強引な和解誘導がしばしば見られる。特に一方ずつを呼んでの和解はフ
ェアでないことも少なくないと思われる。
＜証拠収集＞
・ 証拠収集手続は、さらに充実すべきである。
・ 侵害立証のための証拠収集制度については、グローバルにみても日本の制度は不十分
であり、改善すべき点が多いと考えます。もちろん、制度が濫用されることのないよ
うに、開示の範囲や程度は合理的な範囲に限定すべきであり、また、営業秘密の保護
にも十分配慮すべきと考えます。
・ 訴訟提起前相手方保有証拠収集制度の導入には賛成。例えば、ドイツ型の制度を導入
することを検討するのであれば、査察官の給源として弁護士も考えてよいのではない
か。（税関の特許侵害差止申立事件における専門委員制度はうまく機能していると思
う。）
＜損害額の認定・寄与率＞
・ 損害額の認定についても、懲罰賠償とはならない範囲で付加金的制度を設けることが
検討されてもよいのではないか。
・ 損害賠償制度について、運用面で工夫をすべきと考える。例えば、寄与率は、①製品
の一部（部品）に特許がある場合、②多くの特許が複合している場合に限り、あとは、
2 次であれば推定覆滅事由として被告からの主張立証をなすべきである。現状では、そ
のような主張、立ことがなくても、判決で寄与率が認められている。不意打ちになる
に加え、判決を読んでも納得できない。
・ 損害賠償についても改革に反対ではないのだが、実損主義を維持したままでは限界が
あり、正面から懲罰的要素を認めていかないと無理なのではないか。
＜ダブルトラック・特許無効＞
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・ 権利の安定性については、特許の有効推定規定程度は創設してもよいと思うが、審決
取消率が 40%強ということからすれば、進歩性判断についてもダブルトラックでよいと
思われる。
・ 無効抗弁の廃止・改正には強く反対。
・ 無効の抗弁の廃止と中止の運用。無効の抗弁は廃止し，無効は無効審判・審決取消訴
訟ルート 1 本にする。侵害裁判所は，特許庁での無効審判請求がなされた場合におい
て，手続きを中止することができ（中止しなくても良い点は従前どおり）
，中止決定を
した場合でもいつでも中止決定を取り消すことができるようにする。中止する場合と
しては，侵害裁判所が無効理由有りとの心証をもった場合や無効審判・審決取消訴訟
ルートの進行を見た方がよいと考えた場合が想定される。侵害裁判所での無効理由審
理は手続きを中止するか否かの点のみとする。つまり，侵害裁判所は無効理由が認め
られることを理由とする請求棄却判決は出せず，無効審判請求がなされた場合におい
て訴訟手続きを中止できるに留まるようにする。疑似侵害者は，無効理由をもって争
おうとする場合は，必ず無効審判請求をすることになる。侵害による損害賠償判決が
確定後に特許が無効になっても再審事由にはしない。差止請求の訴額を算定困難（1
万 3000 円）とする。差止請求の訴額は算定困難として 1 万 3000 円とする。差止請求
は将来の損害発生の防止を経済的利益とするが，過去の損害の認定においても請求額
と認容額に大きな乖離がある。将来の損害予測はそれ以上に困難であり，算定困難と
する理由は十分ある。法令改正は必要なく，裁判所の判断で実行可能であると思う。
＜その他＞
・ 立法政策としては、前掲知財研フォーラム 100 号掲載の私見を参照されることを要望
する。
・ 差止請求権の制限にも強く反対。
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資料編Ⅱ
国内ヒアリング調査結果

資料編Ⅱ．国内ヒアリング調査結果
国内の証拠収集及び損害賠償額認定に関する制度の利用実態に関して、公開情報調査及
び国内アンケート調査を踏まえてさらに深掘りすることを目的として、国内アンケート調
査回答者のうち弁護士8者および比較的経験豊富な企業13者の計21者に対してヒアリング
調査を実施した。
弁護士 A

弁護士

弁護士 B

弁護士

弁護士 C

弁護士

弁護士 D

弁護士

弁護士 E

弁護士

弁護士 F

弁護士

弁護士 G

弁護士

弁護士 H

弁護士

企業Ｋ

大企業

電機

企業Ｌ

中小企業

その他

企業Ｍ

大企業

医薬品

企業Ｎ

中小企業

その他製造

企業Ｏ

大企業

医薬品

企業Ｐ

中小企業

機械

企業Ｑ

大企業

機械

企業Ｒ

中小企業

機械

企業Ｓ

大企業

電機

企業Ｔ

中小企業

その他製造

企業Ｕ

大企業

医薬品

企業Ｖ

大企業

精密機械

企業Ｗ

大企業

非鉄金属
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1．

弁護士 A

Ｂ－２

依頼人が、日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を見送った理由は何です

か？わかる範囲で貴殿の経験をご回答ください
見送った経験あり：
１） 話し合いで解決した割合はどの程度ありますか？警告により相手方が侵害行為を中
止した割合はどの程度ありますか？
・統計がないのではっきりは分からない。
・感覚的に、
「話し合いで解決した割合」30%～40%、
「警告により相手方が侵害行為を
中止した割合」10%～20%。合わせて 50%程度。残り 50%は訴訟するか、訴訟断念。
２） 訴訟を見送った理由でアンケートの選択肢以外の理由があればお聞かせください。
・虎の子の特許権が無効になるリスクを考慮したため。
・逆に相手から訴えられるリスクを考慮したため。

Ｂ－５

代理人として、特許権侵害訴訟を提起する又は提起されるという観点から、我

が国の特許権侵害訴訟に対する考えをお聞かせください
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、我が国の特許権侵害訴訟に対する考えが
あればお聞かせください。
・ダブルトラック（無効審判、裁判所での無効の抗弁）は、被侵害者側に有利な制度
になっている。

Ｃ－１

我が国における特許権侵害訴訟の証拠収集に関する経験を教えてください

経験あり
１） 訴訟開始前に交渉段階で相手方から任意で証拠が出てくることがありますか？（eg.
クレームチャートの反論資料として証拠を入手など）
・相手方から資料は出てこないのが普通で、出てくるのは例外的なケース。たとえば
提訴になるかどうかという段階になったら訴訟回避のために出てくる場合もある。
・大企業同士で、和解やクロスライセンスが前提の交渉以外は、話し合いで相手方か
ら資料は出てこない。
・個人（特許権者）vs 大企業（被疑侵害者）では、基本的にださない。
２） 侵害行為の証拠収集と損害の計算の証拠収集に関する経験
・損害の計算の証拠収集はあまり心配していない。訴訟を通じて何とかなる。
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・訴える価値があるかどうか判断するために、訴訟前の損害賠償額の概算は重要。弁
護士サイドでは難しいが企業が保有する資料で可能なので、証拠収集するほどのこ
とはない。

Ｃ－２

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の結果に関する経

験を教えてください
Ｃ－３

代理人として、我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の困

難性に関する経験を教えてください
経験あり：
１） 提訴検討段階の侵害の証拠収集がうまくいったのはどのようなケースですか？うま
くいかなかったケースはどのようなケースですか？
・うまくいった例としては、市場で被疑侵害品を入手して分析できたケース。
２） 提訴検討段階の損害の計算の証拠収集がうまくいったのはどのようなケースです
か？うまくいかなかったケースはどのようなケースですか？
・BtoB 製品は入手困難。入手経路を明らかにしたくない（できない）ケースは、証拠
として使いづらい。
・プロセスの特許などは難しい。
３） 困難性に対して具体的にどのように対応されたかお聞かせください。
・米国のディカバリー制度を活用して証拠収集する。但し、制限があるので、必ず、
日本で使えるとは限らない。
・間接事実を積み上げて、日本の法制度を活用して証拠を提出させる。
４） 製法特許の証拠収集の困難性が原因で提訴を見送ったことはありますか？
・ある。
・コンピュータプログラムは難しい。ブラックボックスの入ってしまっている。
５） 訴訟の提起検討段階の証拠収集がより適切に行われるために如何なる方策が必要と
お考えですか？
・検討段階では良い方法はないと思う。
・訴訟前の不安定な状態での証拠収集は制度的に疑問を感じる。
・提訴後の証拠収集制度の充実を図った方が良いと思う。
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Ｃ－４

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する予告通知者等（検討のみも含む）の代理人としての経験を教えてくださ
い
Ｃ－５

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する被予告通知者の代理人としての経験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？訴えの提起前の証拠収集制度を利用されない理由／
困難な背景をお聞かせください。
・強制力がない。
・4 か月という期間制限があるが、通常、1 年はかかる。使えない。
・警告書のやり取り（交渉）で十分。紛争の解決がゴール。自分の特許を使ってもら
いたいという者は、訴訟をちらつかせることは通常行わない。
２） 訴えの提起前の証拠収集制度（制度の特徴：相手方に通知が必要、強制力なし、裁
判所が絡む）のメリットとデメリットをお聞かせください。（特に交渉と比較して）
・強制力がない。
・訴えた方が良い。
３） 交渉にも応じない相手には、訴えの提起前の証拠収集制度を有効に活用することは
できますか？
・強制力がないので無理。
４） 訴えの提起前の証拠収集制度の制度又は運用上の課題は何だとお考えですか？課題
があるとすると、その改善策は何でしょうか？
・日本の裁判所の執行官では無理。日本の執行官の能力（権限）を変えないと無理。
専門官を加えるのは一案。

Ｃ－６

証拠保全制度（民事訴訟法第234条）に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 証拠保全制度で不都合に感じた点や苦労された点、良い点があればお聞かせくださ
い。
・実効性がない。
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・今、証拠保全しないと現状が変えられる可能性があるとして地方の工場への証拠保
全命令の経験がある。但し、被疑侵害者が実施しておらず保全対象がなく証拠は確
保されなかった。
２） 証拠保全制度の制度又は運用上の課題は何だとお考えですか？課題があるとすると、
その改善策は何でしょうか？
・制度自体は残すべきもの。
・商標の模倣品のようにやって逃げる事案（ヒット＆ラン）へは有効。

Ｃ－７

具体的態様の明示義務（特許法第104条の2）に関する経験を教えてください

Ｃ－８

具体的態様の明示に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 具体的態様の明示義務で不都合に感じた点や苦労された点、良い点があればお聞か
せください。
・営業秘密を理由に否認して、裁判所の心証を悪くすることは実際にはない。
・過去に侵害があった場合にその行為が特許権の有効期間内の実施かの検証が不十分。
２） 具体的態様の明示義務と文書提出命令の連動の経験をお聞かせください。
・具体的態様の明示義務と文書提出命令は連動しきれていない。インカメラとの連動
が実現すれば、訴訟は早くなると思う。
３） 訴訟指揮に従って相手方が明示した／相手方に任意で提出した割合はどの程度あり
ますか？
・訴訟指揮があれば通常従うが、訴訟指揮にも二種類あると感じる。
「どうですか？」
レベルと強い指揮の場合があり、出す証拠のレベルに差を設けることがある。
４） 具体的態様の明示義務の制度又は運用上の課題は何だとお考えですか？課題がある
とすると、その改善策は何でしょうか？
・文書提出命令とインカメラとの連動性が弱い。
・クレーム解釈によって侵害・非侵害となるので、クレーム解釈が決まらない段階で
は文書提出命令は出しづらいのではないか。
・被告側に傾いている。
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Ｃ－９

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）の代理人としての経験を教えてください
Ｃ－10

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人の代理人としての経験を教えてください
Ｃ－11

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）の代理人としての経験を教えてください
Ｃ－12

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人の代理人としての経験を教えてください
経験あり：
１） 文書の特定は困難でしたか？どのようにして特定されましたか？文書の特定の要件
は厳しいと感じられますか？
・昔に比べたら、運用は緩くなってきたと感じる。機能的な表現でも認められる。
・文書の特定より、むしろ必要性の問題の方が大きい。
・秘密保持命令＋文書提出命令が本来の姿と感じる。
２） 申立人として／被申立人として侵害の立証に係る／損害の計算に係る文書提出命令
で不都合に感じた点や苦労された点、良い点があればお聞かせください。
・裁判所にその必要性の説得に苦労したことがある。
３） 侵害の立証に係る／損害の計算に係る文書提出命令の制度又は運用上の課題は何だ
とお考えですか？課題があるとすると、その改善策は何でしょうか？
・相手方当事者に見られるので、米国のアトーニーズアイズオンリーやアトーニーズ
＋専門家ズアイズオンリーのように変えると変わるかも知れない。

Ｃ－13

インカメラ手続（特許法第105条第3項）に関連する経験について教えてくださ

い
Ｃ－14

インカメラ手続（特許法第105条第3項）の開示対象者に関する経験について教

えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？インカメラ手続を利用されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
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・On Going 中の案件で経験がある。
・一般にインカメラ手続きを利用するまでもなく決着してしまう。
・代理人側もインカメラ手続きを要求することも稀。
２） インカメラ手続の制度又は運用上の課題は何だとお考えですか？課題があるとする
と、その改善策は何でしょうか？
・インカメラ手続きを要求することもないが、もっと代理人は積極的に要求しても良
いと感じる。文書提出命令は要求するが裁判所は聞いてくれない。

Ｃ－15

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する申立人等（検討のみも含む）の代

理人としての経験を教えてください
Ｃ－16

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する被申立人としての経験を教えてく

ださい
経験あり：
１） 申立人として／被申立人として秘密保持命令を利用して不都合に感じた点や苦労さ
れた点、良い点があればお聞かせください。
・出づらい。
２） 相手方企業担当者を閲覧対象者に含めなければならないというのは本当でしょう
か？本当であれば、この点が制度利用への抵抗感としてありますか？代理人のみを
名宛人とすることは可能でしょうか？秘密保持命令の運用の実態をご存じであれば
お聞かせください。
・条文上は、相手方企業担当者を閲覧対象者に含めなければならないとも読める。
・実務では代理人のみを閲覧対象者となる場合があるが、相手方の同意が前提。
・相手方企業担当者を閲覧対象者に含めないとすると本人訴訟のときどうするか？
・代理人だけで見てわかるのかという問題もある。
３） 技術的知見を有する第三者に資料を閲覧させることができない点は制度利用を躊躇
する理由としてありますか？ドイツの査察制度（第三者が閲覧できる）との比較で
いかがでしょうか？
・見てわからない人が見ても無駄なので技術的に知見を有する者が閲覧するのは良い。
・もっと使われるようになると良い。
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４） 「損害計算のための鑑定（特許法第 105 条の 2）」と類似する「侵害の立証のための
鑑定制度」の導入についてはどのように感じられますか？
・「損害計算のための鑑定」は公認会計士なら簡単だが、「侵害の立証のための鑑定」
誰がどのようにするのか課題。技術的にどうなっているかまで見るのであればわか
るが、侵害／非侵害まで決めるなら問題。特許の専門家でなければ侵害／非侵害の
判断はできない。専門委員の質にもばらつきがあるので、そのような人がやるなら
心配。

Ｃ－17

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧に関するお考えを教えてください

・C-16 の回答を参照。

Ｃ－18

当事者尋問等に関し、尋問の公開停止（特許法第105条の7第1項）に関する経

験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？尋問の公開停止を要求されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・裁判所が書証主義で尋問をやらない。
・尋問が行われないから、尋問の公開停止の必要性がない。
・尋問をやるようになれば、本制度がクローズアップされてくるだろう。
・裁判所の運用次第。

Ｃ－19

我が国の特許権侵害訴訟における証拠収集制度に対するお考えをお聞かせく

ださい
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における証拠収集制度に
対するお考えがあればお聞かせください。
・アンケート記載のコメント以外は特になし。

Ｄ－１

我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象を教えてください

１） 我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象のTop３は何でしょうか？
・国内の損害賠償額は低め。
・国内の訴訟は差止がメイン。損害賠償を付随的に求めるケースは普通にあるが、費
用対効果を考えると、損害賠償をメインに据えることは通常あまりないと考える。
- 196 -

・米国との比較ではなく、クライアントは判決後に訴訟費用とのコスト比較を必ず行
うだろうが、その観点からも低いと思われていると感じる。
・クライアントは、現状の損害賠償額には満足していないと感じる。

Ｄ－８

我が国の特許権侵害訴訟における損害賠償請求に対するお考えをお聞かせく

ださい
１） ドイツのように当事者間で損害賠償額を決めると満足感があがるという考えについ
ては、どのように思われますか？
・ドイツがどうやって損害賠償額を決めているかわからないのでコメントが難しい。
・業界によっては大丈夫かもしれないが、技術標準特許の場合などは何等かの判断が
必要だろう。
・相手憎しの場合（ビジネスとしての知財訴訟でない場合）は、当事者間だけでは解
決は難しいと思う。
・裁判官も寄与率や実施料相当額で頭を悩ませているはずなので、ドイツ式でそこか
ら解放してあげられるなら良い制度だと思う。
・損害論の過程で和解するケースも多いので、それを無くしてまでドイツ式を採用す
る必要はないだろう。
・裁判所による和解の緩手をどう考えるか価値判断の問題。個人的にはもっとサバサ
バと判決しても良いのではないかと思う。利用者がどう考えるかによる。
Ｅ

その他、我が国知財紛争処理システムに対するご要望、ご意見がございましたら、お

聞かせください。
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、知財紛争処理システムに対するご要望、
ご意見があればお聞かせください。
・日本は裁判所を信頼しているので、裁判所または裁判所の手足を使った証拠収集制
度の充実を図るのは一案。
・証拠収集に関して、米国のような当事者主事的な面を充実させるより、職権主義の
制度を充実させた方がすんなりいくのではないかと思う。
以上
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2.

弁護士 B

Ｂ－２

依頼人が、日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を見送った理由は何です

か？わかる範囲で貴殿の経験をご回答ください
見送った経験あり：
１） 話し合いで解決した割合はどの程度ありますか？警告により相手方が侵害行為を中
止した割合はどの程度ありますか？
・両方足して 10～20%。見送った割合は全相談数の約 30%程度。

Ｂ－５

代理人として、特許権侵害訴訟を提起する又は提起されるという観点から、我

が国の特許権侵害訴訟に対する考えをお聞かせください
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、我が国の特許権侵害訴訟に対する考えが
あればお聞かせください。
・証拠収集の制度が弱い。
・印紙代が高い。
・仮処分が出ないのでスピード感がない。
・日独で同時に訴訟しているがドイツはもっと早い。グローバルで訴訟しても日本は
スピードが遅く対抗訴訟にならない。税関も利用したが訴訟に係属していると保留
になるので不便。ドイツ位のスピード感があると良い。

Ｃ－１

我が国における特許権侵害訴訟の証拠収集に関する経験を教えてください

経験あり
１） 訴訟開始前に交渉段階で相手方から任意で証拠が出てくることがありますか？（eg.
クレームチャートの反論資料として証拠を入手など）
・任意で出てくることはない。
・欧米の証拠収集制度を活用して国内の訴訟の証拠に使う。過去は米国だけであった
が、最近は欧州（オランダ、ドイツ、フランス）も使える。海外で取った証拠は、
これまで全て日本で使えた。米国は日本特許だけでも OK。欧州は日本特許だけでは
NG、対応特許が必要。
・日本の証拠収集制度は全然ダメ。

Ｃ－２

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の結果に関する経
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験を教えてください
Ｃ－３

代理人として、我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の困

難性に関する経験を教えてください
経験あり：
１） 提訴検討段階の侵害の証拠収集や損害の計算の証拠収集がうまくいかなかったケー
スはどのようなケースですか？
・普通に入手できないものは難しい。
・入手さえできれば、今の解析技術なら何とかなる。
２） 困難性に対して具体的にどのように対応されたかお聞かせください。
・うまく外国の制度を使う。
・大学の先生に頼む。
・特別な代理人を使って入手する。
・入手経路はある程度明らかにできれば問題なし。収集手続きで争って排除すること
は日本ではあまりない。
・コンピュータプログラム（制御プログラム、ソースコード）は入手困難。米国のデ
ィカバリーなら入手できる。

Ｃ－４

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する予告通知者等（検討のみも含む）の代理人としての経験を教えてくださ
い
Ｃ－５

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する被予告通知者の代理人としての経験を教えてください
経験あり：
１） 訴えの提起前の証拠収集制度の制度で不都合に感じた点や苦労された点、良い点が
あればお聞かせください。
・やったけど無視された。
・強制力がないので実効性がない。

Ｃ－６

証拠保全制度（民事訴訟法第234条）に関する経験を教えてください

経験あり：
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１） 証拠保全制度で不都合に感じた点や苦労された点、良い点があればお聞かせくださ
い。
・地方（北海道）でうまくいったことがある。
・提訴前なら「改ざんのおそれ」で簡裁や地方の地裁で出やすい。
・東京、大阪の知財部では出ない。

Ｃ－７

具体的態様の明示義務（特許法第104条の2）に関する経験を教えてください

Ｃ－８

具体的態様の明示に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 具体的態様の明示義務で不都合に感じた点や苦労された点、良い点があればお聞か
せください。
・辻褄さえ合っていれば被告は都合の良いことを主張できるので、納得できない。
・具体的態様の明示義務は使い物にならない。
・自社で作っていないから出せないといえば通る。これではダメ。

Ｃ－９

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）の代理人としての経験を教えてください
Ｃ－10

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人の代理人としての経験を教えてください
Ｃ－11

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）の代理人としての経験を教えてください
Ｃ－12

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人の代理人としての経験を教えてください
経験あり：
１） 文書の特定は困難でしたか？どのようにして特定されましたか？文書の特定の要件
は厳しいと感じられますか？
・特定を緩めて、ある程度網羅的に出させるのが良いと思う。但し、以前より緩くな
った。
・ちゃんとしたものが出ているかは疑問なので、もう少し立法で何とかしてほしい。
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２） 申立人として／被申立人として侵害の立証に係る／損害の計算に係る文書提出命令
で不都合に感じた点や苦労された点、良い点があればお聞かせください。
・命令がでること自体希で、任意で出させている。任意では拒否されれば終わりだし、
出したとしても全てでているか、出てきたものが正しいものかわからない。
・文書提出命令をもっと頻繁に出させた方が良い。
・文書提出命令がでないこと自体を争えない点が問題（高裁で争うことは可能）
。

Ｃ－13

インカメラ手続（特許法第105条第3項）に関連する経験について教えてくださ

い
Ｃ－14

インカメラ手続（特許法第105条第3項）の開示対象者に関する経験について教

えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？インカメラ手続を利用されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・On Going の案件で経験あり。裁判所の要求で始まった。
２） 申立人として／開示対象者としてインカメラ手続を利用して不都合に感じた点や苦
労された点、良い点があればお聞かせください。
・条文と実態が相違しているように感じる。
・裁判所と被告代理人だけが閲覧。
・裁判所に出す書類と当事者に出す書類が違う（2 項）
・文書提出命令とインカメラの連携がない。
３） インカメラ手続の制度又は運用上の課題は何だとお考えですか？課題があるとする
と、その改善策は何でしょうか？
・相手方（原告代理人）の関与が難しい。
・条文がおかしい。これは裁判所のためのもの。

Ｃ－15

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する申立人等（検討のみも含む）の代

理人としての経験を教えてください
Ｃ－16

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する被申立人としての経験を教えてく

ださい
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経験あり：
１） 申立人として／被申立人として秘密保持命令を利用して不都合に感じた点や苦労さ
れた点、良い点があればお聞かせください。
・秘密保持命令はなかなか出してくれない。
・裁判所が金庫を用意しないといけないから、命令を出し渋る。
２） 相手方企業担当者を閲覧対象者に含めなければならないというのは本当でしょう
か？
・事実。通常のケースは、相手方企業担当者は入る。
３） 代理人のみを名宛人とすることは可能でしょうか？秘密保持命令の運用の実態をご
存じであればお聞かせください。
・相手方が同意すれば、代理人だけでも良い（例外）。
・Outside council Only のケースも代理人だけで OK。
・企業は抵抗感があるので法律を変えなければならない。国際調和していない。
４） 技術的知見を有する第三者に資料を閲覧させることができない点は制度利用を躊躇
する理由としてありますか？ドイツの査察制度（第三者が閲覧できる）との比較で
いかがでしょうか？
・日本のエンジニアは秘密保持契約にサインしてまで訴訟に関与してくれない。

Ｃ－17

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧に関するお考えを教えてください

１） 「f.裁判官であれば開示しても良い」を選択された方は、裁判官はその分野の専門
家ではないと思われますが、それで十分なのでしょうか？「秘密保持命令を受けた
第三者」としてその分野の専門家への開示はいかがでしょうか？
・裁判官だけが見ても意味がない。
・相手方の反論が必要。裁判官だけが見て判断すれば良いという訴訟感自体おかしい。
・相手方代理人と専門家の閲覧が必要。

Ｃ－18

当事者尋問等に関し、尋問の公開停止（特許法第105条の7第1項）に関する経

験を教えてください
経験なし：
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１） なぜ経験がないのでしょうか？尋問の公開停止を要求されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・証人尋問の経験はあるが、尋問の公開停止の経験はない。
・営業秘密に関する証人尋問の経験はない。

Ｃ－19

我が国の特許権侵害訴訟における証拠収集制度に対するお考えをお聞かせく

ださい
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における証拠収集制度に
対するお考えがあればお聞かせください。
・アンケートのコメント以外は特になし。

Ｄ－１

我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象を教えてください

１） 我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象のTop３は何でしょうか？
・印紙代が高い。
・実施料が低い。どの技術、どの特許で同じ料率。いつまでも発明協会の実施料率を
使っている。米国ではもっと幅がある。データベースとかも含めて検討すべき。
・判決を読んでも納得感がない。

Ｄ－２

特許権者の代理人としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を

教えてください
Ｄ－３

被疑侵害者の代理人としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験

を教えてください
・D-1 の回答を同じ。

Ｄ－４

特許法第102条1項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 特許法第 102 条第 1 項に基づく損害賠償請をされて不都合に感じた点や苦労された
点、良い点があればお聞かせください。
・1 項は損害額が高く出やすい。
・自社の利益率を開示することは、判決を閲覧制限することで納得してもらう。
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・自己実施が厳密に要求されないので適用範囲が広い。
・１項と 3 項の重畳適用は不可。立法しない限り無理。

Ｄ－５

特許法第102条第2項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 特許法第 102 条第 2 項に基づく損害賠償請をされて不都合に感じられた点や苦労さ
れた点、良い点があればお聞かせください。
・情報が相手の手の内にあり、損害額は高く出ない。
・計算鑑定人はうまくいかない。最近はあまり利用しない。
・計算鑑定人は調べ切れない。計算鑑定人に権限もやる気もない。
・裁判所の選任では人選に問題がある場合がある。中立性重視ではなく、やる気のあ
る原告人選任や報酬体系を変えるべき。
・悲しくなる報告書（相手方のいいなりの内容）で、300 万円～400 万円。

Ｄ－６

特許法第102条第3項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 実施料相当額はどのようにして算出されましたか？その算定に関するデータベース
やガイドラインがあれば便利だと思いますか？
・価値の低い特許で 1～2%、高い特許でも 5～6%程度。幅が狭い。
・発明協会のデータは平均値になっているが、もっと適用範囲を絞り込んで幅を設け
るべき。
・米国では、公認会計士、コンサルタントが調べ上げる。米国にもデータベースはな
いが情報は外に出ている。Entire Market Value はすでにほとんど使われていない。
アメリカの方が、要件が厳しくなっている。
２） 特許法第 102 条第 3 項に基づく損害賠償請求をされて不都合に感じた点や苦労され
た点、良い点があればお聞かせください。
・実施料相当額は立証できない。

Ｄ－７

損害計算のための鑑定（特許法第105条の2）に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 損害計算のための鑑定を利用されて不都合に感じた点や苦労された点、良い点があ
ればお聞かせください。
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・いい目を見たことは１度だけ。不満足のほうが多い。
２） 損害計算のための鑑定の制度又は運用上の課題は何だとお考えですか？課題がある
とすると、その改善策は何でしょうか？
・裁判所の人選ではだめ。
・自分で人選すればダメな鑑定人であったとしても納得できる。
・中立性より真実の発見を重視すべき。そのためには利害関係人がやるべき。

Ｄ－８

我が国の特許権侵害訴訟における損害賠償請求に対するお考えをお聞かせく

ださい
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における損害賠償請求に
対するお考えがあればお聞かせください。
・寄与率は必要。但し、減額の理由に使われているだけ。納得感がない。そこが日本
の訴訟制度の信頼性を失う原因になっている。
・米国では医薬特許で何十%という実施料相当額が認められる場合がある。
Ｅ

その他、我が国知財紛争処理システムに対するご要望、ご意見がございましたら、お

聞かせください。
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、知財紛争処理システムに対するご要望、
ご意見があればお聞かせください。
・国際競争になっていない。
・納得感がない。シンガポールでは国際化に熱心。
・日本の裁判所は、外国企業にもフェア（ニュートラル）。国際的には珍しい。海外
では自国有利。
・国際標準から見ておかしな制度を変えて国際競争力をつけるべき。
・ドイツ式のように侵害論でいったん打ち切って当事者間で損害額を決めるというの
は、訴訟の早期解決の一つの解決方法かもしれない。
・文書命令の条文（文書の特定など）や裁判所の運用を変えれば、良くなるのではな
いか。
・査察制度など日本になじまない制度の導入より、現制度の改善を優先すべき。
・特許権者側から考えると、計算鑑定人の条文は不要。
以上
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3.

弁護士 C

Ｂ－２

依頼人が、日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を見送った理由は何です

か？わかる範囲で貴殿の経験をご回答ください
見送った経験なし：
１） 話し合いで解決した割合はどの程度ありますか？警告により相手方が侵害行為を中
止した割合はどの程度ありますか？
・クライアントは大企業中心で相手方と交渉後に訴訟を前提に相談に来られるケース
が多いため、受任後に話し合いで解決するケースはほとんどない。

Ｂ－５

代理人として、特許権侵害訴訟を提起する又は提起されるという観点から、我

が国の特許権侵害訴訟に対する考えをお聞かせください
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、我が国の特許権侵害訴訟に対する考えが
あればお聞かせください。
・20世紀のころに比べると権利者が勝てる率が増えたが、それでも権利者が勝つのは
依然として難しい。事務所の若手弁護士が扱っている金額の小さな事件（例えば数
百万円）では、かなり権利者が勝訴しているようです。私の扱う原告事件は数億円
以上であるとか、相手方が多数の無効主張、無効審判事件を起こして抵抗するよう
な事件ばかりなので、権利者が勝つのは難しいです。

Ｃ－１

我が国における特許権侵害訴訟の証拠収集に関する経験を教えてください

経験あり
１） 侵害行為の証拠収集と損害の計算の証拠収集は具体的にどのようにされています
か？(eg.専門業者によるリバースエンジニアリングなど)
・基本的に自分で証拠収集する。
・どうしても揃わない証拠は、手続きの中で相手方に開示させるように工夫する。
２） 訴訟開始前に交渉段階で相手方から任意で証拠が出てくることがありますか？（eg.
クレームチャートの反論資料として証拠を入手など）
・相手方が、侵害を認めているようなケースでは証拠がでてくることがある。そのよ
うな事件では、正確には、証拠の問題ではなく、金銭の問題になると思います。
・身の潔白を証明するために証拠が出される場合もある。
・和解したい考えがあれば出てくることはあるが争う意思があれば絶対に出てこない。
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・上記の傾向は大手、中小による違いはない。

Ｃ－４

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する予告通知者等（検討のみも含む）の代理人としての経験を教えてくださ
い
Ｃ－５

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する被予告通知者の代理人としての経験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？訴えの提起前の証拠収集制度を利用されない理由／
困難な背景をお聞かせください。
・強制力がなく実効性に疑問があるので経験がない。
・強制力がないにも関わらす、相手方に通知して訴訟の準備をさせることになる。
・訴え提起前に可能な限り証拠収集して、足らない部分については訴訟提起後に訴訟
手続を通して集めれば良い（それなりの工夫が必要です）のでこの制度は利用する
必要性を感じない。

Ｃ－６

証拠保全制度（民事訴訟法第234条）に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 証拠保全制度で不都合に感じた点や苦労された点、良い点があればお聞かせくださ
い。
・以前は、地方で証拠保全を行ったケースがある。
・東京・大阪では以前から、証拠保全はほとんど認められない。

Ｃ－７

具体的態様の明示義務（特許法第104条の2）に関する経験を教えてください

Ｃ－８

具体的態様の明示に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 具体的態様の明示義務で不都合に感じた点や苦労された点、良い点があればお聞か
せください。
・本条導入以前より、実態としては同様の訴訟指揮は行われていたが、本条より裁判
所が開示を促す法的根拠になり、使いやすくなった。
・まずは具体的態様を主張するに十分な証拠を自分で収集し、相手に認否をさせて否
認する場合は具体的態様を説明させ、必要な場合は文書を提出させる。
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・具体的態様の明示義務は有効な手段。

Ｃ－９

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）の代理人としての経験を教えてください
Ｃ－10

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人の代理人としての経験を教えてください
Ｃ－11

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）の代理人としての経験を教えてください
Ｃ－12

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人の代理人としての経験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？侵害の立証に係る／損害の計算に係る文書提出命令
を利用されない理由／困難な背景をお聞かせください。
・やらない。
・米国の制度のように Deposition で相手方に説明を求めることができないので、大
量の文書が提出されても、内容が分からない。
・相手方が自分に不利な文書を出してくるかも疑問。
・被疑侵害者の代理人として申し立てられたことはあるが全て裁判所が認めなかった。

Ｃ－15

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する申立人等（検討のみも含む）の代

理人としての経験を教えてください
Ｃ－16

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する被申立人としての経験を教えてく

ださい
経験あり：
１） 申立人として／被申立人として秘密保持命令を利用して不都合に感じた点や苦労さ
れた点、良い点があればお聞かせください。
・検討はしたが、実際に申し立てたことはない。
・裁判所が消極的な姿勢。
・裁判所はもう少し気軽に出してほしい。
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Ｃ－17

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧に関するお考えを教えてください。

１） 「f.裁判官であれば開示しても良い」を選択された方は、裁判官はその分野の専門
家ではないと思われますが、それで十分なのでしょうか？
・裁判官だけではダメ。秘密保持命令を受けた相手方代理人と一緒に閲覧するのが良
い。
２） 「秘密保持命令を受けた第三者」としてその分野の専門家への開示はいかがでしょ
うか？
・第三者だけ閲覧しても攻撃防御ができないのでダメ。
・代理人だけでは技術的にわかないケースもあるので、技術の分かる当事者（エンジ
ニア）と一緒の閲覧するのが良い。
３） その他
・特許侵害訴訟となるのは過去の技術の関するものが多く、営業秘密もそれほどクリ
ティカルでないケースもある。不正競争防止法の現に使われているノウハウや営業
秘密とは少し違う。

Ｃ－19

我が国の特許権侵害訴訟における証拠収集制度に対するお考えをお聞かせく

ださい
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における証拠収集制度に
対するお考えがあればお聞かせください。
・証拠収集で最も実効性のある制度は、具体的態様の明示義務だと思う。それ以外の
制度は実効性に疑問がある。
・裁判所が関与して、訴訟指揮で相手方から任意で出させるのは証拠としてもはっき
りして良い。相手方も変なものを出すと裁判所の心証を悪くすると考えてちゃんと
したものが出してくる。

Ｄ－１

我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象を教えてください

１） 我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象のTop３は何でしょうか？
・一般に認定額が低いと言われるが、日本の知財訴訟はもともと案件の規模が小さい
ものが多く、認定は適切と感じる。
・米国の認定額との単純比較は適切ではない。
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・薬の事件で、損害を補填するには不十分と感じたことがある。

Ｄ－２

特許権者の代理人としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を

教えてください
Ｄ－３

被疑侵害者の代理人としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験

を教えてください
経験あり：
１） 損害賠償請求で不都合に感じた点や苦労された点、良い点があればお聞かせくださ
い。
・損害賠償の事件の経験はそれほど多くない。
・102 条 1 項とかあるので証明しやすくなった。
・102 条 1 項の場合、権利者側の利益率を開示するのを嫌がる者もいるが、必要な数
字は権利者側にあるので集めやすい。

Ｄ－４

特許法第102条１項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 特許法第 102 条第１項に基づく損害賠償請をされて不都合に感じた点や苦労された
点、良い点があればお聞かせください。
・権利者には使いやすい制度。
・自社の情報（利益率）を出したくないから 2 項を選ぶ企業もある。
・相当の金額を取りたいのであれば、自社の情報を出して１項を使うべきと考える。

Ｄ－５

特許法第102条第2項に基づく損害賠償損害賠償請求に関する経験を教えてく

ださい
経験なし：
１） 特許法第 102 条第 2 項に基づく損害賠償請求をされない理由／困難な背景をお聞か
せください。
・2 項は相手方の利益額を立証しないといけないので大変。
・通常、2 項は 1 項より認定額が低くなる。
・1 項を主張するときは、2 項を併せて請求することはない。
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Ｄ－６

特許法第102条第3項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください（c

～eは複数回答可）
経験あり：
１） 実施料相当額はどのようにして算出されましたか？その算定に関するデータベース
やガイドラインがあれば便利だと思いますか？
・現状、発明協会の実施料率表がベースとなっている。
・類似した他の契約例を使うこともある。
・昔は 3%程度が多かったが最近は 5%程度になってきたように感じる。
・データベースやガイドラインはつくるだけでも大変。
・米国ではリーゾナルロイヤルティを決めるファクターがいっぱいある。
・現状にそれほど不満はない。

Ｄ－７

損害計算のための鑑定（特許法第105条の２）に関する経験を教えてください

（c～gは複数回答可）
経験なし：
１） 損害計算のための鑑定を利用されない理由／困難な背景をお聞かせください。
・自身で計算鑑定人を使ったことがないが、事務所の別の弁護士が使ったことがあり、
予想以上の額が出て満足したことがある。
・裁判所の任命する鑑定人なので安心しているが、実際に使ったら不満を感じるかも
しれない。裁判所と公認会計士とのコミュニケ―ションが密に取れていれば問題な
いと思う。
・鑑定人の報酬に関しては、数千万円以上の事件ならペイできるだろう。
・相手方が任意で出してこないとかごまかしているようであれば積極的に使いたい。

Ｄ－８

我が国の特許権侵害訴訟における損害賠償請求に対するお考えをお聞かせく

ださい（回答自由）
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における損害賠償請求に
対するお考えがあればお聞かせください。
・アンケート記載以外のコメントなし。
Ｅ

その他、我が国知財紛争処理システムに対するご要望、ご意見がございましたら、お

聞かせください。（回答自由）
１） 侵害鑑定人について
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・クレームを充足するか否かを判断するレベルまでなら良いが、侵害／非侵害の判断
は裁判の中でやるべき。
・結論に権利者が納得できるかが問題。
・被疑侵害者側がどの程度協力してくれるかも疑問。
・弁護士としては、この制度に賭けようとクライアントにアドバイスしづらい。
・相手方が出してこない証拠については、侵害鑑定人制度を使うのではなく、具体的
態様も明示義務を活用すれば良いと思う。
以上
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4.

弁護士 D

Ｂ－２

依頼人が、日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を見送った理由は何です

か？わかる範囲で貴殿の経験をご回答ください。
見送った経験あり：
１） 話し合いで解決した割合はどの程度ありますか？
・30%程度
２） 警告により相手方が侵害行為を中止した割合はどの程度ありますか？
・話し合いで解決した案件の約 80～90%程度
３） その他
・技術的範囲に属しないにも関わらず何とかしてほしいという相談が圧倒的に多い。
・訴訟は中小が中心で、大手はやらない。
・企業は訴訟アレルギーが強い。

Ｂ－５

代理人として、特許権侵害訴訟を提起する又は提起されるという観点から、我

が国の特許権侵害訴訟に対する考えをお聞かせください。
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、我が国の特許権侵害訴訟に対する考えが
あればお聞かせください。
・知財訴訟は昔に比べるとスピーディになったが、もっと早くしてほしい。
・裁判所の部によって、細かいことを要求してくるとことがある。
・原告側は大変。神経を使う。この点は昔をあまり変わっていない。
・具体的な態様の明示義務はうまくいっている。

Ｃ－１

我が国における特許権侵害訴訟の証拠収集に関する経験を教えてください。

経験あり
１） 侵害行為の証拠収集と損害の計算の証拠収集は具体的にどのようにされています
か？(eg.専門業者によるリバースエンジニアリングなど)
・被疑侵害品の現物の入手。
・現物がなければ、ホームページやパンフレットの入手。
・リバースエンジニアリングは滅多にしない。
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２） 訴訟開始前に交渉段階で相手方から任意で証拠が出てくることがありますか？（eg.
クレームチャートの反論資料として証拠を入手など）
・知財事件は事前の交渉があるのが普通で、その交渉を通じて入手する。
・反論として図面などが出てくることがある。
・知財弁護士や知財部が入った交渉では交渉段階である程度証拠は揃うケースが多い。
・大手ほど交渉に応じる。中小は訴えられるリスクを考えて証拠を出す場合がある。
・訴訟を前提として交渉では証拠は出てこない。

Ｃ－２

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の結果に関する経

験を教えてください。
Ｃ－３

代理人として、我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の困

難性に関する経験を教えてください。
経験あり：
１） 提訴検討段階の侵害の証拠収集がうまくいったのはどのようなケースですか？うま
くいかなかったケースはどのようなケースですか？
・物の発明の場合はわかりやすい。現物を入手して解析。
・方法の発明、単純方法の発明や化学は難しい。
・工場に中で使われているらしいとか、中間成分を抽出する必要がある場合なども難
しい。
２） 困難性に対して具体的にどのように対応されたかお聞かせください。
・直接、相手に問い合わせをするしかないが、なかなか入手できない場合が多い。

Ｃ－４

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する予告通知者等（検討のみも含む）の代理人としての経験を教えてくださ
い。
Ｃ－５

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する被予告通知者の代理人としての経験を教えてください。
経験あり：
１） 訴えの提起前の証拠収集制度の制度で不都合に感じた点や苦労された点、良い点が
あればお聞かせください。
・検討したことはあるが使ったことない。
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・強制力がない。
・素手でやっても意味がない。ある程度証拠を掴んでやるべき。
・知財専門家でない者から“手ぶら”で照会されたことがあるが無視したことがある。
裁判所に申し立てられたが裁判所も無視。この時はイ号物件の特定はできていたの
でさっさと訴訟すればという状況であった。

Ｃ－６

証拠保全制度（民事訴訟法第234条）に関する経験を教えてください。

経験あり：
１） 証拠保全制度で不都合に感じた点や苦労された点、良い点があればお聞かせくださ
い。
・著作権（違法コピー）で経験あるが、特許権ではない。無理。
・特許権でやられたことはある。
・必要性の要件が難しい。
・認められるのは、見本市や地中に埋める基礎工事など特別なケースだけ。

Ｃ－７

具体的態様の明示義務（特許法第104条の2）に関する経験を教えてください。

Ｃ－８

具体的態様の明示に関する経験を教えてください。

経験あり：
１） 具体的態様の明示義務で不都合に感じた点や苦労された点、良い点があればお聞か
せください。
・具体的態様の明示義務はうまくいっている。

Ｃ－９

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）の代理人としての経験を教えてください。
Ｃ－10

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人の代理人としての経験を教えてください（c～dは複数回答可）
Ｃ－11

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）の代理人としての経験を教えてください。
Ｃ－12

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人の代理人としての経験を教えてください。
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経験あり：（C-9）
１） 文書提出命令の経験について
・権利者側、被疑侵害者側の双方で経験があるが、1 度も認められたことはない。
・文書提出命令は究極の手段。
・申立を却下されても即時抗告の対象とならない。
・裁判所は、訴訟指揮で任意で出させようとする。相手方が知財弁護士の場合は 7～8
割は出てくる。
・損害論の所では出さなければ、相手方の主張通りになるので、出せば出すほど減額
されると言ってクライアントには出させるようにしている。
・文書提出命令を申し立てても必要性で却下される。
２） 文書の特定は困難でしたか？どのようにして特定されましたか？文書の特定の要件
は厳しいと感じられますか？
・困難に感じたことはあったが、何とか特定した。
・文書特定の要件は昔より緩和されている。

Ｃ－13

インカメラ手続（特許法第105条第3項）に関連する経験について教えてくださ

い。
Ｃ－14

インカメラ手続（特許法第105条第3項）の開示対象者に関する経験について教

えてください。
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？インカメラ手続を利用されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・経験なし。
・実務では墨塗りで提出する。
・事実上のインカメラ（墨塗りと原本の両方を見せて同一を示し、原本は閲覧制限を
要求する）は行っている。

Ｃ－15

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する申立人等（検討のみも含む）の代

理人としての経験を教えてください。
Ｃ－16

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する被申立人としての経験を教えてく

ださい。
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経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？秘密保持命令を利用されない理由／困難な背景をお
聞かせください。
・経験なし。
・弁護士だけでなく、事務員に対しても刑罰がある。
・コピーも事務員に任せられず、自分でやるしかない。
・事務所を辞めても守秘義務を負うので怖くて使えない。
２） 技術的知見を有する第三者に資料を閲覧させることができない点は制度利用を躊躇
する理由としてありますか？ドイツの査察制度（第三者が閲覧できる）との比較で
いかがでしょうか？
・必要なし。
・そもそも秘密保持命令は、究極の伝家の宝刀。

Ｃ－17

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧に関するお考えを教えてください。

１） 訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧に関する経験
・秘密保持命令ではなく秘密保持契約を結んでやったことは何度もある。
・裁判所も秘密保持契約の方を勧める。
２） 「f.裁判官であれば開示しても良い」を選択された方は、裁判官はその分野の専門
家ではないと思われますが、それで十分なのでしょうか？
・裁判官自身が見たくない、知りたくないというケースもある。

Ｃ－18

当事者尋問等に関し、尋問の公開停止（特許法第105条の7第１項）に関する経

験を教えてください。
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？尋問の公開停止を要求されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・証人尋問は、先使用や冒認でたまにあるが、尋問の公開停止は経験がない。
・証拠収取や損害額に絡むところで証人尋問はこれまで経験はない。

Ｃ－19

我が国の特許権侵害訴訟における証拠収集制度に対するお考えをお聞かせく

ださい。
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１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における証拠収集制度に
対するお考えがあればお聞かせください。
・証拠収集制度は今の制度で十分。
・インターネットは素晴らしい。“waybackmachine“を使えば、過去の時点のホーム
ページが見られるので証拠収集に役立てている。誰でも見れる。“waybackmachine
“の信用性についても判例（信用あり／なしの両方）は出ている。

Ｄ－２

特許権者の代理人としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を

教えてください。
Ｄ－３

被疑侵害者の代理人としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験

を教えてください。
経験あり：
１） 寄与率の認定に納得できましたか？
・原告側、被告側どちらのケースもまあまあ納得できたが、低めに認定されていると
感じたこともある。
・寄与率の論理を裁判所が口頭でしっかり説明してくれる場合もある。

Ｄ－４

特許法第102条1項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください。

１） 特許法第 102 条第１項に基づく損害賠償請の経験
・特許権者側では経験はない、被疑侵害者側では経験がある。
・自社の利益率の開示ができない。
・知財専門の弁護士でない代理人が１項を使ってくるケースが多い。
・1 項は原告が高級ブランドの場合で被告側の利益が殆ど“０”の場合にしか使わな
い。

Ｄ－５

特許法第102条第2項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください。

経験あり：
１） 特許法第 102 条第２項に基づく損害賠償請の経験
・基本的には２項を使う。
・吹っかけて高めに要求して、下げたいなら資料を出せと要求する。
・被告側が資料を出したくないとして原告側の要求を呑んだことがある。
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Ｄ－６

特許法第102条第3項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください。

経験あり：
１） 実施料相当額はどのようにして算出されましたか？その算定に関するデータベース
やガイドラインがあれば便利だと思いますか？
・10%から始めるが、最近は 5%程度が多いように感じる。最近上がってきた。
・データベースやガイドラインは欲しい。料率の条件は細分化して欲しい。
・発明協会の実施料率表は足らない、古い。これを新しくして欲しい。

Ｄ－７

損害計算のための鑑定（特許法第105条の2）に関する経験を教えてください。

経験なし：
１） 損害計算のための鑑定を利用されない理由／困難な背景をお聞かせください。
・損害鑑定人は利用したことがない。
・『知的財産紛争の損害額計算実務―「計算鑑定人マニュアル」の解説（日本公認会
計士協会）』という素晴らしい本がある。日本公認会計士の考え方の記載されてい
る。参考にしている。

Ｄ－８

我が国の特許権侵害訴訟における損害賠償請求に対するお考えをお聞かせく

ださい。
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における損害賠償請求に
対するお考えがあればお聞かせください。
・損害賠償額は低額傾向。もう少し上げても良い。
・被告側の場合は、
「これでいいの」と感じることもある。
Ｅ

その他、我が国知財紛争処理システムに対するご要望、ご意見がございましたら、お

聞かせください。
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、知財紛争処理システムに対するご要望、
ご意見があればお聞かせください。
・特許権者側はダブルトラックが負担。手間と費用が掛かる。
・進歩性で無効にされることは減った。従属項だけでも存続させるようになった。
・特許庁と裁判所の判断の食い違いはあまり感じない。
以上
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5.

弁護士 E

Ｂ－２
か？

依頼人が、日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を見送った理由は何です

わかる範囲で貴殿の経験をご回答ください

見送った経験あり：
１） 話し合いで解決した割合はどの程度ありますか？警告により相手方が侵害行為を中
止した割合はどの程度ありますか？
・弁護士の相談にくるケースはある程度エスカレートしている段階。
・相談を受けた中で実際に訴えるものは 10%程度。残り 90%の内、おおよそ 2/3 程度
はフェードアウト、1/3 程度は話し合いで解決。

Ｂ－５

代理人として、特許権侵害訴訟を提起する又は提起されるという観点から、我

が国の特許権侵害訴訟に対する考えをお聞かせください
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、我が国の特許権侵害訴訟に対する考えが
あればお聞かせください。
・仮処分に時間がかかりすぎる。本訴と比べて単に控訴されないという程度の違い。
欧州ではパッパッパッとやる。海外のクライアントに半年～1年要すると説明して
も理解してもらえない。
・日本は、制度は整っているが実際に使われていない制度が多い。制度と実務の乖離。
・証拠保全についても台湾では結構出る。
（大企業同士の特許権侵害訴訟で）
・差止請求の印紙代が高い。（損害賠償については一部請求ができるから良い）
・ディカバリー制度の導入に関しては、被告側に立つとない方が良い。特許権者側に
立った場合に相手方の製品がどうなっているか分からない場合は何とかしてほし
いと思う。特に、BtoBの製品やソフトウェアなど入手ができない分析もできないよ
うなケースなど。

Ｃ－１

我が国における特許権侵害訴訟の証拠収集に関する経験を教えてください

経験あり
１） 侵害行為の証拠収集と損害の計算の証拠収集は具体的にどのようにされています
か？(eg.専門業者によるリバースエンジニアリングなど)
・市場で入手できるものは入手して分析する。
・市場で入手できない場合は、共通の顧客がある場合は、こっそり見せてもらう。そ
のような場合、直接証拠とすることはできないが、確信をもって訴訟できれば、訴
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訟の過程で相手方は認否をせざるを得ないのである程度機能する。
２） 訴訟開始前に交渉段階で相手方から任意で証拠が出てくることがありますか？（eg.
クレームチャートの反論資料として証拠を入手など）
・証拠が出てくることはあるが、出てくるのは相手方に有利な証拠だけ。

Ｃ－２

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の結果に関する経

験を教えてください
Ｃ－３

代理人として、我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の困

難性に関する経験を教えてください
経験あり：
１） 提訴検討段階の侵害の証拠収集がうまくいったのはどのようなケースですか？うま
くいかなかったケースはどのようなケースですか？
・ケースバイケース。
・うまくいったケースは、疑義品が入手できて分析できたケース。
・うまくいかなかったケースは、コンピュータプログラムなど解析ができなかったケ
ース。
・米国のディカバリーで出させた証拠を日本の裁判で使ったことがあるが、
Protective Order が掛かっている証拠をどう扱うかでかなりもめた。Protective
Order で「日本の裁判所が出せと言ったら出してよい」という項目を付けてくれて
いたが、日本の裁判所は「出せ」とは言わず、双方合意の上で出させようとする。
・文書提出命令にしても、日本の裁判所はもう少し使っても良いと感じる。せっかく
法律を作っても裁判所が二の足を踏んでいる。
・第三者の所にある情報で任意で出してくれなかった場合に、弁護士法 23 条の照会
で出してもらったことがある。

Ｃ－４

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する予告通知者等（検討のみも含む）の代理人としての経験を教えてくださ
い
Ｃ－５

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する被予告通知者の代理人としての経験を教えてください
経験なし：
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１） なぜ経験がないのでしょうか？訴えの提起前の証拠収集制度を利用されない理由／
困難な背景をお聞かせください。
・義務がないので、どうせダメだろうと思って使ったことがない。
・制度の使い勝手が悪い。

Ｃ－６

証拠保全制度（民事訴訟法第234条）に関する経験を教えてください

１） 証拠保全制度の利用経験について
・検討したが実際には申し立てなかった。
・義務がないから断られたらおしまい。
・そもそも必要性が問題となって命令がでない。

Ｃ－７

具体的態様の明示義務（特許法第104条の2）に関する経験を教えてください

Ｃ－８

具体的態様の明示に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 具体的態様の明示義務で不都合に感じた点や苦労された点、良い点があればお聞か
せください。
・具体的態様の明示義務はある程度機能している。
・ある程度必要十分な証拠を揃えて訴えれば、必要な情報の 8 割程度は訴訟指揮など
を通じて出てくるという感覚。残り２割は出てこないが、その中に致命的なものを
お互い隠し持っている感じ。
・ディカバリー制度を導入しても、今以上のものは大して出てこないかもしれないが、
出るべきものは出ているという安心感はあると思う。
・本当かどうかを検証する情報が限られている。

Ｃ－９

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）の代理人としての経験を教えてください
Ｃ－10

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人の代理人としての経験を教えてください
Ｃ－11

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）の代理人としての経験を教えてください
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Ｃ－12

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人の代理人としての経験を教えてください
経験あり：
１） 文書提出命令の経験について
・申し立てたが、侵害立証で文書提出命令がでたことはない。受けたこともない。
・訴訟指揮である程度出れば、必要性がないだろうとなる。
・その文書が本当か、全部か疑問が残る。
・損害の計算に関してもほぼ同様。

Ｃ－13

インカメラ手続（特許法第105条第3項）に関連する経験について教えてくださ

い
Ｃ－14

インカメラ手続（特許法第105条第3項）の開示対象者に関する経験について教

えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？インカメラ手続を利用されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・文書提出命令が出ないのでインカメラに行かない。

Ｃ－15

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する申立人等（検討のみも含む）の代

理人としての経験を教えてください
Ｃ－16

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する被申立人としての経験を教えてく

ださい
経験あり：（C-15）
１） 申立人として／被申立人として秘密保持命令を利用して不都合に感じた点や苦労さ
れた点、良い点があればお聞かせください。
・申立人として、申し立てて命令が出たことがある。
２） 相手方企業担当者を閲覧対象者に含めなければならないというのは本当でしょう
か？本当であれば、この点が制度利用への抵抗感としてありますか？
・海外のクライアントは相手方企業担当者が閲覧することができることに驚く。
・見せる側からすると抵抗感がある。
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３） 代理人のみを名宛人とすることについてどのように思われますか？
・運用で代理人に限定しても制度上会社の人が閲覧に行けば記録を見ることができる。
・代理人限定はお互いの信頼関係でやっているだけ。
・US は代理人とエキスパートが閲覧すれば良いが、日本では独立したエキスパートが
いないので、代理人と企業の技術者が見ざるを得ないのが現実。
４） 技術的知見を有する第三者に資料を閲覧させることができない点は制度利用を躊躇
する理由としてありますか？ドイツの査察制度（第三者が閲覧できる）との比較で
いかがでしょうか？
・会社の人は見れず、外部のエキスパートが見れる、というのがあるべき姿。
・US は訴訟産業が充実しているのでエキスパートで飯が食えるが、日本の社会の構造
でそのようなエキスパートがいない。日本の専門家（エキスパート）はどこかの企
業に属している。
５） 「損害計算のための鑑定（特許法第 105 条の 2）」と類似する「侵害の立証のための
鑑定制度」の導入についてはどのように感じられますか？
・ひとつの選択肢をしてあっても良い。
・実際に利用されるかは分からない。
・査察官は誰がやるかも一番問題で、実務で動かすのは難しいだろう。

Ｃ－17

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧に関するお考えを教えてください

１） 「f.裁判官であれば開示しても良い」を選択された方は、裁判官はその分野の専門
家ではないと思われますが、それで十分なのでしょうか？
・裁判官のときは調査官もワンセット。
２） 「秘密保持命令を受けた第三者」としてその分野の専門家への開示はいかがでしょ
うか？
・誰がやるかは問題だかそのような専門家がいれば OK。

Ｃ－18

当事者尋問等に関し、尋問の公開停止（特許法第105条の7第１項）に関する経

験を教えてください
経験なし：
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１） なぜ経験がないのでしょうか？尋問の公開停止を要求されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・尋問はまずやらない。
・尋問は冒認のとき程度。

Ｃ－19

我が国の特許権侵害訴訟における証拠収集制度に対するお考えをお聞かせく

ださい
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における証拠収集制度に
対するお考えがあればお聞かせください。
・文書提出命令が殆どでない。
・訴訟提起前の証拠保全の制度の強化はどちらかといえば賛成。いろいろあった方が
良い。
・アトーニーズアイズオンリーの制度の充実が前提。イ号の構成を開示して特許権者
がそれを知った上でクレームの訂正ができるのは不合理。USでははっきり禁止され
る。

Ｄ－１

我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象を教えてください（複

数回答可）
１） 我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象のTop３は何でしょうか？
・米国と比較して認定額が低い。
・絶対額としても低いと感じる。
・弁護士はどちらの立場にも立つので、低いことが一概に悪いとは言えない。
・「止めさせたければ訴訟しましょう。但し金銭的は持ち出しになる可能性が高い」
というケースが多い。
・無効になるリスクもある。

Ｄ－２

特許権者の代理人としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を

教えてください
Ｄ－３

被疑侵害者の代理人としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験

を教えてください
経験あり：
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１） 損害賠償請求で不都合に感じた点や苦労された点、良い点があればお聞かせくださ
い。
・特許権者側の代理人としては不満が残ったことがある。
・被疑侵害者側の代理人の時は、妥当と感じた。
２） 寄与率の認定に納得できましたか？
・寄与率の認定は、ほぼ裁量なので納得感がない。
・お互いに訴えあっている場合で、売上が違うにも関わらず、寄与率でお互いチャラ
になったりしたことがある。結論ありきの感がある。
・寄与率が考慮されること自体は正しい。ただ、クライアントに寄与率の結果を合理
的に説明できない。

Ｄ－４

特許法第102条1項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 特許法第 102 条第１項に基づく損害賠償請求の制度又は運用上の課題は何だとお考
えですか？自社の利益率の開示は 1 項に基づく損害賠償請求を躊躇する理由でしょ
うか？
・権利者側の利益率を開示することはやはりやりにくい。1 項はあまり使わない。
・1 項とするか２項とするかはクライアント次第。
・1 項の方が高額になるとしても自社の利益率の開示を嫌がる場合が多い。
・こんなに儲けているのかよとコンペチタ―に思われたくないという心理。

Ｄ－５

特許法第102条第2項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 特許法第 102 条第 2 項に基づく損害賠償請をされて不都合に感じられた点や苦労さ
れた点、良い点があればお聞かせください。
・2 項と 3 項を使うのが典型的なケース。重畳適用はないが、主張は 2 項と 3 項の両
方を請求する。
・相手の利益額を最初は高めに請求して認めればそれで良いし、反論するなら相手方
から数字を出させる。
・被告側代理人の時に、特許権者側から出てきた請求が予想より低かったのでそのま
ま認めたことがある。
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Ｄ－６

特許法第102条第3項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 実施料相当額はどのようにして算出されましたか？その算定に関するデータベース
やガイドラインがあれば便利だと思いますか？
・発明協会の実施料率表は、昔の外為法で料率の報告義務があった時代の代物。
・データベースやガイドラインがあれば参照しやすいからありがたい。
・利用しやすいように条件を細分化したデータベースが望ましい。
・ライセンス契約の料率と侵害警告を受けた後の料率や 3 項による料率に実際には差
がないことはおかしい。民法 709 条の実損である限りは、法律上も運用上も同じ。
・懲罰的要素が加味しても良いとなれば裁判所も加味できるが現状ではできない。

Ｄ－７

損害計算のための鑑定（特許法第105条の2）に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 損害計算のための鑑定を利用されて不都合に感じた点や苦労された点、良い点があ
ればお聞かせください。
・計算鑑定はうまく機能している制度。
・お金はかかる制度。
・生のデータを見ることができるので、出ているものは出ているという安心感はある。
・額も高くなる。
・裁判所が任命した公認会計士に不満はない。
・権利者側が選任する公認会計士は相手方が反対にするので無理。

Ｄ－８

我が国の特許権侵害訴訟における損害賠償請求に対するお考えをお聞かせく

ださい
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における損害賠償請求に
対するお考えがあればお聞かせください。
・アンケート記載のコメント以外はなし。
Ｅ

その他、我が国知財紛争処理システムに対するご要望、ご意見がございましたら、お

聞かせください
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、知財紛争処理システムに対するご要望、
ご意見があればお聞かせください。
・無効抗弁の廃止・改正には反対。
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・ドイツ型の査察制度を導入するのであれば、査察官として弁護士も給源として考え
てはどうか。ドイツの査察も利用率はそれほど高くない。
・税関の特許権差止申立事件の専門委員制度もうまくいっている。2 か月程度のスパ
ンで 3 人の専門委員がそれぞれ、侵害／非侵害、有効／無効をそれぞれ書く。
・損害賠償に関しては、実損主義を維持したままでは限界があるので、米国と台湾の
ように懲罰的要素を認めていかないと無理ではないか。
以上
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6.

弁護士 F

Ｂ－２
か？

依頼人が、日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を見送った理由は何です

わかる範囲で貴殿の経験をご回答ください

見送った経験あり：
１） 話し合いで解決した割合はどの程度ありますか？
・被告側代理人として立った場合、弁護士同士で交渉を積極的に行うので 60～70%程
度。
・権利者側の場合は、こちらから本音の話はしない。
２） 警告により相手方が侵害行為を中止した割合はどの程度ありますか？
・10%程度。

Ｂ－５

代理人として、特許権侵害訴訟を提起する又は提起されるという観点から、我

が国の特許権侵害訴訟に対する考えをお聞かせください
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、我が国の特許権侵害訴訟に対する考えが
あればお聞かせください。
・イ号の特定で審理が迷走することはなくなった。
・記載不備で無効になったときのダメージは大きい。

Ｃ－１

我が国における特許権侵害訴訟の証拠収集に関する経験を教えてください

経験あり
１） 侵害行為の証拠収集と損害の計算の証拠収集は具体的にどのようにされています
か？(eg.専門業者によるリバースエンジニアリングなど)
・市場で入手できるもの市場で入手して解析する。
２） 訴訟開始前に交渉段階で相手方から任意で証拠が出てくることがありますか？（eg.
クレームチャートの反論資料として証拠を入手など）
・訴訟開始前に交渉段階で相手方から任意で証拠が出てくることはそんなにはない。
・反論としてでてくることはある。
・相手方との信頼関係の有無にもよる。
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Ｃ－２

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の結果に関する経

験を教えてください
Ｃ－３

代理人として、我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の困

難性に関する経験を教えてください
経験あり：
１） 提訴検討段階の侵害の証拠収集がうまくいったのはどのようなケースですか？うま
くいかなかったケースはどのようなケースですか？
・うまくいったケースとしては、相手方の製品やカタログを入手して分析して、その
結果を記録に残して公証人立ち会いで証拠にしたケース。
・うまくいかなかったケースは、方法の特許で決断できなかったケースや実際に工場
をみて相違点を確認して裁判を断念したケースがある。
・物の特許であっても、大きな機械（工場のラインに組み込まれるような機械など）
の場合は難しい。一般に市販されるものであれば楽。
・方法の特許であれば、実施されているのが被告の会社なのでまだ楽。第三者の工場
で使用されている機械を確認するのは難しい。
２） 困難性に対して具体的にどのように対応されたかお聞かせください。
・ダミーを使って購入させる場合がある。
・相手方に設計図の提出を求める。

Ｃ－４

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する予告通知者等（検討のみも含む）の代理人としての経験を教えてくださ
い
Ｃ－５

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する被予告通知者の代理人としての経験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？訴えの提起前の証拠収集制度を利用されない理由／
困難な背景をお聞かせください。
・提訴予告はやったことはない。
・実効性があるか疑問。
・
「訴訟するぞ」と予告するということは「改ざんしろ」と言っているようなもの。
・訴えの提起前の証拠収集制度は強制力がないので、やるなら証拠保全。
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Ｃ－６

証拠保全制度（民事訴訟法第234条）に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 証拠保全制度で不都合に感じた点や苦労された点、良い点があればお聞かせくださ
い。
・昔は証拠保全が比較的認められていたが、最近は特に東京・大阪では認められない。
・強制力はないが、裁判官の説得でちゃんと出してくれたケースはある。
・対象物の特定については、帳簿類は比較的簡単。○○に使う金型という形で特定し
たケースもある。対象以外の設備をどのようにプロテクトするのかが問題。
２） 証拠保全制度の制度又は運用上の課題は何だとお考えですか？
・27～8 年前の大阪の事件。必要以外の部分は全て黒塗りをしたコピーをもらった。
パーフェクトなやり方。名古屋でやったケースは、黒塗りなしに全てのデータを見
ることができた。このようなやり方をされるのが怖くて証拠保全制度に協力しなさ
いと依頼人に説得できない。裁判所は証拠保全の運用をきちんと統一すべき。

Ｃ－７

具体的態様の明示義務（特許法第104条の2）に関する経験を教えてください

Ｃ－８

具体的態様の明示に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 具体的態様の明示義務で不都合に感じた点や苦労された点、良い点があればお聞か
せください。
・原告、被告、両方の立場で経験あり。
・具体的態様の明示義務は比較的うまくいっている。
・裁判所から訴訟指揮されると、弁護士のメンタリティとして裁判官のご機嫌を損ね
たくない。

Ｃ－９

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）の代理人としての経験を教えてください
Ｃ－10

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人の代理人としての経験を教えてください
Ｃ－11

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申
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立人等（検討のみも含む）の代理人としての経験を教えてください
Ｃ－12

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人の代理人としての経験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？侵害の立証に係る／損害の計算に係る文書提出命令
を利用されない理由／困難な背景をお聞かせください。
・要求したこともない。
（不正競争防止法では経験がある。）
・物の発明の事件が多く物で特定できてしまうため、これまで必要性がなかった。
・帳簿まで行くケースが少ない。
・和解で終わるケースが多い。

Ｃ－13

インカメラ手続（特許法第105条第3項）に関連する経験について教えてくださ

い
Ｃ－14

インカメラ手続（特許法第105条第3項）の開示対象者に関する経験について教

えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？インカメラ手続を利用されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・これまで必要なケースがなかった。
・調査官を同席させるなら納得できるが、素人の裁判官だけでインカメラで判断され
るのは怖い。

Ｃ－15

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する申立人等（検討のみも含む）の代

理人としての経験を教えてください
Ｃ－16

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する被申立人としての経験を教えてく

ださい
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？秘密保持命令を利用されない理由／困難な背景をお
聞かせください。
・ほとんど使われていない。
・裁判所との意見交換会で、「秘密保持命令の名宛人は代理人になってもらいたい。
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企業の開発担当者は名宛人にしてもらっては困る」と言われる。見てしまった者は
頭の中に残るので開発する上で使ってしまうおそれがあるからという理由。
・鍵のかかる金庫に保管する必要がある。事務員にコピーさせてもいけないので事実
上使えない。
・秘密保持命令を使う気はない。
２） 代理人のみを名宛人とすることに関して。
・弁護士だけが見ても分からないケースがある。分からない者だけに見て、分かる者
は見てはいけないと言われれば意味がない。
・代理人のみ閲覧した場合、もし負けた場合に控訴するか否かをどうやって依頼人の
役員に説明すれば良いのか。

Ｃ－17

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧に関するお考えを教えてください

１） 「f.裁判官であれば開示しても良い」を選択された方は、裁判官はその分野の専門
家ではないと思われますが、それで十分なのでしょうか？
・裁判官だけが見てわかるのかは疑問。何らかの補佐役が必要。
２） 「秘密保持命令を受けた第三者」としてその分野の専門家への開示はいかがでしょ
うか？
・このような専門家がいると納得しやすい。
・最先端の技術が理解できるかは不明だかその分野の人であればごまかしは効きにく
いだろう。

Ｃ－18

当事者尋問等に関し、尋問の公開停止（特許法第105条の7第１項）に関する経

験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？尋問の公開停止を要求されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・知財訴訟で証人尋問の経験自体なし。

Ｃ－19

我が国の特許権侵害訴訟における証拠収集制度に対するお考えをお聞かせく

ださい
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１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における証拠収集制度に
対するお考えがあればお聞かせください。
・探索目的の不当な訴訟を抑止するには現状の方法は有効。濫訴か否かを事前にチェ
ックすべき。
・証拠保全に関して、運用の統一化、知財経験の豊富な裁判官に判断させる。

Ｄ－２

特許権者の代理人としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を

教えてください
Ｄ－３

被疑侵害者の代理人としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験

を教えてください
経験あり：
１） 寄与率の認定に納得できましたか？
・納得できなかった。いざとなったら、評価が低かった。

Ｄ－４

特許法第102条1項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験なし：
１） 特許法第 102 条第 1 項に基づく損害賠償請求の制度又は運用上の課題は何だとお考
えですか？自社の利益率の開示は 1 項に基づく損害賠償請求を躊躇する理由でしょ
うか？
・権利者側の利益率の開示は 1 項に基づく請求を躊躇させる。公開の法廷で利益率を
言えるはずがない。
・自社の利益率が開示したい依頼人はいない。
・2 項で請求時に被疑侵害者側から利益率の開示を求められて拒否したケースがある。
・ブランド品の場合であっても原価が公開されるとブランド価値が下がるので 1 項を
使うことはないだろう。

Ｄ－５

特許法第102条第2項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 特許法第 102 条第 2 項に基づく損害賠償請をされて不都合に感じられた点や苦労さ
れた点、良い点があればお聞かせください。
・通常、2 項と 3 項を併せて請求する。
・相手方の利益率が分かれば 2 項で請求する。
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・利益がほとんどない相手だと 3 項を使わざるを得ないだろう。

Ｄ－６

特許法第102条第3項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 実施料相当額はどのようにして算出されましたか？その算定に関するデータベース
やガイドラインがあれば便利だと思いますか？
・データベースやガイドラインができれば楽だし参考になる。
・3 項で請求して和解で終了するケースが多い。

Ｄ－７

損害計算のための鑑定（特許法第105条の2）に関する経験を教えてください

経験なし：
１） 損害計算のための鑑定を利用されない理由／困難な背景をお聞かせください。
・そこまでいたった事件がないので利用経験がない。

Ｄ－８

我が国の特許権侵害訴訟における損害賠償請求に対するお考えをお聞かせく

ださい
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における損害賠償請求に
対するお考えがあればお聞かせください。
・アンケートのコメントに記載の通り。
・ダブルトラック、専属管轄で費用が掛かる。
Ｅ

その他、我が国知財紛争処理システムに対するご要望、ご意見がございましたら、お

聞かせください
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、知財紛争処理システムに対するご要望、
ご意見があればお聞かせください。
・敗訴者負担の場合、相手方の高額な代理人の着手金・報酬金を敗訴者が負担すると
なれば、権利者としては提訴のリスクが高くなり訴訟を躊躇せざるを得なくなる。
・懲罰的賠償（追加的賠償）は訴訟制度を歪める、濫訴の恐れがある、弁護士制度を
歪める恐れがあるから反対。その結果として、世間も迷惑。
・いとも簡単に無効にされるとクライアントはつらい。
・制度改正も良いが、朝礼暮改はよくない。
・ダブルトラックはやむを得ないだろう。特許庁と裁判所の判断基準のズレについて
は今はさほど感じない。
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２） 知財高裁・専門部を東京・大阪以外にも設けるべきか？
（ヒアリング先は、名古屋に事務所を構える先生）
・名古屋など東京・大阪以外に地方（高裁管内ぐらい）にも専門部を設けるべき。
・出張費用がかかりコストに跳ね返ってくる。
・知財裁判官の経験者も増えてきたはず。
・権利無効の抗弁を考えると調査官も出すべき。
・札幌と旭川の企業同士の争いでなぜ東京で訴訟しなければならないのか。
・地方にも小さい事件はあるはず。その場合、東京・大阪に行かなければならないと
不便。
・名古屋からは大阪の方が近いので大阪で訴えることが多い。
以上
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7.

弁護士 G

Ｂ－２
か？

依頼人が、日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を見送った理由は何です

わかる範囲で貴殿の経験をご回答ください

見送った経験あり：
１） 話し合いで解決したケースは皆無でしょうか？
・50%～70%程度。
２） 警告により相手方が侵害行為を中止した割合はどの程度ありますか？
・話し合いの前に警告書の送付だけで解決したケースは、10～20%程度。
・警告書を送付して合意書まで作って解決したケースは、50%程度。

Ｂ－５

代理人として、特許権侵害訴訟を提起する又は提起されるという観点から、我

が国の特許権侵害訴訟に対する考えをお聞かせください
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、我が国の特許権侵害訴訟に対する考えが
あればお聞かせください。
・迅速な審理が行われている。
・寄与率の算定が不明確で予測ができない。原告・被告側としてもクライアントに説
明できない。

Ｃ－１

我が国における特許権侵害訴訟の証拠収集に関する経験を教えてください

経験あり
１） 侵害行為の証拠収集と損害の計算の証拠収集は具体的にどのようにされています
か？(eg.専門業者によるリバースエンジニアリングなど)
・入手困難な情報については、当事者照会や 23 条照会を活用してうまくいったこと
がある。
２） 訴訟開始前に交渉段階で相手方から任意で証拠が出てくることがありますか？（eg.
クレームチャートの反論資料として証拠を入手など）
・被疑侵害品が多数である場合に、商品リストと写真が提供されることがある。
・損害額の算定に関して、製造数量のデータが出てくることがある。
・示談が進むケースでは、被疑侵害者は積極的にエビデンスを提出するのが通常。
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Ｃ－２

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の結果に関する経

験を教えてください
Ｃ－３

代理人として、我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の困

難性に関する経験を教えてください
経験あり：
１） 提訴検討段階の侵害の証拠収集がうまくいったのはどのようなケースですか？うま
くいかなかったケースはどのようなケースですか？
・侵害方法は特定できているがどのような装置を使っているかが不明であったケース
において、当事者照会をかけたところ、相手方が品番など全て出してきたことがあ
る。
・23 条照会により、うまくいったケースがある（公然実施を理由に無効にされた際に、
その証拠が捏造であることが明らかにすることができた）
。
・ブラックボックスの場合はどうしようもない。（相手のものがどんなものか特定で
きず、コスト高になるが違う方法で製造することも可能であるというケースは相談
だけで終わった。
）

Ｃ－４

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する予告通知者等（検討のみも含む）の代理人としての経験を教えてくださ
い
Ｃ－５

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する被予告通知者の代理人としての経験を教えてください
経験あり： （C-4）
１） 訴えの提起前の証拠収集制度の制度で不都合に感じた点や苦労された点、良い点が
あればお聞かせください。
・検討したが実際には予告通知したことはない。
・強制力がなく、実効性に疑問がある。
２） 訴えの提起前の証拠収集制度（制度の特徴：相手方に通知が必要、強制力なし、裁
判所が絡む）のメリットとデメリットをお聞かせください。（特に交渉と比較して）
・強制力がつけば使える。
・ドイツ型の査察制度は良いと思う。侵害でないとなった場合のペナルティがあるの
でそんなに簡単に使える制度ではない。
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・多くのケースは証拠収集で困ることはないが、どうしても証拠が揃わないケースで
実効性のある制度があれば良い。

Ｃ－６

証拠保全制度（民事訴訟法第234条）に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 証拠保全制度で不都合に感じた点や苦労された点、良い点があればお聞かせくださ
い。
・検討したが実際には申し立てなかった。
・裁判所にも連絡して証拠保全しようとしたが、製造装置に関する情報が別ルートか
ら入手できたため、同制度を使う必要性がなくなった。

Ｃ－７

具体的態様の明示義務（特許法第104条の2）に関する経験を教えてください

Ｃ－８

具体的態様の明示に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 具体的態様の明示義務で不都合に感じた点や苦労された点、良い点があればお聞か
せください。
・特許権者側、被疑侵害者側、両方の立場で経験がある。
・この制度は使える。
・特に問題点は感じていない。
・明示したくないという代理人もいるようだが、実際の裁判の場では「具体的態様を
明示してください」と言われれば、スッと出してくるケースが多い。
・営業秘密を含む場合は、訴訟が進んだ段階で開示するとか、秘密保持契約を結んだ
上で開示するとか、運用に工夫をすれば問題はない。

Ｃ－９

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）の代理人としての経験を教えてください
Ｃ－10

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人の代理人としての経験を教えてください
Ｃ－11

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）の代理人としての経験を教えてください

- 239 -

Ｃ－12

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人の代理人としての経験を教えてください
経験あり：
１）文書提出命令の経験について
・文書提出命令は頻繁に申立てするが裁判所が命令を出すのを嫌がる。
・裁判所としては最後の手段。
・文書提出命令は強制力のある制度なので申立てさえしておけば、相手方が任意で出
さなければ命令が出るという威圧を与えることによって、任意に出てくるケースが
殆ど。
・実際に文書提出命令が出たこともある。第三者に対する命令であったが、決定後、
相手方当事者からそのコピーが提出された。
２） 文書の特定は困難でしたか？どのようにして特定されましたか？文書の特定の要件
は厳しいと感じられますか？
・特定が困難という意見もあるが、特定は不十分でも当事者間で話し合って調整すれ
ば何とかなる。

Ｃ－13

インカメラ手続（特許法第105条第3項）に関連する経験について教えてくださ

い
Ｃ－14

インカメラ手続（特許法第105条第3項）の開示対象者に関する経験について教

えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？インカメラ手続を利用されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・この制度もバックアップとして、機能している。

Ｃ－15

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する申立人等（検討のみも含む）の代

理人としての経験を教えてください
Ｃ－16

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する被申立人としての経験を教えてく

ださい
経験あり：
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１） 申立人として／被申立人として秘密保持命令を利用して不都合に感じた点や苦労さ
れた点、良い点があればお聞かせください。
・秘密保持命令の申立自体，あまり出さない。
・結局は、裁判所から秘密保持契約でやってほしいと要求される場合が多い。
経験あり／なし共通：
２） 相手方企業担当者を閲覧対象者に含めなければならないというのは本当でしょう
か？本当であれば、この点が制度利用への抵抗感としてありますか？
・相手方企業担当者を閲覧対象者に含めなければならないというより、弁護士・弁理
士だけで閲覧しても技術的にわからない場合があり、損害額の計算の場合も、営業
担当など実情が分かったものが見るのが良いので、お互いにそれはそうでしょうと
いう感じ。
３） 技術的知見を有する第三者に資料を閲覧させることができない点は制度利用を躊躇
する理由としてありますか？ドイツの査察制度（第三者が閲覧できる）との比較で
いかがでしょうか？
・導入に大いに賛成。
・こういう制度があるというだけで、実際に使われるかは別にして、隠されるという
不安が減るというメリットがある。
・できたからといって、大いに使われる制度とは思わない。
４） 「損害計算のための鑑定（特許法第 105 条の 2）」と類似する「侵害の立証のための
鑑定制度」の導入についてはどのように感じられますか？
・制度設計自体がはっきりしないので何とも言えない。
・ドイツの査察制度と同様であれば賛成。
・侵害／非侵害まで鑑定するなら行き過ぎ。

Ｃ－17

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧に関するお考えを教えてください

１） 「f.裁判官であれば開示しても良い」を選択された方は、裁判官はその分野の専門
家ではないと思われますが、それで十分なのでしょうか？
・裁判官だけに見せるという考えはない。裁判官は中身がわからない可能性がある。
訴訟は対立当事者が争うもので、裁判官は Judge に過ぎず、相手方が反論できない
のは良くない。
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２） 「秘密保持命令を受けた第三者」としてその分野の専門家への開示はいかがでしょ
うか？
・専門委員や鑑定人と同様な立場であれば問題ないと思う。

Ｃ－18

当事者尋問等に関し、尋問の公開停止（特許法第105条の7第１項）に関する経

験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？尋問の公開停止を要求されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・知財訴訟で証人尋問の経験はあるが、尋問の公開停止の経験はない。
・これまで必要性がなかったので使ったことがないが、営業秘密が問題となるケース
であれば使う可能性がある。
・あまり使われない制度であっても、邪魔ということはない。

Ｃ－19

我が国の特許権侵害訴訟における証拠収集制度に対するお考えをお聞かせく

ださい
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における証拠収集制度に
対するお考えがあればお聞かせください。
・被疑侵害者側としても「隠せばわからない」という思いを持たないためにも証拠収
集制度があった方が良い。米国のディカバリー制度は大がかりで費用もかかるので、
そのような制度を念頭に置いているのではない。
・第三者による査察制度のような強制力をもった証拠収集制度が後ろ盾としてあった
方が真実を発見しやすい。使われることによって証拠がでてくるというより、制度
があることによって、自主的に証拠が出てきやすくなる効果があると思う。
・実際にはあまり使われない制度であっても、強制力をもった証拠収集制度が後ろ盾
にあることによって、当事者間で自発的にスムーズに手続きが進めば良い。

Ｄ－１

我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象を教えてください（複

数回答可）
１） 我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象のTop３は何でしょうか？
①「i.代理人費用又は印紙代を補填するには不十分」
・・・弁護士費用を損害額の10%
と認定する場合が多いが、実際はもっとかかっている。差止めを請求するのに弁護
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士費用を特許権者側が負担しなければならないという点に不公平感を感じる。
②「j.寄与率の認定が不適切」…不適切というより不明瞭。外部からはどのように計
算したか分からない。
③「l.覆滅の認定が不適切」…寄与率という訳のわからない制度を使うよりも、どう
いう覆滅事由で何%減額するかを明示するべき。条文を改正するのであれば、覆滅
事由を例示するなりした方が良いと思う。
④原告側からすると、「h.損害の補填するのみ不十分」としたいが、逆の立場もある
ので、hは4番目。全体的には金額が低いと思う。

Ｄ－２

特許権者の代理人としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を

教えてください
Ｄ－３

被疑侵害者の代理人としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験

を教えてください
経験あり：
１） 寄与率の認定に納得できましたか？
・これが 1 番問題。
・D-1 の回答を参照のこと。
２） 覆滅理由に納得できましたか？
・D-1 の回答を参照のこと。
３） 寄与率、覆滅、利益の認定に関するお考えをお聞かせください。
・D-1 の回答を参照のこと。

Ｄ－４

特許法第102条1項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

Ｄ－５

特許法第102条第2項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 特許法第 102 条第 1 項に基づく損害賠償請求の制度又は運用上の課題は何だとお考
えですか？自社の利益率の開示は 1 項に基づく損害賠償請求を躊躇する理由でしょ
うか？
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・1 項と 2 項が選択できる制度は良い。1 項で請求する場合でも、2 項を併せて請求す
るのが通常のパターン。
・100 円均一やディスカウントストアなどが相手の場合、2 項で計算したら損害賠償
額が低くなるケースがあり、そのような場合、1 項で請求することをクライアント
に薦める。多くの損害賠償額を取るために自社の利益率を開示しなければならない
ことにクライアントは納得した。
・業界によっては、この程度の利益率で当たり前という場合がある。そのような業界
では開示することに抵抗感はあまりない。隠している業界では抵抗感が強い。
・第三者に見られないように閲覧制限をかけた状態で相手だけに利益率がわかるとい
う形であれば、それほど問題とならない。1 項が使いにくいというのは、利益率の
開示が「何となくイヤ」だという気分によるものであろう。
・1 項で自社の利益率を開示すれば、被告がその利益率を争うことはほとんどない。

Ｄ－６

特許法第102条第3項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 実施料相当額はどのようにして算出されましたか？その算定に関するデータベース
やガイドラインがあれば便利だと思いますか？
・データベースやガイドラインがあれば便利。
・もっとも、実情を反映したものをつくるのは難しいと思う。
・特許権者側では、判決において 3 項が適用された経験はない。
・被疑侵害者側では、3 項で請求されて和解で終了した経験はある。
・化粧品業界では 10%を容認した判決もあったようだ。

Ｄ－７

損害計算のための鑑定（特許法第105条の2）に関する経験を教えてください

経験なし：
１） 損害計算のための鑑定を利用されない理由／困難な背景をお聞かせください。
・そもそも計算鑑定人を使おうという発想がない。
・これまで販売数量などは，すっと開示されたケースが多い。
・もめるのは利益率であれが、それほど先鋭な争いとなったことはない。
・認定される損害額が 1 億円を超えるようなケースであれば、鑑定費用の 300 万円を
かけても問題ないので利用を検討しても良い。

Ｄ－８

我が国の特許権侵害訴訟における損害賠償請求に対するお考えをお聞かせく
- 244 -

ださい
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における損害賠償請求に
対するお考えがあればお聞かせください。
・侵害論は早いが、損害論は遅い。以前より早くなったとはいえ、もっと迅速にして
もらいたい。
・損害論は時間がかかる。その点で計算鑑定を利用するのも一案かと思う。
・計算鑑定を使っても使わなくても、寄与率は問題になる。理由を明確にしてほしい。
Ｅ

その他、我が国知財紛争処理システムに対するご要望、ご意見がございましたら、お

聞かせください
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、知財紛争処理システムに対するご要望、
ご意見があればお聞かせください。
・寄与率を使わざるを得ないケースは

①製品の一部（部品）に特許がある場合、②

特許が何個も入っている場合に限定して、それ以外は覆滅事由としてほしい。
・判決では，推定覆滅事由を明示してもらいたい。内容がブラックボックスの寄与率
はやめてもらいたい。
以上
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8.

弁護士 H

Ｂ－２

依頼人が、日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を見送った理由は何です

か？わかる範囲で貴殿の経験をご回答ください
見送った経験あり：
１） 話し合いで解決したケースは皆無でしょうか？
・ここ 5 年間は経験がない。
２） 警告により相手方が侵害行為を中止した割合はどの程度ありますか？
・過去 5 年間では 1 件程度。
・商標事件で、模倣品専門業者や 100 円均一の業者は警告状ですぐに止める場合が多
い。

Ｂ－５

代理人として、特許権侵害訴訟を提起する又は提起されるという観点から、我

が国の特許権侵害訴訟に対する考えをお聞かせください
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、我が国の特許権侵害訴訟に対する考えが
あればお聞かせください。
・訴額に応じた印紙代の制度は良い。パテントトロールへの抑止にもなっている。
・差止の印紙代については定額制にした方が良い。
・形式的な口頭弁論期日は時間とお金の無駄。
・損害額の認定は低い傾向にある。

Ｃ－１

我が国における特許権侵害訴訟の証拠収集に関する経験を教えてください

経験あり
１） 侵害行為の証拠収集と損害の計算の証拠収集は具体的にどのようにされています
か？(eg.専門業者によるリバースエンジニアリングなど)
・訴訟前に損害の計算の証拠収集は行わない。勝つか負けるか分からないのにクライ
アントに負担はかけられない。
２） 訴訟開始前に交渉段階で相手方から任意で証拠が出てくることがありますか？（eg.
クレームチャートの反論資料として証拠を入手など）
・相手方が非侵害であると自信を持っているときと代理人がついているときは、任意
で証拠が出てくる場合がある。但し、非侵害の証拠だけ。
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・侵害を認める証拠は出てこない。

Ｃ－２

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の結果に関する経

験を教えてください
Ｃ－３

代理人として、我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の困

難性に関する経験を教えてください
経験あり：
１） 提訴検討段階の侵害の証拠収集がうまくいったのはどのようなケースですか？うま
くいかなかったケースはどのようなケースですか？
・BtoB や製法特許については、なぜ侵害がわかったのかから質問を始めて、この方法
しかできないはずということであれば、質問を重ねていってポイントを絞り込む。
・営業が顧客に行った際に見てしまったケースで、顧客の協力が得られない場合は、
難しい。裁判の証拠で使うとなると協力が得られないケースが多い。その場合、23
条照会など顧客が言い訳ができる方法を取る。Yes/No で答えられるような質問が有
効。
・23 条照会で事実を確認した上で、顧客が言い訳ができるように裁判所からの照会と
いう形を取ろうとしても裁判所が探索的な照会と誤解して協力してもらえなかっ
たことがある。
・コンピュータプログラムに関するものは難しい。製品を入手して 1,000 万円位をか
けて逆アセンブリしたことがある。訴額が何十億円単位のケースだからできたが、
通常のクラスなら費用対効果で割りに合わない。
・多額に費用をかけて逆アセンブリして非侵害と分かった場合、クライアントは社内
報告できないので知財部が尻ごみしてしまうケースがある。また、そのようなクレ
ームにしたという別の問題も生じる。

Ｃ－４

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する予告通知者等（検討のみも含む）の代理人としての経験を教えてくださ
い
Ｃ－５

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する被予告通知者の代理人としての経験を教えてください
経験あり：
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１） 訴えの提起前の証拠収集制度（制度の特徴：相手方に通知が必要、強制力なし、裁
判所が絡む）のメリットとデメリットをお聞かせください。（特に交渉と比較して）
・検討したが、実際には予告通知しなかった。
・実効性に疑問がある。
・強制力が付くと、単なる疎明で強制されたら被予告通知者はたまったものではない。
パテントトロールなどに悪用されたら問題。
・強制力を付けるなら、濫用防止がポイントになる。濫用防止のペナルティやハード
ルを高くすると今後は逆に使いづらい制度になる。日弁連の検討会で検討したが妙
案はなかった。

Ｃ－６

証拠保全制度（民事訴訟法第234条）に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 証拠保全制度で不都合に感じた点や苦労された点、良い点があればお聞かせくださ
い。
・権利者側、被疑侵害者側、両方で経験がある。
・製品から製法がある程度推測できるケースだった。3 つ程度しか方法がなく、製造
コストなどを考えたらこの方法しかないというケース。大阪で 10 年位前のケース。
・最近、東京、大阪では証拠保全はあまりでない。

Ｃ－７

具体的態様の明示義務（特許法第104条の2）に関する経験を教えてください

Ｃ－８

具体的態様の明示に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 具体的態様の明示義務で不都合に感じた点や苦労された点、良い点があればお聞か
せください。
・運用が問題。証明ができた段階でやっと裁判所が具体的態様の明示義務を要求する
という感じ。
・裁判所はあまり協力的ではない。この条文の基づいてやれということは裁判所はや
りたがらない。
・事実上、口頭釈明。
・条文がないときでも、訴訟指揮でやっていたので昔とあまり変わらない。
・被告側になった場合、単に否認することはない。
２） 具体的態様の明示義務と文書提出命令の連動の経験をお聞かせください。
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・連動の経験はない。
・事実上の釈明で終わらせているので、文書提出命令までいくことはない。

Ｃ－９

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）の代理人としての経験を教えてください
Ｃ－10

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人の代理人としての経験を教えてください
Ｃ－11

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）の代理人としての経験を教えてください
Ｃ－12

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人の代理人としての経験を教えてください
１）文書提出命令の経験について
・検討したが実際には申し立てなかった。
・訴訟指揮で提出を求められたこともない。

Ｃ－13

インカメラ手続（特許法第105条第3項）に関連する経験について教えてくださ

い
Ｃ－14

インカメラ手続（特許法第105条第3項）の開示対象者に関する経験について教

えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？インカメラ手続を利用されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・インカメラ手続は意味がない。当事者（技術者）が入らずに、裁判官と代理人だけ
では分からない。

Ｃ－15

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する申立人等（検討のみも含む）の代

理人としての経験を教えてください
Ｃ－16

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する被申立人としての経験を教えてく

ださい
経験なし：
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１） 相手方企業担当者を閲覧対象者に含めなければならないというのは本当でしょう
か？本当であれば、この点が制度利用への抵抗感としてありますか？
・開示する側からしたら抵抗感があるだろう。
・閲覧する側からすると、企業担当者が見なければ分からない。
・技術的なことで代理人だけが見るということは通常あり得ない。
・相手方が改ざんとかしてきた場合、様々に知識がある企業の技術担当者でない限り、
分からない。
２） 代理人のみを名宛人とすることは可能でしょうか？秘密保持命令の運用の実態をご
存じであればお聞かせください。
・弁護士には一般的な守秘義務があるので、なぜ更に秘密保持義務を課したのか疑問。
・弁護士に限らず企業担当者も意図せず、秘密が漏れてしまうケースがありうる。
・漏れたことが分かっても立証することが困難。
・実務上、役に立たない制度。
３） 技術的知見を有する第三者に資料を閲覧させることができない点は制度利用を躊躇
する理由としてありますか？ドイツの査察制度（第三者が閲覧できる）との比較で
いかがでしょうか？
・第三者は誰を選ぶかが問題。学者や弁理士では話にならない。実際の工場がどのよ
うになっているかは企業の技術者にしか分からない。
・熱意の問題。企業の技術者は熱意も持って対応するが第三者はそこまで熱意を持っ
て対応できるか疑問。裁判所が任命するような第三者では期待できない。
・日本では適任者はいない。
・当事者ではない競合他社のエンジニアに見てもらうこともできない。
・ドイツの弁護士によると、ドイツの査察制度はあまり使えないと聞いたことがある。

Ｃ－17

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧に関するお考えを教えてください

開示者として：
１） 「f.裁判官であれば開示しても良い」を選択された方は、裁判官はその分野の専門
家ではないと思われますが、それで十分なのでしょうか？
・裁判官だけに見せる意味はない。
２） 「g.一切開示したくない」を選択された方は、その理由は何でしょうか？何か条件
が加われば開示可能でしょうか？
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・世界で一切開示されていない技術の周辺技術に関して開示が求められたことがあり、
応じると肝心の技術が見られてしまうリスクがあったので、損害賠償を命じられて
も良いからとして拒否したことがある。
・競合他社に営業秘密を見せるつもりはさらさらないという考えの経営者もいる。
閲覧する側として：
３） 「n.一切閲覧はしたくない」を選択された方は、その理由は何でしょうか？何か条
件が加われば閲覧されますか？
・一旦見てしまうと、次の開発に影響する。コンタミのリスク。反論することも困難。
・秘密保持のかかった共同開発を行うときは、対策として、関連する技術の文献・資
料等を集めて、公証人の前で段ボール詰めして封印して、その時点で存在していた
ことを証明できるように準備したことがある。

Ｃ－18

当事者尋問等に関し、尋問の公開停止（特許法第105条の7第1項）に関する経

験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？尋問の公開停止を要求されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・知財訴訟では、当事者尋問自体をほとんど行われない。

Ｃ－19

我が国の特許権侵害訴訟における証拠収集制度に対するお考えをお聞かせく

ださい
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における証拠収集制度に
対するお考えがあればお聞かせください。
・米国のディカバリー制度のような費用の掛かる制度は採用すべきではないが、もう
少し強制力のある証拠収集制度や証拠保全制度が望まれる。
・どのような強制力が望ましいかは難しい問題。
・具体的には、ノーアイデア。

Ｄ－２

特許権者の代理人としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を

教えてください
Ｄ－３

被疑侵害者の代理人としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験
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を教えてください
経験あり：
１） 寄与率の認定に納得できましたか？
・ケースバイケース。
・被告側として寄与率が高すぎやしないかと感じたこともある。
・クライアントへは説明しづらい。
・クライアントへは事前説明の際に、寄与率は客観的に説明できるものではないこと
を繰り返し説明しておく。
・寄与率は、第三者が見て「こんなものだろう」というざっくりとした相場感。
・裁判所は結論ありきで、辻褄をあわせるためのもの。

Ｄ－４

特許法第102条1項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 特許法第 102 条第１項に基づく損害賠償請をされて不都合に感じた点や苦労された
点、良い点があればお聞かせください。
・使ったことがあるが、ここ５年ほどは使っていない。
・権利者が寄与率を開示しなければならないから。
・立証責任が権利者側にあるから大変。
・外部に開示させないように黒塗りする方法もあるが、問題は競合相手である相手方
に利益率が知られてしまう点。

Ｄ－５

特許法第102条第2項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 特許法第 102 条第 2 項に基づく損害賠償請をされて不都合に感じられた点や苦労さ
れた点、良い点があればお聞かせください。
・通常、2 項は 1 項に比べて賠償額は低くなる傾向があるにしても、特許訴訟で損害
賠償を求めて訴訟するケースはほとんどない。
・重要なのは、勝訴したという企業宣伝と差止できたということ。
・損害のうち証明できたものしか取れないという考えなので、当然、実損より少ない。
現在の損害賠償制度は、そもそも損害額を 100%取れるようにはなっていない。
・知財訴訟でも、労働法のような賦課金制度を導入すれば良いと考えている。そうす
れば、実損という考え方から踏み出して損害額の 100%やそれ以上取れるようになる。
・特許侵害の場合、
「実損」が見えづらい。2 社しか売っていない場合は少ない。
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Ｄ－６

特許法第102条第3項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 実施料相当額はどのようにして算出されましたか？その算定に関するデータベース
やガイドラインがあれば便利だと思いますか？
・中途半端なデータベースやガイドラインができてもあまり意味がないと思う。業界
や技術別の料率が分かるものでないといけない。実際の業界標準でないような料率
が示されるとかえって混乱することになる。
・業界によって料率に差があるので、裁判所がそのあたりを理解してくれるのが早い。
・過去は、業界や技術に関わらず、何でもかんでも 3%という感じであったが，現在は，
5%以上もめずらしくはないように思う。
・実施料相当額は実際にはあまり使っていない。2 項が多い。

Ｄ－７

損害計算のための鑑定（特許法第105条の2）に関する経験を教えてください

経験なし：
１） 損害計算のための鑑定を利用されない理由／困難な背景をお聞かせください。
・計算鑑定制度は利用したことはない。
・被告側代理人の時に、自分で選んだこれまで付き合いのない公認会計士に算出させ
て、証拠として出したことがある。相手方は信用できないと主張したが、そもそも，
資格のある公認会計士が変な鑑定をするはずがない。裁判所はこの証拠に信用性を
認めた。費用は 100 万円程度かかった。
・損害鑑定の相場である 300 万円は、あらゆるものを見させるから高くなるのであっ
て、資料を絞り込めば、費用は抑えられる。

Ｄ－８

我が国の特許権侵害訴訟における損害賠償請求に対するお考えをお聞かせく

ださい
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における損害賠償請求に
対するお考えがあればお聞かせください。
・損害額の認定額がやや低い。
Ｅ

その他、我が国知財紛争処理システムに対するご要望、ご意見がございましたら、お

聞かせください
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１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、知財紛争処理システムに対するご要望、
ご意見があればお聞かせください。
・現在の細かに分かれた技術からすると，少数の裁判所調査官では対応できないよう
におもう。電気分野の担当といっても重電関係の審査の経験しかない調査官が，電
子制御技術は理解できない。実際の訴訟でも技術説明会で，調査官が技術を全く理
解していないことを知ることが何回かあった。化学分野でも高分子技術とバイオ技
術は全く異なる。
・裁判所から特許庁へ意見を聞ける制度（審査部を指名して直接意見を聞ける制度等）
をもう少し利用しやすいようにする制度が欲しい。
２） ADR に関する考えについて
・ADR は日本では無理だろう。
・企業が、訴訟せずに民間の機関に依頼するとは考えづらい。
・一生懸命やってくれる人がいるかという判定者に対する不安・不満がある。
・仲裁センターの利用率が低いのは当たり前。
・安くやりますというのが逆に信頼性なくなる。安くやれるといのは、判定者が専業
でやっていないから。ボランティア、名誉職、閑職の人。質の良い人は集まらない。
ここが ADR の最大の問題点。
・１回 1,000 円程度というところに命がかかっているような事件を任せられるか？
・日本は制度を設けることによって、言い訳しているだけ！団体も国も。
３） 米国のディカバリーで得た証拠に関して
・日本の訴訟で利用することはできない。米国の訴訟以外では使えない。
・米国のディカバリーを使った場合、双方とも日本の裁判でも嘘をつけないという縛
りがあるので、それに違反するような場合は例外的に証拠提出できる。そのような
背景があるので、具体的な証拠を示さなくても、相手方は認否を正しくしたことが
ある。
・双方ともディカバリーで得た証拠を見て、事実を知っているので、日本の法廷で嘘
をつけない。
４） 刑事訴訟の利用について
・商標で模倣品業者への対応として刑事告訴する。警察（生活安全課）が証拠収集し
てくれる。
・有罪となれば、被害者としてその証拠を閲覧できる。売上から利益率まで分かる。
・閲覧・謄写した証拠を民事事件で証拠として提出する。
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以上

9.

企業 K （大企業：電機）

Ｂ－２

日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を見送った理由は何ですか？貴社の

経験をご回答ください
見送った経験あり：
１）「b.話し合いで解決した」割合はどの程度ありますか？
・訴訟ではなく話し合いでの解決を選択した。
２）「c.警告により相手方が侵害行為を中止した」割合はどの程度ありますか？
・模倣品メーカには警告が必要なケースが多く、そのうち 10～20%訴訟に発展した。

Ｃ－１

我が国における特許権侵害訴訟の証拠収集に関する経験を教えてください

経験あり
１） 侵害行為の証拠収集と損害の計算の証拠収集は具体的にどのようにされています
か？(eg.専門業者によるリバースエンジニアリングなど)
・市場で入手可能なものがほとんどであり、自社で解析可能である。
・疑義品はわかりやすいものが多い。
・自社の調査でわかる。調査会社を利用する必要性もあまりない。

Ｃ－２

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の結果に関する経

験を教えてください
Ｃ－３

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の困難性に関する

経験を教えてください
経験あり：
１） 提訴検討段階の侵害の証拠収集がうまくいったのはどのようなケースですか？うま
くいかなかったケースはどのようなケースですか？
うまくいったケース
・市場で疑義品を入手することができ、自社で解析ができたケース。
うまくいかなかったケース
・大型の機械・装置は入手が困難であった（侵害しているか否かの確認のステージの
話）。
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２） 困難性に対して具体的にどのように対応されたかお聞かせください。
・コンピュータソフトウェア、プログラム、ソースコードの類は経験なし。目につき
にくいこともある。解析も困難でありビジネスインパクトの大きいところ、わかる
ところを優先的に対応している。但し、ソフトでも動作を見ればわかるものはやる。

Ｃ－４

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する予告通知者等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
Ｃ－５

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する被予告通知者としての経験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？訴えの提起前の証拠収集制度を利用されない理由／
困難な背景をお聞かせください。
・疑義品は市場で入手しやすいので必要性を感じない。
・疑義品は市場で、自社で入手できない場合は、侵害に確認が持てず、気軽に同制度
を利用することは考えづらい。
・制度が改正してもどのように使ってよいか想定しづらく、将来的にも同制度を活用
することはあまり考えられない。
・制度改正して簡単に利用できるようになって、自社に頻繁に照会がきても困る。
・入手した証拠の管理が面倒ではないかと考える。

Ｃ－６

証拠保全制度（民事訴訟法第234条）に関する経験を教えてください

経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？証拠保全制度を利用されない理由／困難な背景をお
聞かせください。
・疑義品は市場に出回っている場合が多く、改ざんや証拠隠滅のおそれがないため、
同制度を活用する必要性がない。
・模倣品の場合、訴訟検討段階で必ず証拠は入手できているので改ざんの恐れはない。
・損害額の算出のための証拠を確保するためには必要となる場合は想定できる。

Ｃ－７

具体的態様の明示義務（特許法第104条の2）に関する経験を教えてください
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Ｃ－８

具体的態様の明示に関する経験を教えてください

経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？具体的態様の明示義務を利用されない理由／困難な
背景をお聞かせください。
・これまで自社で立証できるケースが多かったため同制度の経験がないが、将来、プ
ロセス特許や方法の特許などで活用する可能性がありうる。

Ｃ－９

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
Ｃ－10

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人としての経験を教えてください
Ｃ－11

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
Ｃ－12

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人としての経験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？侵害の立証に係る／損害の計算に係る文書提出命令
を利用されない理由／困難な背景をお聞かせください。
・訴訟前に証拠は入手しているので、訴訟開始後に文書提出命令で証拠を出させる必
要性がない。
・侵害の立証に確認がない状況では、通常訴訟は提起しない。

Ｃ－13

インカメラ手続（特許法第105条第3項）に関連する経験について教えてくださ

い
Ｃ－14

インカメラ手続（特許法第105条第3項）の開示対象者に関する経験について教

えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？インカメラ手続を利用されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・同制度が必要なケースがこれまでなかった。
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Ｃ－15

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する申立人等（検討のみも含む）とし

ての経験を教えてください
Ｃ－16

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する被申立人としての経験を教えてく

ださい
経験あり／なし共通：
１） 相手方企業担当者を閲覧対象者に含めなければならないというのは本当でしょう
か？本当であれば、この点が制度利用への抵抗感としてありますか？
・相手方企業担当者を閲覧対象者に含めるのは抵抗感がある。相手方企業担当者に見
せれば、全て相手方に知られてしまう。
２） 代理人のみを名宛人とすることについてはどうでしょうか？
・代理人のみであれば良い。代理人の管理も大変でコピーも代理人自身が行う必要が
あるし大変だと思う。
３） 技術的知見を有する第三者に資料を閲覧させることができない点は制度利用を躊躇
する理由としてありますか？ドイツの査察制度（第三者が閲覧できる）との比較で
いかがでしょうか？
・技術的知見を有する第三者に資料を閲覧させることの可否はケースバイケースだと
考える。開示する情報の種類によるが、それがないと非侵害立証ができない場合だ
と出す可能性はある。
・企業担当者より専門性の高い技術的知見を有する第三者の方が良い。
４） 「損害計算のための鑑定（特許法第 105 条の 2）」と類似する「侵害の立証のための
鑑定制度」の導入についてはどのように感じられますか？
・「侵害の立証のための鑑定」の鑑定は有効かもしれないが難しいと思う。

Ｃ－17

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧に関するお考えを教えてください。

事案によって開示して良い相手が相違すると思われますが、一般的なケースを想定して
お答えください。
１） 「f.裁判官であれば開示しても良い」を選択された方は、裁判官はその分野の専門
家ではないと思われますが、それで十分なのでしょうか？「秘密保持命令を受けた
第三者」としてその分野の専門家への開示はいかがでしょうか？
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・裁判官への開示も、開示内容によりさまざまで裁判官でも理解できるようなもので
あれば良いと考える。
・「秘密保持命令を受けた第三者」としてその分野の専門家への開示は OK。

Ｃ－18

当事者尋問等に関し、尋問の公開停止（特許法第105条の7第１項）に関する経

験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？尋問の公開停止を要求されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・そもそも特許権侵害訴訟において、尋問の経験がない。

Ｄ－１

我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象を教えてください

１） 我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象のTop３は何でしょうか？
・損害賠償額が低い。他国（米国）と比較して低額だし、絶対額としても低額。弁護
士費用は他国と比べて低額であるが、賠償額は更に低額。

Ｄ－２

特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えてく

ださい
Ｄ－３

被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えて

ください
経験あり：
１） 損害賠償請求で不都合に感じた点や苦労された点、良い点があればお聞かせくださ
い。
・損害賠償請求を損害額算定まで争ったケースは経験していないため不明。
・差止を主として訴訟を行っている場合が多い。

Ｄ－４

特許法第102条第1項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験なし：
１） 特許法第 102 条第 1 項に基づく損害賠償請求をされない理由／困難な背景をお聞か
せください。
・損害賠償請求のみを目的として訴訟することはない。侵害を止めさせることができ
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れば、その先、損害賠償を要求するかどうかはケースバイケース。
２） 特許法第 102 条第１項に基づく損害賠償請求の制度又は運用上の課題は何だとお考
えですか？自社の利益率の開示は 1 項に基づく損害賠償請求を躊躇する理由でしょ
う。
・自社の利益率を開示するのは難しい。1 項の方が高額の賠償を取れるとしても、日
本の損害賠償額のレベルを考えると、敢えて自社の利益率する可能性は低いと考え
る。

Ｄ－６

特許法第102条第3項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 実施料はどのようにして算出されましたか？その算定に関するデータベースやガイ
ドラインがあれば便利だと思いますか？
・データベースはなくても良い。業界である程度の相場感はあるので、料率はケース
バイケースで決めるものと考える。業界の相場と乖離するのも心配。
・払う場合に、料率が高いと気になる。

Ｄ－７

損害計算のための鑑定（特許法第105条の2）に関する経験を教えてください

経験なし：
１） 損害計算のための鑑定を利用されない理由／困難な背景をお聞かせください。
・損害賠償請求を損害額算定まで争うケースは経験していないため。
Ｅ

その他、我が国知財紛争処理システムに対するご要望、ご意見がございましたら、お

聞かせください
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、知財紛争処理システムに対するご要望、
ご意見があればお聞かせください。
・損害賠償額は争っても得られる額が少なすぎるので、争っても無駄と感じる。
・正当にビジネスや特許権が評価されて、それに見合う損害賠償額が出るようになれ
ば、日本の知財訴訟は活性化すると思う。
・逆の立場を考えると、活性化にはリスクもある。但し、活性化はマイナス面もある
が全体的にはプラスと思う。
・活性化しなければ、日本の権利の魅力がなくなる。日本の訴訟が少ないのは健全な
姿が疑問に感じる。活性すれば特許に対する価値があがり、緊張感が増す。逆に、
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活性化しなければ、事業を有効に守ることができず、企業の知財の存在価値も最近、
低下傾向にあるのではないか。
２）知財高裁を東京・大阪にも設けるべきですか？（K 社は、東京より特急・在来線で約
２．５時間の距離）
・その必要性は感じない。現状のままで支障がない。
・現在、弁護士は東京の知財専門弁護士に依頼している。知財専門弁護士は限られて
おり、首都圏に集中している。
・地方に知財高裁ができた場合、判断レベルの均一が担保できるかわからない。
以上
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10.

企業 L（中小企業：その他）

Ｂ－２

日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を見送った理由は何ですか？貴社の

経験をご回答ください
見送った経験あり：
１）

「b.話し合いで解決した」割合はどの程度ありますか？
・1 件だけ。

２）

警告により相手方が侵害行為を中止ケースは皆無でしょうか？
・経験なし。

３）

訴訟を見送った経験についてお聞かせください。
・時間がかかるという理由で見送った経験がある。
・訴訟しても十分な賠償金が取れそうもないので見送ったことがある。
・証拠収集できずに見送った経験はない。

Ｂ－６

特許権侵害訴訟を提起する又は提起されるという観点から、我が国の特許権侵

害訴訟に対する考えをお聞かせください。
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、我が国の特許権侵害訴訟に対する考えが
あればお聞かせください。
・原告敗訴は8割ほどあるという情報がある。

Ｃ－１

我が国における特許権侵害訴訟の証拠収集に関する経験を教えてください

経験あり
１） 侵害行為の証拠収集と損害の計算の証拠収集は具体的にどのようにされています
か？(eg.専門業者によるリバースエンジニアリングなど)
・被疑侵害品は、業務用製品で BtoB 製品なので入手が容易でない場合がある。
・自社の方が詳しいので、製品解析に調査会社を使うことはない。
・損害の計算のため（販売数量の調査など）に弁理士に調査を依頼したことがある。
具体的には、調査報告書の類を集めてもらった。
・知財訴訟の専門的なところは、弁護士・弁理士に任せている。
・話し合いのテーブルにも着かない相手はこれまでなかった。
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Ｃ－２

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の結果に関する経

験を教えてください
Ｃ－３

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の困難性に関する

経験を教えてください
経験あり：
１） 提訴検討段階の侵害の証拠収集がうまくいったのはどのようなケースですか？うま
くいかなかったケースはどのようなケースですか？
・被疑侵害品を入手でき、自社で解析できたケース。
・交渉段階で、相手方の実施に関する証拠や損害額の計算に必要な証拠が先方から出
てきたことはない。自社で証拠を握っているので相手から入手する必要もなかった。
・大手とは、自社で収集した証拠で合意して特許をライセンスしたことがある。
２） 困難性に対して具体的にどのように対応されたかお聞かせください。
・被疑侵害品の入手が困難なケースで、相手に分からないように個人的な伝手で入手
したことがある。
・デリケートな問題なので、関係者に迷惑をかけないように入手経路には注意する。
・ホームページでマニュアル・解説書類が開示されている場合はそれを利用する。機
能面は解析が困難なので、解説書などに頼らざるを得ない場合がある。
・ソフトの解析の困難性は、これまで経験がない。
・相手方には知らせずに証拠収集した。

Ｃ－17

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧に関するお考えを教えてください。

開示者として：
１） 「f.裁判官であれば開示しても良い」を選択された方は、裁判官はその分野の専門
家ではないと思われますが、それで十分なのでしょうか？
・裁判官だけが見てもわからないという点はそう思う。
２） 「g.一切開示したくない」を選択された方は、その理由は何でしょうか？何か条件
が加われば開示可能でしょうか？
・独自技術は絶対に出せない。社内や営業部門の者にも中身を知らせないようにして
いる。
閲覧する側として：
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３） 「n.一切閲覧はしたくない」を選択された方は、その理由は何でしょうか？何か条
件が加われば閲覧されますか？
・営業秘密まで閲覧しなくても良いケースであった。
・後の開発を考えると他社の営業秘密は見たくない。

Ｃ－19

我が国の特許権侵害訴訟における証拠収集制度に対するお考えをお聞かせく

ださい
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における証拠収集制度に
対するお考えがあればお聞かせください。
・大手とは事前の交渉で解決したことがある。
・交渉段階で、先方から無効資料がたくさん提示されたことがある。

Ｄ－１

我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象を教えてください

１） 我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象
・損害を補填するには不十分な金額しか取れないという印象がある。

Ｄ－２

特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えてく

ださい
Ｄ－３

被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えて

ください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？損害賠償を請求されない理由／困難な背景をお聞か
せください。
・差止をメインに要求して、付随的に損害賠償は請求したことがある。
・損害賠償だけを認める訴訟は経験がないが、過去の機種に関して、損害賠償だけを
認める訴訟を現在、準備中。
・訴訟では損害賠償は認められなかった。
Ｅ

その他、我が国知財紛争処理システムに対するご要望、ご意見がございましたら、お

聞かせください。
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１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、知財紛争処理システムに対するご要望、
ご意見があればお聞かせください。
・裁判所は技術の組み合わせを容易に認める傾向がある。文言解釈だけ、言葉遊びで
屁理屈のように感じる。目的や技術分野とか実態に合わせて判断してほしい。あま
りに違う技術分野の組み合わせを持ってこられてうんざりしている。
・特許庁と裁判所では判断基準が異なると感じる。特許庁は、産業の育成、中小企業
保護を考えてくれているが、裁判所はまったく感じられない。
・中小企業と大企業の知財訴訟は、中小企業が 8 戦全敗というデータがある。
・特許権はこんなに使えないようなら、最近は、会社として、特許権への期待、関心
度が下がってきたように感じる。
以上
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11.

企業 M（大企業：医薬品）

Ｂ－２

日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を見送った理由は何ですか？貴社の

経験をご回答ください
見送った経験あり：
１） 「b.話し合いで解決した」ケースは皆無でしょうか？
・係争の性質上、話し合いで解決する状況にはなかった。
２） 「c.警告により相手方が侵害行為を中止した」ケースは皆無でしょうか？
・相手方も係争の可能性を十分認識した上で市場に参入している。警告により中止す
る状況にはなかった。

Ｃ－１

我が国における特許権侵害訴訟の証拠収集に関する経験を教えてください

経験あり
１） 侵害行為の証拠収集と損害の計算の証拠収集は具体的にどのようにされています
か？(eg.専門業者によるリバースエンジニアリングなど)
・疑義品（結晶）を含有する最終製品（製剤）が市場に出回っており、自社で入手で
きた。
・最終製品（製剤）からの疑義品の分析は専門性が高く自社でおこなった（調査会社
を使う必要はなかった）
。製品が入手できても分析が困難な場合があった。
・侵害差止訴訟を行った。損害賠償は請求しておらず、損害計算のための証拠収集は
行っていない。

Ｃ－２

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の結果に関する経

験を教えてください
Ｃ－３

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の困難性に関する

経験を教えてください
経験あり：
１） 提訴検討段階の侵害の証拠収集がうまくいったのはどのようなケースですか？
・最終製品（製剤）からの疑義品の分析が上手くできたケース。
２） うまくいかなかったケースはどのようなケースですか？
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・最終製品（製剤）からの疑義品の分析が上手くできなかったケース。
３） 提訴検討段階の損害の計算の証拠収集がうまくいったのはどのようなケースです
か？うまくいかなかったケースはどのようなケースですか？
・上述のとおり、損害計算のための証拠収集は行っていない（訴訟提起段階で訴額を
概算した程度）。
４） 困難性に対して具体的にどのように対応されたかお聞かせください。
・訴訟期間を通じて分析方法の改良を試みた。分析できるか否かに尽きる。

Ｃ－４

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する予告通知者等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
Ｃ－５

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する被予告通知者としての経験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？訴えの提起前の証拠収集制度を利用されない理由／
困難な背景をお聞かせください。
・最終製品（製剤）は入手可能。製剤に含まれる疑義品の証拠収集に、相手方が応じ
る可能性は考えづらい。
経験あり／なし共通：
２） 訴えの提起前の証拠収集制度の利用に関して
・そもそも事前の交渉があり得ないのでこの制度を利用することも考えづらい。

Ｃ－６

証拠保全制度（民事訴訟法第234条）に関する経験を教えてください

経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？証拠保全制度を利用されない理由／困難な背景をお
聞かせください。
・最終製品が市場で流通していること、疑義品も変更される可能性が無いことから、
秘匿される可能性もなく証拠保全する必要性がなかった。

Ｃ－７

具体的態様の明示義務（特許法第104条の2）に関する経験を教えてください
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Ｃ－８

具体的態様の明示に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 具体的態様の明示義務と文書提出命令の連動の経験をお聞かせください。
・具体的態様を明らかにすべく、検証目的物提出命令を申し立てたことがある。

Ｃ－９

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
経験あり：
１） 文書提出命令の経験について
・侵害の立証を積み上げて、最後に相手方に検証目的物提出命令でサンプルの提出を
要求したが、必要性なしとして認められなかった。

Ｃ－13

インカメラ手続（特許法第105条第3項）に関連する経験について教えてくださ

い
Ｃ－14

インカメラ手続（特許法第105条第3項）の開示対象者に関する経験について教

えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？インカメラ手続を利用されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・インカメラ手続きが必要な状況にならなかった。被告からサンプルが提出されるこ
とになれば、インカメラ手続きを利用する可能性があったかも知れない。
・具体的態様の明示義務、文書提出命令、インカメラ手続きの一連の手続きが実際は
あまり機能していないように感じる。

Ｃ－15

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する申立人等（検討のみも含む）とし

ての経験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？秘密保持命令を利用されない理由／困難な背景をお
聞かせください。
・秘密保持命令が必要な状況にならなかった。
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２） 相手方企業担当者を閲覧対象者に含めなければならないというのは本当でしょう
か？本当であれば、この点が制度利用への抵抗感としてありますか？
・本当かどうかは情報がない。営業秘密を出す立場になれば、抵抗感はある。
・見る側としては弁護士だけなく企業担当者も見られれば良い。米国係争のように弁
護士に全てを任せてしまうのではなく、日本では弁護士と企業担当者が一体となっ
て係争を進めることが多く、その場合は企業担当者も閲覧しないと訴訟が進めづら
い。
３） 代理人のみを名宛人とすることは可能でしょうか？秘密保持命令の運用の実態をご
存じであればお聞かせください。
・日本の場合、弁護士だけで訴訟が進められるか疑問。

Ｃ－17

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧に関するお考えを教えてください。

１） 「f.裁判官であれば開示しても良い」を選択された方は、裁判官はその分野の専門
家ではないと思われますが、それで十分なのでしょうか？「秘密保持命令を受けた
第三者」としてその分野の専門家への開示はいかがでしょうか？
・双方が主張を尽くして技術的理解が進んだ段階で、裁判官にもわかるように開示す
るのであれば、裁判官のみでも良い場合があると考える。その情報で侵害判断がで
きるのであれば裁判官のみで良いが、裁判官だけで判断できないのであれば専門家
への開示もあり得るのではないか。

Ｃ－18

当事者尋問等に関し、尋問の公開停止（特許法第105条の7第1項）に関する経

験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？尋問の公開停止を要求されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・当事者尋問の経験がなく、公開停止要求に関する経験もない。

Ｃ－19

我が国の特許権侵害訴訟における証拠収集制度に対するお考えをお聞かせく

ださい
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１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における証拠収集制度に
対するお考えがあればお聞かせください。
・米国でも訴訟経験がありディカバリー制度に基づき証拠収集していたことがある。
訴訟当事者双方に証拠開示の義務があり、我が国の制度との大きな違いを感じた。
ただし、その証拠は弁護士止まりでわれわれの所まで来ない。

Ｄ－２

特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えてく

ださい
Ｄ－３

被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えて

ください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？損害賠償を請求されない理由／困難な背景をお聞か
せください。
・侵害差止請求が認めらなかったため、損害賠償請求に至っていない。
２） 損害賠償の制度又は運用上の課題は何だとお考えですか？
・損害賠償に関する経験がなく、運用上の課題等についても特段の意見はない。
Ｅ

その他、我が国知財紛争処理システムに対するご要望、ご意見がございましたら、お

聞かせください。
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、知財紛争処理システムに対するご要望、
ご意見があればお聞かせください。
・105 条 4 項に基づく文章等提出命令のうち、検証目的物（サンプル）提出命令につ
いては、認められたことが無いように聞いている。我々の係争でも、任意での証拠
提出が促されたことがあったが、提出命令申立ては却下された。現状では、営業秘
密のクライテリアがあまりに高いのではないか。
・他方、米国では、秘密保持義務を負った弁護士が、技術エキスパートとともに訴訟
を進めるので、営業秘密は問題とならない。米国のディスカバリー制度は、証拠収
集手段として強力であり、その意味では公明正大な制度に思う。しかし、費用が高
額であることなどから、すべてが妥当な制度とは思えない。
・日本の社会制度になじむ、バランスの取れた知財紛争処理システムの模索が望まし
いのではないか。

以上
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12.

企業 N（中小企業：その他製造）

Ｂ－２

日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を見送った理由は何ですか？貴社の

経験をご回答ください。
見送った経験あり：
１） 「b.話し合いで解決した」割合はどの程度ありますか？
・直近では、1件程度あり（原告側）。
・話し合いで解決せずに訴訟するケースが多い。但し、訴えるケース自体多くない。
・原告側：被告側＝2：8程度の比率。
２） 「c.警告により相手方が侵害行為を中止した」経験は皆無でしょうか？
・警告→交渉→中止せず→訴訟という経験があるが、警告により相手方が中止した経
験はない。

Ｂ－６

特許権侵害訴訟を提起する又は提起されるという観点から、我が国の特許権侵

害訴訟に対する考えをお聞かせください。
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、我が国の特許権侵害訴訟に対する考えが
あればお聞かせください。
・記載したもの以外には特にない。

Ｃ－１

我が国における特許権侵害訴訟の証拠収集に関する経験を教えてください。

経験あり
１） 侵害行為の証拠収集と損害の計算の証拠収集は具体的にどのようにされています
か？
・市場で出回っている商品なので入手は容易。（特許権者側でも被疑侵害者側でも同
じ）
・リバースエンジニアリングが必要なケースは少ない。
・立証しやすい物の構造とかに限定してやっている。
・調査会社に、リバースエンジニアリングに至らない程度の簡単な検証を依頼したり、
損害賠償額の概算のためにイ号の売り上げを調べさせたことがある。

Ｃ－２

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の結果に関する経
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験を教えてください。
Ｃ－３

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の困難性に関する

経験を教えてください。
経験あり：
１） 提訴検討段階の侵害の証拠収集がうまくいかなかったケースはどのようなケースで
すか？
・不正競争防止法でやる場合に、自社の周知性の立証のための証拠収集に苦労したこ
とがある。
・意匠での訴訟経験（権利者、被疑侵害者）のいずれも経験なし。
・十分に証拠収集できた経験がないというのは、原告側になることが少ないため。
２） 困難性に対して具体的にどのように対応されたかお聞かせください。
・訴訟対象が過去の機種で証拠収集が困難であったことがある。
・ビジネス用途向けの製品は市場で入手が困難だったことがある。
・IH 関係のプログラムで調査会社を使っても分析できなかったことがある。
・相手方が小さくてそれほどお金が取れそうもなければ、調査・分析にかけられるお
金も限られる。
・営業秘密で証拠入手できなかったことがある。
・開示する側の場合は、営業秘密（卸先（売先）情報、卸値の情報）等は出さない。

Ｃ－４

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する予告通知者等（検討のみも含む）の代理人としての経験を教えてくださ
い
Ｃ－５

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する被予告通知者の代理人としての経験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？訴えの提起前の証拠収集制度を利用されない理由／
困難な背景をお聞かせください。
・デメリットが多い。

Ｃ－６

証拠保全制度（民事訴訟法第234条）に関する経験を教えてください。

経験なし：
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１） なぜ経験がないのでしょうか？証拠保全制度を利用されない理由／困難な背景をお
聞かせください。
・証拠を秘匿される恐れがなく同制度を使用する必要性はない。
・交渉期間を 3 か月程度に限定して、進展がなければ訴訟する。

Ｃ－13

インカメラ手続（特許法第105条第3項）に関連する経験について教えてくださ

い。
Ｃ－14

インカメラ手続（特許法第105条第3項）の開示対象者に関する経験について教

えてください。
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？インカメラ手続を利用されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・同制度が必要なケースはこれまでなかったため。

Ｃ－15

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する申立人等（検討のみも含む）とし

ての経験を教えてください。
Ｃ－16

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する被申立人としての経験を教えてく

ださい。
経験あり／なし共通：
１） 相手方企業担当者を閲覧対象者に含めなければならないというのは本当でしょう
か？本当であれば、この点が制度利用への抵抗感としてありますか？
・見せる側としては抵抗感がある。
２） 技術的知見を有する第三者に資料を閲覧させることができない点は制度利用を躊躇
する理由としてありますか？
・代理人だけで技術的に理解できないのであれば、技術的知見を有する第三者に資料
を閲覧させることは良いと感じる。
３） 「損害計算のための鑑定（特許法第 105 条の 2）」と類似する「侵害の立証のための
鑑定制度」の導入についてはどのように感じられますか？
・「侵害の立証のための鑑定」は、妥当な結果がでるか不安なところがある。
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Ｃ－17

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧に関するお考えを教えてください。

開示者として：
１）

営業秘密の開示に関して
・これまでは、主に損害額の計算に関係する営業秘密の開示で経験がある。

・秘密保持命令や受けた当事者や秘密保持契約を結んだ当事者であれば基本的に開示
しても良いが、営業秘密の内容（レベル）による。レベルが高ければ、相手方代理
人だけとかもあり得る。
・相手方当事者を含めて開示したことがある。最終的には社長判断。
２）

「f.裁判官であれば開示しても良い」を選択された方は、裁判官はその分野の専門

家ではないと思われますが、それで十分なのでしょうか？
・営業秘密の内容によると思う。ケースバイケースだと思う。

Ｃ－19

我が国の特許権侵害訴訟における証拠収集制度に対するお考えをお聞かせく

ださい。
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における証拠収集制度に
対するお考えがあればお聞かせください。
・特になし。

Ｄ－１

我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象を教えてください。

１） 我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象のTop３は何でしょうか？
1番：j 金銭的価値の認定が不適切。
2番：h 損害を補填するには不十分。

Ｄ－２

特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えてく

ださい。
Ｄ－３

被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えて

ください。
特許権者側：
・過去は、損害賠償請求は行っていなかったが、最近は差止と損害賠償請求をセット
で請求している。
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・相手方企業に経済的ダメージを与えて、市場から退場してもらいたいので最近は損
害賠償請求も重要視している。特に、中小・零細企業相手には有効である。
被疑侵害者側：
・認定額は想定の範囲内であったため納得できた。

Ｄ－４

特許法第102条第1項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください。

Ｄ－５

特許法第102条第2項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください。

特許権者側：
・特許権者側としては過去未経験であったが、ちょうど現在、係属中の案件で請求中。
被疑侵害者側：
・相手方から 102 条 1 項と 2 項で請求されたが、低額の 2 項に基づいて和解したこと
がある。

Ｄ－６

特許法第102条第3項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください。

・実施料のデータベースやガイドラインがあれば欲しい。
・実施料が適正であるか否かを知りたい。基準としてあった方が良い。
・家電関係で 1%、日用品で 10%位になることがある。

Ｄ－７

損害計算のための鑑定（特許法第105条の2）に関する経験を教えてください。

経験なし：
１） 損害計算のための鑑定を利用されない理由／困難な背景をお聞かせください。
・被疑侵害者側でも同制度を要求されたことはない。
・特許権者側の算出した数字に対して反論する形でデータを出したことはある。その
数字に対して特許権者側からの反論はこれまで受けたことはない。
・特許権者が個人の場合、とんでもない金額を吹っかけてくることがあった。

Ｄ－８

我が国の特許権侵害訴訟における損害賠償請求に対するお考えをお聞かせく

ださい。
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における損害賠償請求に
対するお考えがあればお聞かせください。
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・特に追加すべきコメントはなし。
Ｅ

その他、我が国知財紛争処理システムに対するご要望、ご意見がございましたら、お

聞かせください。
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、知財紛争処理システムに対するご要望、
ご意見があればお聞かせください。
・仮処分も時間がかかるので、最後は、税関の差止をやった方が早い。特許の税関差
止のケースはまだまだ少ない。
２） 知財高裁、専門部を東京・大阪以外の地方都市にも広げるべきか？
（注：ヒアリング先は、東京から新幹線、在来線で2時間強のロケーション。訴
訟する場合、東京の弁護士や弁理士を使っている。）
・地方都市に広げる必要なし。東京・大阪の2拠点で十分。
・東京と大阪でも判断が異なるので地方に設けた場合に判断のブレが心配。
・地方都市には、知財訴訟の経験豊富な弁護士があまりいない。
以上
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13.

企業 O（大企業：医薬品）

Ｂ－２

日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を見送った理由は何ですか？貴社の

経験をご回答ください
・訴訟の相手としては、ジェネリックが 80～90%。残りが先発同士。
見送った経験あり：
１） 「b.話し合いで解決した」ケースは皆無でしょうか？
・先発同士は交渉で解決するケースが多い。
・ジェネリックは差止を要求して訴訟するケースが多い。
・先発メーカについては、研究開発段階で IR などである程度わかるので、販売開始
前でもコンタクトすることが可能。
・ジェネリックについては、厚労省の承認後販売開始まで 3～4 か月のタイムラグが
あるので、その間に行動に出るケースが多い。
２） 「c.警告により相手方が侵害行為を中止した」ケースは皆無でしょうか？
・承認後から販売開始までの 3～4 か月の間に、ジェネリックが警告により販売開始
を見送ったケースはある。一方、販売開始後になっては、薬事法の関係で供給責任
があるので、中止を決断してもらうことは難しい。

Ｂ－６

特許権侵害訴訟を提起する又は提起されるという観点から、我が国の特許権侵

害訴訟に対する考えをお聞かせください
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、我が国の特許権侵害訴訟に対する考えが
あればお聞かせください。
・製法特許に関しては入手できても解析が困難。
・この業界では、販売開始後は止めづらいので、後発メーカが申請した時点で情報が
得られて、販売開始前までに解決できる制度があれば良い。

Ｃ－２

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の結果に関する経

験を教えてください
Ｃ－３

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の困難性に関する

経験を教えてください
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経験あり：
１） 提訴検討段階の侵害の証拠収集がうまくいったのはどのようなケースですか？うま
くいかなかったケースはどのようなケースですか？
・結晶特許に関しては、特定と解析がうまくいったケースがある。
・製剤特許では添加物が分からなかったケースがある。
・製法特許もうまくいかないケースがある。
２） 困難性に対して具体的にどのように対応されたかお聞かせください。
・製法特許、製剤特許は、一般に有効性も弱く、技術的範囲の確認も不明確な上、回
避もしやすいので、特許が無効になる可能性や回避される可能性があるので提訴を
諦めることが多い。
・物質特許か、製法特許、製剤特許かで戦略は大きく相違する。

Ｃ－４

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する予告通知者等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
Ｃ－５

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する被予告通知者としての経験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？訴えの提起前の証拠収集制度を利用されない理由／
困難な背景をお聞かせください。
・制度をよく知らないため検討もしていなかった、弁護士から勧めもされないため。
・この業界では、後発承認されてから侵害とその相手を知るのが普通であるが、後発
承認によって先発品の薬価が低下し得たりマーケットシェアを回復させることも
困難なことなどから、早期に販売差止判決を得ないと回復不可能になり得る。そこ
で後発承認の後、直ちに提訴したいため、訴えの提起前の証拠収集制度は利用しに
くい。製法特許や製剤特許の侵害が疑われるケースにおいて、原薬を海外から輸入
して製造するなどの情報が後発承認前に入った場合は、この制度を利用しやすいか
もしれない。
・強制力がないので、相手方と交渉しているのとあまり変わりがないように感じる。
・証拠の量が多すぎると、営業秘密なども含まれてくる可能性があり、上述と同様時
間の問題もあって面倒になるかもしれない。

Ｃ－６

証拠保全制度（民事訴訟法第234条）に関する経験を教えてください
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経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？証拠保全制度を利用されない理由／困難な背景をお
聞かせください。
・この業界では、情報を隠匿されたり改ざんされたりするケースはあまりないので、
必要性がない。
・かつて証拠のねつ造が疑われるケースがあったようであるが、最近は聞かない。

Ｃ－７

具体的態様の明示義務（特許法第104条の2）に関する経験を教えてください

Ｃ－８

具体的態様の明示に関する経験を教えてください

経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？具体的態様の明示義務を利用されない理由／困難な
背景をお聞かせください。
・製法や製剤特許であれば使えるかもしれないが、既に提訴を諦めてしまっているの
で、その経験がない。
・物質特許や用途・結晶特許であれば、自社で解析可能。

Ｃ－９

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
Ｃ－10

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人としての経験を教えてください
Ｃ－11

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
Ｃ－12

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人としての経験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？侵害の立証に係る／損害の計算に係る文書提出命令
を利用されない理由／困難な背景をお聞かせください。
・物質特許や用途・結晶特許であれば、証拠は手の内にあるからこの制度を利用する
必要性がない。製法特許や製剤特許の侵害が疑われるケースにおいて、既に提訴を
諦めてしまっているので、経験がない。
・損害の計算の文書提出命令も経験がない。自社で必要な情報を調べて、反論があれ
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ばこの制度の利用も考えたが、結局、和解したので利用しなかった。

Ｃ－13

インカメラ手続（特許法第105条第3項）に関連する経験について教えてくださ

い
Ｃ－14

インカメラ手続（特許法第105条第3項）の開示対象者に関する経験について教

えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？インカメラ手続を利用されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・その必要性なし。製法特許や製剤特許の侵害が疑われるケースにおいて、既に提訴
を諦めてしまっているので、経験がない。

Ｃ－15

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する申立人等（検討のみも含む）とし

ての経験を教えてください
Ｃ－16

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する被申立人としての経験を教えてく

ださい
経験なし：
１） 相手方企業担当者を閲覧対象者に含めなければならないというのは本当でしょう
か？本当であれば、この点が制度利用への抵抗感としてありますか？代理人のみを
名宛人とすることについていかがでしょうか？
・抵抗感あり。
・代理人だけでも、医薬品のプロセキューションをやっている代理人であればわかる
と思う。こういう制度になれば、そのような代理人を含めて選ぶこととなる。
２） 技術的知見を有する第三者に資料を閲覧させることができない点は制度利用を躊躇
する理由としてありますか？ドイツの査察制度（第三者が閲覧できる）との比較で
いかがでしょうか？
・補佐人として、技術に精通した弁理士に閲覧させるという手がある。
・専門家を誰がやるかが問題。大学の先生、専門官だけでは能力不足では？
・分野や特許によっては使えるかもしれない。
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３） 「損害計算のための鑑定（特許法第 105 条の２）」と類似する「侵害の立証のための
鑑定制度」の導入についてはどのように感じられますか？
・侵害の立証というのは訴訟そのものなので、このような制度は意味がないように感
じる。
・特許権に基づく税関差止を請求した際に 3 人の専門委員の意見が割れた経験がある。

Ｃ－17

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧に関するお考えを教えてください。

１） 「f.裁判官であれば開示しても良い」を選択された方は、裁判官はその分野の専門
家ではないと思われますが、それで十分なのでしょうか？
・裁判官だけでは理解できないだろう。
２） 「秘密保持命令を受けた第三者」としてその分野の専門家への開示はいかがでしょ
うか？
・代理人だけで分からないのであれば、その分野の専門家への開示はやむを得ないで
あろう。
・当事者は秘密保持命令や契約があっても、開示したくない。見る側であってもコン
タミのリスクがあるので閲覧したくない。

Ｃ－19

我が国の特許権侵害訴訟における証拠収集制度に対するお考えをお聞かせく

ださい
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における証拠収集制度に
対するお考えがあればお聞かせください。
・米国のディカバリー制度は行き過ぎ。
・英国のように明確なルールがあって、提出が義務付けられている種類が予め決まっ
ているのが良いのではないかと思う。
・物質、用途、結晶特許であれば証拠収集や解析はそれほど困難ではないが、製法特
許や製剤特許を考慮すると、制度の拡充が望まれる。

Ｄ－２

特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えてく

ださい
Ｄ－３

被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えて

ください
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・途中で和解したので、損害賠償が認められた経験はない。
・寄与率の問題よりも、ジェネリックが承認されたことによる薬価の引き下げの影響
の方が相手方の得た利益より大きいので、その損害の補償を求めたい。

Ｄ－４

特許法第102条第1項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

・検討したが、相手方に利益率の開示はしたくないので使わなかった。

Ｄ－５

特許法第102条第2項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

・請求したが、結局、和解で解決した。

Ｄ－６

特許法第102条第3項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験なし：
１） 特許法第 102 条第 3 項に基づく損害賠償請求をされない理由／困難な背景をお聞か
せください。
・これまで経験はない。
・ガイドラインやデータベースができて自社に有利な数字であれば、活用する場面は
あると思う。
・条件と料率が正しく出てくるのは難しいかも。
・データベース作りは、「これこれの条件だったら、この業界ではどの程度になると
思いますか？」という架空の条件のアンケートで料率を収集するのも一案。但し、
信頼性が問題。

Ｄ－７

損害計算のための鑑定（特許法第105条の2）に関する経験を教えてください

経験なし：
１） 損害計算のための鑑定を利用されない理由／困難な背景をお聞かせください。
・将来的には利用する可能性がある。
・300 万円程度の費用であっても、この業界の大きな製品の後発特許係争であれば十
分にペイできる可能性がある。

Ｄ－８

我が国の特許権侵害訴訟における損害賠償請求に対するお考えをお聞かせく

ださい
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１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における損害賠償請求に
対するお考えがあればお聞かせください。
・アンケート記載のコメント以外には特になし。
Ｅ

その他、我が国知財紛争処理システムに対するご要望、ご意見がございましたら、お

聞かせください
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、知財紛争処理システムに対するご要望、
ご意見があればお聞かせください。
・アンケート記載のコメント以外には特になし。
以上
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14.

企業 P（中小企業：機械）

Ｂ－２

日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を見送った理由は何ですか？貴社の

経験をご回答ください
１） 特許権侵害訴訟の経験について
・2012 年までは海外企業相手に訴訟するケースが圧倒的に多かった。
・2013 年以降は国内企業相手に訴訟するケースが多くなった。
・現時点では、海外案件は全て終了して国内案件のみ。
見送った経験あり：
２） 「b.話し合いで解決した」割合はどの程度ありますか？
・50%程度（国内相手の場合）
。取引先であったため、話し合いで纏めた。
３） 「c.警告により相手方が侵害行為を中止した」ケースは皆無でしょうか？
・専用消耗品を製造・販売する相手に継続的に警告状を送付している。
・製造装置メーカへも警告状を送付して金銭解決した経験が１度だけある。

Ｂ－６

特許権侵害訴訟を提起する又は提起されるという観点から、我が国の特許権侵

害訴訟に対する考えをお聞かせください（回答自由）
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、我が国の特許権侵害訴訟に対する考えが
あればお聞かせください。
・アンケートのコメント以外は特になし。

Ｃ－１

我が国における特許権侵害訴訟の証拠収集に関する経験を教えてください

経験あり
１） 侵害行為の証拠収集と損害の計算の証拠収集は具体的にどのようにされています
か？
・専用消耗品は BtoB の商品であるので、取引先から入手したり、インターネット販
売されている場合はダミーで発注して入手することもある。
・疑義品が入手できれば、解析は比較的簡単。
２） 訴訟開始前に交渉段階で相手方から任意で証拠が出てくることがありますか？（eg.
クレームチャートの反論資料として証拠を入手など）
- 284 -

・相手方がギブアップすれば証拠は出てくる。
・和解前提の交渉であれば証拠は出てくることがある。但し、真の供給元の情報はな
かなかでてこない。
・和解しても別の方法で販売を再開するケースもあり、トカゲの尻尾切りのような状
況になることがある。

Ｃ－２

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の結果に関する経

験を教えてください
Ｃ－３

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の困難性に関する

経験を教えてください
経験あり：
１） 提訴検討段階の侵害の証拠収集がうまくいかなかったケースはどのようなケースで
すか？
・供給元（製造元）がなくなっているケース。
・商品をみても供給元（製造元）が全く分からないケース
２） 困難性に対して具体的にどのように対応されたかお聞かせください。
・取引先に、純正品と模倣品の違いを説明して理解してもらう。日々の営業努力。
・大手は純正品を使ってくれるが、それ以外の所では価格の安い模倣品を使用するケ
ースもある。
・刑事手続きで対応もしている。刑事手続きで得た証拠を民事訴訟でも使う予定。

Ｃ－７

具体的態様の明示義務（特許法第104条の2）に関する経験を教えてください

Ｃ－８

具体的態様の明示に関する経験を教えてください

経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？具体的態様の明示義務を利用されない理由／困難な
背景をお聞かせください。
・相手方は侵害を容易に認めるので侵害の立証にはこの制度は使うことはないだろう
が、損害額の算出（販売数量など）の立証には使いたい。

Ｃ－９

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申
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立人等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
Ｃ－10

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人としての経験を教えてください
Ｃ－11

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
Ｃ－12

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人としての経験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？侵害の立証に係る／損害の計算に係る文書提出命令
を利用されない理由／困難な背景をお聞かせください。
・製造元の情報を明らかにさせる場合に使いたい。過去にトライしたことがあるが中
間業者がいくつも絡んでいたため、製造元までたどり着かなかった。
・損害の計算に係る文書提出命令は出たことがあるか、その数字が本当かどうかは疑
問が残った。

Ｃ－17

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧に関するお考えを教えてください。

開示者として：
１） 「f.裁判官であれば開示しても良い」を選択された方は、裁判官はその分野の専門
家ではないと思われますが、それで十分なのでしょうか？
・ケースバイケース
２） 「秘密保持命令を受けた第三者」としてその分野の専門家への開示はいかがでしょ
うか？
・適任者がいれば良いのではないか。理解できない人が見ても意味がない。

Ｃ－18

当事者尋問等に関し、尋問の公開停止（特許法第105条の7第1項）に関する経

験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？尋問の公開停止を要求されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・米国では証人尋問の経験があるが、日本の知財訴訟では証人尋問の経験はない。
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・日本では刑事事件では、証人尋問（取引先や相手方の退職した元従業員など）の経
験がある。

Ｃ－19

我が国の特許権侵害訴訟における証拠収集制度に対するお考えをお聞かせく

ださい
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における証拠収集制度に
対するお考えがあればお聞かせください。
・特になし

Ｄ－１

我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象を教えてください

１） 我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象のTop３は何でしょうか？
・損害を補填するのは不十分。損害賠償額が見込めないので訴訟を断念することもあ
る。
・損害賠償額が低くても、損害の抑止のために訴えることがある。

Ｄ－２

特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えてく

ださい
Ｄ－３

被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えて

ください
経験あり： （D-2）
１） 損害賠償請求で不都合に感じた点や苦労された点、良い点があればお聞かせくださ
い。
・過去、102 条 2 項で損害賠償額が認定されたことがあるが相手方の利益率が低かっ
たので低額であった。
・訴訟前の和解の方が、訴訟費用（弁護士費用）が不要な分、手取りは多い。

Ｄ－４

特許法第102条第1項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験なし：
１） 特許法第 102 条第１項に基づく損害賠償請求をされない理由／困難な背景をお聞か
せください。
・自社の利益率の開示は基本的にできないので利用は難しい。
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Ｄ－５

特許法第102条第2項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 特許法第 102 条第２項に基づく損害賠償請をされて不都合に感じられた点や苦労さ
れた点、良い点があればお聞かせください。
・前述のとおり、過去、102 条 2 項で損害賠償額が認定されたことがあるが相手方の
利益率が低かったので低額であった。

Ｄ－６

特許法第102条第3項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験なし：
１） 特許法第 102 条第３項に基づく損害賠償請求をされない理由／困難な背景をお聞か
せください。
・和解交渉で 3 項をベースに交渉したことはある。
・専用消耗品ではライセンス経験なし。
・模倣品業者にはライセンスしない。金型の廃棄。
・ソフトウェアではライセンス経験あり。業界標準はない。
・メカやソフトウェアなど業界別技術別にガイドラインがあれば良い。

Ｄ－７

損害計算のための鑑定（特許法第105条の2）に関する経験を教えてください

経験なし：
１） 損害計算のための鑑定を利用されない理由／困難な背景をお聞かせください。
・米国では利用したことがあるが国内ではない。
・マンションの一室のような模倣品業者は帳簿がないという主張をする場合は利用し
づらい。比較的まともな業者に対して、弁護士と会計士が相手方の帳簿を確認して
損害額の算定に利用したことはある。

Ｄ－８

我が国の特許権侵害訴訟における損害賠償請求に対するお考えをお聞かせく

ださい
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における損害賠償請求に
対するお考えがあればお聞かせください。
・損害額の算定基準を訴訟提起前に知りたい。訴訟提起を判断する段階で訴訟費用を
除いていくら程度手に入るかをあらかじめ知りたい。
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Ｅ

その他、我が国知財紛争処理システムに対するご要望、ご意見がございましたら、お

聞かせください
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、知財紛争処理システムに対するご要望、
ご意見があればお聞かせください。
・ダブルトラックは対応が大変であるが、日本は無効ではあまりつぶされないという
印象がある。
以上
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15.

企業 Q（大企業：機械）

Ｂ－２

日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を見送った理由は何ですか？貴社の

経験をご回答ください
見送った経験あり：
１） 「b.話し合いで解決した」割合はどの程度ありますか？
・数件程度
・過去５年間の訴訟経験は、相手もイ号も同じ一案件を数訴訟した経験。
２） 「c.警告により相手方が侵害行為を中止した」ケースは皆無でしょうか？
・警告状を送っただけで解決したことはない。あくまでも話し合いを通じて解決した。

Ｂ－６

特許権侵害訴訟を提起する又は提起されるという観点から、我が国の特許権侵

害訴訟に対する考えをお聞かせください
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、我が国の特許権侵害訴訟に対する考えが
あればお聞かせください。
・無効判断が特許庁と裁判所で判断が違う。
・ダブルトラックは両方で勝たなければならないので特許権者側には負担となる。

Ｃ－１

我が国における特許権侵害訴訟の証拠収集に関する経験を教えてください

経験あり
１） 侵害行為の証拠収集と損害の計算の証拠収集は具体的にどのようにされています
か？(eg.専門業者によるリバースエンジニアリングなど)
・BtoB 製品なので、入手が困難。
・疑義侵害品が実際に使用されている取引先で懇意にしているところに営業を通じて
訪問して確認させてもらったりすることがある。
・取引先の商品で稼働中の商品なので、確認できる内容は限られてくる。
・仮に市場で入手できてもシステムで動く商品は単体ではほとんど価値がない場合が
多い。
・取扱説明書も懇意にしている取引先で見せてもらったりする。
・証拠の入手ルートは細かいところまで開示する必要がないので問題となったことは
ない。
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２） 訴訟開始前に交渉段階で相手方から任意で証拠が出てくることがありますか？（eg.
クレームチャートの反論資料として証拠を入手など）
・交渉時に反論としてでてくることはある。
・訴訟前の損害額の見積もりは営業部門などからの数字で概算計算はできる。

Ｃ－２

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の結果に関する経

験を教えてください
Ｃ－３

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の困難性に関する

経験を教えてください
経験あり：
１） 提訴検討段階の侵害の証拠収集がうまくいったのはどのようなケースですか？うま
くいかなかったケースはどのようなケースですか？
・うまくいったケースは前問の通り。
・うまくいかなかったケースは、疑義侵害品を入手できなかったり、確認できなかっ
たケース。この場合は諦めざるをえないが、そのようにならないように特許請求の
範囲を書くようにしている。但し、その当てが外れて確認できない場合もある。

Ｃ－４

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する予告通知者等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
Ｃ－５

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する被予告通知者としての経験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？訴えの提起前の証拠収集制度を利用されない理由／
困難な背景をお聞かせください。
・検討しなかった。
・事前の交渉でおおよそ証拠は押さえられていたので本制度を利用する必要性はなか
った。

Ｃ－６

証拠保全制度（民事訴訟法第234条）に関する経験を教えてください

経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？証拠保全制度を利用されない理由／困難な背景をお
聞かせください。
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・事前の交渉段階でおおよそ証拠は押さえられていたので本制度を利用する必要性は
なかった。

Ｃ－７

具体的態様の明示義務（特許法第104条の2）に関する経験を教えてください

Ｃ－８

具体的態様の明示に関する経験を教えてください

経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？具体的態様の明示義務を利用されない理由／困難な
背景をお聞かせください。
・反論の過程で、相手方が自主的に開示してきたことはあるが、具体的態様の明示義
務は使ったことはない。

Ｃ－９

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
Ｃ－10

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人としての経験を教えてください
Ｃ－11

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
Ｃ－12

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人としての経験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？侵害の立証に係る／損害の計算に係る文書提出命令
を利用されない理由／困難な背景をお聞かせください。
・裁判所から「これはどうなのですか？」というような発言があり、次回、相手方か
らその質問の答えになるものが出てきたことがある。

Ｃ－13

インカメラ手続（特許法第105条第3項）に関連する経験について教えてくださ

い
Ｃ－14

インカメラ手続（特許法第105条第3項）の開示対象者に関する経験について教

えてください
経験なし：
- 292 -

１） なぜ経験がないのでしょうか？インカメラ手続を利用されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・そもそも文書提出命令もないので、インカメラ手続きの経験はない。

Ｃ－15

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する申立人等（検討のみも含む）とし

ての経験を教えてください
Ｃ－16

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する被申立人としての経験を教えてく

ださい
経験なし：
１） 相手方企業担当者を閲覧対象者に含めなければならないという点が制度利用への抵
抗感としてありますか？
・開示側としては抵抗がある。
・誰が見るか、開示する中身や閲覧時間にもよる。
２） 代理人のみを名宛人とすることはどうでしょうか？
・やむを得ないだろう。
・代理人だけで見てわかるかはやや疑問。（開示側としては、見せても分からないか
ら見せても良いともいえる）
３） 技術的知見を有する第三者に資料を閲覧させることができない点は制度利用を躊躇
する理由としてありますか？
・利害関係のない人で、技術的知見を有する第三者はいるのか疑問。

Ｃ－17

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧に関するお考えを教えてください。

開示者として：
１） 「f.裁判官であれば開示しても良い」を選択された方は、裁判官はその分野の専門
家ではないと思われますが、それで十分なのでしょうか？
・Judge するために見せても良いのではないか。
・裁判官＋代理人というイメージ
・アンケートの回答の「b」と「e」も該当する。

Ｃ－18

当事者尋問等に関し、尋問の公開停止（特許法第105条の7第1項）に関する経
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験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？尋問の公開停止を要求されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・証人尋問自体、日本では経験がない。

Ｃ－19

我が国の特許権侵害訴訟における証拠収集制度に対するお考えをお聞かせく

ださい
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における証拠収集制度に
対するお考えがあればお聞かせください。
・特になし

Ｄ－１

我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象を教えてください

１） 我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象のTop３は何でしょうか？
b.代理人費用又は印紙代を補填するには十分
h.損害を補填するには不十分
n.他国（米国）で認定される額と比較して低額。

Ｄ－２

特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えてく

ださい
Ｄ－３

被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えて

ください
経験あり： (D-2)
１） 損害賠償請求で不都合に感じた点や苦労された点、良い点があればお聞かせくださ
い。
・侵害論終了後に和解した（差止＋損害賠償）
２） 寄与率の認定に納得できましたか？
・寄与率が認定されたことはない。
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Ｄ－４

特許法第102条第1項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

１） 特許法第 102 条第１項に基づく損害賠償請求の制度又は運用上の課題は何だとお考
えですか？自社の利益率の開示は 1 項に基づく損害賠償請求を躊躇する理由でしょ
うか？
・検討したが見送ったことがある。その理由は、自社の利益率の開示が必要なため。
・和解の時の算出額のベースは、1 項では算出しなかった。
・相手方に設計変更させることが目的で、お金は二の次だったので、1 項は検討しな
かった。

Ｄ－５

特許法第102条第2項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 特許法第 102 条第 2 項に基づく損害賠償請をされて不都合に感じられた点や苦労さ
れた点、良い点があればお聞かせください。
・自社で算出した額に反論する形で、相手方から数字が開示された。
・相手方の数字を信用したがやや不満が残った。
・1 件づつの特許の寄与率が単純に加算されて、対象特許全体の寄与率とならないの
はどうしてか。寄与率の根拠が不明確。
・寄与率の考え方を無くすることはできないと思う。

Ｄ－６

特許法第102条第3項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 実施料相当額はどのようにして算出されましたか？その算定に関するデータベース
やガイドラインがあれば便利だと思いますか？
・あれば参考にする。
・ガイドラインがあるとそれと相違する料率を使う際にその根拠が説明できないので
困るケースもあると思う。

Ｄ－７

損害計算のための鑑定（特許法第105条の2）に関する経験を教えてください

経験なし：
１） 損害計算のための鑑定を利用されない理由／困難な背景をお聞かせください。
・これまで、そこまで必要なケースがなかったため。
・証拠開示命令などを使っても納得できなければ、将来、本制度を活用する可能性は
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ある。

Ｄ－８

我が国の特許権侵害訴訟における損害賠償請求に対するお考えをお聞かせく

ださい
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における損害賠償請求に
対するお考えがあればお聞かせください。
・3 倍賠償については、何を持って悪質をするか？「知りながら」としても何をもっ
て「知りながら」とするのか？
・和解は早い方が安く、遅くなれば高い料率とするという考え方については、本来そ
うあるべきだと考えるが、法律で縛るのが良いかは疑問。
Ｅ

その他、我が国知財紛争処理システムに対するご要望、ご意見がございましたら、お

聞かせください
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、知財紛争処理システムに対するご要望、
ご意見があればお聞かせください。
・損害賠償が中心にヒアリングであるが、当社は差止がメインである。
・スピーディな審理になっているが、仮処分が機能しておらず、中間判決で差止され
ないので、もっと早く差止できたら良い。
２） 東京・大阪以外にも知財高裁、専門部を設けるべきか？
（ヒアリング先は、大阪から在来線で1時間強の場所にある会社）
・現状、訴訟の弁護士は基本的に東京の弁護士を使用している。
・あちらこちらに知財高裁（専門部）が必要とは思わない。
・地方にもたくさんできると、裁判所や弁護士のクオリティが心配になる。
・東京・大阪の判断にも相違があるので、地方にできると心配。むしろ東京１局集中
の方が良いのではないか。TV会議室システムを有効活用すれば東京だけで良い。弁
護士の交通費も地元の裁判所と東京をTV会議システムで結んでやれば費用や移動
時間は抑えられるはず。
以上
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16.

企業 R（中小企業：機械）

Ｂ－２

日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を見送った理由は何ですか？貴社の

経験をご回答ください
見送った経験なし
１） なぜ日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を見送った経験がないのでしょうか？
・話し合いのステップは踏むが、相手先が納得しなかったので訴訟した。
・可能性のあるものは訴訟する。
・「メリハリのある知的財産」を知財運営方針に掲げ限られた資源を有効活用してい
る。ゆくゆくはユーザーメリットに資すると考えている。
・主張すべきところは主張する。
・警告状を送付して相手方が侵害行為を中止した経験はない。
・BtoB 商品なので、証拠が集まらずに警告状にも至らずに断念したことはある。

Ｂ－６

特許権侵害訴訟を提起する又は提起されるという観点から、我が国の特許権侵

害訴訟に対する考えをお聞かせください（回答自由）
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、我が国の特許権侵害訴訟に対する考えが
あればお聞かせください。
・特になし

Ｃ－１

我が国における特許権侵害訴訟の証拠収集に関する経験を教えてください

経験あり
１） 侵害行為の証拠収集と損害の計算の証拠収集は具体的にどのようにされています
か？
・BtoB なので市場で入手することは困難。
・形状的に明らかに侵害が疑われるものをホームページやカタログで確認する。
・ソフトウェアで疑わしいものがあったが、確認することができず断念した。

Ｃ－２

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の結果に関する経

験を教えてください
Ｃ－３

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の困難性に関する
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経験を教えてください
経験あり：
１） 提訴検討段階の侵害の証拠収集がうまくいったのはどのようなケースですか？
・形状的に明らかに侵害が疑われるものをホームページやカタログで確認できたケー
ス
２） うまくいかなかったケースはどのようなケースですか？
・ソフトウェア
・製造方法で問題となったケースはない。

Ｃ－４

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する予告通知者等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
Ｃ－５

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する被予告通知者としての経験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？訴えの提起前の証拠収集制度を利用されない理由／
困難な背景をお聞かせください。
・事前の警告でも納得が得られないケースでは、強制力がなければ使えない。
・事前話し合いで交渉のテーブルにも着かない相手には、強制力がなければ使えない。

Ｃ－６

証拠保全制度（民事訴訟法第234条）に関する経験を教えてください

経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？証拠保全制度を利用されない理由／困難な背景をお
聞かせください。
・利用価値はあると思う。

Ｃ－７

具体的態様の明示義務（特許法第104条の2）に関する経験を教えてください

Ｃ－８

具体的態様の明示に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 具体的態様の明示義務で不都合に感じた点や苦労された点、良い点があればお聞か
せください。
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・具体的態様の明示義務（特許法第 104 条の 2）が直接出たのではなく、裁判所の訴
訟指揮に従って、相手方から明示された。

Ｃ－９

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
Ｃ－10

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人としての経験を教えてください
Ｃ－11

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
Ｃ－12

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人としての経験を教えてください
経験あり：（C-9、11）
１） 具体的にはどのような経験でしょうか？
・裁判所が訴訟指揮で相手方に要求し、相手方もそれに応じた。提出された証拠（損
害の計算に係る証拠）の内容の確かさは完全にはわからなかった。
２） 文書の特定は困難でしたか？どのようにして特定されましたか？
・そもそもあるのかないのかも分からなかったケースでは特定が困難であった。
・侵害の立証に係る文書として「図面」、損害の計算に係る文書として「数量等のデ
ータ」を対象としたことがある。

Ｃ－17

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧に関するお考えを教えてください。

開示者として：
１） 「f.裁判官であれば開示しても良い」を選択された方は、裁判官はその分野の専門
家ではないと思われますが、それで十分なのでしょうか？
・相手方には見せたくない。
・裁判官は、中立公正だから見せても良い。
２） 「秘密保持命令を受けた第三者」としてその分野の専門家への開示はいかがでしょ
うか？
・第三者は利害関係が働いていないか心配。
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閲覧する側として：
３） 裁判官はその分野の専門家ではないと思われますが、それで十分なのでしょうか？
・過去のケースでは、大阪地裁の裁判官のときは専門知識でやや不安な場合もあった
が、東京の知財高裁の裁判官は、相当な専門知識を有していたこともありケースバ
イケース。
４） 「秘密保持命令を受けた第三者」としてその分野の専門家の閲覧はいかがでしょう
か？
・中立の第三者で技術の専門家に適任者がいるか疑問。

Ｃ－18

当事者尋問等に関し、尋問の公開停止（特許法第105条の7第１項）に関する経

験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？尋問の公開停止を要求されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・かつて訴訟で証人尋問はした経験があるが、尋問の公開停止の経験はない。

Ｃ－19

我が国の特許権侵害訴訟における証拠収集制度に対するお考えをお聞かせく

ださい
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における証拠収集制度に
対するお考えがあればお聞かせください。
・特になし

Ｄ－２

特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えてく

ださい
Ｄ－３

被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えて

ください
経験あり： (D-2)
１） 寄与率の認定に納得できましたか？
・納得感がない。
・システムの一部の装置が対象であったが、当該部分はシステムの購入の動機付けに
なる部分であると考えていたが、評価が低かった。
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Ｄ－４

特許法第102条第1項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

Ｄ－５

特許法第102条第2項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 特許法第 102 条第１項、2 項に基づく損害賠償請の経験についてお聞かせください。
・1 項、2 項合わせて請求したことがある。
２） 特許法第 102 条第１項に基づく損害賠償請求の制度又は運用上の課題は何だとお考
えですか？自社の利益率の開示は 1 項に基づく損害賠償請求を躊躇する理由でしょ
うか？
・自社の利益率の開示は最終的に経営判断で出した。
・被疑侵害者が示した被疑侵害者側の利益が少なすぎると感じ、相手方の数字に対す
る反論が難しいので１項で請求したことがある。

Ｄ－６

特許法第102条第3項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 実施料相当額はどのようにして算出されましたか？その算定に関するデータベース
やガイドラインがあれば便利だと思いますか？
・知的財産の活用という面で、このようなものがあれば交渉の時に活用できる。
・自社技術は独占する方針なので、ライセンスの実績はこれまであまりない。
・共同開発した場合に、共同ライセンスしたことがある。

Ｄ－７

損害計算のための鑑定（特許法第105条の2）に関する経験を教えてください

経験なし：
１） 損害計算のための鑑定を利用されない理由／困難な背景をお聞かせください。
・今回のケースは、数字は正直に出てきたと理解しているので本制度を利用する必要
がなかった。
・将来、本制度を利用する可能性はある。

Ｄ－８

我が国の特許権侵害訴訟における損害賠償請求に対するお考えをお聞かせく

ださい
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１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における損害賠償請求に
対するお考えがあればお聞かせください。
・損害賠償は高く取れればそれにこしたことはないが、あくまでも差止をメインに考
えている。
・自社の独自技術が特許権に守られて顧客に使っていただくので、第三者も特許を尊
重してもらえるように主張していきたい。
２）3 倍賠償について
・知らずに第三者の権利を侵害してしまう可能性もあるので、一概に賛成・反対は言
えない。
Ｅ

その他、我が国知財紛争処理システムに対するご要望、ご意見がございましたら、お

聞かせください
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、知財紛争処理システムに対するご要望、
ご意見があればお聞かせください。
・具体的な提案はできないが、BtoB なので証拠集めが難しいという実感がある。
・訴訟の過程で相手方から証拠を出させる制度が充実すると良い。
以上
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17.

企業 S（大企業：電機）

Ｂ－２

日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を見送った理由は何ですか？

貴社

の経験をご回答ください
見送った経験あり：
１） 「b.話し合いで解決した」割合はどの程度ありますか？
・おおよそ 50%以上
２） 「c.警告により相手方が侵害行為を中止した」割合はどの程度ありますか？
・話し合いベースなので、警告状だけで終結というケースはない。
３） 訴訟を見送った理由の中で断念せざるを得なかったケースがあれば聞かせください。
・下記を複合的に考えて、断念したことはある。
l.損害額が小さいと考えたため
m.費用的負担が見合わないと考えたため
o.時間がかかるため

Ｂ－６

特許権侵害訴訟を提起する又は提起されるという観点から、我が国の特許権侵

害訴訟に対する考えをお聞かせください（回答自由）
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、我が国の特許権侵害訴訟に対する考えが
あればお聞かせください。
・アンケートに記載のコメント以外は特になし。

Ｃ－１

我が国における特許権侵害訴訟の証拠収集に関する経験を教えてください

経験あり
１） 侵害行為の証拠収集と損害の計算の証拠収集は具体的にどのようにされています
か？(eg.専門業者によるリバースエンジニアリングなど)
○部品（BtoB 商品）
：
・市場で入手することは困難なので、その部品が搭載されている製品の情報を入手し
て、その製品を購入して部品を取り出し自社あるいは社外で解析したことがある。
・ディスクリートやセンサー、スイッチなどは会社名が明示されていない場合もあり、
入手した被疑侵害品が被疑侵害者のものであるという紐付に苦労したことがある。
・ホームページだけでは型名はわかっても中身が分からないケースや、製品に型名や
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メーカ名が表示されていないケースがある。
・メーカ特定のために、ホームページに掲載された形状を参照することがある。
○セット：
・市場で購入して、解析する。
２） 訴訟開始前に交渉段階で相手方から任意で証拠が出てくることがありますか？（eg.
クレームチャートの反論資料として証拠を入手など）
・あまり経験はない。
・クレームチャートの反論資料がたまたま自社に有利な証拠となることはある。
・保有特許件数の多さを考えて、相手方が早期に解決を図るケースがある。

Ｃ－２

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の結果に関する経

験を教えてください
Ｃ－３

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の困難性に関する

経験を教えてください
経験あり：
１） 提訴検討段階の侵害の証拠収集がうまくいったのはどのようなケースですか？うま
くいかなかったケースはどのようなケースですか？困難性に対して具体的にどのよ
うに対応されたかお聞かせください。
・前問の回答と同じ
２） 製法特許の証拠収集の困難性が原因で提訴を見送ったことはありますか？
・痕跡が残る物は比較的やりやすい。
・予想するしかない。予想した内容を示し、違うなら開示してほしいと要求するが、
営業秘密として拒否されることが多く、交渉で何とか聞き出すように努力している。
・訴訟レベルになると、相手方の特許や論文で状況証拠を集めて、「この方法で実施
しているのでは」と迫る。
・訴訟に使う特許は、立証のしやすさを考えて、製法特許は使わないようにしたり、
優先順位を下げたり、製法特許と構造特許をセットで使ったりしている。
・クレームを作る際も使いやすさを考えて権利化している。

Ｃ－４

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条
- 304 -

の4）に関する予告通知者等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
Ｃ－５

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する被予告通知者としての経験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？訴えの提起前の証拠収集制度を利用されない理由／
困難な背景をお聞かせください。
・強制力がない点が最大の理由。自己の不利な証拠をみすみす出す人はいない。
・やるだけ無駄。
・そもそも選択枝から外している。
・医療過誤などのような証拠が偏在しているケース以外では使いづらい。
・当事者照会制度もあまり使われていない。
２） 強制力を伴う制度になったらどうでしょうか？
・それだけでは判断できない。どういう手続きを踏んでなされるかにもよる。
・強制力を伴う制度となると、NPE が乱発するリスクがある。
・訴え提起前の証拠収集の制度はあまり活用の余地はないと考える。
・訴訟前より訴訟後の証拠収集制度の充実や使えるものにする方が良い。

Ｃ－６

証拠保全制度（民事訴訟法第234条）に関する経験を教えてください

経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？証拠保全制度を利用されない理由／困難な背景をお
聞かせください。
・証拠の改ざんや消滅のおそれはあまりないので必要性は感じない。
・売上情報などは別の法律で保持義務があるので必要性は感じていない。

Ｃ－７

具体的態様の明示義務（特許法第104条の2）に関する経験を教えてください

Ｃ－８

具体的態様の明示に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 具体的態様の明示義務で不都合に感じた点や苦労された点、良い点があればお聞か
せください。
・製法特許の中間物で要求して、十分ではないが出てきたことがある。
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Ｃ－９

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
Ｃ－10

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人としての経験を教えてください
Ｃ－11

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
Ｃ－12

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人としての経験を教えてください
経験あり：(C-9、10)
１） 文書の特定は困難でしたか？どのようにして特定されましたか？
○部品
・自社で使っているものと同等な工程表やレシピがあるはずなので、それを要求する。
・製造装置のプログラムがあるはずで、それを技術者が見ればわかる。
２） 申立人として／被申立人として侵害の立証に係る文書提出命令で不都合に感じた点
や苦労された点、良い点があればお聞かせください。
・検討したが、実効性に疑問を感じ、見送ったことがある。

Ｃ－13

インカメラ手続（特許法第105条第3項）に関連する経験について教えてくださ

い
Ｃ－14

インカメラ手続（特許法第105条第3項）の開示対象者に関する経験について教

えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？インカメラ手続を利用されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・文書提出命令がないので、インカメラ手続の経験もない。

Ｃ－15

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する申立人等（検討のみも含む）とし

ての経験を教えてください
Ｃ－16

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する被申立人としての経験を教えてく
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ださい
経験なし：
１） 相手方企業担当者を閲覧対象者に含めなければならないというのは本当でしょう
か？本当であれば、この点が制度利用への抵抗感としてありますか？
・内容によるが抵抗感はある。たとえば、限界利益とか経営に直結する秘匿性の高い
情報は抵抗感が強い。
２） 代理人のみを名宛人とすることは可能でしょうか？秘密保持命令の運用の実態をご
存じであればお聞かせください。
・相手方企業担当者に見せたくない場合は現実的な方法と思う。
３） 技術的知見を有する第三者に資料を閲覧させることができない点は制度利用を躊躇
する理由としてありますか？ドイツの査察制度（第三者が閲覧できる）との比較で
いかがでしょうか？
・反対する理由はない。
・適任者がいないのではないか。
・学者が適任かどうかは技術の中身次第だろう。物性論みたいアカデミックな内容な
ら学者でも OK だが、製造工程などは学者の出番はないだろう。

Ｃ－17

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧に関するお考えを教えてください。

開示者として：
１） 「f.裁判官であれば開示しても良い」を選択された方は、裁判官はその分野の専門
家ではないと思われますが、それで十分なのでしょうか？
・分かるか分からないかは別にして、最終的に判断するために見てもらいたい。
・わからないならわかるまで専門家に説明してもらうなどして理解してもらいたい。
・技術説明会や専門家の関与で理解を深めてもらいたい。
閲覧する側として：
２） 閲覧する側で気になる点は何でしょうか？
・エンジニアが相手方の技術にいったんアクセスしてしまうとコンタミのリスクがあ
る。

Ｃ－18

当事者尋問等に関し、尋問の公開停止（特許法第105条の7第１項）に関する経
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験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？尋問の公開停止を要求されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・そもそも知財訴訟では証人尋問の経験がない。

Ｃ－19

我が国の特許権侵害訴訟における証拠収集制度に対するお考えをお聞かせく

ださい
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における証拠収集制度に
対するお考えがあればお聞かせください。
・文書提出命令を出すことに裁判所は消極的。
・文書提出命令を積極的に活用するなら、裁判所の運用の基準を見直すべき。

Ｄ－１

我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象を教えてください

１） 訴訟の目的は差止がメインで損害賠償はサブか？（模倣品対応を除くケース）
・ケースバイケース
○部品の場合
・差止は難しい場合があり、そのような場合は損害賠償をメインとする。
・2社購買が必要な場合や市場独占して供給責任を果たせるかの問題もあり、他社の
差止が難しい場合がある。
・損害賠償を取って、価格優位性を取るのも有効な方法が多い。
○セットの場合
・実施料を取って、コストUpさせる。
・できれば収入という形で差別化技術を守っていきたい。
・市場独占して供給責任を果たせるかの不安もある。

２） 模倣品対応について
・国内ではそれほど問題にはなっていない。中国や台湾では行政を使って対応してい
るが、費用対効果を考えながらの対応している。
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○部品
・互換品。権利があれば。お金を取るより止めさせることを考える。
・かつてはデッドコピーが多かったが最近は機能コピー品が多く中身が相違するので
特許で抑えるのは難しい場合がある。
○セット
・完全な模倣品、コピー品なので商標などで抑えられる。

Ｄ－２

特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えてく

ださい
Ｄ－３

被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えて

ください
経験あり：
１） 寄与率の認定に納得できましたか？
・寄与率の認定が一番気になるところ。
・一連の証拠収集、弁論手続などを行い事実認定が自社に寄った形になっても、最後
の最後になって「寄与率」がでてきて減額されるのであれば、それ以前の手続きは
いったい何だったのかと思ってしまう。
・せっかく 102 条で損害額を計算しても、条文にない「寄与率」で大幅に減額される
のには納得できない。
・「寄与率」を全面否定するものではないが予見可能性がない。
・先例が通達などで一定の枠組みや基準があれば良い。
・過去の判例を調べたら、どれも同様な損害賠償額になっているので、結論ありきで
「寄与率」を利用して結論を導いているようにも感じる。

Ｄ－４

特許法第102条第1項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 特許法第 102 条第１項に基づく損害賠償請求の制度又は運用上の課題は何だとお考
えですか？自社の利益率の開示は 1 項に基づく損害賠償請求を躊躇する理由でしょ
うか？
・抵抗感あり。
・事業部門の反対で自社の利益率は開示でできないとして１項を断念したことがある。
・寡占化しているビジネスであれば、相手以外には自社しかいないというケースでは、
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数字が如実にでてしまうので一層出せない。
・ケースバイケースであり、自社の利益率の開示できる場合は 1 項も検討する可能性
はある。
・自社の利益率と相手方の利益率の大きな差があったとしても、自社の事業を守るこ
とをメインと考える場合は、2 項をやむなく選択する場合がある。

Ｄ－５

特許法第102条第2項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

・１項を使えない場合は基本的に２項を使う。

Ｄ－６

特許法第102条第3項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

１）3 項の経験について
・3 項の経験はない。
・訴訟では 3 項は絶対額が少なすぎるので２項を優先する。
・3 項は訴訟に至らず、交渉レベルで解決するケースが多い。
・「通常」が条文から外れても、結果的にあまり上がっていないようだ。
２） 実施料はどのようにして算出されましたか？その算定に関するデータベースやガイ
ドラインがあれば便利だと思いますか？
・裁判所は発明協会の「実施料率」表を珍重して使っているのが現状。
・データベースやガイドラインができれば参照できる。
・業界で標準的な料率はあるので、データベースやガイドラインができても変わらな
いのではないか。電機は低めで化学や医薬品は高めという相場。異業種の相手に標
準的な料率を説明する際にはこのようなデータベースやガイドラインがあると便
利。
・データベースやガイドラインが、実際の業界で標準的な料率と違う料率が出てきた
ときは取扱いに苦慮するかもしれない。

Ｄ－７

損害計算のための鑑定（特許法第105条の2）に関する経験を教えてください

経験なし：
１） 損害計算のための鑑定を利用されない理由／困難な背景をお聞かせください。
・費用と時間が膨大にかかると弁護士に言われた。一口３００～４００万円。
・最初から検討対象外としたケースがある。
・そこまで精度を高める必要性があるかという議論もある。
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・先方からの数字が当社の見積もりを大幅に相違したケースで、弁護士から同制度の
利用を勧められたが、果たして、納得のいく数字がでるかとう疑問もあり見送った
ことがある。

Ｄ－８

我が国の特許権侵害訴訟における損害賠償請求に対するお考えをお聞かせく

ださい
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における損害賠償請求に
対するお考えがあればお聞かせください。
・アンケート記載のコメント以外には特になし。
Ｅ

その他、我が国知財紛争処理システムに対するご要望、ご意見がございましたら、お

聞かせください
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、知財紛争処理システムに対するご要望、
ご意見があればお聞かせください。
・アンケート記載のコメント以外には特になし。
以上
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18.

企業 T（中小企業：その他製造）

Ｂ－２

日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を見送った理由は何ですか？貴社の

経験をご回答ください
見送った経験あり
１） 「b.話し合いで解決した」割合はどの程度ありますか？
・まずは話し合いして、約 50%以上は解決。
２） 「c.警告により相手方が侵害行為を中止した」割合はどの程度ありますか？
・話し合いで解決したケースと加えると 80～90%
３） その他のコメント
・ｄ以降の理由により、訴訟断念したケースはほとんどない。
・訴訟する場合は、差止請求がメインの目的で、金銭はその次。

Ｂ－６

特許権侵害訴訟を提起する又は提起されるという観点から、我が国の特許権侵

害訴訟に対する考えをお聞かせください
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、我が国の特許権侵害訴訟に対する考えが
あればお聞かせください。
・スピード感があるが一方で、知財高裁はかなり強引な訴訟指揮のように感じたこと
がある。

Ｃ－１

我が国における特許権侵害訴訟の証拠収集に関する経験を教えてください

経験あり
１） 侵害行為の証拠収集と損害の計算の証拠収集は具体的にどのようにされています
か？(eg.専門業者によるリバースエンジニアリングなど)
・疑義品は、ネットや家電量販店などで入手できるので入手性はそれほど困難ではな
い。
・コストもそれほど高くない。
・外観や形状に関するものが多く見れば分かるので、解析・分析は比較的容易でそれ
ほど苦労しない場合が多い。
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２） 訴訟開始前に交渉段階で相手方から任意で証拠が出てくることがありますか？（eg.
クレームチャートの反論資料として証拠を入手など）
・相手方から証拠を入手しなければならないケースは少ない。
・公然実施の無効理由を主張しているときに、証拠が出てこないことがあり苦労した
ことがある。

Ｃ－２

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の結果に関する経

験を教えてください
Ｃ－３

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の困難性に関する

経験を教えてください
経験あり：(C-2)
１） 提訴検討段階の侵害の証拠収集がうまくいったのはどのようなケースですか？うま
くいかなかったケースはどのようなケースですか？
・上記質問への回答と同じ
２） 困難性に対して具体的にどのように対応されたかお聞かせください。
・それほど困難なケースはこれまでなかった。
・パルス波形に絡むものであっても、波形を取れば分かるのでコンピュータプログラ
ムの解析のような困難性はない。

Ｃ－４

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する予告通知者等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
Ｃ－５

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する被予告通知者としての経験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？訴えの提起前の証拠収集制度を利用されない理由／
困難な背景をお聞かせください。
・証拠収集にそれほどの困難性がないので、本制度には興味がない。

Ｃ－６

証拠保全制度（民事訴訟法第234条）に関する経験を教えてください

経験なし：
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１） なぜ経験がないのでしょうか？証拠保全制度を利用されない理由／困難な背景をお
聞かせください。
・証拠の隠滅や改ざんのおそれがあるようなケースは経験がなく、これまで必要性が
なかった。
・本制度は、これまで検討の対象にもなったことがない。

Ｃ－７

具体的態様の明示義務（特許法第104条の2）に関する経験を教えてください

Ｃ－８

具体的態様の明示に関する経験を教えてください

経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？具体的態様の明示義務を利用されない理由／困難な
背景をお聞かせください。
・これまで特に必要性がなかった。

Ｃ－９

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
Ｃ－10

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人としての経験を教えてください
Ｃ－11

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
Ｃ－12

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人としての経験を教えてください
経験あり：（C-9）
１） 侵害の立証に係る文書提出命令の経験をお聞かせください。
・文書送付嘱託の制度を利用して、任意で出させようとしたが果々しくなかったので、
文書提出命令を要求したところ、先方が、文書送付嘱託の枠内で任意で提出したこ
とがある。
２） 文書の特定は難しかったですか？その要件は厳しいと感じられますか？
・製品の供給元の製作図面を出させた。
・裁判所も、この図面の提出に興味を持ち動いてくれた。
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Ｃ－13

インカメラ手続（特許法第105条第3項）に関連する経験について教えてくださ

い
Ｃ－14

インカメラ手続（特許法第105条第3項）の開示対象者に関する経験について教

えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？インカメラ手続を利用されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・特に必要性なし。
・不必要なところ、ノウハウ部分は黒塗りして提出してもらったことがある。

Ｃ－15

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する申立人等（検討のみも含む）とし

ての経験を教えてください
Ｃ－16

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する被申立人としての経験を教えてく

ださい
経験なし：
１） 相手方企業担当者を閲覧対象者に含めなければならないというのは本当でしょう
か？本当であれば、この点が制度利用への抵抗感としてありますか？
・抵抗感あり
２） 代理人のみを名宛人とすることは可能でしょうか？秘密保持命令の運用の実態をご
存じであればお聞かせください。
・企業担当者を閲覧対象者に含められないなら、代理人のみでやむなし。
・相手方帳簿を弁護士に閲覧させた経験がある。詳細な数字のチェックというより、
伝票の中抜きがされていないか（連続しているか）などの外観上の確認のため。
３） 技術的知見を有する第三者に資料を閲覧させることができない点は制度利用を躊躇
する理由としてありますか？ドイツの査察制度（第三者が閲覧できる）との比較で
いかがでしょうか？
・技術的知見を有する第三者に資料を閲覧させるようなケースはこれまでなかった。
・制度としてあった良いと思う。
・技術的知見を有する第三者を誰がやれるかやや疑問。
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Ｃ－17

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧に関するお考えを教えてください。

開示者として：
１） 「秘密保持命令を受けた代理人」には開示したくないのか？
・内容によるが、相手方代理人に開示すると相手方企業に筒抜けになる心配がある。
２） 「f.裁判官であれば開示しても良い」を選択された方は、裁判官はその分野の専門
家ではないと思われますが、それで十分なのでしょうか？「秘密保持命令を受けた
第三者」としてその分野の専門家への開示はいかがでしょうか？
・営業秘密の種類によるのではないか？
・調査官のサポートが十分に機能していて、裁判官にも理解してもらっているように
感じる。
・「秘密保持命令を受けた第三者」もそのような専門家がいれば開示しても良い。
閲覧する側として：
・自社の担当者は無理だろうという前提で回答した。
・「秘密保持命令を受けた代理人」がもっとも良いと思う。自社担当者がみてコンタ
ミのリスクがあるなら代理人に任せた方が無難と思う。
・自社代理人と裁判官であれば良い。裁判官のみで良いとは思わない。

Ｃ－18

当事者尋問等に関し、尋問の公開停止（特許法第105条の7第１項）に関する経

験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？尋問の公開停止を要求されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・証人尋問の経験はなく尋問の公開停止の経験はない。
・文書提出命令に先だって、裁判所が供給元を呼び出して「審尋」したケースがある
が、その場に当事者として立ち会えなかった。

Ｃ－19

我が国の特許権侵害訴訟における証拠収集制度に対するお考えをお聞かせく

ださい
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における証拠収集制度に
対するお考えがあればお聞かせください。
・それほど困っていない。
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Ｄ－１

我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象を教えてください

１） 我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額の経験はいかがでしょうか？
・損害賠償請求の経験があるが、途中で和解で終了した経験がある。販売直後だった
ため、販売数量も少なく販売中止のみで解決し賠償金は得なかったことがある。

Ｄ－２

特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えてく

ださい
Ｄ－３

被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えて

ください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？損害賠償を請求されない理由／困難な背景をお聞か
せください。
・今後は、損害賠償を請求する可能性はある。
・過去分で取れるものは取りたい。

Ｄ－４

特許法第102条第1項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

Ｄ－５

特許法第102条第2項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験なし：
１） 特許法第 102 条第 1 項に基づく損害賠償請求をされない理由／困難な背景をお聞か
せください。
・自社の利益率は開示したくない。
・非上場企業で売上等を開示する義務がないので尚更出したくない。
・たとえ 2 項で少額になっても、自社の利益率の開示が必要な 1 項は使いたくない。

Ｄ－６

特許法第102条第3項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験なし：
１） 特許法第 102 条第 3 項に基づく損害賠償請求をされない理由／困難な背景をお聞か
せください。
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・明確な業界団体があるわけではなく、業界自体がはっきりしたものがなく、交流も
あまりない。規格を決めたりする活動をしている程度。
・今後交流は広げていく必要がある。
・業界標準の料率のようなものはたぶんないだろう。
・特許をライセンスしたり受けたりした経験もない。
２） 実施料の算定に関するデータベースやガイドラインがあれば便利だと思いますか？
・社内の説明に便利。
・発明協会の実施料率表は古すぎて使う気になれない。
・直接、交渉に役立てられるかは不明。
・料率は相手方との交渉で決まるものなので、そのまま使えるか疑問。

Ｄ－７

損害計算のための鑑定（特許法第105条の2）に関する経験を教えてください

経験なし：
１） 損害計算のための鑑定を利用されない理由／困難な背景をお聞かせください。
・これまで必要なケースはなかった。
・将来的には利用する可能性はある。
・鑑定費用として 300 万～400 万円は厳しい。

Ｄ－８

我が国の特許権侵害訴訟における損害賠償請求に対するお考えをお聞かせく

ださい
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における損害賠償請求に
対するお考えがあればお聞かせください。
・特にはない。
Ｅ

その他、我が国知財紛争処理システムに対するご要望、ご意見がございましたら、お

聞かせください
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、知財紛争処理システムに対するご要望、
ご意見があればお聞かせください。
・知財権の活用について、経営陣の理解があるので動きやすい。
・実質的に知財高裁が最後になるが、その訴訟指揮に強引さや威圧感を感じたことが
ある。

- 318 -

２） 東京、大阪に以外に知財高裁、専門部を設けることにどう思いますか？
（注；同社は、中京地区の企業。）
・弁護士は主に名古屋の先生に依頼している。一部は東京の先生（但し、本拠地は大
阪でブランチが東京の事務所）に依頼して、相手方が大阪の場合は、大阪で訴訟し
たことがある。
・交通費や時間を考えると名古屋にもあったら便利だと思う反面、名古屋地裁で意匠
事件の経験があるが、こちらの主張をちゃんと受け止めてくれているのが疑問に感
じたことがあるので、知財専門の裁判官は地方に分散させるのではなく、集約した
方が良いと思う。名古屋高裁も同様な感じを受けた。次、訴訟するときは東京でや
ることとした。
・名古屋も知財専門の弁護士はそれほど多くないと聞いている。知財高裁、専門部が
東京と大阪にあるので、知財専門の弁護士は東京、大阪に集まっているのではない
か。
・将来、知財の専門性を有する裁判官の数が増えて、名古屋にも知財高裁ができれば、
自然と知財専門の弁護士も増えるのではないかと感じる。名古屋に需要はあると思
う。
以上
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19.

企業 U（大企業：医薬品）

Ｂ－２

日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を見送った理由は何ですか？貴社の

経験をご回答ください
見送った経験あり：
１）「b.話し合いで解決した」ケースは皆無ですか？
・厚労省の通達に基づく事前協議は、形式的なものも含めて行っている。そのような
協議を通じて、将来取りうる手段などを説明して、販売を延期するや中止するとい
う流れになることはありうる。
・事前協議を有効活用したいが、その期間は 2 か月程度しかなく、相手方が複数ある
場合は全てと個別に交渉して解決するというのは事実上困難である。

Ｂ－６

特許権侵害訴訟を提起する又は提起されるという観点から、我が国の特許権侵

害訴訟に対する考えをお聞かせください
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、我が国の特許権侵害訴訟に対する考えが
あればお聞かせください。
・仮処分が認められるケースが殆どない。それほど経験はないが早期に差し止めたい
という要望は強く、仮処分への期待は大きい。
・後発品の発売後の差止や薬価修正による現場が混乱するまでに仮処分、仮差し止め
が認められるような迅速な制度が望ましい。
・海外の訴訟では早期に仮処分が認められるのに、国内では本案と同じスピードでし
か進まないのが不満に感じる。

Ｃ－１

我が国における特許権侵害訴訟の証拠収集に関する経験を教えてください

経験あり
１） 侵害行為の証拠収集と損害の計算の証拠収集は具体的にどのようにされています
か？(eg.専門業者によるリバースエンジニアリングなど)
・自社の特許ポートフォリオを考えると、侵害せずに参入することが不可能というケ
ースもある。
・製剤特許は測定してみないと分からないケースもある。この場合は市場から入手し
て分析する。
・事前協議で事前に資料を頂いて判断するケースもあるが、提出は義務ではなく、時
間も限られているので集めるのは通常、困難である。
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・用途特許は添付文書の記載から判断できることもある。用途特許は厚労省も後発品
の承認の際に判断しているので、問題となるのは製剤特許が中心。
２） 訴訟開始前に交渉段階で相手方から任意で証拠が出てくることがありますか？（eg.
クレームチャートの反論資料として証拠を入手など）
・ないとはいえない。相手のポジションにもよる。
・事前協議で、数値限定が明らかに外れているという情報がもらえれば判断できる。

Ｃ－２

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の結果に関する経

験を教えてください
Ｃ－３

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の困難性に関する

経験を教えてください
経験あり：
１） 提訴検討段階の侵害の証拠収集がうまくいったのはどのようなケースですか？うま
くいかなかったケースはどのようなケースですか？
・製剤特許の場合、被疑侵害品の入手はできるが、分析・解析がうまくいくか否かは
ケースバイケース。中間体のようなものを入手できないと分析できないケースもあ
る。間に類推が入ってしまう場合もある。
・製剤中に一回混ざった成分を分離するのは一般的に容易ではない。
２） 困難性に対して具体的にどのように対応されたかお聞かせください。
・確固たる情報がない限り、現状、分析技術、分析方法を何とかするしか方法はない。
・最終製品だけでなく、中間原料が入手できれば侵害立証の助けになる場合がある。

Ｃ－４

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する予告通知者等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
Ｃ－５

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する被予告通知者としての経験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？訴えの提起前の証拠収集制度を利用されない理由／
困難な背景をお聞かせください。
・手元に何かない限り、このような制度の利用は難しい。
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Ｃ－６

証拠保全制度（民事訴訟法第234条）に関する経験を教えてください

経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？証拠保全制度を利用されない理由／困難な背景をお
聞かせください。
・有効成分のように誰が見ても明らかな場合には保全の必要性はない。
・製剤の場合もサンプルは入手して分析結果は手元にある場合が多いので、証拠の隠
滅や改ざんが問題となるケースは考えづらい。
・製法特許の場合も、医薬品の許認可の関係で自由に製法を変えることはできないの
で保全する必要性は生じにくい。

Ｃ－７

具体的態様の明示義務（特許法第104条の2）に関する経験を教えてください

Ｃ－８

具体的態様の明示に関する経験を教えてください

経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？具体的態様の明示義務を利用されない理由／困難な
背景をお聞かせください。
・訴える段階で、ほぼ証拠は掴んでいる。
・通常、販売後に訴えるケースが多いが、十分な証拠が揃っていない段階で訴訟でき
ないので、同制度の利用経験はない。
・ビジネス上のインパクトが非常に大きく、侵害の蓋然性が高い場合に訴訟するので、
この制度に頼って、訴訟するということはない。

Ｃ－９

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
Ｃ－10

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人としての経験を教えてください
Ｃ－11

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
Ｃ－12

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人としての経験を教えてください
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経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？侵害の立証に係る／損害の計算に係る文書提出命令
を利用されない理由／困難な背景をお聞かせください。
・日本での訴訟経験が少ないので、この制度は利用経験なし。
・利用は想定しづらい。

Ｃ－13

インカメラ手続（特許法第105条第3項）に関連する経験について教えてくださ

い
Ｃ－14

インカメラ手続（特許法第105条第3項）の開示対象者に関する経験について教

えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？インカメラ手続を利用されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・この制度は、事案によって必要な場合もあるだろう。
・営業秘密を担保しつつ、営業秘密を見て白黒つけられる制度は必要。

Ｃ－15

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する申立人等（検討のみも含む）とし

ての経験を教えてください
Ｃ－16

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する被申立人としての経験を教えてく

ださい
経験なし：
１） 相手方企業担当者を閲覧対象者に含めなければならないというのは本当でしょう
か？本当であれば、この点が制度利用への抵抗感としてありますか？
・抵抗感はある。
・見る側に立っても、将来の仕事の幅が狭まる可能性があるので抵抗感がある。（コ
ンタミ問題）
２） 代理人のみを名宛人とすることは可能でしょうか？秘密保持命令の運用の実態をご
存じであればお聞かせください。
・１つのやり方として妥当だと思う。
・情報を開示する側の安心感はある。
・代理人だけで十分に見ることができるのかは不安。
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・代理人の技術的なバックグランドが十分かは問題となる。
３） 技術的知見を有する第三者に資料を閲覧させることができない点は制度利用を躊躇
する理由としてありますか？ドイツの査察制度（第三者が閲覧できる）との比較で
いかがでしょうか？
・技術的知見を有する第三者は誰をイメージしてよいのか分からない。
・大学の先生で学問的にはご高名な方でも、そのスペシフィックな分野でどれだけ理
解しているかはちょっと違うものがある。
・その専門家に任せてよいのかという不安は残る。
・その分野で最も知見を有するのは一般に当該企業や同業他社の技術者。
・アメリカであれば、エキスパートがいて、産学を行ったり来たりしているが、日本
の学者はどっぷりアカデミックで、企業 OB となればはリタイヤしてかなりの歳月
がたったような人になりそう。米のエキスパートは訴訟経験も豊富で技術面だけで
なくリーガル面も詳しい人が多い。そのような背景の成熟度が日米ではかなり相違
する。
４） 「損害計算のための鑑定（特許法第 105 条の２）」と類似する「侵害の立証のための
鑑定制度」の導入についてはどのように感じられますか？
・これも誰がやるのかイメージできない。リーガルと技術の両方で詳しい人でないと
いけない。
・特許請求の範囲に入っている、入っていないという判断は容易ではないので、その
ような判断ができる人なのかどうかが問題。
・適任者がいれば、面白いアイデアと思う。

Ｃ－17

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧に関するお考えを教えてください。

開示者として：
１） 「f.裁判官であれば開示しても良い」を選択された方は、裁判官はその分野の専門
家ではないと思われますが、それで十分なのでしょうか？
・裁判官だけで十分とは考えていない。代理人と裁判官が見るというイメージ。
・裁判官は判断する上で、見ないといけない部分はあると思う。
２） 「秘密保持命令を受けた第三者」としてその分野の専門家への開示はいかがでしょ
うか？
・米国では訴訟経験が豊富な専門家証人（エキスパート）がおり、米国訴訟では専門
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家証人に対して秘密情報を開示することがある。
・見る方の資質による。秘密保持命令を受けてどれだけ理解して秘密を守れるか。
・その分野の専門家とは誰。適任者がいれば良いと思うが、現状を見ていると直ぐに
日本でそのような制度がうまく回るとは考えづらい。

Ｃ－18

当事者尋問等に関し、尋問の公開停止（特許法第105条の7第１項）に関する経

験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？尋問の公開停止を要求されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・知財訴訟で証人尋問を行った経験がない。
・日本の特許侵害訴訟で、法廷での証言に頼ることは考えにくい。
・書類に頼る場合が多い。

Ｃ－19

我が国の特許権侵害訴訟における証拠収集制度に対するお考えをお聞かせく

ださい
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における証拠収集制度に
対するお考えがあればお聞かせください。
・秘密保持命令はもう少し利用されても良いと考える。うまく利用できれば踏み込ん
だ議論ができる。お互いに納得する形で白黒が付けやすくなると思う。
・導入時は、日本版Protective

Orderというように思ったが、実際は利用されてい

ない。

Ｄ－２

特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えてく

ださい
Ｄ－３

被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えて

ください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？損害賠償を請求されない理由／困難な背景をお聞か
せください。
・差止が実効性を期待するものであり、差止と合わせて損害賠償請求した経験はある。
・損害賠償のために、訴訟した経験はない。
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・和解等で終了したので、実際に損害賠償命令が出たことはない。

Ｄ－４

特許法第102条第1項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

Ｄ－５

特許法第102条第2項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験なし：
１） 特許法第 102 条第 1 項に基づく損害賠償請求をされない理由／困難な背景をお聞か
せください。
・この段階までこれまで達したことがない。
２） 特許法第 102 条第 1 項に基づく損害賠償請求の制度又は運用上の課題は何だとお考
えですか？自社の利益率の開示は 1 項に基づく損害賠償請求を躊躇する理由でしょ
うか？
・自社の利益率を開示することには抵抗感がある。
３）その他
・先発と後発では利益構造が全く違う。
・2 項で要求すると損害賠償額が低くなるかもしれないが、差止が主な目的なので、
損害賠償額として何かを得ることに期待していない。止めることが大事。
・薬価改定に伴う損失を損害と考えることはできると思うが、102 条では対応できな
いので民法 709 条の話になるだろう。

Ｄ－６

特許法第102条第3項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験なし：
１） 特許法第 102 条第３項に基づく損害賠償請求の経験をお聞かせください。
・医薬品業界ではライセンス自体が電機業界などに比べると少ない。
・医薬品業界の料率は特許の内容・種類によるが、上は 10%を超える場合もあり、下
は 1%を切る場合もある。
・料率のデータベースガイドラインについては、必要性がないということはない。
・第三者とのライセンス交渉が必要な場合に参考材料にはなる。
・対象特許のクレームの範囲や製品によって大きく相違するので、それを反映したも
のでないと使えないし、どうやってそのようなデータを持ってくるのか疑問。
２） 「通常」という言葉を削除したこと、ライセンスのタイミングによる料率の相違の
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経験について
・そもそもライセンスが少ない業界なので、同じ技術について複数の相手にタイミン
グを違えてライセンスした経験はない。
・後から許諾したケースを高くするという考え方はあり得るが、ゴネる会社は交渉が
難しく低くなる傾向がある。粘る方が安くなりがち。粘ることによって選択枝が狭
くなっていくようなことがない限り、上げていくことは難しい。

Ｄ－７

損害計算のための鑑定（特許法第105条の2）に関する経験を教えてください

経験なし：
１） 損害計算のための鑑定を利用されない理由／困難な背景をお聞かせください。
・侵害品を止められるか否かが一番の問題で、お金がメインではない。
・計算鑑定を使ってまでたくさん取りたいという要望はこれまでなかった。
・先発同士で止めづらい場合は、お金で解決せざるを得ないケースもあるだろうから、
その場合にこの制度は検討の余地はある。
・正当な権利として、一定の範囲でリスペクトしてもらい解決するための手段として
このような制度を利用することはあり得ると思う。

Ｄ－８

我が国の特許権侵害訴訟における損害賠償請求に対するお考えをお聞かせく

ださい
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における損害賠償請求に
対するお考えがあればお聞かせください。
・適正な損害賠償額が算定しにくい制度である。
・秘密保持命令等の手続きは改善の余地がある。
Ｅ

その他、我が国知財紛争処理システムに対するご要望、ご意見がございましたら、お

聞かせください
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、知財紛争処理システムに対するご要望、
ご意見があればお聞かせください。
・仮処分の審理が遅い。
・侵害品が出たら止めたいが、市場に出てからでは、患者さんがいると止めづらいの
で、市場に出る前の止めたという要望が強い。
・パテントリンケージを導入して判断の透明性を上げるのが良い。
・パテントリンケージの導入は先発だけに有利な制度ではないと考える。
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・事前調整や厚労省判断によっているが、パテントリンケージに乗せることによって、
判断の透明性を上がり、先発・後発双方にとって納得がいくものになると考える。
２） 専門委員を使ったことはありますか？
・使ったことはない。
・前職で、専門委員を使ったことがある。
・専門委員のペーパーがどのように裁判官に影響したのかは分からなかった。
・専門委員にペーパーは、侵害／非侵害のコメントではなく、研究に関する高所から
のコメントであった。
・専門委員を入れたことによって、訴訟が前に進んだのかは分からなかった。
・裁判官が技術的なバックグランドがないから入れられたのであれば良いのではない
か。
・当事者としては、専門委員が入った／入らなかったによって良かった／悪かったと
いう印象はない。
・現在、技術が細分化しているので何十人というレベルでは対応できないのでは。
・専門委員が自分の役割や影響を把握した上でコメントを出しているのか。
・ピンポイントの専門委員というのはなかなかいないので、その技術に近い専門委員
が選ばれた。
３） 知財仲裁センターを使ったことはありますか？
・実際に利用したことはない。
以上
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20.

企業 V（大企業：精密機械）

Ｂ－２

日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を見送った理由は何ですか？貴社の

経験をご回答ください
見送った経験なし
１） なぜ日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を見送った経験がないのでしょうか？
・過去 5 年間で訴訟提起を見送った経験はない。結果として、検討したものが偶々す
べて訴訟提起につながった。
２） 「b.話し合いで解決した」割合はどの程度ありますか？また「c.警告により相手方
が侵害行為を中止した」割合はどの程度ありますか？
・今回のケースではやっても無駄だと思ったので事前の話し合いも警告もなく訴訟し
た。
・相手方は、専用消耗品のベンダー。
・何社か購入して検討して、侵害が確認できたので一斉に提訴した。
・請求としては、差止をメインとして過去分として損害賠償も求めた。
・元々戦略的に権利化し、疑義侵害品が出てきた段階で購入し、侵害を確認できたの
で訴訟した。コンシューマー製品が訴訟対象であったので、比較的容易に証拠は揃
った。

Ｂ－６

特許権侵害訴訟を提起する又は提起されるという観点から、我が国の特許権侵

害訴訟に対する考えをお聞かせください（回答自由）
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、我が国の特許権侵害訴訟に対する考えが
あればお聞かせください。
・特許庁の審査と裁判官の判断の予見性と納得性は高い。会社としても信頼している。
・我が国には米国のようなディスカバリー制度はないので、トロールがそのような制
度を笠に着て権利を振りかざすことはない。
・陪審制を採用していないので予見性が高い。
・米国ではディスカバリー対応等のため弁護士費用が高額となるが、我が国の弁護士
費用はそれと比べると一般的に安価。
・損害賠償額については、懲罰的賠償はありえないが、ビジネスの実態に応じた損害
賠償額が出ても良いと感じる。判例を見るともう少し高くてもよいと思っている。
・専用消耗品は差し止めが重要だが、過去侵害していた分についてはしかるべき対価
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も払ってもらう必要はある。

Ｃ－１

我が国における特許権侵害訴訟の証拠収集に関する経験を教えてください

経験あり
１） 侵害行為の証拠収集と損害の計算の証拠収集は具体的にどのようにされています
か？(eg.専門業者によるリバースエンジニアリングなど)
・コンシューマー製品を対象としていたため、市場で購入が容易だった。
・解析も、それを見越して戦略的に権利化しているので比較的容易だった。
・調査会社に、シェア、売り上げや利益を調べさせたことがある。

Ｃ－２

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の結果に関する経

験を教えてください
Ｃ－３

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の困難性に関する

経験を教えてください
経験あり：
１） 提訴検討段階の侵害の証拠収集がうまくいったのはどのようなケースですか？
・コンシューマー製品を訴訟対象としていたため、市場で購入が容易だった。
・解析も、それを見越して戦略的に権利化しているので比較的容易だった。
２） うまくいかなかったケースはどのようなケースですか？
・少なくとも過去５年間のケースではうまくいった。

Ｃ－４

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する予告通知者等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
Ｃ－５

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する被予告通知者としての経験を教えてください
経験なし：（C-4）
１） なぜ経験がないのでしょうか？訴えの提起前の証拠収集制度を利用されない理由／
困難な背景をお聞かせください。
・コンシューマー製品を訴訟対象としており、市場で購入が容易だったため、訴え提
起前の証拠収集制度を利用する必要がなかった。
・今後、利用するかどうかは分からない。
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経験あり： （C-5）
２） 訴えの提起前の証拠収集制度の制度で不都合に感じた点や苦労された点、良い点が
あればお聞かせください。
・米国の NPE から対象製品の販売台数の照会があった。回答義務がないことは理解し
ていたが、台数が少ないこともあり回答した。台数が少ないので、訴訟しても無駄
と理解させたかった面もある。侵害の証拠は要求してこなかった。
・ディスカバリー的なものとして本制度を使ってきたのかもしれない。
・訴え提起前の証拠収集制度に強制力を持たせることには反対だが、仮に強制力を持
たせるのであれば、侵害の蓋然性を立証させるとかそれなりの担保等が必要。

Ｃ－６

証拠保全制度（民事訴訟法第234条）に関する経験を教えてください

経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？証拠保全制度を利用されない理由／困難な背景をお
聞かせください。
・コンシューマー製品を訴訟対象としており、市場で購入が容易だったため、改ざん
や隠ぺいの可能性がなかったので、これまで必要性が特になかった。

Ｃ－７

具体的態様の明示義務（特許法第104条の2）に関する経験を教えてください

Ｃ－８

具体的態様の明示に関する経験を教えてください

経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？具体的態様の明示義務を利用されない理由／困難な
背景をお聞かせください。
・相手方なりのクレーム解釈で非侵害であることを主張するために、被疑侵害製品の
態様を主張してきたことがある。

Ｃ－９

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
Ｃ－10

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人としての経験を教えてください
Ｃ－11

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申
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立人等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
Ｃ－12

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人としての経験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？侵害の立証に係る／損害の計算に係る文書提出命令
を利用されない理由／困難な背景をお聞かせください。
・コンシューマー製品を訴訟対象としており、市場で購入が容易だったため、文書提
出命令を申し立てる必要がなく、訴訟指揮によって任意で証拠の提出を促すような
こともなかった。
・損害の計算に係る文書についても、自社や調査会社で収集した証拠で十分であった。

Ｃ－13

インカメラ手続（特許法第105条第3項）に関連する経験について教えてくださ

い
Ｃ－14

インカメラ手続（特許法第105条第3項）の開示対象者に関する経験について教

えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？インカメラ手続を利用されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・文書提出命令の経験がなく、インカメラ手続きが必要なケースはこれまでなかった。

Ｃ－15

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する申立人等（検討のみも含む）とし

ての経験を教えてください
Ｃ－16

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する被申立人としての経験を教えてく

ださい
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？秘密保持命令を利用されない理由／困難な背景をお
聞かせください。
・コンシューマー製品を訴訟対象としており、市場で購入が容易だったため、秘密保
持命令が必要となるような機密情報をやりとりすることがこれまでなかった。
経験あり／なし共通：
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２） 相手方企業担当者を閲覧対象者に含めなければならないというのは本当でしょう
か？本当であれば、この点が制度利用への抵抗感としてありますか？
・開示する情報にもよるが、相手方企業担当者を閲覧対象者に含めることにはかなり
抵抗感がある。
・米国のディスカバリーで機密情報をアトーニーズアイズオンリーで提出することが
あるが、それですら抵抗がある。
・特に、機密情報が入手できればそっくり製品が真似できてしまうような情報につい
ては、相手方当事者のみならず相手方代理人にも開示したくない。開示先は裁判所
だけに限定したい。
３） 代理人のみを名宛人とすることにはどうでしょうか？
・企業担当者には見せたくないものであれば、相手方代理人にだけ開示するというの
はあり得る方法だと思う。米国のアトーニーズアイズオンリーのようなもの。但し、
前述のように相手方代理人にすら開示したくないものもある。
・米国では、機密情報を第三者に開示すると弁護士資格がはく奪されると聞いていた
が、我々が関ったケースではないが、実際のケースで資格はく奪に至らず、訴訟費
用の負担程度の制裁で済んでしまったケースがあった。このようなことがあったの
で、相手方の弁護士を「信用しろ」と言われても難しい。
４） 技術的知見を有する第三者に資料を閲覧させることができない点は制度利用を躊躇
する理由としてありますか？ドイツの査察制度（第三者が閲覧できる）との比較で
いかがでしょうか？
・米国では「エキスパート」に技術情報が機密で開示されるが、中にはこの人で大丈
夫かなという人もいる。相手方の弁護士ですら信用できない状況で、どこの誰だか
分からないエキスパートを完全に信用しろと言われても難しい。
・日本には適任者がいるのか？専門委員だと不十分ということはあるのか？

Ｃ－17

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧に関するお考えを教えてください。事

案によって開示して良い相手が相違すると思われますが、一般的なケースを想定してお
答えください。
開示者として：
１） 「f.裁判官であれば開示しても良い」を選択された方は、裁判官はその分野の専門
家ではないと思われますが、それで十分なのでしょうか？「秘密保持命令を受けた
第三者」としてその分野の専門家への開示はいかがでしょうか？
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・情報のレベルによって開示対象者の範囲を変えるのはあり得るが、少なくともセン
シティブな情報の開示先は裁判官限定でよい。

Ｃ－18

当事者尋問等に関し、尋問の公開停止（特許法第105条の7第1項）に関する経

験を教えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？尋問の公開停止を要求されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・知財の侵害訴訟では証人尋問の経験なし。

Ｃ－19

我が国の特許権侵害訴訟における証拠収集制度に対するお考えをお聞かせく

ださい
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における証拠収集制度に
対するお考えがあればお聞かせください。
・米国のディスカバリー制度のような証拠収集手続は、営業秘密漏えいのおそれなど
の副作用が大きいため、行き過ぎである。
・権利者側が、それなりに証拠を積み上げて蓋然性の高い主張立証をするという前提
の下でであるが、被疑侵害者側は、非侵害と主張するだけでなく根拠を示すべきで
ある。
・権利者側からの証拠の探索的な要求は困る。根拠のある要求が望まれる。
・権利者側からの探索的な要求でなんでも出せとなるとバランスを崩す。双方とも同
程度の主張立証義務を負うべきと考える。
・権利者側が証拠を要求する場合には探索的にではなく、十分なレベルで侵害の蓋然
性を立証する必要があると考えるところ、この場合の「十分なレベルで立証」の「十
分なレベル」をひと言で言い表すのは難しいが、単なる言いがかりの権利行使のレ
ベルではなく、かといって完全に反論の余地ないほどのレベルには達しないレベル
で、一定の合理的範囲で侵害が判断されうる程度のレベルと考える。

Ｄ－１

我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象を教えてください

１） 我が国特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象のTop３は何でしょうか？
・寄与率は考え方としては理解できるが、裁判所のさじ加減のように感じる。
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・個人的な見解であるが、損害賠償額は、もう少し高くても良いと感じるが、「h.損
害を補充するには不十分」はやや言いすぎの感がある。Apple vs

Samsungの例は

やや低いと感じた。この事件は、両当事者の主張の範囲内で判断される以上、仕方
のない面もあるが。

Ｄ－２

特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えてく

ださい
Ｄ－３

被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えて

ください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？損害賠償を請求されない理由／困難な背景をお聞か
せください。
・提訴時に請求したことはある。経験が無いのは、単に判決に至らなかったため。

Ｄ－４

特許法第102条第1項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

Ｄ－５

特許法第102条第2項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験なし：
１） 特許法第 102 条第 1 項に基づく損害賠償請求の制度又は運用上の課題は何だとお考
えですか？自社の利益率の開示は 1 項に基づく損害賠償請求を躊躇する理由でしょ
うか？
・自社の利益率は開示したくないため、1 項は基本的には使わない。実際の訴訟では、
寄与率はさておき 2 項でも十分な損害賠償額が算定できたため、２項で請求したこ
とがある。

Ｄ－６

特許法第102条第3項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験なし：
１） 特許法第 102 条第 3 項に基づく損害賠償請求をされない理由／困難な背景をお聞か
せください。
・弊社のケースの場合であれば 102 条 2 項で請求すれば良く、敢えて 3 項を利用しな
ければならない理由は見いだせない。
・発明協会の実施料率表は実態を表していないという印象を持っており、実態が調べ
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られるのであれば望ましいが、現実には難しいと思われる。実態から乖離したもの
しか作れないのであれば、むしろない方がよい。
２） 実施料相当額の算定に関するデータベースやガイドラインがあれば便利だと思いま
すか？
・当業界では、特許１件ごとにライセンスはしておらず、包括クロスが基本なので、
１件当たりの料率を導くのは難しい。双方の事業領域や契約における許諾特許や許
諾製品の範囲などを総合的に見たうえでバランスオブペイメントするので、特許 1
件当たりの料率に結び付けるのは困難。
・業界の実態を反映したものであれば使いたいが、現実は難しいだろう。
・実態を反映したものが分かるのであれば望ましいが、実態とかい離したものであれ
ば要らない。
・ただし、標準必須特許については、公表されているパテントプールの料率を必須特
許の件数で割ったような料率を１つの指標として使っていくのは一案と考える。

Ｄ－７

損害計算のための鑑定（特許法第105条の2）に関する経験を教えてください

経験なし：
１） 損害計算のための鑑定を利用されない理由／困難な背景をお聞かせください。
・計算根拠があり、納得性のある結果が得られるのであれば使っても良いかもしれな
いが、どのような方がどのようなプロセスでどのようなアウトプットを出すのか分
からないと何とも言い難い。
・裁判所が計算鑑定人を採用するのではなく、米国式のダメージエキスパートのよう
に双方でエキスパートを立てて損害額を主張し合うというのも一つの方法かもし
れない。

Ｄ－８

我が国の特許権侵害訴訟における損害賠償請求に対するお考えをお聞かせく

ださい
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における損害賠償請求に
対するお考えがあればお聞かせください。
・損害賠償額は多少低いという印象。懲罰的賠償には賛成できないが、ビジネスの実
態に合わせて、もう少し増額してもよいのではないかと感じる。
・ライセンス契約では、本来は技術自体の価値に注目すべきであると思うが、タイミ
ングや状況というのは付随的な話と考える。
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・早く結べば安くなるというはトロールの常套手段であるが、いつ結んでも値段が同
じな場合、正直者が馬鹿をみるということも分かる。
Ｅ

その他、我が国知財紛争処理システムに対するご要望、ご意見がございましたら、お

聞かせください
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、知財紛争処理システムに対するご要望、
ご意見があればお聞かせください。
・全般的にみて、日本の司法制度、特許庁の審査は、予見性や納得性も高く信頼して
いる。
・より活発な権利の活用を促すシステムは望んでいるが、行き過ぎて適正でない権利
行使や濫用が横行しないようなシステム作りをしてほしい。
以上

- 337 -

21.

企業 W（大企業：非鉄金属）

Ｂ－２

日本の裁判所への特許権侵害訴訟の提起を見送った理由は何ですか？貴社の

経験をご回答ください
見送った経験あり：
１） 「b.話し合いで解決した」割合はどの程度ありますか？
・約 30%
２） 「c.警告により相手方が侵害行為を中止した」割合はどの程度ありますか？
・なし
３） 訴訟を見送った理由でアンケートの選択肢以外の理由があればお聞かせください。
・なし

Ｂ－６

特許権侵害訴訟を提起する又は提起されるという観点から、我が国の特許権侵

害訴訟に対する考えをお聞かせください
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、我が国の特許権侵害訴訟に対する考えが
あればお聞かせください。
・アンケート記載のコメント以外はなし

Ｃ－１

我が国における特許権侵害訴訟の証拠収集に関する経験を教えてください

経験あり
１） 侵害行為の証拠収集と損害の計算の証拠収集は具体的にどのようにされています
か？(eg.専門業者によるリバースエンジニアリングなど)
・調査会社、自社営業情報
２） 訴訟開始前に交渉段階で相手方から任意で証拠が出てくることがありますか？（eg.
クレームチャートの反論資料として証拠を入手など）
・ない

Ｃ－２

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の結果に関する経

験を教えてください
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Ｃ－３

我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の困難性に関する

経験を教えてください
経験あり：
１） 提訴検討段階の侵害の証拠収集がうまくいったのはどのようなケースですか？うま
くいかなかったケースはどのようなケースですか？
・市販品か否か？
２） 提訴検討段階の損害の計算の証拠収集がうまくいったのはどのようなケースです
か？うまくいかなかったケースはどのようなケースですか？
・自社情報の有無
３） 困難性に対して具体的にどのように対応されたかお聞かせください。
・調査会社の利用
４） 訴訟の提起検討段階の証拠収集で不都合に感じた点や苦労された点、良い点があれ
ばお聞かせください。
・市販品でない物の入手
５） 製法特許の証拠収集の困難性が原因で提訴を見送ったことはありますか？それのみ
を原因として見送ったことはない。
・総合判断。
６） 訴訟の提起検討段階の証拠収集がより適切に行われるために如何なる方策が必要と
お考えですか？
・法改正

Ｃ－４

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する予告通知者等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
Ｃ－５

訴えの提起前の証拠収集制度（民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条

の4）に関する被予告通知者としての経験を教えてください
経験あり： （C-4）
１） 訴えの提起前の証拠収集制度の制度で不都合に感じた点や苦労された点、良い点があ
ればお聞かせください。
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・本制度の許可を裁判官がなかなか認めない慣例
２） 訴えの提起前の証拠収集制度（制度の特徴：相手方に通知が必要、強制力なし、裁判
所が絡む）のメリットとデメリットをお聞かせください。
・（特に交渉と比較して）特許権者の権利が蔑にされているデメリット
３） 交渉にも応じない相手には、訴えの提起前の証拠収集制度を有効に活用することはで
きますか？
・現状ではほとんど期待できない
４） 訴えの提起前の証拠収集制度の制度又は運用上の課題は何だとお考えですか？
・裁判官の考え方
５） 課題があるとすると、その改善策は何でしょうか？
・法改正

Ｃ－６

証拠保全制度（民事訴訟法第234条）に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 証拠保全制度で不都合に感じた点や苦労された点、良い点があればお聞かせくださ
い。
・前記記載と同様
２） 証拠保全制度の制度又は運用上の課題は何だとお考えですか？
・前記記載と同様
３） 課題があるとすると、その改善策は何でしょうか？
・前記記載と同様

Ｃ－７

具体的態様の明示義務（特許法第104条の2）に関する経験を教えてください

Ｃ－８

具体的態様の明示に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 具体的態様の明示義務で不都合に感じた点や苦労された点、良い点があればお聞か
せください。
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・裁判官の指揮が不適切
２） 具体的態様の明示義務と文書提出命令の連動の経験をお聞かせください。
・前者後者ともあり
３） 訴訟指揮に従って相手方が明示した／相手方に任意で提出した割合はどの程度あり
ますか？
・50%
４） 具体的態様の明示義務の制度又は運用上の課題は何だとお考えですか？
・前記記載と同様
５） 課題があるとすると、その改善策は何でしょうか？
・前記記載と同様

Ｃ－９

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
Ｃ－10

侵害の立証に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人としての経験を教えてください
Ｃ－11

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する申

立人等（検討のみも含む）としての経験を教えてください
Ｃ－12

損害の計算に係る文書提出命令（特許法第105条第1項及び第2項）に関する被

申立人としての経験を教えてください
経験なし：（C-11）
１） なぜ経験がないのでしょうか？損害の計算に係る文書提出命令を利用されない理由
／困難な背景をお聞かせください。
・その段階まで行ったことがないから
２） 侵害の立証に係る／損害の計算に係る文書提出命令の制度又は運用上の課題は何だ
とお考えですか？
・前記記載と同様
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３） 課題があるとすると、その改善策は何でしょうか？
・前記記載と同様

Ｃ－13

インカメラ手続（特許法第105条第3項）に関連する経験について教えてくださ

い
Ｃ－14

インカメラ手続（特許法第105条第3項）の開示対象者に関する経験について教

えてください
経験なし：
１） なぜ経験がないのでしょうか？インカメラ手続を利用されない理由／困難な背景を
お聞かせください。
・必要がなかった
２） インカメラ手続の制度又は運用上の課題は何だとお考えですか？
・特になし
３） 課題があるとすると、その改善策は何でしょうか？
・特になし

Ｃ－15

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する申立人等（検討のみも含む）とし

ての経験を教えてください
Ｃ－16

秘密保持命令（特許法第105条の4）に関する被申立人としての経験を教えてく

ださい
経験あり：（C-16）
１） 被申立人として秘密保持命令を利用して不都合に感じた点や苦労された点、良い点
があればお聞かせください。
・特になし
２） 相手方企業担当者を閲覧対象者に含めなければならないというのは本当でしょう
か？本当であれば、この点が制度利用への抵抗感としてありますか？
・本当ではない
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３） 代理人のみを名宛人とすることは可能でしょうか？秘密保持命令の運用の実態をご
存じであればお聞かせください。
・可能、代理人のみが通常ではないか
４） 技術的知見を有する第三者に資料を閲覧させることができない点は制度利用を躊躇
する理由としてありますか？ドイツの査察制度（第三者が閲覧できる）との比較で
いかがでしょうか？
・ない
５） 「損害計算のための鑑定（特許法第 105 条の２）」と類似する「侵害の立証のための
鑑定制度」の導入についてはどのように感じられますか？
・効果があるか疑問
６） 秘密保持命令の制度又は運用上の課題は何だとお考えですか？課題があるとすると、
その改善策は何でしょうか？
・特になし

Ｃ－17

訴訟上必要となる営業秘密の開示・閲覧に関するお考えを教えてください。

開示者として：
１） 「f.裁判官であれば開示しても良い」を選択された方は、裁判官はその分野の専門
家ではないと思われますが、それで十分なのでしょうか？「秘密保持命令を受けた
第三者」としてその分野の専門家への開示はいかがでしょうか？
・効果が疑問
閲覧する側として：
２） 「秘密保持命令を受けた第三者」としてその分野の専門家の閲覧はいかがでしょう
か？
・効果が疑問
共通：
３）営業秘密の開示・閲覧の制度又は運用上の課題は何だとお考えですか？課題があると
すると、その改善策は何でしょうか？
・特になし
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Ｃ－18

当事者尋問等に関し、尋問の公開停止（特許法第105条の7第1項）に関する経

験を教えてください
経験なし：
１）

なぜ経験がないのでしょうか？尋問の公開停止を要求されない理由／困難な背景
をお聞かせください。
・必要がなかった

２） 尋問の公開停止の制度又は運用上の課題は何だとお考えですか？課題があるとする
と、その改善策は何でしょうか？
・特になし

Ｃ－19

我が国の特許権侵害訴訟における証拠収集制度に対するお考えをお聞かせく

ださい
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における証拠収集制度に
対するお考えがあればお聞かせください。
・アンケート記載にコメント以外は特になし

Ｄ－２

特許権者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えてく

ださい
Ｄ－３

被疑侵害者としての我が国特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験を教えて

ください
経験あり
１） 損害賠償の制度又は運用上の課題は何だとお考えですか？
・三倍賠償等の制度がなく、特許権者は損害の補償のみに留まる点
２） 課題があるとすると、その改善策は何でしょうか？
・法改正
３） 選択枝以外で、納得された理由や不満が残った理由はありますか？
・なし
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Ｄ－４

特許法第102条第1項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 特許法第 102 条第 1 項に基づく損害賠償請をされて不都合に感じた点や苦労された
点、良い点があればお聞かせください。
・特になし
２） 特許法第 102 条第 1 項に基づく損害賠償請求の制度又は運用上の課題は何だとお考
えですか？自社の利益率の開示は 1 項に基づく損害賠償請求を躊躇する理由でしょ
うか？
・理由になり得る
３） 課題があるとすると、その改善策は何でしょうか？
・相手側代理人のみへの秘密保持命令等適切な指揮や法改正

Ｄ－５

特許法第102条第2項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 特許法第 102 条第 2 項に基づく損害賠償請をされて不都合に感じられた点や苦労さ
れた点、良い点があればお聞かせください。
・特なし
２） 特許法第 102 条第 2 項に基づく損害賠償請求の制度又は運用上の課題は何だとお考
えですか？自社の利益率の開示は 1 項に基づく損害賠償請求を躊躇する理由でしょ
うか？課題があるとすると、その改善策は何でしょうか？
・特になし

Ｄ－６

特許法第102条第3項に基づく損害賠償請求に関する経験を教えてください

経験あり：
１） 実施料相当額はどのようにして算出されましたか？その算定に関するデータベース
やガイドラインがあれば便利だと思いますか？
・本やネット情報、便利と思う
２） 特許法第 102 条第 3 項に基づく損害賠償請求をされて不都合に感じた点や苦労され
た点、良い点があればお聞かせください。
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・請求された経験はない
３） 特許法第 102 条第 2 項に基づく損害賠償請求の制度又は運用上の課題は何だとお考
えですか？自社の利益率の開示は 1 項に基づく損害賠償請求を躊躇する理由でしょ
うか？
・情報不足
４） 課題があるとすると、その改善策は何でしょうか？
・裁判官の指揮、法改正

Ｄ－７

損害計算のための鑑定（特許法第105条の2）に関する経験を教えてください

経験なし：
１） 損害計算のための鑑定を利用されない理由／困難な背景をお聞かせください。
・その段階まで行っていない
２） 損害計算のための鑑定の制度又は運用上の課題は何だとお考えですか？課題がある
とすると、その改善策は何でしょうか？
・特になし

Ｄ－８

我が国の特許権侵害訴訟における損害賠償請求に対するお考えをお聞かせく

ださい
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、特許権侵害訴訟における損害賠償請求に
対するお考えがあればお聞かせください。
・特になし
Ｅ

その他、我が国知財紛争処理システムに対するご要望、ご意見がございましたら、お

聞かせください
１） アンケートに記載頂いたコメント以外で、知財紛争処理システムに対するご要望、
ご意見があればお聞かせください。
・特になし
以上
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【米国企業】
I. Questions concerning experience in patent infringement lawsuits
Ⅰ

特許権侵害訴訟の経験に関する質問

1. Have you filed a patent infringement lawsuit with the U.S. court in the past five
years?
１．米国の裁判所において、過去５年間、特許権侵害訴訟を提起したことはありますか？
□

Yes.

・Why did you file a patent infringement lawsuit with the U.S. court?
・特許権侵害訴訟を米国の裁判所で提起した理由は何ですか？
□

No.

◆米国企業 A
※無回答
◆米国企業 B
☒

Yes.

・Why did you file a patent infringement lawsuit with the U.S. court?
A small competitor had copied our technology.
小規模競争者が弊社の技術を模倣した。
□

No.

◆米国企業 C
☒

Yes.

・Why did you file a patent infringement lawsuit with the U.S. court?
To obtain monetary damages and other relief from infringers.

Also, in the past,

I have filed patent infringement suits against companies that have filed patent
infringement suits against my company.

These suits were filed more for strategic

reasons than to obtain monetary damages.
侵害者から金銭的損害賠償とその他の救済措置を得るため。これまでには、弊社に対して
特許侵害訴訟を提起した企業に対して特許侵害訴訟を提起したこともある。こうした訴訟
の提起は、金銭的損害賠償を得るというよりも、戦略的な理由によるものである。
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□

No.

2. Have you put off filing a patent infringement lawsuit with the U.S. court after
considering it in the past five years?
２．米国の裁判所に、過去５年間、特許権侵害訴訟の提起を検討したが提起しなかったこ
とはありますか？
□ Yes.
・Why did you put off filing a patent infringement lawsuit with the U.S. court?
・特許権侵害訴訟を米国の裁判所で提起を見送った理由は何ですか？
□ No.
◆米国企業 A
※無回答
◆米国企業 B
☒ Yes.
・Why did you put off filing a patent infringement lawsuit with the U.S. court?
Business executives preferred to seek another resolution to the issue.
役員がこの問題に対して別の解決策を求めることを望んだため。
□ No.
◆米国企業 C
☒ Yes.
・Why did you put off filing a patent infringement lawsuit with the U.S. court?
I am always cautious to be certain that there is infringement and that the patent
is valid before I file a patent infringement lawsuit. When the evidence has been
questionable, I have put off filing suit.
特許侵害訴訟を提起する前には、私は必ず、侵害が実際に存在することと、該当特許が有
効なものであることが確実であるよう注意している。証拠について疑念があるときには、
訴訟の提起を見送っている。
□ No.
3. Has the possibility been hinted at that you might face a patent infringement lawsuit
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filed from a patentee with the U.S. court, or have you actually faced such a patent
infringement lawsuit as an alleged infringer, in the past five years?
３．

特許権者から、米国の裁判所において、過去５年間、特許権侵害訴訟の提起を示唆

されたり、実際に被告として訴訟を提起されたことはありますか？
□ Yes. The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has been
hinted at.
□ Yes. We have actually faced a patent infringement lawsuit.
□ The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has never been
hinted at nor have we actually faced a patent infringement lawsuit.
□特許権侵害訴訟の提起を示唆されたことがある。
□実際に、特許権侵害訴訟の提起されたことがある。
□特許権侵害訴訟の提起を示唆されたことも、実際に特許権侵害訴訟の提起を示唆
されたこともない。
◆米国企業 A
※無回答
◆米国企業 B
□ Yes. The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has been
hinted at.
☒ Yes. We have actually faced a patent infringement lawsuit.
□ The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has never been
hinted at nor have we actually faced a patent infringement lawsuit.
◆米国企業 C
☒ Yes. The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has been
hinted at.
□ Yes. We have actually faced a patent infringement lawsuit.
□ The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has never been
hinted at nor have we actually faced a patent infringement lawsuit.
This happened when I worked in a previous organization.

I have also

represented many companies accused of infringement.
示唆されたのは、私が前の組織に勤務していたときのことである。これまでに侵害
で訴えられた多くの企業の代理人を務めたことがある。
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II. Questions concerning the status of use of the systems for evidence collection
in patent infringement lawsuits in the United States
Ⅱ

米国の特許権侵害訴訟における証拠収集の利用実態に関する質問

A. Disclosure system
A.

Disclosure 制度

4. From the standpoint of a patentee, what are the good points, points to be maintained
or user-friendly points and bad points, points to be improved or difficult-to-use
points of the disclosure system?
４．特許権者の立場で、Disclosure 制度の良い点、維持すべきと考えている点又は利用し
やすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何ですか？

◆米国企業 A
The US has recently adopted a new set of practice rules, intended to improve the
balance of discovery burdens between plaintiffs and defendants and to encourage the
courts to ensure that the burdens of discovery sought in a particular case are
proportional to the complexity of the issues and the financial value of the case.
The new rules also toughen the standard of disclosure for patentees to bring a new
case. Previously, a patentee was required to disclose very little information (little
more than the identity of the patents in suit and basic jurisdictional facts regarding
the parties) in order to bring a lawsuit. As a consequence, many patent suits were
brought with virtually no specific allegations concerning the details of the alleged
infringement. This raised concerns that many lawsuits were being brought with little
or no investigation, potentially wasting judicial resources with meritless lawsuits
and placing undue economic burdens on defendants. The changes to the rules are
designed to impose the same burdens of pre-filing good faith investigation and
legitimate basis for litigation on patent plaintiffs as have been imposed on
plaintiffs in non-patent cases for many years. From the perspective of a patentee,
these new rules should be manageable, although in some cases, it may be more difficult
to investigate potential infringements (particularly with respect to software
claims, where the details of the product’s function may be difficult to determine),
due to the inability to access technical details of a product’s function without
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litigation discovery. The full impact of the new rules remains to be seen, however,
as there have been few decisions under them to date.
The other major disclosures required in the litigation process (e.g., Infringement
Contentions and Invalidity Contentions, duty of candor with regard to discovery
responses) were not materially changed by the new rules and seem to provide
proportional burdens on patentees and defendants.
最近になって米国は、discovery に関する原告と被告の間の負担のバランスを改善し、特
定の場合の discovery の負担が問題の複雑さや訴訟の金銭的価値に比例するものとなるよ
う確保することを裁判所に促す目的で、新たな実務規則を採択している。この新たな規則
によって、特許権者が新たな訴訟を提起するための開示の基準も強化された。これまでに、
特許権者には、訴訟を提起するために、情報を開示することはほとんど義務付けられてい
なかった（係争中の特許の同一性及び当事者に関する管轄地の基本的な事実が求められる
に過ぎなかった）。その結果として、事実上、被疑侵害者の詳細を具体的に申し立てるこ
ともなく、多くの特許訴訟が提起されることとなった。このことは、ほとんど、あるいは
全く調査がされないままに多くの訴訟が提起され、無意味な訴訟に無駄に司法資源が割か
れることになり、被告に不当な経済的負担を課すことになりかねないとの懸念を引き起こ
した。規則への変更は、長年にわたり非特許訴訟の原告に課されたものと同じ、訴え提起
前の誠実な調査及び正当な訴訟の根拠という負担を課すためのものである。特許権者の立
場では、このような新規則は対処しやすいはずである。ただし、訴訟の discovery がなけ
れば、製品の機能の技術的な詳細にアクセスすることができないので、（特に、製品の機
能を判断しにくい、ソフトウェアの訴訟について）潜在的な侵害を調査することがより難
しいかもしれない場合もある。もっとも、新規則が与える全面的な効果については、現在
までにわずかしか判決が出されていないので、現時点では分からない。
訴訟手続で求められるその他の主な disclosures（例えば、侵害の主張や無効の主張、
discovery の応答に関する誠実義務）は、実質的に新規則によって変更されていないが、
特許権者と被告に均衡の取れた負担を負わせているようである。
◆米国企業 B
Initial disclosures are not terribly informative.

Typically individuals with

knowledge are identified and some categories of documents.

However, initial

disclosures do not require the identification of infringement positions.

Some

courts require early disclosure of infringement and invalidity positions and, in
those cases such information can assist in early case assessment.
冒頭の当然開示は、それほど有益なものではない。通常は、知識を持っている個人といく
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つかの書類のカテゴリーの特定が行われる。もっとも、冒頭の当然開示では、侵害に関す
る立場を特定することは求められない。裁判所によっては、侵害と無効に関する立場を早
期に開示することが求められる場合があり、その場合には、当該の情報は、早期訴訟案件
評価に役立つ。
◆米国企業 C
This question deals with the “disclosure system.”

I understand this to mean the

mandatory disclosures under Federal Rule of Civil Procedure 26.

I have also included

the local patent rules used in many district courts, such as the Eastern District
of Texas.
Good Points:


The federal rules require each party to identify the witnesses who are expected
to testify at trial.

This allows the litigants to plan their depositions early

in the litigation.


Many district courts have enacted their own local rules related to disclosures
in patent infringement cases.

Under these rules, the alleged infringer is

obligated to provide, early in the litigation, the prior art which the
defendant believes would render the asserted patents invalid.
commonly called “Invalidity Contentions.”)

(These are

This allows a patent plaintiff

to assess, early in the litigation, the strength of the patent in terms of
anticipation and obviousness – two of the main invalidity defenses.

This can

be used to assess whether the patentee should dismiss the case and can be used
to inform the patentee of what might be a reasonable approach to settlement.


Under the local patent rules used in many courts, the alleged infringer is
required to provide, along with the Invalidity Contentions, information to
show the details of the systems which are accused of infringement.

This is

beneficial for the plaintiff because it allows the plaintiff to assess, at
an early stage, the strength of its infringement claims.
Bad Points:


Under the local patent rules used in many district courts, the plaintiff is
obligated to

provide

his

theories

“Infringement Contentions.”

of infringement, commonly called

The plaintiff must provide these very early

in the case – before the defendant provides the plaintiff with information
concerning the details of the systems which are accused of infringement.
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At

this early stage of the case the plaintiff may have only very limited
information concerning the systems accused of infringement.

As the plaintiff

learns more about the accused systems, he may wish to amend the Infringement
Contentions, however the plaintiff has no automatic right to amend the
Infringement Contentions – the plaintiff must ask the Court for permission
in many circumstances.
この質問は、
「disclosure 制度」に関するものである。これは、連邦民事訴訟規則第 26 条
に基づく義務的な disclosure のことを意味するのだと理解する。ここでは、テキサス州
東部地区など、多くの地方裁判所において利用されているローカルパテントルールも含め
て以下に回答した。
良い点：


連邦のルールは、各当事者に対し、トライアル（正式事実審理）で証言する見込み
の証人を特定するよう求めている。これにより、訴訟当事者は、訴訟の早い段階で
デポジションについて計画することが可能となる。



多くの地方裁判所は、特許侵害訴訟の disclosures に関連する独自のローカルルー
ルを制定している。こうしたローカルルールの下では、被疑侵害者は、訴訟の早い
段階で、被告が特許を無効とすると信じる先行技術を提供することを義務付けられ
る（これは一般に「無効の主張（Invalidity Contentions）」と呼ばれている）
。こ
れにより、特許権者である原告は、訴訟の早い段階で、新規性及び自明性（無効の
抗弁として主たるものの二つ）の観点から特許の強さを評価することが可能にな
る。これは、特許権者が全面的に訴訟を取り下げるかどうかを判断するために利用
することができるし、また特許権者に対し、合理的な和解のためのアプローチが何
かを知らせるために利用することができる。



多くの裁判所で利用されているローカルパテントルールの下では、被疑侵害者は、
無効の主張と同時に、被疑侵害システムの詳細を示す情報を提供することを義務付
けられる。これは、早い段階で、原告が侵害の主張の強さを評価することを可能と
するので、原告にとって有益である。

悪い点：


多くの地方裁判所で利用されているローカルパテントルールの下では、原告には、
自身の側の侵害の見解を提供すること（一般に「侵害の主張」（Infringement
Contentions）と呼ばれる）が義務付けられる。原告は、これらの見解を訴訟の非
常に早い段階で提供しなければならない。この訴訟の早期の段階では、原告は被疑
侵害システムに関して非常に限定された情報しか持ち合わせていないかもしれな
い。原告は被疑侵害システムについてより多くの情報を得ることになるので、侵害
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の申立てを修正したくなる可能性もあるが、原告は、侵害の申立てを修正する権利
を自動的に有する訳ではない。そこで、原告は、多くの場合には、裁判所に許可を
求めなければならない。
5. From the standpoint of an alleged infringer, what are the good points, points to
be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the disclosure system?
５．被疑侵害者の立場で、Disclosure 制度の良い点、維持すべきと考えている点又は利用
しやすい点悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何ですか？

◆米国企業 A
From the standpoint of the alleged infringer, the recent changes to the rules may
lessen somewhat the likelihood of meritless lawsuits brought for the purpose of
inducing nuisance-value settlements. Additionally, a recent growth in court rulings
imposing fees on entities bringing meritless cases may contribute to this effect.
被疑侵害者の立場では、最近の規則への変更により、面倒を避けるための和解
（nuisance-value settlements）を誘発するために無意味な訴訟が提起される可能性がや
や低くなる可能性がある。さらに、最近では、無意味な訴訟を提起する主体に手数料を課
す裁判判決が増えていることも、この趣旨で貢献するかもしれない。
◆米国企業 B
As mentioned above, standard initial disclosures are not extremely helpful but if
the disclosures require early infringement contentions, they can help narrow and
focus the scope of the case.

Similarly, early infringement contentions can be used

to identify invalidity positions.
上述したとおり、標準的な冒頭の当然開示は、あまり役立たないが、開示で早期侵害申立
てが求められる場合、訴訟の範囲を限定し、集約する上で役立ち得る。同様に、早期侵害
申立ては、無効に関する立場を特定するために利用することができる。
◆米国企業 C
Good Points:


The federal rules require each party to identify the witnesses who are expected
to testify at trial.

This allows the litigants to plan their depositions early
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in the litigation.


Under the local patent rules used in many district courts, the plaintiff is
obligated to

provide

his

theories

“Infringement Contentions.”

of infringement, commonly called

This allows the defendant, at an early stage

of the case, to assess the strength or weakness of the plaintiff’s
infringement claim.

It also provides the accused infringer with an early

indication of exactly which of his systems are being accused of infringement.
Bad Points:


Under these rules, the alleged infringement is obligated to provide, early
in the litigation, the prior art which the defendant believes would render
the asserted patents invalid.
Contentions.”)

(These are commonly called “Invalidity

In many instances, the accused infringer later finds

important prior art which may render the patent invalid.

The accused

infringer has no automatic right to amend the Invalidity Contentions when he
finds additional prior art – the accused infringer must, in most circumstances,
ask the court for permission to amend his Infringement Contentions.
良い点：


連邦のルールは、各当事者に対し、トライアル（正式事実審理）で証言する見込み
の証人を特定するように求めている。これにより、訴訟当事者は、訴訟の早い段階
でデポジションについて計画することが可能となる。



多くの地方裁判所で利用されているローカルパテントルールの下では、原告には、
自身の側の侵害の見解を提供すること（一般に「侵害の主張」と呼ばれる）が義務
付けられる。これにより、被告は、訴訟の早い段階で、原告の侵害の申立ての強み
と弱みを評価することが可能になる。また、被疑侵害者に対して、正確に自身のシ
ステムの何について侵害が申し立てられているのかを早期に示すことにもなる。

悪い点：


こうしたルールの下では、被疑侵害者は、訴訟の早い段階で、被告が特許を無効と
すると信じる先行技術を提供することを義務付けられる（これは一般に「無効の主
張」と呼ばれている）。多くの場合、被疑侵害者は、事後的に、特許を無効にする
可能性のある重要な先行技術を突き止める。被疑侵害者は、追加的な先行技術を見
つけたときに、無効の主張を修正する権利を自動的に有する訳ではない。被疑侵害
者は、ほとんどの場合に、裁判所に対して、侵害の主張を修正する許可を求めなけ
ればならない。

B. Discovery system
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B. Discovery 制度
6. Please tell us about the user-friendliness and difficulties of the e-discovery
system.
６．E-Discovery 制度の利用しやすさや困難性をお聞かせください

◆米国企業 A
The e-Discovery system (and the U.S. discovery system generally) is designed to
empower the parties to a litigation to exchange information broadly related to the
case with minimal supervision by the court. In practice, however, the discovery
system (including e-Discovery) has been widely abused, both by plaintiffs and
defendants. Part of this abuse has been related to the traditional breadth of
permissible discovery, which often led to excessive and burdensome document demands
and / or excessive document production of irrelevant information. U.S courts have
urged

litigating parties over the last several years to encourage greater

cooperation between outside counsel in the discovery process and to achieve an
appropriate balance between permissive disclosure and proportional allocation of
the burdens of discovery, with limited success. In addition, some courts have
required parties to address the scope of e-Discovery near the outset of litigation
by exchanging proposed electronic search terms and document custodians, and bringing
any disputes to the courts as early as possible so that e-Discovery disputes would
not delay adjudication on the merits.
e-Discovery 制度（及び米国の discovery 制度全般）は、裁判所による最小限の監督の下
で、訴訟に広く関連する情報の交換を行う権限を訴訟当事者に与えることを目的としてい
る。もっとも、実際には、discovery 制度（e-Discovery を含む。）は原告・被告双方によ
り広く濫用されている。この濫用は一つには、伝統的に許容される discovery の範囲に関
連しており、しばしば過大で厄介な文書提出請求及び／又は無関係な情報について過大な
文書提出が求められるものである。米国の裁判所は、ここ数年、訴訟当事者に対して、
discovery の手続において外部の弁護士との協力を強化し、許容される disclosure と、
discovery の負担の均衡の取れた配分とについて適切なバランスを達成するよう促し、あ
る程度の成功を収めている。さらに、裁判所によっては、提案する電子的な検索条件及び
文書所有者を交換し、争いがある場合には可能な限り早期にそれを提起することにより、
訴訟の冒頭に近いところで、e-Discovery の範囲の問題に取り組むよう当事者に義務付け、
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e-Discovery を巡る争いが本案の判決を遅延させないようにすることもある。
◆米国企業 B
If well controlled, e-Discovery can be an efficient mechanism for the identification
and collection of relevant evidence.

The ease with which the information can be

collected, however, can mask the significant costs associated with the processing
and review of the data.

As a result, strong mechanism need to be in place to

appropriately limit and control the scope of the production sought during the course
of litigation.
うまく管理されている場合、e-Discovery は、関連証拠の特定及び収集にとって効率的な
メカニズムであるかもしれない。もっとも、情報の収集しやすさのために、データの処理
と確認（review）に関連して相当な費用がかかることが分からなくなってしまう可能性が
ある。そのため、訴訟の過程において求められる提出の範囲を適切に限定し、管理するた
めには、強力な仕組みを実施する必要がある。
◆米国企業 C
The e-discovery system has proven very burdensome and expensive for litigants.
Those producing information have a difficult and expensive task to gather, review
and produce documents.

The party receiving the documents also will have to review

that large number of documents.

Fortunately, as compared with production of paper

documents, it is much easier to search and review electronic documents.
e-discovery のシステムは、訴訟当事者にとっては非常に厄介であり、費用がかかること
が分かっている。情報の提供者は、書類の収集、確認、作成という困難で費用のかかる業
務を担う。その書類を受け取る当事者も、大量の書類を確認しなければならない。幸いに
も、紙での書類の提出に比べて、電子文書の検索と確認の方がはるかに簡単である。
7. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness, difficulties,
advantages, and disadvantages of the attorney client privilege system and the work
product doctrine system.
７．弁護士・依頼者間の秘匿特権（Attorney Client Privilege）や訴訟準備資料の秘匿特
権（Work Product Doctrine）制度の利用しやすさや困難性、メリット、デメリットに関す
る考えをお聞かせください。
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◆米国企業 A
The U.S. system is broadly protective of the attorney client privilege for both
outside and in-house counsel. While the growth of electronic communication in
business has resulted in an explosion of potentially discoverable documents,
including privileged documents, we generally believe that the U.S. discovery system
appropriately protects attorney client communications.
米国の制度は、外部弁護士と内部弁護士の双方について、依頼者・弁護士間の秘匿特権を
広く保護するものである。ビジネスでの電子通信の増大により、秘匿特権の対象となる書
類を含め、開示される可能性のある書類が急増しているが、我々は、一般的に、米国の
discovery 制度は弁護士・依頼者間の通信を十分に保護していると考える。
◆米国企業 B
The application of the attorney client and work product doctrine systems is an
important part of litigation.

The protection of privileged communications allows

for the free and honest discussion of legal issues.

These protections also allow

for the assessment of the strengths and weaknesses in a matter without concern that
the assessment will be used against you.
弁護士・依頼者間の秘匿特権（Attorney Client Privilege）や訴訟準備資料の秘匿特権
（Work Product Doctrine）制度の適用は、訴訟の重要な部分である。秘匿特権の対象と
なる通信が保護されることで、法律問題についての自由で誠実な話し合いが可能となる。
こうした保護によって、その評価が自身に対して利用される不安を抱かずとも、ある事項
の弱みや強みの評価を行うこともできる。
◆米国企業 C
The attorney client privilege is essential to U.S. jurisprudence.
to consult their attorneys and obtain frank discussions.

It allows clients

Without the privilege,

clients would feel inhibited about discussing their case with the lawyers, and the
lawyers would be reluctant to say anything negative about the case to their client.
Similarly, the work product doctrine allows attorneys to keep their mental
impressions confidential.

Some are critical about the use of privilege, since it

prevents the other side of a litigation from learning about information which would
otherwise be highly relevant.

Many are critical about how it may be over-used –

where the privilege is asserted when there is no basis to do so.

The process to

challenge a claim of privilege can be difficult, time consuming and expensive.
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For most situations, the attorney client privilege and work product doctrine are
routinely and easily applied during litigation and are easily understood. However,
there are numerous instances in which it is uncertain whether the attorney client
privilege applies.

This can lead to expensive and time-consuming legal proceedings.

One example is with respect to patent agents – where the law is less than clear.
Another example of where application of the attorney client privilege is not clear
is when there are several parties and they may share a common interest.

There are

many situations, such as the two described above, where it is difficult to predict
whether the court will recognize an attorney client privilege.

Furthermore, the

courts do not uniformly apply the attorney client privilege in such situations,
making it difficult to determine ahead of time whether a particular communication
will be regarded by the court as privileged.
米国の法学では、弁護士・依頼者間の秘匿特権は不可欠なものである。この秘匿特権によ
り、依頼者は、弁護士に相談し、率直な話し合いを行うことができる。これがないとなる
と、依頼者は弁護士と自身の主張を話し合うことに抵抗を感じ、弁護士は、依頼者に対し
てその主張に関する否定的なことを何も言おうとしなくなる。同様に、訴訟準備資料の秘
匿特権は、弁護士が自身の心理的な印象を秘密にすることを可能にする。中には、秘匿特
権は、本来なら非常に関連性の高い情報について訴訟の相手方が知ることを妨げるもので
あるので、その利用に批判的な者もいる。秘匿特権がどれほど過大に利用される可能性が
あるか、つまり、秘匿特権を主張する根拠がないのに、それが主張される可能性について、
批判的な者が多い。秘匿特権の申立てに対する異議申立手続は、認められるのが難しく、
時間と費用がかかる可能性がある。
ほとんどの場合には、弁護士・依頼者間の秘匿特権と訴訟準備資料の秘匿特権は、訴訟の
期間中に常にかつ容易に適用されるし、また理解されやすい。しかし、弁護士・依頼者間
の秘匿特権が適用されるか否かが不確実な場合は多々ある。この場合には、訴訟手続に費
用と時間がかかることになりかねない。一例として、弁理士との関連で、法律があまり明
快でない場合が挙げられる。弁護士・依頼者間の秘匿特権が適用できるかが不明な別の例
としては、複数の当事者がいて、共通の利益を持っている可能性がある場合が挙げられる。
この 2 つの状況のように、裁判所が弁護士・依頼者間の秘匿特権を認めるかを予測しがた
い場合は沢山ある。さらに、こうした状況において、裁判所による弁護士・依頼者間の秘
匿特権の適用は統一されていないので、事前に特定の通信が裁判所から秘匿特権の対象と
なるものだとみなされるかを判断することは難しい。
8. Please tell us about the cases where destruction of evidence became a problem under
the discovery system, if any.
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８．Discovery 制度において、証拠隠滅が問題となった経験があればお聞かせください。

◆米国企業 A
※無回答
◆米国企業 B
N/A
該当しない
◆米国企業 C
Allegations of destruction of evidence have become prevalent.

This is especially

so today since documents are typically stored electronically.

It often difficult

to preserve electronic documents because of size limits for electronic storage
facilities and the feasibility to obtain compliance from each individual who might
possess electronically stored data.

Attorneys must carefully counsel their clients

on the need to preserve documentation once litigation is apparent and the client’s
employees must be vigilant in preserving the documentation.

Even an inadvertent

deletion of documents, typically emails, has had significant consequences for the
party.
In more egregious situations, litigants have used the transient nature of
electronically stored information to thwart discovery.

I have personally been

involved in a federal court litigation where the defendant systematically used
“nuke” programs to completely erase gigabytes of data the defendant realized would
be discoverable and highly beneficial to the plaintiff.
When there is a dispute about destruction of electronic documents, the litigants
engage forensic specialists to analyze the parties’ computers and external storage.
This can be quite expensive.
証拠隠滅の申立ては、広く行われている。一般的に書類の保管が電子的に行われている今
日では、特にそうである。電子記憶装置の容量に制限があるため、また、電子的に保存さ
れたデータの処理を行う可能性のある個人のそれぞれからコンプライアンスを得ること
の実現可能性のため、電子文書を保存することが難しい場合が多い。弁護士は、訴訟が提
起されることが明らかになり、依頼者の従業員が文書の保存に慎重にならなければならな
くなった場合には、文書の保存の必要性について、依頼者に慎重に助言しなければならな
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い。不注意にであろうと、一般に電子メールなどの文書を削除してしまって、その当事者
に重大な帰結がもたらされたことがあった。
もっと悪質な場合では、訴訟当事者が電子的に保管された情報の一時的な性質を利用し
て、discovery を妨害したこともあった。私自身も、連邦裁判所において、被告が、開示
の対象となり、原告にとって非常に役立つと気が付いた数ギガバイトのデータを完全に消
去するために「nuke」というデータの完全消去プログラムを組織的に利用した訴訟に関与
したことがある。
電子文章の隠滅について争いがある場合には、訴訟当事者は、当事者のコンピュータや外
部ストレージを分析するフォレンジック専門家を手配する。これには、非常に費用がかか
ることがある。
9. What do you think of limiting the scope of discovery to the information necessary
for the construction of claims (Section 3(b)) in a lawsuit over the construction of
claims in order to reduce the costs for the discovery procedure?
９．Discovery 費用の低減のため、クレーム解釈が問題となっている訴訟においては、
Discovery の範囲をクレーム解釈の点に制限すること（Section3(b)）について、どのよう
にお考えでしょうか？

◆米国企業 A
We are generally supportive of efforts to introduce phased discovery as a way to
improve the efficiency of conducting patent litigation and to help contain the cost
and burdens of patent litigation. The details of those proposals is still evolving,
and so we do not believe that it is appropriate to comment on the specifics of any
of the draft legislation at this time.
我々は、一般的に、特許訴訟の効率性を高め、特許訴訟の費用及び負担を抑制に資する方
法の一つとして、段階的な discovery を導入することには賛成である。この提案の詳細は、
現在も発展段階にあるので、現段階で法案の詳細について意見を述べるのは適当ではない
と考える。
◆米国企業 B
Provided that a clear identification of what is “necessary” for claim construction,
this limitation could significantly reduce the costs associated with the early stages
of litigation.

In addition, because claim construction could reduce or completely
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eliminate infringement claims, this limitation could prevent costs being spent on
claims that ultimately are removed from the lawsuit.
クレームの解釈に何が「必要なのか」が明確に特定されている場合、制限することで、訴
訟の初期段階に関連する費用が大幅に削減できるかもしれない。さらに、クレームの解釈
によって、侵害の申立てが減ったり、全くなくなったりする可能性があるので、この制限
によって、最終的に訴訟から排除される請求に費用が費やされることを阻止できるかもし
れない。
◆米国企業 C
I do not believe you can eliminate all discovery other than that which is necessary
for claim construction.

However, I have litigated in one court in particular, (Judge

Yaekel’s court in the Western District of Texas), where the court would not allow
any discovery related to the case in general until after claim construction was
decided.

(The court did allow early discovery related to claim construction.)

This can curtail the costs of litigation – the parties may quickly resolve their
dispute once the claim construction order issues.

However, some courts are

significantly faster than others in preparing the claim construction order.

If the

court takes many months to prepare the order, this will significantly extend the
duration of the litigation.

Whenever a case is extended in time, there will be

additional legal costs, even if there is no discovery for extended periods of time.
Also, it can be difficult to obtain a business resolution of a patent litigation
before there is some exchange of damages information.

An early claim construction

in a situation such as this does not necessarily foster an early resolution of the
dispute.

The Eastern District of Texas has required the early exchange of financial

information to foster quick resolution of patent litigation – before the parties
have made significant discovery expenditures.

If that financial information is done

in conjunction with early claim construction, there may be opportunities for a quick
resolution with minimal discovery expenses.
クレーム解釈に必要なもの以外の全ての discovery をなくしてしまうことができるとは思
えない。しかし、私は特にある裁判所で訴訟を提起し、そこでクレーム解釈が決定される
まで、一般に訴訟に関連する discovery が一切認められなかったという経験をしたことが
ある（テキサス州西部地区の Yaekel 判事の裁判）。（同裁判所は、早期のクレーム解釈に
関連する discovery を認めていた）。これにより、訴訟費用が抑制される可能性がある。
当事者は、クレーム解釈命令が出されれば、迅速に紛争の解決を行うことができる。ただ
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し、クレーム解釈命令の準備において、いくつかの裁判所は他の裁判所よりも相当に速い。
裁判所が命令の準備に何カ月もかかるとなると、それによって訴訟期間が大幅に延びるこ
とになる。訴訟の期間が延長されると、延長期間については discovery がないにせよ、追
加的な訴訟費用が生じることになる。また、損害額についての情報交換をある程度行う前
に、特許訴訟について紛争解決を得ることは難しいかもしれない。このような場合には、
早期のクレーム解釈が行われても、必ずしも早期の紛争解決につながるものではない。テ
キサス州東部地区では、特許訴訟を迅速に解決に導くために（当事者が discovery に相当
な費用をかける前に）、早期に財務情報の交換をすることを義務付けている。この財務情
報の交換が早期のクレーム解釈と同時に行われる場合には、最小限の discovery の費用で
迅速に紛争を解決する機会があるかもしれない。
10. From the standpoint of a patentee, what are the good points, points to be
maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the discovery system?
１０．特許権者の立場で、Discovery 制度の良い点、維持すべきと考えている点又は利用
しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何ですか？

◆米国企業 A
From the standpoint of the patentee, the U.S. discovery system’s bias toward
disclosure supports the ability to discover full information about accused
products’ technology, functionality, and revenue. The discovery system also has
well-established processes in place to facilitate protected access to relevant
sensitive business and trade secret information (such as source code), which is often
needed to prove infringement and damages.
特許権者の立場では、米国の discovery 制度を好意的に見る姿勢は、被疑侵害製品の技術、
機能、収入について完全な情報を発見する能力を支持するものである。discovery 制度で
は、関連する機微な営業上の秘密情報（ソースコードなど）へのプロテクテッドアクセス
を促すための確立された手続も実施されている。こうした秘密情報は、侵害及び損害を立
証するために必要となることが多い。
◆米国企業 B
As a patentee, the discovery system can be used to build upon your infringement
allegations.

Often access to an alleged infringers source code and confidential
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information is the only way to confirm the alleged infringement.

Without discovery

into theses issues it would be difficult if not impossible to establish infringement.
特許権者としては、discovery のシステムは、自身の侵害の主張を基礎として訴訟を進め
ていくために利用することができる。被疑侵害者のソースコードや秘密情報にアクセスす
ることが、被疑侵害を確認する唯一の方法であることがしばしばある。こうした問題につ
いて discovery がなければ、不可能ではないにしても、侵害を立証することは難しいだろ
う。
◆米国企業 C
As discussed above, in the responses concerning disclosures, the plaintiff is
automatically provided with extensive information concerning the defendant’s
invalidity position.

This has decreased the plaintiff’s efforts required to

determine its position concerning the validity of its patents.

In some instances,

the defendants have cited dozens and dozens of prior art references which makes it
difficult for the plaintiff to understand the defendant’s theory of invalidity.
Recently, some courts have required defendants to limit the number of prior art
reference it can assert.

This has been a positive development for plaintiffs.

In any patent infringement litigation, the patentee has the burden of proof of
establishing infringement and damages.

By its nature, this often requires the

patentee to obtain detailed information from the accused infringer about the
operation of the accused system, the extent to which it has been used and the accused
infringer’s damages-related information.

Often in the discovery process the

defendant will produce this information in the form of hundreds of thousands or
millions of electronic documents.

This can pose an extreme burden on the plaintiff

and is an issue for which there is much room for improvement.

The plaintiff must

then use the other forms of discovery, mostly interrogatories and depositions, to
obtain the essential information to prove its case.

However, the discovery rules

limit the number of interrogatories to 25 and depositions and limit each party to
10 depositions of less than 7 hours each.

Although these limits are often changed

by agreement of the parties or by petitioning the court, they may leave the plaintiff
with insufficient information to establish its infringement and damages case.
上記で述べたように、disclosures に関する応答において、原告は、被告の無効の見解に
関して広範な情報を自動的に与えてしまっている。これによって、自身の特許の有効性に
ついての立場を決めてしまうので、原告に必要となる努力は減少した。場合によっては、
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被告が何十もの先行技術文献を引用し、それによって原告が被告の無効の見解を理解する
のが難しくなることもある。最近では、一部の裁判所では、主張できる先行技術文献の数
を限定するよう被告に義務付けている。このことは、原告にとっては好ましい展開となっ
ている。
特許侵害訴訟では、特許権者は、侵害及び損害の証明責任を負う。その性質上、このため
に、しばしば特許権者は、被疑侵害システムの操作、その利用範囲、被疑侵害者の損害関
連の情報について、被疑侵害者から詳細な情報を取得する必要がある。Discovery のプロ
セスでは、しばしば、被告がこの情報を何十万又は何百万の電子文書の形で提出すること
になる。これは、原告にとって極めて大きい負担となる可能性があり、また大いに改善の
余地がある問題である。その後、原告は、自身の主張の証明に不可欠な情報を入手するた
めに、discovery の他の形式（大抵は、質問状とデポジション）を利用しなければならな
い。しかしながら、discovery のルールでは、質問状の数が 25 に限定されており、またデ
ポジションは、各当事者、7 時間未満のデポジションを 10 回までに限定されている。この
制約は当事者の取決めや裁判所への申立てによりしばしば変更されるが、この制約によっ
て原告が侵害及び損害の主張を立証するために不十分な情報しか得られないということ
になる場合もある。
11. From the standpoint of an alleged infringer, what are the good points, points
to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the discovery system?
１１．被疑侵害者の立場で、Discovery 制度の良い点、維持すべきと考えている点又は利
用しやすい点悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何ですか？

◆米国企業 A
From the standpoint of the accused infringer, the discovery system facilitates the
discovery of licensing history information, which is critical for quantifying
damages claims and royalty structures, particularly as much of this information is
contained in

agreements that are otherwise cloaked in confidentiality terms. The

major drawback of the discovery system is the frequent disparity between the size
and complexity of operating companies accused of infringement and non-practicing
patent enforcement entities, which results in vastly disproportionate discovery
burdens and expense and which creates incentives for accused infringers to settle
even meritless claims in order to avoid the expense of defending them.
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被疑侵害者の立場では、discovery 制度は、損害賠償請求及び実施料の構造を定量化する
上で重要なライセンス利用履歴の情報の開示を促す。それは、特にこの情報の大半は、本
来は秘密保持の条件の下に隠されている契約に含まれているものだからである。
discovery 制度の大きな欠点は、侵害しているとされる営業企業や特許不実施主体の規模
と複雑さに差があることが多く、その結果として、discovery の負担と費用が大幅に不均
衡なものとなり、抗弁の費用を避けるために、無意味な請求についても和解するというイ
ンセンティブを被疑侵害者にもたらすものとなる。
◆米国企業 B
Discovery is extremely expensive and is often used as a tool by plaintiff to extort
settlements.

It is often the case that settlement can be less expensive than

extensive discovery.
Discovery は、非常に費用がかかり、しばしば原告が和解を強要するための道具として用
いられている。和解の方が拡張的な discovery よりも費用が少なくて済むという場合は多
い。
◆米国企業 C
As discussed above, a defendant will quickly learn exactly which of its products
are accused of infringement and see the plaintiff’s contentions for why there is
infringement.

Defendants like this because it narrows the issues significantly at

an early a stage of the case.

Defendants can focus their discovery once they have

this information, providing significant efficiencies in the litigation.
Plaintiffs often submit extremely broad document requests to plaintiffs in an attempt
to capture every possible instance of infringement.

Just as this results in an

incredible amount of information for the plaintiff to review, it also places a
significant burden on the defendant, who is obligated to collect, process and review
a vast amount of data for production in the litigation.

This process is quite

burdensome and expensive.
Often, the defendant is obligated to provide very sensitive information concerning
the accused systems.

This can include source code, detailed engineering data,

financial data and the identity of customers.

Although the court will issue a

protective order to help preserve the confidentiality of this information, it is
an imperfect remedy and ultimately, sensitive company information may become public.
上記で述べたとおり、被告は、正確に自身のどの製品が侵害を申し立てられているのかを
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迅速に知り、侵害となる理由についての原告の主張を知ることもできる。これは被告にと
っては好ましい。なぜなら、訴訟の早期の段階で、争点が大幅に狭められるからである。
被告は、この情報を得ると、discovery に集中することができるので、訴訟を非常に効率
的に進めることができる。
原告は、考えられるすべての侵害を捕捉しようとして、しばしば被告に対して、極めて広
い範囲の文書の提出を請求する。これによって、原告が信じられないほどの量の情報を確
認しなければならなくなるのと同様に、被告側にも相当な負担を課している。被告は、訴
訟への提出用に膨大な量のデータを収集・処理・確認することを義務付けられるからであ
る。このプロセスは非常に厄介で、費用がかかる。
被告には、被疑侵害システムに関して非常に機微な情報の提出が義務付けられることが多
い。これには、ソースコード、詳しい技術データ、財務データ、顧客の身元などが含まれ
得る。裁判所は、この情報の秘密を維持するために、秘密保持命令を出すとはいえ、不完
全な救済措置であるので、最終的には、会社の機微な情報が公になってしまうことはあり
得る。
C. The whole of the systems for evidence collection
C. 証拠収取制度全般
12. Have you ever used evidence you collected in the United States in a lawsuit you
filed in another country?
１２．米国で収集した証拠を他の国の裁判で利用したことがありますか？
□ Yes. Name of the country: (

)

□ No.
◆米国企業 A
※無回答
◆米国企業 B
□ Yes. Name of the country: (

)

☒ No.
◆米国企業 C
□ Yes. Name of the country: (

)

☒ No.
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13. From the standpoint of a patentee, what are the good points, points to be
maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the systems for evidence collection in the United States?
１３．特許権者の立場から、米国の証拠収集制度の良い点、維持すべきと考えている点又
は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何でしょう
か？

◆米国企業 A
The system for evidence collection is primarily driven by the litigating parties,
with the court involved to set schedules and resolve disputes. This can lead to
variability in the difficulty and expense of the discovery process, as the system
requires cooperation between the parties to operate at maximum efficiency, and the
degree of cooperation varies from case to case.
証拠収集制度は主として、訴訟当事者によって動かされており、裁判所はスケジュールの
設定と紛争解決に関与している。このため、discovery の手続は、制度上、最大限の効率
性を持って当事者間で協力することが義務付けられるので、困難性や費用にばらつきが生
じる可能性がある。また協力の程度もケース・バイ・ケースで異なってくる。
◆米国企業 B
As discussed above, evidence collection is an important way to establish the
necessary elements of infringement.

User manuals, wikis and other internal sources

can provide additional guidance on how the alleged infringement operates.
上述したとおり、証拠収集は、必要な侵害の要素を立証する上で重要な方法である。ユー
ザーマニュアル、ウィキペディア、その他の内部情報から、被疑侵害がなされている方法
について追加的なガイダンスを得ることができる。
◆米国企業 C
The patentee’s collection of evidence is focused on the conception and reduction
to practice of the patented invention.
assemble and produce.
records.

This can be straightforward and easy to

More often than not this is done by collection of electronic

The scope of the collection is far more focused than it is for defendants,

who are often asked to produce a vast amount of information for each accused system.
However, if the patentee’s record-keeping and document preservation has not been
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good, it can hamper the plaintiff’s ability to prosecute its case.

Sometimes, the

patent in litigation came into the possession of the plaintiff as part of an
acquisition of another company.

In those circumstances, it may be difficult to

access the records of the company and its inventors.
特許権者の証拠収集は、特許発明の着想及び実施化を中心として行われている。これは分
かりやすく、集めて、提出するのが容易にできる。しばしば、これは電子記録の収集によ
って行われている。収集の範囲は、それぞれの被疑侵害システムについて膨大な量の情報
の提出を求められることの多い被告側よりも、はるかに集約している。
しかしながら、特許権者の記録管理や文書の保全が適切でない場合には、原告の提訴する
能力の妨げとなることがあり得る。時には、係争中の特許が、別の企業の買収の一環とし
て、原告の所有となることがある。このような場合には、企業や発明者の記録にアクセス
することが難しくなるかもしれない。
14. From the standpoint of an alleged infringer, what are the good points, points
to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the systems for evidence collection in the United States?
１４．被疑侵害者の立場から、米国の証拠収集制度の良い点、維持すべきと考えている点
又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何でしょ
うか？

◆米国企業 A
See response to Question 8 above.
上記 Q8 への回答を参照。
◆米国企業 B
Limits on the scope and timing of discovery could be very helpful in reducing the
cost of the collection.
Discovery の範囲と時期について制限があると、証拠収集の費用の削減に非常に役立つと
考えられる。
◆米国企業 C
The defendant often faces an immense burden in collecting the evidence requested
in a patent infringement litigation.

The information may be located in several
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different locations, in varying formats and under the control of multiple custodians.
被告は、特許侵害訴訟で請求される証拠の収集において、膨大な負担に直面することが多
い。情報は、複数の異なる場所にある場合もあり、そのフォーマットが異なっており、ま
た複数の管理人の管理下にあることもあり得る。
III. Questions concerning the status of use of the systems for damages in patent
infringement lawsuits in the United States
Ⅲ

米国の特許権侵害訴訟における損害賠償の利用実態に関する質問

15. What system and calculation method do you prefer to use as grounds for the amount
of damages in a patent infringement lawsuit? What is the reason therefor?
１５．特許権侵害訴訟における損害賠償額の根拠としてどのような制度・算定方法を用い
ることを好みますか。その理由は何ですか？

◆米国企業 A
We believe that damages awards should reflect the actual value of the invention (and
the allegedly infringing use thereof) to the maximum extent possible. U.S. courts
recognize several damages theories to calculate damages and we do not believe that
any of these is categorically improper. Rather, we believe that the choice of damages
methodologies should reflect the circumstances of the individual case. In our
experience, particularly given the complexity of the products in the Information
Technology, the determination of appropriate measures of damages is unavoidably
time-consuming and difficult.
我々は、損害賠償の裁定は、発明（及び侵害が疑われる発明の実施）の実際の価値が最大
限に反映されるべきだと考える。米国の裁判所は、損害賠償の計算については、複数の損
害賠償算定法を認めており、我々は、このいずれかが分類的に不適切だとは思わない。そ
れよりも、損害賠償の方法の選択においては、個々の事例の状況が反映されるべきだと思
う。経験上、特に情報技術の製品が複雑であることを考慮すると、適切な損害賠償措置を
決定することは、時間がかかることはやむを得ず、また難しい。
◆米国企業 B
Reasonable royalty based on the sales directly attributable to the accused
functionality.
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被疑侵害機能を直接の理由として得られる販売に基づいた合理的実施料。
◆米国企業 C
As a plaintiff, I prefer to use lost profits as a measure of damages.

The damages

under this measure are often larger than they are under a reasonable royalty analysis.
Additionally, the methodology for calculating a reasonable royalty has become more
defendant oriented, since it requires apportionment of damages.

Moreover, the

apportionment method used by experts is subject to criticism and attack by the
defendant.
原告としては、損害の計算方法として逸失利益を利用することを私ならば選択する。この
方法による損害額は、合理的実施料の分析による場合よりも高額となることが多い。さら
に、合理的実施料の計算方法は、損害の配分が必要とされるので、より被告重視のものと
なっている。また、専門家が利用する配分による計算方法は、被告から批判され、攻撃さ
れている。
16. Please tell us about your ideas of the user-friendliness, difficulties,
advantages, and disadvantages of the system for damages in the United States.
１６．米国の損害賠償制度の利用しやすさや困難性、メリット、デメリットに関する考え
をお聞かせください

◆米国企業 A
See answer to Question 10 above.
上記 Q10 への回答を参照。
◆米国企業 B
The Federal Circuit has become increasingly stringent on the evidence needed to
support the calculation of damages.

It can be difficult to properly apportion the

damages sought to the specific infringing functionality. District courts are still
willing however, to allow for experts to opine on alternative basis for the
calculation of damages that, in many cases, are quite speculative.
連邦巡回裁判所は、損害賠償額の算定方法を裏付けるために必要な証拠について、ますま
す厳格な条件を課している。特定の特許侵害となっている機能に、請求しようとする損害
賠償を適切に配分することは難しいかもしれない。しかしながら、地方裁判所は、鑑定人
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に対して、現在も損害賠償額の算定方法の代替的根拠についての意見を述べることを認め
ようとしている。多くの場合、それは非常に推測的な金額である。
◆米国企業 C
The most common measurement of damages in the United States is a reasonable royalty.
This is a highly subjective measurement of damages.

In order to postulate what a

reasonable royalty would be there are several assumptions one must make which are
often contrary to actual events.

During the hypothetical negotiation used in

determining a reasonable royalty, the infringer is assumed to have believed that
the patents were valid and infringed.

This is rarely the case.

The framework for

the reasonable royalty also requires that we assume that the patentee is willing
to license his technology, etc.

These assumptions are all necessary to estimate

a reasonable royalty but are often fictitious.

The expert who opines on the

reasonable royalty must also consider other numerous and highly subjective factors
to estimate a reasonable royalty.
consider apportionment.

The damages calculations now also require to

This adds an additional subjective layer to the analysis

which makes the computation of damages even more complex and susceptible to reversal
by the court of appeals.
米国で最も一般的な損害額の測定方法は、合理的実施料による方法である。この方法は、
非常に主観的な損害額の測定方法である。何が合理的実施料かを主張するにあたり、複数
の仮定を立てなければならないが、それらは実際の出来事に反していることが多い。合理
的実施料を決定する際に利用される仮想交渉においては、侵害者は特許が有効であり、侵
害されたと信じていると仮定されている。このような場合は稀である。合理的実施料の枠
組みでは、特許権者が自身の技術等について実施許諾を付与する意思があることを前提と
することも求められる。これらの前提は、合理的実施料を見積もるために全て必要なもの
だが、架空のものであることが多い。合理的実施料に関して意見を述べる専門家は、合理
的実施料を見積もるためにその他の多くの極めて主観的な要素も検討しなければならな
い。今では損害額の算定では、配分（apportionment）を考慮することも求められる。こ
れは、分析にさらに主観的な層を積み重ねるものであり、損害額の算定をより複雑で、控
訴裁判所によって破棄されやすいものにしてしまっている。
17. Have you ever listened to the testimony of an expert witness as an aid to decide
the amount of damages or reasonable royalty? If so, please tell us about your ideas
of the user-friendliness, difficulties, advantages, and disadvantages thereof.
１７．損害賠償額又は合理的実施料（Reasonable Royalty）の決定のための補助として、
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鑑定人の証言を聴取されたことはありますか？ある場合、その利用しやすさや困難性、メ
リット、デメリットに関する考えをお聞かせください。

◆米国企業 A
We believe that the testimony of expert witnesses is often necessary to decide the
amount of damages or reasonable royalty under U.S. law.

For instance, economics

experts can provide valuable insight for the finder of fact (whether a judge or a
jury) to assess, for example, (i) the market share of an accused product(s) directly
attributable to infringement, (ii) any price erosion attributable to infringement,
and (iii) the reasonable royalty rate that would have been agreed to in a hypothetical
pre-infringement negotiation based on a multitude of financial factors influencing
the parties.

However, because expert opinions are not factual testimony and must

be based on sound underlying facts and economic theory, courts in the U.S. must
exercise caution to ensure that, in jury trials, only supportable expert opinion
testimony is heard by the jury.

In trials where there is no jury, disputes concerning

expert testimony can more easily be heard and addressed by the court post-trial.
我々は、鑑定人の証言は、米国法に基づく損害賠償額又は合理的実施料額を決定するため
に必要であることが多いと考える。例えば、経済の専門家であれば、①侵害を直接の原因
とする被疑侵害製品の市場シェア、②侵害に帰せられる価格の低下、③当事者に影響を与
える多数の財政的要因に基づいて、仮説の侵害前交渉において合意された合理的な実施料
率など、事実認定者（判事であるか、陪審であるかを問わない）にとって貴重な見識を提
供することができる。もっとも、専門家の意見は、事実の証言ではなく、理に適った起訴
事実及び経済的理論を根拠としていなければならないので、米国の裁判所は、陪審による
事実審理では、陪審が審問することのできるのは、支持的な専門家意見の証言となるよう
に注意しなければならない。陪審のいない事実審理では、鑑定人の証言を巡る争いは、よ
り審理しやすく、事実審理後に裁判所によって取り上げられてもよい。
◆米国企業 B
In every patent infringement suit we retain damages experts to opine on the issue
of appropriate calculation of damages. The use of damages experts is extremely
expensive.

Typically, in addition to the testifying expert, additional support

staff is required to complete the damages analysis.

Notwithstanding the costs, the

use of a damages expert is a necessity. As a defendant, a damages expert is usefully
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to both challenge the plaintiff’s damages model and present evidence for an
alternative calculation of damages.
どの特許侵害訴訟でも、我々は、損害賠償額の鑑定人を雇って、適切な損害賠償額の算定
の問題について意見を述べさせている。損害賠償額の鑑定人を利用すると、非常に費用が
かかる。通常は、証言を行う専門家のほか、損害の分析を完遂するためには追加的なサポ
ートスタッフが必要となる。費用がかかるとはいえ、損害賠償額の鑑定人の利用は、必須
である。被告としては、損害賠償額の鑑定人は、原告の損害賠償モデルに異議を唱えるた
めにも、また代替的な損害賠償額の算定方法について証拠を提出するためにも、役に立つ。
◆米国企業 C
I have listened to such testimony many times and have worked with damages experts
many times.

Like validity and infringement, it would be difficult for a jury or

a judge to assimilate and understand all the issues involved with determining damages
without the use of an expert.
My experience is that the user-friendliness of using expert testimony varies widely
and is often directly proportional to the communication skills of the expert.

The

experts I have used and watched rarely prepare their own expert report or investigate
all the details that go into calculating damages.

Instead, they rely on lower-level

colleagues to prepare that information.
私は、該当するような証言を何度も聞いたことがあり、また損害額の鑑定人と連携したこ
とも何度もある。特許無効や特許侵害と同様に、鑑定人を利用せずに、損害額の判断を伴
う全ての問題に陪審や判事が対応し、理解することは難しいだろう。
私の経験上、鑑定人の証言の利用のしやすさは非常に異なり、鑑定人のコミュニケーショ
ン能力に正比例することが多い。私が利用した鑑定人を観察したところ、彼らが自分自身
で鑑定書を作成したり、損害額の計算に関連する詳細の全てを調べたりするようなことは
滅多になかった。その代わりに、下位の同僚に該当する情報を準備させていた。
18. Please tell us about your idea of the effect the jury system has on damages.
１８．陪審制度の損害賠償に与える影響についてのお考えをお聞かせください。

◆米国企業 A
Juries add a dimension of unpredictability to patent litigation generally. Given
the highly technical nature of patent litigation, the ability of the jury to fully
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evaluate the competing arguments varies from case to case. As described in the answer
to Question 12 above, courts must carefully monitor the damages theories that juries
are allowed to hear, based on the facts proven at trial and sound economic theory.
陪審は、特許訴訟全般に予測不能性という要素を追加している。特許訴訟が高度に技術的
な性質のものであることを考慮すると、競合する主張について、陪審が十分に評価できる
のかは、ケース・バイ・ケースで異なっている。上記の Q12 の回答で説明したとおり、裁
判所は、陪審が審問することを認められている損賠賠償の理論を、トライアルで立証され
る事実と健全な経済理論に基づいて、慎重に監督しなければならない。
◆米国企業 B
The role of the judge in controlling the damages evidence that can be presented to
the jury is critical.

In the absence of the court acting as a gate-keeper, the jury

can be swayed by evidence that is not directly tied to the actual infringing
functionality.
陪審に提出される損害賠償の証拠を管理するにあたって、判事は非常に重要な役割を担っ
ている。ゲートキーパーとなる裁判所の存在がなければ、陪審は、実際に特許侵害となる
機能とは直接繋がりのない証拠に惑わされてしまうかもしれない。
◆米国企業 C
One aspect of having a jury decide damages is that their decision is often tainted
by other, non-damages issues and often emotional issues, presented in the case.

This

can result in damages awards based on the jurors’ like or dislike of a party.
Another aspect of using a jury to assess damages is that they are known to often
arrive at a “compromise” amount – not reflecting the evidence on damages.
Generally, juries are considered unpredictable when it comes to assessing damages,
making trials very risky.
陪審に損害賠償額の決定をさせる側面の一つとして、陪審の決定はしばしば、当該の訴訟
で提示された他の損害以外の問題や感情的な問題の影響を受けるということが挙げられ
る。このため、陪審の当事者の好き嫌いに基づいて損害賠償額の裁定が行われるという結
果を招くことがあり得る。損害額の査定に陪審を利用するもう一つの側面としては、陪審
が損害の証拠を反映するのではなく、しばしば「妥協された」金額に辿りつくことが分か
っているということが挙げられる。一般に、損害額の査定については、陪審の決定は予測
できないと考えられるので、トライアルは非常にリスクの高いものとなっている。
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19. Please tell us about your opinions concerning payment by the losing party of the
attorney fees for the other party (Should the requirements for application be
broadened? Should it be broadly applied to cases other than patent trolls?).
Requirements for application (judicial precedent)
・Material inappropriate conduct
・Objectively baseless and brought in subjective bad faith
１９．弁護士費用の敗訴者負担に関するご意見をお聞かせください（適用要件を広げるべ
きか？

パテントトロール以外にも広く適用すべきかなど）
適用要件（判例）
・重要な不適切な振舞（material inappropriate conduct）
・客観的に見て根拠がない（objectively baseless）かつ
主観的にも悪意を持って行われたもの（brought in subjective bad faith）

◆米国企業 A
We feel that fees awards are appropriate in cases involving objectively bad behavior
by a party (e.g., in cases brought purely for the purposes of extracting a nuisance
value settlement or otherwise without a good faith basis). Otherwise, we do not
believe in a “loser pays” rule. We do not advocate restricting the availability
of fees to cases brought by so-called “Patent Trolls,” because we believe that
such awards should be driven by the behavior of the litigant, rather than its business
model.
我々は、一方の当事者による客観的に見て悪い振る舞いを伴う場合には、裁判手数料の支
払いの裁定は適切だと思う（例えば、純粋に面倒を避けるための和解を引き出すため、又
はそれ以外に善意によらずに提起される訴訟）
。これ以外については、
「敗訴者負担」ルー
ルを良いとは思わない。いわゆる「パテントトロール」により提起される訴訟に対して手
数料を課す可能性を制限することを主張するものではない。なぜなら、そのような裁定は、
そのビジネスモデルではなく訴訟当事者の振る舞いによって決定されるべきものだと考
えるからである。
◆米国企業 B
As an initial matter, a loser pays system could force plaintiffs to more carefully
consider their infringement claims prior to filing a suit.

The risk of having to

pay costs could also work to rein in the excesses in discovery and litigation tactics
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that often serve to only drive up the expenses.

Evidence of litigation misconduct

or a lack of good faith in filing suit should be considered in determining the
appropriateness of the loser being forced to pay costs.
まず、敗訴者負担の制度は、訴訟を提起する前に、侵害の申立てについてより慎重に検討
することを原告に強いることになるかもしれない。費用負担のリスクは、discovery や訴
訟において、費用を引き上げるだけの戦術を過度に阻止するものとなりかねない。敗訴者
による費用負担の適切さについて決定する際には、訴訟における不正行為又は訴訟の提起
が善意で行われていないことの証拠が、検討されるべきである。
◆米国企業 C
Requiring a losing party to pay the attorneys’ fees of the other party is generally
considered beneficial to larger companies and detrimental to smaller companies or
individuals, who would suffer a significant burden if they were required to pay the
litigation costs of the other party.

If “loser pays” is broadly adopted, it will

be difficult or impossible for smaller entities to enforce their patent rights.
Patent infringement actions would only be available to large companies.
Patent infringement litigation, like other forms of litigation, sometimes includes
abusive tactics.

For example, baseless suits may be filed, parties might engage

in outrageous litigation conduct, and litigation costs may be intentionally
escalated to encourage settlement.

Each of these is detrimental to the legal system

and should be addressed by the courts, either through cost-shifting or some other
form of monetary sanction.

The penalties should be based on the conduct of the

litigant with no regard to the status of the litigant as a “patent troll,”
non-practicing entity, etc.
敗訴者に勝訴者の弁護士費用の支払いを求める制度は、一般に、大企業にとって有益であ
り、勝訴者の訴訟費用の支払いを求められることが非常に大きな負担となる中小企業や個
人にとっては有害なものだと考えられている。「敗訴者負担」が広く採用されると、中小
企業にとっては、自社の特許権を行使することが難しくなり、又は不可能となる。特許侵
害訴訟は、大企業のみが利用できるものとなるだろう。
他の形態の訴訟と同様に、特許侵害訴訟には、濫用的な戦術が含まれることもある。例え
ば、根拠のない訴訟を提起したり、当事者が理不尽な訴訟行為を行ったり、訴訟費用を故
意に引き上げて和解を促す等である。こうした行為はいいずれも、法律制度にとって有害
であるので、費用の負担によるか又はその他の形の金銭的制裁のいずれかにより、裁判所
が対処すべきである。そのペナルティは、訴訟当事者の行為に基づくものとし、訴訟当事
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者が「パテントトロール」や特許不実施主体であるかは考慮されないものとするべきであ
る。
20. From the standpoint of a patentee, what are the good points, points to be
maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the system of punitive damages?
２０．特許権者の立場で、懲罰的損賠償の良い点、維持すべきと考えている点又は利用し
やすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何ですか？

◆米国企業 A
We believe that punitive or exemplary damages are appropriate only in cases involving
objectively bad behavior by the infringing party (i.e., in cases involving knowing
and intentional infringement of a known patent with no legitimate belief in its
invalidity). We believe that the availability of such damages should be

determined

on a case-by-case basis.
我々の考えでは、懲罰的損害賠償が適切であるのは、侵害者による客観的に見て悪い振る
舞いを伴う場合（つまり、その無効を合理的に信じることなく、既知の特許の故意の侵害
を伴う場合）に限定される。我々は、懲罰的損害賠償を利用できるかは、ケース・バイ・
ケースで判断されるべきだと考える。
◆米国企業 B
A punitive system encourages infringers to engage in good faith discussions once
notice has been provided.

However, obtaining enhanced damages under a finding of

willfulness is extremely difficult due to the legal standard.
懲罰的制度は、通知がなされた後に、侵害者に誠意をもって話し合いを行うことを促すも
のである。しかしながら、法定基準のため、拡張的（追加的）損害賠償を得ることは非常
に難しい。
◆米国企業 C
There are few good points for a patentee that seeks enhanced damages.

The main basis

for obtaining enhanced damages is when the defendant willfully infringed the patent.
The first step of the two step analysis for willful in infringement requires the
plaintiff to prove by clear and convincing evidence that the infringer acted despite
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an objectively high likelihood that its actions constituted infringement of a valid
patent.

This is determined by the judge, not the jury.

Moreover, the court of

appeals will review this step de novo, meaning it will give no deference to the court
and the decision can be easily overturned.

The second prong is that the patentee

must show that the objectively high risk was either known by the infringer, or should
have been known by the infringer.

This is a very rigid standard and even if the

plaintiff can establish willful infringement, it is not certain that it will obtain
enhanced damages.
The United States Supreme Court will be reviewing the issue of enhanced damages this
term and the standard may change.
追加的な損害賠償を求める特許権者にとって良い点は少ない。追加的な損害賠償を得る主
な根拠となるのは、被告が故意に特許を侵害した場合である。侵害における故意の二段階
分析のうち、第一段階では、侵害者の行為が有効な特許の侵害を構成する客観的に高い可
能性があるにもかかわらず、侵害者が行為を行ったことを明確かつ説得力のある証拠によ
り証明することが原告に求められる。これについての判断は陪審ではなく、判事が行う。
さらに、控訴裁判所はこの段階の覆審を行う。これはつまり、裁判所の判決を尊重せず、
判決が容易に覆される可能性があることを意味する。第二段階では、特許権者は、客観的
に見てリスクが高いことを侵害者が知っていたこと、又は知っていたはずであることを証
明しなければならない。これは非常に厳格な基準であるので、原告が故意の侵害を立証で
きたとしても、追加的な損害賠償を確実に得ることができる訳ではない。
米国最高裁が、追加的な損害賠償の問題を見直すことになっているので、この用語と基準
は変更されるかもしれない。
21. From the standpoint of an alleged infringer, what are the bad points, points to
be improved or difficult-to-use points of the system of punitive damages?
２１．被疑侵害者の立場で、懲罰的損賠償の悪い点、改善すべきと考えている点又は利用
しづらい点は何ですか？

◆米国企業 A
See answer to 15 above.
上記 Q15 への回答を参照。
◆米国企業 B
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Willfulness is often used to drive settlement amounts higher in cases where the
accused infringer has not acted in bad faith.

A reasonable belief of

non-infringement or invalidity should shield the accused the infringer from punitive
damages. However, US courts inconsistently apply this standard and so patent holders
take advantage of the uncertainty to drive high settlement amounts. In addition,
the evidence upon which claims of willfulness can be based varies widely and is often
presented in an effort to taint the alleged infringer on issues unrelated to actual
willfulness.
故意は、被疑侵害者が悪意で行為したのではない場合に、和解金額を引き上げるために用
いられることが多い。侵害行為でないこと又は特許が無効であることを合理的に信じてい
た場合、被疑侵害者に対して懲罰的損害賠償がなされてはならない。もっとも、米国の裁
判所によるこの基準の適用には一貫性がないので、特許権者は、高額の和解金を引き出す
ためにこの不確実性に便乗している。さらに、故意の申立ての根拠となり得る証拠は、広
く異なっており、しばしば、実際の故意とは無関係の問題について被疑侵害者の評判を傷
つける目的で提出されている。
◆米国企業 C
Under the current standard, see 20 above, it is very difficult for a plaintiff to
obtain an award of enhanced damages.

Moreover, if the plaintiff does obtain enhanced

damages, there is a high probability that the court of appeals may reverse the
enhanced damages because part of the test for willful infringement is decided by
the judge and the court of appeals will take a fresh look at that issue and give
no deference to what transpired in the district court.

There is little a defendant

would want to change with respect to the standard for obtaining enhanced damages.
現行の基準の下では（上記 Q20 を参照）、原告が追加的な損害賠償の裁定を受けることは
非常に難しい。さらに、原告が追加的な損害賠償を得るにしても、故意侵害テストが部分
的に判事により決定されることから、控訴裁判所がこの問題を新たに見直すことになり、
その際には地方裁判所での経緯を尊重しないので、控訴裁判所が追加的な損害賠償を破棄
する蓋然性は高い。追加的な損害賠償を得るための基準について、被告が変更したい点は
ほとんどないだろう。
22. From the standpoint of a patentee, what are the good points, points to be
maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the system for damages in the United States?
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２２．特許権者の立場から、米国の損害賠償制度の良い点、維持すべきと考えている点又
は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何でしょう
か？

◆米国企業 A
See answer to Question 10 above.
上記 Q10 への回答を参照。
◆米国企業 B
Please see the answer to Question 16.
Q16 への回答を参照されたい。
◆米国企業 C
For the patentee, it is a good point that a patentee is always entitled to damages
for patent infringement of at least a reasonable royalty.

Even if the infringing

system was never financially profitable, the infringer will still be entitled to
damages.

Moreover, it is also good for the patentee that if it is a competitor with

the infringer, it might be able to recover its lost profits caused by the infringer.
The system for measuring damages based on reasonable royalty is very subjective and
therefore difficult to use.

Moreover, the apportionment requirement generally

requires that the royalty not be applied to the entire product, but must be
apportioned to a smaller unit, such as the smallest salable patent-practicing unit.
This analysis can be difficult, may subject the plaintiff to reversal on appeal,
and generally reduces the damages the plaintiff may claim.
特許権者にとっては、特許の侵害に対して、少なくとも合理的実施料による損害賠償が特
許権者に必ず与えられるというのは良い点である。侵害となるシステムが決して財政的に
採算の取れないものであったにしても、特許権者には、損害賠償に対する権利が与えられ
る。さらに特許権者にとって良い点であるのは、特許権者が侵害者の競争相手である場合
には、侵害者によって生じた逸失利益を回収できる可能性があるという点である。
合理的実施料に基づく損害額の測定システムは、非常に主観的なものであるので、利用す
るのが難しい。また、配分（apportionment）の要件により、一般的に、実施料を製品全
体に適用するのではなく、smallest salable patent-practicing unit のように、より小
さい単位に配分することが義務付けられている。この分析は難しいと考えられ、原告は控
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訴審での破棄を受けることになりかねず、一般に、原告が請求できる損害賠償額を減らす
ことになる。
23. From the standpoint of an alleged infringer, what are the good points, points
to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the system for damages in the United States?
２３．被疑侵害者の立場から、米国の損害賠償制度の良い点、維持すべきと考えている点
又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何でしょ
うか？

◆米国企業 A
See answer to Question 10 above.
上記 Q10 への回答を参照。
◆米国企業 B
Please see the answer to Question 16.
Q16 への回答を参照されたい。
◆米国企業 C
As with the plaintiff, the defendant must also apply apportionment when considering
what a reasonable royalty might be.

Although this can be a difficult exercise, it

generally weighs in favor of the defendant because it can result in smaller damages
awards.
Defendants often dislike the damages system used in the United States because it
requires the defendant to provide the plaintiff with detailed information concerning
pricing, profitability, etc. of the products accused of infringement.

Even though

the court requires safeguards to protect this information from becoming public, it
sometimes does.

For example, during a trial, the court room is typically open to

the public.
原告の場合と同様に、合理的実施料が何であるかを検討するにあたっては、被告も配分
（apportionment）を適用しなければならない。この適用は難しいものとなるかもしれな
いが、より少ない損害賠償額の裁定をもたらし得るので、一般に被告にとっては有利に働
く。
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被告は、米国で利用されている損害賠償制度を嫌うことが多い。それは、この制度では、
被告には、原告に対して、被疑侵害製品についての価格設定、採算性等に関して詳細な情
報を提供することが義務付けられるからである。裁判所は、このような情報が公にならな
いように保護するための安全措置を義務付けているものの、公になってしまうことがあ
る。例えば、トライアルにおいて、通常は、法廷は、公開されている。
IV. Question concerning the patent infringement lawsuit system in Japan
Ⅳ

日本の特許権侵害訴訟システムに関する質問

24. Please tell us about what you think are the good or bad points of the patent
infringement lawsuit system in Japan.
２４．日本の特許権侵害訴訟システムで良い又は悪いと考えている点についてお聞かせ願
います。

◆米国企業 A
We would observe that the Japanese court system seems to be efficient in its handling
of IP disputes, using judges belonging to the units specialized in IP. The Japanese
system appears to render high quality and timely adjudication of matters (12-18
months). While your questionnaire does not ask for suggestions, we believe that Japan
may wish to make the patent system more attractive to potential patentees and to
improve the value of issued patents, in order to encourage technology investment.
To that end, Japan may want to consider introducing some mechanisms, such as the
rebuttable presumption of validity provided to issued patents under U.S. law or any
other mechanism by which the decisions made by the JPO examiners, who are the experts
in patents, are adequately respected by the courts, including a means for the courts
to defer judgments regarding patent description requirements to the JPO.
我々の意見としては、日本の裁判制度は、知的財産紛争の取り扱い、知的財産専門部署に
所属する裁判官の活用など、効率的なものであるように思われる。日本の制度では、質が
高く、時宜に適った（12～18 ヶ月）問題の裁定が行われているように思われる。本調査票
では、提案は求められていないが、日本は、特許制度を潜在的な特許権者にとってより魅
力のあるものにし、技術投資を促進するために、交付された特許の価値を改善したいこと
と思う。そのためには、日本は、米国法の下での、交付された特許に与えられる有効性に
ついての反証を許す推定のような仕組みや、特許の専門家である日本国特許庁の審査官が
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行った決定が裁判所により十分に尊重されるようなその他の仕組み（JPO への特許説明の
要求についての判断に裁判所が従う手段を含む。）の導入を検討しても良いだろう。
◆米国企業 B
We have not had the occasion to be involved in the patent infringement lawsuit system
in Japan.
日本の特許侵害訴訟制度に関与する機会はこれまでになかった。
◆米国企業 C
日本の特許裁判における損害賠償額は、総じて低額に認定される傾向にあると認識してい
ます。日本で訴訟を提起しても損害賠償額が割に合わないため、各企業は日本を訴訟地と
して選択しないだけにとどまらず、日本で特許を取得しても価値が低い・日本に特許出願
する必要性は低い、との認識を持つほど大きな問題に発展しつつあると感じております。
日本の損害賠償額の水準を引き上げることは、日本の知財権の価値を高め、ひいては日本
の技術の価値を高めることにもつながりますので、知財立国として日本が検討しなくては
ならない重要な点であると認識しております。
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【米国法律事務所】
I. Patent infringement lawsuits in general
Ⅰ

特許権侵害訴訟全般

1. How do you think patent infringement disputes are generally resolved? Out of the
total number of patent infringement lawsuits, what do you think is the percentage
of the disputes resolved in the following forms?
１．特許権侵害はどのように解決するのが一般的だと感じていますか？全体を 100 として
その割合を（

）内にお答えください。

□ Litigation: by a court judgment: (
□ Litigation: by a settlement: (

)%
)%

□ Conciliation/mediation (ADR): (
□ Other (

): (

□訴訟：判決による終結（

）％

□訴訟：和解による終結（

）％

□調停（ADR 等）（
□その他（

)%
)%

）％
）（

）％

◆米国法律事務所 A
□ Litigation: by a court judgment: (20)%
□ Litigation: by a settlement: (75)%
□ Conciliation/mediation (ADR): (40)%
□ Other (merger or acquisition, termination of infringing activity or other
event that makes resolution or settlement unnecessary
合併や買収、侵害活動や解決や和解が不要となる他の事象の終了): (5)%
Note 1: about half or more of cases that settle do so after work with an independent
mediator.
Note 2: the likelihood of settlement varies depending upon a) the competitive
situation, b) the total amount of potential damages.

Cases brought by non-practicing

entities who are only seeking dollar amounts that are small compared to the costs
of a complete lawsuit almost always settle.
注 1：和解に至る訴訟の半数以上は、独立した調停人が介入して和解するに至っている。
注 2：和解の可能性は、a) 競争状況、b) 潜在的な損害の総額、に応じて異なってくる。
特許不実施主体が提起する訴訟は、最後まで訴訟をやり遂げる費用に比べれば、請求され
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る損害賠償額は少額にすぎないが、その訴訟はほとんどが和解に至る。
◆米国法律事務所 B
□ Litigation: by a court judgment: (

10

□ Litigation: by a settlement: (

)%

90

□ Conciliation/mediation (ADR): (
□ Other (
WHW:

): (

25

)%

)%

)%

I believe, although I could not find support for this analysis, that most patent

disputes not involving NPEs are resolved without litigation.
number of NPE initiated disputes are resolved without litigation.

Even a considerable
The numbers stated

above relate to only to resolution of patent infringement lawsuits.

Thus,

conciliation or mediation is a subset of litigation settlements.
WHW: この分析を裏付ける情報を見つけることはできなかったが、NPE（特許不実施主体）
の関与しない特許紛争のほとんどは、訴訟に至ることなく解決されていると思う。NPE が
開始した紛争の相当数でさえも、訴訟に至ることなく解決されている。上記の数値は、特
許権侵害訴訟の解決のみに関連するものである。このように、調停は訴訟解決の一部とな
っている。
◆米国法律事務所 C
□ Litigation: by a court judgment: 15% (this includes where a court dismisses
a case, grants summary judgment, or otherwise disposes of the matter
ここには、裁判所が訴えを却下した事案や、サマリ・ジャッジメントを行った事
案、その他の処分が行われた事案も含まれる)
□ Litigation: a verdict/judgment after trial: 2%
□Litigation: by a settlement: 72%
□ Conciliation/mediation (ADR): (

)% --(It is not possible to distinguish

between cases that settled due to the parties’ efforts and those that settled
as a result of mediation
紛争が当事者の努力で解決した事案と、調停の結果として解決した事案とは区別
できない)
□ Other (consolidation, severance, transfer, stay
訴えの併合、分離、移送、延期): 11%
These statistics reflect information on patent cases for the past 15 years in the
United States.

These statistics were gathered through the Lex Machina research

service.
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これらの統計は、米国における過去 15 年間の特許訴訟に関する情報を反映している。これ
らの統計は、Lex Machina のリサーチサービスを通じて収集した。
II. Evidence collection
Ⅱ

証拠収集

A. Questions concerning the systems for evidence collection in patent infringement
lawsuits in the United States
A

米国の特許権侵害訴訟における証拠収集の制度に関する質問

2. Please specify the law governing the discovery procedure and the applicable
clauses.
２．Discovery の根拠となる法律及び条文を教えて下さい。

◆米国法律事務所 A
The law governing discovery arises from five separate sources: Title 28 of the United
States Code; the Federal Rules of Civil Procedure (“FRCP”); appellate opinions;
local “District Court” rules; and individual judge practices.
Title 28 provides the following:
(i)

Chapters 85 and 87 (beginning with sections 1330 and 1390, respectively) cover

jurisdiction and venue.

These provisions both limit when discovery can be taken

and authorize subjecting a party to compulsory processes including discovery.
(ii)

Chapter 131 (beginning with section 2071) provides a legislative delegation

to the district courts to make rules governing many aspects of the conduct of cases,
including rules regarding discovery.
The FRCP are promulgated by the Supreme Court, using a committee of practising lawyers
and judges.

Rules 26 through 37 govern discovery between the parties.

Rule 45

governs subpoenas for discovery from third parties.
The regional circuit courts of appeal produce the appellate decisions governing the
district courts in their circuit.
the 9th Circuit.

The Northern District of California is part of

Accordingly, appellate decisions of the 9th Circuit Court of Appeal

govern discovery in cases in the Northern District of California.
Every judicial district has its own local rules.
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As there are 94 regional districts

plus the International Trade Commission, it is not possible to list them all here.
Every judge has “standing orders” regarding the conduct of cases before them, often
including, discovery.

These standing orders have virtually the same impact as local

rules.
Judges typically show deference to the decisions of the district court judges in
the same district.
Discovery の根拠法は、合衆国法律第 28 編、連邦民事訴訟規則（
「FRCP」）、 控訴裁判所の
法廷意見（appellate opinions）
、「地方裁判所」のローカルルール、個々の判事の慣行、
の 5 つの法源である。
第 28 編は、次のように規定している。
(i)

第 85 章と第 87 章（それぞれの最初の条文は第 1330 条、第 1390 条）は、管轄権及

び裁判地を定めている。これらの規定は discovery を行うことのできるときを限定すると
ともに、discovery を含め、強制手続を当事者に強いる権限を与えている。
(ii)

第 131 章（第 2071 条以下）は、discovery に関するルールを含め、訴訟行為の多く

の要素について規律するルールについて、地方裁判所への立法委任を定めている。
FRCP は、開業弁護士及び判事から構成される委員会を利用して、最高裁判所が発布したも
のである。第 26 条から 37 条までは、当事者間の discovery を規律している。第 45 条は、
第三者からの discovery を行うための召喚状について規律している。
地域にある巡回控訴裁判所は、それぞれの巡回区にある地方裁判所の根拠判例となる控訴
判決を出している。カリフォルニア州北部地区は、第 9 巡回区に含まれる。したがって、
第 9 巡回区控訴裁判所の控訴判決は、カリフォルニア州北部地区の訴訟の discovery の根
拠判例となる。
どの裁判区にも、独自のローカルルールがある。94 地方行政区と国際貿易委員会があるの
で、そのすべてをここに挙げることはできない。
どの判事も、自身が審理を行う訴訟の行為（discovery を含むことが多い。
）について「審
理手続（standing orders）
」を持っている。こうした審理手続は事実上、ローカルルール
と同じ効果を持っている。
判事は、通常は、同一行政区の地方裁判所の判事の判決に敬意を示している。
◆米国法律事務所 B
For the ITC, discovery is governed by 19 C.F.R. §§ 210.27-210.33.

These rules

can be found on the ITC website.
For District Court actions, discovery is governed by the Federal Rules of Civil
Procedure and specifically Rules 26-37 and 45.
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These rules can be found in many

places, including at the website law.cornell.edu.

These rules of civil procedure

are supplemented and in some cases superseded by court local rules.

Local court

rules can be found on the court websites (e.g., cand.uscourts.gov).
国際貿易委員会（ITC）の場合には、discovery の根拠法は、19 C.F.R. §§ 210.27-210.33
である。この規則は、ITC のウェブサイトで閲覧できる。
地方裁判所での訴訟の場合には、discovery の根拠法は、連邦民事訴訟規則の特に第 26 条
～第 37 条と第 45 条である。この規則は、law.cornell.edu.のウェブサイト上など、多く
の場所で閲覧することができる。これらの民事訴訟規則は補足されており、場合によって
は裁判所のローカルルールが優先される。地方裁判所のルールは、その裁判所のウェブサ
イト上（例えば、cand.uscourts.gov）で閲覧することができる。
◆米国法律事務所 C
Federal Rules of Evidence, including Rules 26-37 and 45.

Many United States District

Courts also have local rules that apply to discovery procedures generally, in both
patent cases and non-patent cases; some have rules that are specific to discovery
in patent cases.
Many district courts also have local patent rules that govern infringement and
invalidity contentions and document productions associated with those contentions.
Various examples of local patent rules may be accessed at the following links:
http://www.txed.uscourts.gov/page1.shtml?location=rules
http://www.cand.uscourts.gov/localrules/patent
Some judges also have their own procedures for patent cases, for example:
http://www.txed.uscourts.gov/page1.shtml?location=info:judge&judge=17
(“Standing Orders”)
http://court.cacd.uscourts.gov/Cacd/JudgeReq.nsf/0/5359419014eb2dae882579f5006b0
824/$FILE/Standing%20Patent%20Rules.pdf
Each judge’s approach to discovery is also informed by their written decisions.
連邦証拠規則、ならびに連邦民事訴訟規則の第 26 条～第 37 条、第 45 条である。多くの地
方裁判所においては、特許訴訟及びそれ以外の訴訟の discovery に一般的に適用されるロ
ーカルルールも存在する。特許訴訟における discovery についてのみ適用されるローカル
ルールを持つ地方裁判所もある。
多くの地方裁判所においては、特許侵害の主張、特許無効の主張、これらに関連した文書
提出についてのローカルパテントルールも存在する。ローカルパテントルールのさまざま
な例については、次のリンクを参照されたい。
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http://www.txed.uscourts.gov/page1.shtml?location=rules
http://www.cand.uscourts.gov/localrules/patent
個々の裁判官が、特許訴訟のための独自の手続を持っている場合もある。例えば以下であ
る。
http://www.txed.uscourts.gov/page1.shtml?location=info:judge&judge=17 (「裁判所審
理規則（Standing Order）」)
http://court.cacd.uscourts.gov/Cacd/JudgeReq.nsf/0/5359419014eb2dae882579f5006b0
824/$FILE/Standing%20Patent%20Rules.pdf
各裁判官の discovery に対する姿勢は、文書によっても通知される。
3. Please specify the law governing the disclosure procedure and the applicable
clauses.
３．Disclosure の根拠となる法律及び条文を教えて下さい。

◆米国法律事務所 A
See above.
上記を参照。
◆米国法律事務所 B
Mandatory disclosures in the ITC are part of the complaint the response, which are
governed by 19 C.F.R. §§ 210.12-210.13.
Disclosures in District Court cases are governed by Fed. R. Civ. Proc. 26.
ITC における義務的開示は、申立への応答の一つであり、その根拠法は 19 C.F.R. §§
210.12-210.13 である。
地方裁判所の訴訟における開示の根拠法は、連邦民事訴訟規則の第 26 条である。
◆米国法律事務所 C
Federal Rules of Evidence, including Rules 26-37 and 45.

Many United States District

Courts also have local rules that apply to discovery procedures generally, in both
patent cases and non-patent cases; some have rules that are specific to discovery
in patent cases.
Many district courts also have local patent rules that govern infringement and
invalidity contentions and document productions associated with those contentions.
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Various examples of local patent rules may be accessed at the following links:
http://www.txed.uscourts.gov/page1.shtml?location=rules
http://www.cand.uscourts.gov/localrules/patent
Some judges also have their own procedures for patent cases, for example:
http://www.txed.uscourts.gov/page1.shtml?location=info:judge&judge=17
(“Standing Orders”)
http://court.cacd.uscourts.gov/Cacd/JudgeReq.nsf/0/5359419014eb2dae882579f5006b0
824/$FILE/Standing%20Patent%20Rules.pdf
Each judge’s approach to discovery is also informed by their written decisions.
連邦証拠規則、ならびに連邦民事訴訟規則の第 26 条～第 37 条、第 45 条である。多くの地
方裁判所においては、特許訴訟及びそれ以外の訴訟の discovery に一般的に適用されるロ
ーカルルールも存在する。特許訴訟における discovery についてのみ適用されるローカル
ルールを持つ地方裁判所もある。
多くの地方裁判所においては、特許侵害の主張、特許無効の主張、これらに関連した文書
提出についてのローカルパテントルールも存在する。ローカルパテントルールのさまざま
な例については、次のリンクを参照されたい。
http://www.txed.uscourts.gov/page1.shtml?location=rules
http://www.cand.uscourts.gov/localrules/patent
個々の裁判官が、特許訴訟のための独自の手続を持っている場合もある。例えば以下であ
る。
http://www.txed.uscourts.gov/page1.shtml?location=info:judge&judge=17 (「裁判所審
理規則（Standing Order）」)
http://court.cacd.uscourts.gov/Cacd/JudgeReq.nsf/0/5359419014eb2dae882579f5006b0
824/$FILE/Standing%20Patent%20Rules.pdf
各裁判官の discovery に対する姿勢は、文書によっても通知される。
4. In addition to the discovery and discourse procedures, what kind of system for
evidence collection is available? Please also specify the governing law and the
applicable clauses.
If there is more than one system, please specify all.
４．Discovery 及び Disclosure 以外にはどのような証拠収集制度が存在するのでしょう
か？その根拠となる法律及び条文も教えて下さい。
※複数存在する場合には全てお答え下さい。
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◆米国法律事務所 A
The parties in patent cases frequently engage in the same informal factual
investigations that parties pursue in any other litigation.

These include informal

interviews of potentially knowledgeable individuals, informal efforts to collect
whatever documentary evidence may be available.
In patent cases, the two critical issues are validity and infringement.

To challenge

validity, an accused infringer will conduct prior art research outside of discovery.
This may include private searches of public databases, libraries, and patent
databases.
For the patent owner trying to prove infringement, reverse engineering of the accused
product can be done either by internal engineering resources or third party groups
such as Chipworks or Dfr.
There is no law governing information investigations, other than ethical and criminal
constraints.
特許訴訟の当事者は、当事者が他の訴訟で追求しているものと同じ非公式の事実調査をよ
く行う。こうした調査には、問題に詳しいと考えられる個人への非公式の面談、入手可能
な文書証拠を収集するための非公式の活動が含まれる。
特許訴訟では、重要となる二つの問題は、有効性と侵害の問題である。特許の有効性に異
議を唱えるために、被疑侵害者は、discovery の手続の範囲外で先行技術調査を行うこと
になる。これには、公共のデータベース、ライブラリ、特許データベースの非公開の調査
が含まれることがある。
特許権者が侵害を立証しようとする場合、侵害の疑いのある製品のリバースエンジニアリ
ングは、社内エンジニア又は Chipworks や Dfr.といった第三者団体のいずれかが行うこと
ができる。
倫理上及び刑事上の制約が定められている以外では、情報調査について規律している法律
は存在しない。
◆米国法律事務所 B
Evidence can be gathered or created outside of the rules of civil procedure through
independent investigation, such as through reverse engineering or testing of
products or analysis of source code.

Often this gathering or creation of evidence

is conducted by or in cooperation with experts.

Another example is the

identification of prior art in patent disputes, which is often conducted outside
of formal discovery.

These forms of evidence gathering or creation are governed
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at trial by admissibility concerns as set out in the Federal Rules of Evidence.
証拠収集や証拠作成は、リバースエンジニアリングや製品テスト、ソースコードの分析な
ど、独立した調査を通じて、民事訴訟規則の適用範囲外で行うことができる。この証拠の
収集・作成は、専門家との協力により行われることが多い。もう一つの例としては、特許
紛争における先行技術の特定があるが、これは正式な discovery の範囲外で行われること
が多い。このような形式の証拠収集・作成については、連邦証拠規則に定められているよ
うに、トライアル（正式事実審理）において許容されるものであるかが決定される。
◆米国法律事務所 C
Beyond seeking discovery and disclosures from the parties to the litigation,
litigants may also gather discovery from third parties through subpoenas issued
pursuant to Federal Rule of Civil Procedure 45, which may include deposition,
document production or inspection.
訴訟当事者に対する discovery と disclosure に加え、連邦民事訴訟規則第 45 条に基づき
発行される召喚状により、訴外の第三者に対して discovery を請求することもできる。そ
こでは、デポジション、文書提出、閲覧（Inspection）も行うことができる。
5. What is a difference between the discovery and disclosure procedures and the other
system(s) for evidence collection you mentioned in 4 above?
５．Discovery 及び Disclosure と４．でお答えいただいた証拠収集制度との関係性を教え
て下さい。

◆米国法律事務所 A
The primary difference is that discovery and disclosure are done either between the
parties or with the participation of both parties.

Information evidence collection

is confidential attorney work product, the results of which a party only shares with
the other side to the litigation if and when it is advantageous to do so.
主な違いは、discovery と disclosure は当事者間で行われるか又は両当事者の参加の上で
行 わ れ る か の い ず れ か だ と い う 点 で あ る 。 情 報 証 拠 収 集 物 （ Information evidence
collection）は弁護士が作成する秘密文書であり、その結果について、一方の当事者は、
それを共有することにメリットがある場合にのみ、他方の訴訟当事者とそれを共有する。
◆米国法律事務所 B

- 47 -

The primary difference between the formal discovery procedures listed above and those
described in question 4 is the party that holds and controls the evidence.
上で挙げた正式な discovery と Q4 で挙げた手続の主な違いは、証拠を保有・管理してい
る者である。
◆米国法律事務所 C
Discovery from third parties pursuant to Federal Rule of Civil Procedure 45 tends
to be more limited than what is available from the parties under the other Federal
Rules of Civil Procedure.

For example, Rule 45 may typically be used to obtain one

deposition per third party, a limited number of document requests, and a limited
scope of document production.
連邦民事訴訟規則第 45 条に従っての第三者に対する discovery の請求は、同規則の他の
条項により訴訟当事者に対してなされ得る discovery の請求に比べると、制限されている。
例えば、通常、1 名の第三者につき 1 回のデポジションを認めさせるために第 45 条が利用
されることがあり、文書請求の回数も制限され、文書提出の範囲も狭い。
6. Please explain the purpose of the discovery procedure and the background that led
to the introduction of this system. Please also specify the references that explain
these matters.
６．Discovery の趣旨や制度導入の背景を教えて下さい。その根拠となる文献も分かれば
教えて下さい。

◆米国法律事務所 A
Purpose:

Discovery ensures that that both sides to a dispute are fully informed

of all the facts prior to trial.
1.

Assists in settlement.

This serves two purposes:
If both sides know all the pertinent facts and are

well-informed by dispassionate counsel, they will both be aware of the strengths
and weaknesses to their cases and are therefore more likely to agree on a resolution.
2.

Aids the pursuit of truth at trial.

With adequate discovery, no party can

hide damaging evidence, ensuring that the court will be more able to reach a fair
conclusion.
Background:

Our current discovery regime is, to some extent, an attempt to avoid

the legal complexity of the pleading-driven procedures applicable through the 19th

- 48 -

century and into the 20th century.

The concept is that the pleadings need only provide

basic notice of the issues in dispute.

The facts associated with those issues could

then be learned through discovery.

Furthermore, unlike the French or Spanish

magisterial

systems,

the

US

system

is

adversarial.

Without

magistrate

investigating facts, the lawyers for the parties must do the investigation.
each lawyer only sees his or her client’s side of the story.

But

In order for the lawyer

to be able to do a complete investigation, it was necessary to give the lawyer the
ability to gather evidence from the opponent.
趣旨：Discovery は、紛争の当事者双方に、トライアル（正式事実審理）前に全ての事実
が完全に知らされることを保証するものである。これは次の二つの目的に資する。
①和解を支援すること。関係のある事実のすべてを両サイドが知っており、また公平な弁
護士から十分に情報を提供されている場合には、自分たちの主張の強みと弱みに両者が気
づくので、和解に合意する可能性が高い。
②トライアルでの真実の追求を助けること。適切な discovery が行われると、いずれの当
事者も、不利な証拠を隠すことはできないので、裁判所が公正な結論に達することができ
る可能性がより高くなる。
背景：米国の現行の discovery 制度は、19 世紀から 20 世紀にかけて適用されてきた訴答
中心の手続の法律上の複雑さをなくそうとしているものだとも言える。その考え方とは、
プリーディング（訴答）では、争点について基本的な通知を行うことをしさえすればよい
というものである。その後、当該の争点と関連する事実は、discovery を通じて知得する
ことができる。さらに、フランスやスペインの行政官による制度とは異なり、米国の制度
は対審制である。治安判事が事実を調査しない場合には、当事者の弁護士が調査を行わな
ければならない。しかし、各弁護士に分かるのは、依頼人側の話だけである。弁護士が完
全な調査を行うことができるためには、相手方から証拠を収集する能力を弁護士に与える
必要があった。
◆米国法律事務所 B
Discover in the American legal system is intended to expose and develop the facts
underlying a dispute, with an emphasis on the reliability of the evidence to be
provided to the court.

Courts have been able to require disclosures and production

of evidence from the very beginning of the United States as a country.
reflected, for example, in the Judiciary Act of 1789.

This is

The twentieth century saw

the development of the Federal Rules of Civil Procedure, which have continued to
develop over time reflecting the development of business record keeping and
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technology.

There are voluminous texts on the development and rationale for

discovery in the American legal system.

An important source to understand the

development and rationale for today’s discovery procedures are the commentaries
to the various relevant rules of civil procedure, which reflect the goals and
considerations for the various forms of evidence.
米国の法制度における Discovery は、紛争の基礎となる事実を明らかにし、整理すること
を目的としており、裁判所に提出される証拠が信頼できるものであることが重視されてい
る。裁判所は、米国の建国当時から証拠の開示・提出を求める能力を有していた。このこ
とは例えば、1789 年裁判所法（Judiciary Act）に反映されている。20 世紀には、連邦民
事委訴訟規則の発展を見ることになり、同規則はさらに長年の間に、企業による記録管理
や技術の開発を反映して発展し続けている。米国の法制度における discovery の発展及び
論拠に関しては、膨大な量の文献がある。現在の discovery の発展及び論拠を理解するに
あたっての重要な情報源は、関連する様々な民事訴訟規則の解説書であり、これらが多様
な形式の証拠の目的と考察を行っている。
◆米国法律事務所 C
In 1938 the Federal Rules of Civil Procedure became the law in the United States.
The most important change was to permit parties to take oral depositions of both
parties and witnesses as a matter of right.
inspect and copy the other parties’ documents.

The Rules also allowed parties to
A good historical treatment of the

Federal Rules concerning discovery can be found at Subrin, Stephen N., “Fishing
Expeditions Allowed: The Historical Background of the 1938 Federal Discovery Rules,”
Boston College Law Review, Vol. 39, Article 6
(http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2099&context=bclr)
.
The policy in the United States is to allow broad reaching discovery involving any
material that is “relevant to any party’s claim or defense and proportional to the
needs of the case …”

FRCP 26(b).

Since their introduction, the rules have gone through various amendments.

Before

2000, depositions could be of unlimited duration and could last for days or longer.
In the 2000 amendments, the rules imposed a presumptive durational limitation of one
day of seven hours for any deposition, as indicated in Federal Rules of Civil Procedure
30(d)(1).
In the 2015 amendments, a principle of proportionality was imposed in the rules, by
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which parties may obtain discovery regarding any non-privileged matter that is
relevant to any party's claim or defense and “proportional to the needs of the case.”
Courts had variously been applying proportionality in resolving discovery disputes
before the 2015 amendments.

Proportionality suggests that in bigger cases, more

discovery is possible, but in smaller cases, less discovery is more likely.
1938 年に、連邦民事訴訟規則が、米国における民事訴訟に関する法令として制定された。
ここでの最も重要な変更点は、当事者双方と証人による口頭でのデポジションを、当事者
の権利として認めたことである。連邦民事訴訟規則は、当事者に対し、相手方の文書を閲
覧し、写しを作成することも認めた。連邦民事訴訟規則の Discovery に関する規定の歴史
的背景については、次の文献を参照されたい。Subrin, Stephen N., “Fishing Expeditions
Allowed: The Historical Background of the 1938 Federal Discovery Rules,”

Boston

College Law Review, Vol. 39, Article 6
(http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2099&context=bclr).
米国の政策は、
「あらゆる当事者の請求または抗弁に関係し、かつ、訴訟における必要性に
均衡している」
（連邦民事訴訟規則第 26 条(b)）全ての資料について広範な discovery を認
めるというものである。
連邦民事訴訟規則は、その導入以来、さまざまな修正がなされてきた。2000 年以前は、デ
ポジションについて期間制限はなく、何日間もかけて行うことも可能であった。しかし、
2000 年改正により、同規則第 30 条(d)(1)にあるように、あらゆるデポジションは 1 日（7
時間）に推定的に制限されることとなった。
2015 年改正では、均衡性の原則が課されることとなり、当事者は、あらゆる当事者の請求
または抗弁に関係し、かつ、「訴訟における必要性に均衡している」
、秘匿特権に該当しな
い事項についてのみ discovery を行えることとなった。2015 年改正以前は、裁判所は、
discovery に関する紛争を解決するに当たり、さまざまなかたちで均衡性のルールを適用
してきた。均衡性ということからすれば、大きな事件では広範な discovery が可能となる
が、小さい事件では限定的な discovery しか行えない可能性が高いであろう。
7. When is the discovery procedure conducted? Please also specify the governing law
and the applicable clauses.
７．Discovery はいつ行われるのでしょうか？その根拠となる法律及び条文も教えて下さ
い。
After the filing of the action until the commencement of the trial
提訴後から公判までの間
◆米国法律事務所 A
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Patent cases are conducted in federal court.

In federal court, discovery cannot

commence until after counsel has met to discuss a discovery plan, as mandated by
Rule 26(f).

See FRCP 26(d).

Typically, a court will order that all discovery except

expert discovery be completed by a set date, several months before trial.

Expert

discovery typically begins late in the discovery period and may continue for two
or three months after all other discovery has ended.
After the deadlines for the completion of discovery, the parties cannot make any
further new discovery requests.

However, the parties have an ongoing duty to provide

complete discovery responses and, if necessary, supplement earlier discovery
responses with recently learned or found information right up to trial.
特許訴訟は連邦裁判所で行われる。連邦裁判所では、第 26 条（f）が定めるように、弁護
士が discovery の予定の話し合いのために集まるまでは、discovery を開始することがで
きない。FRCP 第 26 条(d)を参照。通常、裁判所は、トライアルの数ヶ月前に、設定された
日までに専門家の discovery を除く全ての discovery を完了させるように命じる。専門家
の discovery は、通常は、discovery の手続期間の後半から始まり、他の discovery が全
て終了してから 2・3 か月間続くことがある。
Discovery の完了期限後は、当事者は、さらに新たな discovery を要請することはできな
い。ただし、訴訟当事者には、discovery に完全に応答し、必要に応じて、それまでの
discovery における応答を、最近知得したか又はトライアルまでに発見した情報により補
完するという継続的な義務がある。
◆米国法律事務所 B
After the filing of the action until the commencement of the trial.
Formal discovery, that is, the forms of discovery governed by the Federal Rules of
Civil Procedure, is conducted during litigation following the initial conference
through the close of discovery.

Rules 26(d) and 26(f).

提訴後からトライアル（正式事実審理）開始までの間。
正式な discovery、すなわち、連邦民事訴訟規則で規律されている形式の discovery は、
最初の協議から discovery が終了するまでの訴訟の期間に実施される。第 26 条（d）及び
第 26 条（f）
。
◆米国法律事務所 C
After the filing of the action until just before the commencement of the trial, such
as when summary judgment motions are due.
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The Federal Rules of Civil Procedure and each district court’s local rules govern
the timing for discovery.

Generally discovery can begin within 60 to 90 days of

the filing of the complaint and continues until approximately 4 months before trial.
Federal Rule of Civil Procedure 16 requires the court and parties to set a schedule
early in the case that will govern the timing for discovery and the scope/amount
of discovery to be allowed for each case. Typically, the parties will consider the
judge’s typical schedule from past cases, and confer on a schedule that is similar.
If the parties disagree on a schedule, they will present their various proposals
to the court and explain why their schedules differ.

For example, in cases in which

discovery has been consolidated among various cases against different defendants,
the defendants may propose a different schedule than the plaintiff.
The district court’s local patent rules may also govern the timing for various
disclosures and production of documents.
提訴後から公判までの間、すなわち、サマリ・ジャッジメントの申立て期限前などである。
連邦民事訴訟規則と各地方裁判所のローカルルールは、discovery の時期について定めて
いる。一般的には、discovery は提訴後 60 日から 90 日以内に開始され、トライアル（正
式な事実審理）の約 4 か月前まで続く。連邦民事訴訟規則第 16 条は、裁判所と当事者に
対し、各事件において認められる discovery の時期と範囲／量についてのスケジュールを、
訴訟の初期に定めるよう求めている。通常は、当事者は、過去の事件から担当裁判官が提
示する典型的なスケジュールを考慮して、似たようなスケジュールを立てるよう協議す
る。スケジュールについて合意に達しない場合、当事者は、裁判所に対して自分たちのス
ケジュールを提案し、異なるスケジュールとした理由について説明する。例えば、異なる
複数の被告に対する異なる訴訟において discovery が併合された場合、被告たちは原告と
は異なるスケジュールを提案するであろう。
地方裁判所のローカルパテントルールも、さまざまな disclosure や文書提出の時期に関
して定めている。
8. What marks the commencement of the discovery procedure? Please also specify the
governing law and the applicable clauses.
８．Discovery は何をきっかけに始まるのでしょうか？その根拠となる法律及び条文も教
えて下さい。

◆米国法律事務所 A
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Unless otherwise ordered by the court in a particular case, the parties are free
to start making discovery requests as soon as the Rule 26(f) conference between the
lawyers is done.

The Rule 26(f) conference is typically scheduled for two to three

weeks before the initial hearing with the judge.

The timing of that hearing depends

upon the judge’s calendar but is often about three months after the complaint is
filed.

See FRCP 26(d), (f).

特定の場合に、裁判所から別段の命令が出されない限りは、第 26 条（f）に定められた弁
護士間の協議が行われ次第、当事者は自由に discovery を要請し始めることができる。第
26 条(f)の協議は、通常は、判事による最初の審問の 2～3 週間前に予定される。審問の時
期は、判事のスケジュールによって決まっているが、訴状の提出から約 3 か月後であるこ
とが多い。FRCP 第 26 条(d), (f)を参照。
◆米国法律事務所 B
Discovery commences with initial disclosures and formal discovery commences with
the initial conference of the parties.

Rule 26(f).

Discovery は、冒頭の当然開示により始まり、正式な discovery は、当事者の最初の協議
により始まる。第 26 条（f）。
◆米国法律事務所 C
The schedule set out pursuant to Federal Rules of Civil Procedure 16 and 26 will
define when discovery can begin for each litigation.

The district court’s local

rules may also set parameters for when discovery can begin.
連邦民事訴訟規則第 16 条と第 26 条により定められたスケジュールにおいては、各訴訟に
おいて discovery をいつ開始することができるかが定められる。地方裁判所のローカルル
ールも、discovery の開始時期について定めている。
9. What steps are involved in the discovery procedure? Please also specify the
governing law and the applicable clauses.
９．Discovery にはどんな種類の手続があるのでしょうか？その根拠となる法律及び条文
も教えて下さい。
(1) Interrogatories
(2) Request for Production of Document
(3) Deposition
(4) Request for Admission
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①質問状
②資料提出請求
③デポジション
④自白請求
◆米国法律事務所 A
(1) Interrogatories – written questions served by one party upon the other.

FRCP

33.
(2) Request for Production of Document – written requests that one party assemble
and provide to the other various documents, electronic records, and things.

FRCP

34.
Document requests can also be sent to third parties as part of a subpoena.

FRCP

45(1)(D).
Typically, the parties first obtain as much information as they can by interrogatory
and document request.

This takes about six months in most cases.

(3) Deposition – A party has the right to conduct an examination of relevant
witnesses, either by oral questioning (the normal approach, covered by FRCP 30) or
by written questions (very rare, FRCP 31).

The witnesses can be employees of the

opposing party(FRCP 30(a)) or can be individuals unrelated to any of the parties
but whose attendance can be compelled by subpoena (FRCP30(a), 45).

In addition,

in most cases the parties take the deposition of the corporate entities themselves.
(FRCP 30(b)(6)).

In such depositions, the party wishing to ask questions provides

a list of the topics for the examination.

Counsel for the company then has to locate

and prepare individuals who can speak knowledgeably for the company on those topics.
(4) Request for Admission (FRCP 36) are typically used towards the conclusion of
discovery to obtain clear statements on issues that are not disputed.

Such issues

might be the authenticity of an important document or the presence of a particular
feature in a product.
(1) 質問状 – 一方の当事者から他方の当事者に送達される質問書面

FRCP 第 33 条.

(2) 資料提出請求 – 一方の当事者に対し、様々な資料、電子記録や物をまとめ、他方の
当事者に提供することを請求する書面

FRCP 第 34 条

資料提出請求は、召還令状の一部として、第三者に送付してもよい。 FRCP 第 45 条(1)(D).
通常は、当事者はまず、質問状や資料提出請求によって、可能な限り多くの情報を入手す
る。これには約 6 か月がかかる場合がほとんどである。
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(3) デポジション －当事者には、口頭での質問（通常のアプローチ、FRCP 第 30 条が定め
ている）又は書面による質問（非常に稀、FRCP 第 31 条）により関係する証人の尋問を行
う権利を有する。証人は、相手方当事者の従業員（FRCP 第 30 条（a）
）であるか、又はい
ずれの当事者にも関係がなく、召還令状によりその出廷を強制することができる個人
（FRCP 第 30 条(a)、第 45 条）であってもよい。さらに、当事者が法人に対してデポジシ
ョンを行う場合がほとんどである（FRCP 第 30 条(b)(6)）
。このようなデポジションでは、
質問することを望む者は、尋問のトピックのリストを提供する。次に、企業の弁護士は、
このトピックに関して当該企業について豊富な知識を披露することのできる個人の場所
を特定し、証言のための準備をする必要がある。
(4) 自白請求（FRCP 第 36 条）は、通常は、争点となっていない問題について明確な陳述
を得るために、discovery の終結に向けて利用される。当該の問題とは、重要な資料の真
正性やある製品における特定の特徴の存在である可能性もある。
◆米国法律事務所 B
(0) Initial disclosures.
(1) Interrogatories.

Rule 26 and local court rules.

Rule 33.

(2) Request for Production of Documents and Things and Entry up Land for Inspection.
Rule 34.
(3) Deposition.

Rules 27-31.

(4) Request for Admission.

Rule 36.

(0) 冒頭の当然開示。第 26 条及び地方裁判所のルール
(1) 質問状

第 33 条

(2) 文書等提出請求及び検査のための土地立入請求
(3) デポジション
(4) 自白請求

第 34 条

第 27 条～第 31 条

第 36 条

◆米国法律事務所 C
(1) Interrogatories (written questions), Federal Rule of Civil Procedure 33
(2) Request for Production of Document or Inspection of Premises, Federal Rule of
Civil Procedure 34
(3) Depositions, Federal Rule of Civil Procedure 30
(4) Requests for Admission, Federal Rule of Civil Procedure 36
(5) Third party subpoenas for documents and/or depositions, Federal Rule of Civil
Procedure 45
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(6) Initial disclosures of information and documents, Federal Rule of Civil Procedure
26
(7) Infringement/invalidity contentions and associated document productions, local
patent rules for district courts or each judge’s procedures
(8) Expert discovery, including depositions and expert reports, Federal Rules of
Civil Procedure 26 and 30.

Additionally caselaw will govern whether an expert is

qualified to give his/her opinion; the main case on this issue is Daubert v. Merrell
Dow Pharmaceuticals, 509 U.S. 579 (1993).
(1) 質問状（質問を記載した書面）
（連邦民事訴訟規則第 33 条）
(2) 文書提出請求又は施設立入検査請求（連邦民事訴訟規則第 34 条）
(3) デポジション（連邦民事訴訟規則第 30 条）
(4) 自白請求（連邦民事訴訟規則第 36 条）
(5) 召喚状による第三者に対する文書提出請求及び／又はデポジション（連邦民事訴訟規
則第 45 条）
(6) 情報と文書に関する冒頭の当然開示（連邦民事訴訟規則第 26 条）
(7) 特許侵害／特許無効の主張とそれに関連した文書提出（特許に関する地方裁判所のロ
ーカルルール又は各裁判官のルール）
(8) エキスパート・ディスカバリー。ここにはデポジションと専門家の報告書も含まれる
（連邦民事訴訟規則第 26 条、第 30 条）。さらに、判例法理により、専門家に意見表明を
行う適格性があるかどうかに関するルールが形成されている。この問題に関する重要判例
は、Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, 509 U.S. 579 (1993)である。
10. Who conducts the discovery procedure? Please also specify the governing law and
the applicable clauses.
１０．Discovery は誰が実行するのでしょうか？その根拠となる法律及び条文も教えて下
さい。
(1) Interrogatories: plaintiff's attorney; defendant's attorney
(2) Request for Production of Document: plaintiff's attorney; defendant's attorney
(3) Deposition: witness (usually defendant's witness or third party witness); court
reporter; plaintiff's attorney; defendant's attorney
(4) Request for Admission: plaintiff's attorney; defendant's attorney
①質問状：

原告

②資料提出請求：

原告の弁護士
原告

被告

原告の弁護士

被告の弁護士
被告

被告の弁護士

③デポジション： 証人（通常は被告側又は第三者の証人） 裁判所の記録担当者
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原告

の弁護士

被告の弁護士

④自白請求：

原告

原告の弁護士

被告

被告の弁護士

◆米国法律事務所 A
(1) Interrogatories: plaintiff's attorney; defendant's attorney
(2) Request for Production of Document: plaintiff's attorney; defendant's attorney
(3) Deposition: witness (usually defendant's witness or third party witness); court
reporter; plaintiff's attorney; defendant's attorney
(4) Request for Admission: plaintiff's attorney; defendant's attorney
◆米国法律事務所 B
(1) Interrogatories: plaintiff's attorney; defendant's attorney
(2) Request for Production of Document: plaintiff's attorney; defendant's attorney
(3) Deposition: witness (usually defendant's witness or third party witness); court
reporter; plaintiff's attorney; defendant's attorney
(4) Request for Admission: plaintiff's attorney; defendant's attorney
◆米国法律事務所 C
(1) Interrogatories: plaintiff's attorney; defendant's attorney; Federal Rule of
Civil Procedure 33
(2) Request for Production of Document or Inspection of Premises: plaintiff's
attorney; defendant's attorney, Federal Rule of Civil Procedure 34
(3) Deposition: witness (usually plaintiff or defendant's witness or third party
witness); court reporter; videographer; plaintiff's attorney; defendant's attorney
Federal Rule of Civil Procedure 30
(4) Request for Admission: plaintiff's attorney; defendant's attorney

Federal Rule

of Civil Procedure 36
(5) Third party subpoenas for documents and/or depositions, plaintiff attorney,
defendant’s attorney, third parties and their attorneys.

Federal Rule of Civil

Procedure 45
(6) Initial disclosures – plaintiff’s attorney, defendant’s attorney, Federal Rule
of Civil Procedure 26
(7) Infringement/invalidity contentions – plaintiff’s attorney, defendant’s
attorney, experts.

Local Patent Rules for district courts
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(8) Expert discovery – plaintiff’s attorney, defendant’s attorney, experts hired
by each party.

Federal Rules of Civil Procedure 26 and 30 govern this discovery.

Additionally case law will govern whether an expert is qualified to give his/her
opinion; the main case on this issue is Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, 509
U.S. 579 (1993).
(1) 質問状：原告の弁護士、被告の弁護士（連邦民事訴訟規則第 33 条）
(2) 文書提出請求又は施設立入検査請求：原告の弁護士、被告の弁護士（連邦民事訴訟規
則第 34 条）
(3) デポジション：証人（通常は、原告側又は被告側の証人又は第三者の証人）、裁判所
の記録担当官、ビデオ撮影者、原告の弁護士、被告の弁護士（連邦民事訴訟規則第 30 条）
(4) 自白請求：原告の弁護士、被告の弁護士（連邦民事訴訟規則第 36 条）
(5) 召喚状による第三者に対する文書提出請求及び／又はデポジション：原告の弁護士、
被告の弁護士、第三者、第三者の弁護士（連邦民事訴訟規則第 45 条）
(6) 情報と文書に関する冒頭の当然開示：原告の弁護士、被告の弁護士（連邦民事訴訟規
則第 26 条）
(7) 特許侵害／特許無効の主張とそれに関連した文書提出：原告の弁護士、被告の弁護士、
専門家（特許に関する地方裁判所のローカルルール）
(8) エキスパート・ディスカバリー：原告の弁護士、被告の弁護士、各当事者が任命した
専門家。連邦民事訴訟規則第 26 条及び第 30 条がこのディスカバリーの根拠法である。さ
らに、判例法理により、専門家に意見表明を行う適性があるかどうかに関するルールが形
成されている。この問題に関する重要判例は、Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals,
509 U.S. 579 (1993)である。
11. Where and how is the discovery procedure conducted, and whom does it involve?
Please also specify the governing law and the applicable clauses.
１１．Discovery は、誰に対して・どのような場所・手法で実行されるのでしょうか？そ
の根拠となる法律及び条文も教えて下さい。
(1) Interrogatories: by communication of documents
(2) Request for Production of Document: by communication via documents
(3) Deposition: at a place within the territory of the United States (including a
foreign embassy), which is convenient to the parties
(4) Request for Admission: by communication via documents
①質問状：

書面のやりとりで実行される

②資料提出請求：

書面のやりとりで実行される
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③デポジション：
④自白請求：

米国領土内（在外大使館を含む）で当事者に都合の良い場所

書面のやりとりで実行される

◆米国法律事務所 A
(1) Interrogatories: by communication of documents
(2) Request for Production of Document: by communication via documents
(3) Deposition: at a place within the territory of the United States (including a
foreign embassy), which is convenient to the parties
(4) Request for Admission: by communication via documents
◆米国法律事務所 B
(1) Interrogatories: by communication of documents
(2) Request for Production of Document: by communication via documents
(3) Deposition: at a place within the territory of the United States (including a
foreign embassy), which is convenient to the parties
(4) Request for Admission: by communication via documents
◆米国法律事務所 C
(1) Interrogatories: Each party drafts interrogatories and serves them on the other
side.

The party receiving the interrogatories must respond to each interrogatory

within 30 days.

The responding party may object to the interrogatory to the extent

it calls for information outside the scope of Federal Rule of Civil Procedure 26.
The responding party is required to certify the accuracy of the responses. The rules
allow 25 interrogatories per party/side; this rule is often adjusted by the parties
with the consent of the court during the Rule 16 scheduling order process.

For

example, in cases in which discovery has been consolidated among various cases
against different defendants, the defendants may get a certain number of
interrogatories that they can serve collectively.

The interrogatory process is

governed by Federal Rule of Civil Procedure 33 and any applicable local rules.
(2) Request for Production of Document: Each party serves written document requests
on the other party.

The party being served with the requests must respond and produce

the requested documents within 30 days, although sometimes the parties agree that
the actual document production can follow shortly thereafter.

The party may object

to the requests to the extent they call for information outside the scope of Federal
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Rule of Civil Procedure 26.

The request for production process is governed by

Federal Rule of Civil Procedure 34 and any applicable local rules. Each judge may
also have his own rule on the amount of electronic discovery that is permitted, that
may limit the number of electronic search terms for electronic documents and the
number of custodians from which electronic documents may be collected.
Federal Rule of Civil Procedure 45 governs requests for deposition and documents
served on a third party through the subpoena process.

Third parties are afforded

greater protection with respect to the scope of documents that can be requested and
the amount of expense a third party can be asked to incur in connection with a subpoena
for documents.

Each judge may also have his own rule on the amount of electronic

discovery that is permitted, that may limit the number of electronic search terms
for electronic documents and the number of custodians from which electronic documents
may be collected.
(3) Deposition: at a place within the territory of the United States (including a
foreign embassy), which is convenient to the parties

Generally the depositions

occur near the office address for each party, though in a dispute the defendant can
insist on deposing the plaintiff near the court where the lawsuit is pending.
Typically the deposition will be taken in the law firm’s office or in a conference
room rented for the purpose.

The deposition will be taken by the party that noticed

it with the other party able to object to questions and ask questions to the extent
it wants to.

The witness is placed under oath by the court reporter and all testimony

is recorded by the court reporter and/or videographer.

Federal Rule of Civil

Procedure 30 governs depositions, along with local rules and at times case law related
to the location for the deposition, scope of the deposition and the preparedness
of the witnesses.
For subpoenaed depositions, the deposition must take place within the jurisdiction
where the witness resides.

Federal Rule of Civil Procedure 45 governs the process.

Additionally, for depositions occurring outside the United States, the procedures
set out in the Hague Evidence Convention will govern the procedures for the deposition
for those countries that have signed on to the Convention.

For countries (like

Japan) that have not signed on to the Convention, agreements between the United States
and the local country will govern the procedure for taking a deposition to be used
in United States litigation.
(4) Request for Admission: Each party serves requests for admission on the other
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party.

The responding party must either admit or deny the requests within 30 days

of service.
process.

Federal Rule of Civil Procedure 36 governs the request for admission

It does not put a limit on the number of requests that a party can issue.

In some instances the local rules or the judge may limit the number of requests.
(5) Initial Disclosures generally occur within the first three months after the
litigation is filed.

Each party must affirmatively disclose (a) the name and

telephone number for individuals likely to have discoverable information that the
party may use to support its claims or defenses; (b) a copy of all documents the
disclosing party may use to support its claims or defenses; (c) a computation of
all damages claimed and the documents upon which the computation is based; and (d)
any insurance agreement under which an insurance business may be liable to satisfy
a judgment.

These disclosures are governed by Federal Rule of Civil Procedure 26

(a).
(6) Expert discovery generally occurs after the close of fact discovery, but before
motions for summary judgment are due.

Experts must submit reports setting out their

credentials, their opinions related to the case and the basis for those opinions.
The content of the reports is governed by Federal Rule of Civil Procedure 26.
Generally the party bearing the burden of proof on an issue will present an opening
expert report on that issue.

The opposing party then will submit a responsive report

concerning the matters set out by the opening report.

Often there will then be a

rebuttal report for the original expert to address matters raised in the responsive
report.

Then each expert witness is typically deposed.

Specific procedures and

timing may be adjusted by the trial court judge.
(1) 質問状：各当事者は質問状を起案し、それを相手方に送達する。質問状を受け取った
当事者は、30 日以内に各質問に対して回答しなければならない。回答を行う当事者は、当
該質問が連邦民事訴訟規則第 26 条の範囲を超える情報を求めている限りにおいては、異
議を唱えることができる。回答を行う当事者は、回答の正確さを保証することが求められ
る。同規則は、各当事者が 25 の質問を出すことを認めているが、この点については、同
規則第 16 条のスケジュール命令の手続きにおいて、裁判所の同意を得て、当事者間で調
整されることが多い。例えば、異なる複数の被告に対する異なる訴訟において discovery
が併合された場合、被告らは、自分たちが集団的に回答することのできる質問を一定数受
け取ることがある。質問状の手続については、連邦民事訴訟規則第 33 条及びローカルル
ールによって規律されている。
(2) 文書提出請求：各当事者は、相手方に対して書面による請求を送達する。請求を受け
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た当事者は、請求された文書を 30 日以内に提出しなければならない。もっとも、実際の
提出がそれより少し遅れてもよいことに当事者が合意することもある。文書提出を行う当
事者は、当該請求が連邦民事訴訟規則第 26 条の範囲を超える情報を求めている限りにお
いては、異議を唱えることができる。文書提出請求手続については、連邦民事訴訟規則第
33 条及びローカルルールによって規律されている。各裁判官が、許容される e-discovery
（e ディスカバリー）の量について、各自なりのルールを定めていることもあるので、電
子文書に関する電子検索の項目数や、電子文書の収集対象となる証拠保持者の人数につい
て制限されることがある。
連邦民事訴訟規則第 45 条は、召喚状による第三者に対するデポジションと文書提出の請
求について規律している。第三者は、請求されうる文書の範囲や、召喚状に関連して発生
する費用について、当事者よりも広く保護されている。各裁判官は、許容される
e-discovery の量について、各自なりのルールを定めていることもあるので、電子文書に
関する電子検索の項目数や、電子文書の収集対象となる証拠保持者の人数について制限さ
れることがある。
(3) デポジション：デポジションは、米国領内（外国大使館を含む）の当事者たちにとっ
て都合のよい場所で行われる。一般的には、各当事者の事業所の近くで行われるが、紛争
において、被告は訴訟が係属中の裁判所の近くで原告に対してデポジションを行うことを
主張できる。通常は、法律事務所又はデポジション目的で借りた会議室で行われる。デポ
ジションは、当事者が相手方に対し、質問に対して異議を唱えることができ、質問したい
ことを訊くこともできるということを告げた上で行う。証人は裁判所の記録担当官の前で
宣誓を行い、証言は全て裁判所の記録担当官及び／又はビデオ撮影者によって記録され
る。デポジションについては、連邦民事訴訟規則第 30 条が、デポジションが行われる場
所、デポジションの範囲、証言の準備についてのローカルルール及びしばしば判例法とあ
いまって規律している。
召喚状によるデポジションは、証人が居住する管轄地域内で行わなければならない。当該
手続きについては、連邦民事訴訟規則第 45 条が規律している。
また、米国国外で行われるデポジションについては、ハーグ証拠収集条約加盟国における
デポジションの場合、同条約で規定された手続によることになる。ハーグ証拠収集条約に
加盟していない国（日本など）については、米国の訴訟で利用されるデポジションの手続
については、米国と当該国との間の条約によることになる。
(4) 自白請求：各当事者は、相手方に対して自白請求を送達する。応答する当事者は、送
達から 30 日以内に、当該請求について自白または否認を行わなければならない。連邦民
事訴訟規則第 36 条が、自白請求手続について規律している。同条は、当事者が出すこと
のできる請求の数に制限を定めていない。場合によっては、ローカルルール又は裁判官に
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より、請求の数に制限がなされることがある。
(5) 冒頭の当然開示は、普通は、訴訟が提起されてから 3 ヶ月以内になされる。各当事者
は、(a)自身の請求又は抗弁を裏付けるために利用できる情報を有している可能性のある
人物の名前と電話番号、(b)自身の請求又は抗弁を裏付けるために開示者が利用し得る全
文書の写し、(c)賠償を請求する全ての損害の計算及びその計算の根拠となる文書、(d)判
決に関して支払われる金額を支払う保険会社との間の契約書、について、相手方からの請
求を待つことなく開示しなければならない。冒頭の当然開示は、連邦民事訴訟規則第 26
条(a)によって規律されている。
(6) エキスパート・ディスカバリーは、一般的には、事実に関する discovery の終了後に、
サマリ・ジャッジメントの申立て期限前に行われる。専門家は、自身の専門性に関する証
明と、事件に関する意見、並びに当該意見の根拠について記載した報告書を提出しなけれ
ばならない。当該報告書の内容については、連邦民事訴訟規則第 26 条によって規律され
ている。一般的には、問題となる事柄についての証明責任を負う側の当事者が、それに関
する専門家の冒頭報告書を開示する。相手方は、冒頭報告書によって提起された問題につ
いて、回答報告書を提出する。多くの場合、回答報告書の中で記載された事柄に対して、
最初の専門家から反論書が提出される。ここで、通常は各専門家証人が証言を行う。公判
の裁判官が、個別の手順と時期を調整することもある。
12. What evidence is collected through the discovery procedure? Please also specify
the governing law and the applicable clauses.
１２．Discovery ではどのような証拠が収集されるのでしょうか？その根拠となる法律及
び条文も教えて下さい。
(1) Interrogatories: information regarding the persons concerned; documents;
location of records; information on the infringing product
(2) Request for Production of Document: all documents related to the case
(3) Deposition: Witness's testimony
(4) Request for Admission: truthfulness of the statement or evidence at issue
①質問状：

関係人物の情報

文書

記録の所在

②資料提出請求：

事件に関連するあらゆる書類

③デポジション：

証人の証言

④自白請求：

侵害製品の情報

争点となる陳述や証拠が真実であるかどうか

◆米国法律事務所 A
(1) Interrogatories: information regarding the persons concerned; documents;
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location of records; information on the infringing product.
(2) Request for Production of Document:

FRCP 33

These are not complete lists, as each case

is different.
Patent owner provides: all documents relating to conception and reduction to practice
of patented idea; file history, prior art, and related materials; all documents
relating to commercializing (e.g., licensing) of patent; if patent owner is
practicing, documentation of the design of the patent owner’s products that use
the patent; documents relating to the value of the patent including profitability
of the patent owner’s product.
Accused infringer provides: design documentation of the accused products;
documentation of the research and development effort; any known prior art or other
matters relating to validity; documents relating to licensing of any similar patents
or other matters bearing on royalty rates; financial reports showing sales, costs,
and profits of accused device; documentation of design arounds – sometimes;
documentation of clearance efforts or opinions of counsel – sometimes.

FRCP 34.

(3) Deposition: At trial, almost all evidence comes in through the testimony of a
witness.

Documents generally only become evidence because a witness is able to

identify the document and explain what it is.
foundation upon which trial evidence is built.

Thus, witness testimony is the
A deposition can address anything

a witness might testify about at trial so can cover virtually any topic relevant
to the litigation.

FRCP 30.

(4) Request for Admission: truthfulness of the statement or evidence at issue

FRCP

36.
(1) 質問状：関係人物の情報

文書

記録の所在

侵害製品の情報。FRCP 第 33 条。

(2) 資料提出請求：各事例によって異なるので、以下は完全に網羅している訳ではない。
特許権者が提出するもの：特許で保護されるアイデアの着想及びその具現化に関連する全
ての資料、包袋、先行技術、関連資料。特許の商業化（例えば、ライセンス）に関連する
全ての資料。特許権者が実施をしている場合には、特許が実施されている特許権者の製品
の設計文書。特許権者の製品の利益性を含め、特許の価値に関連する資料。
被疑侵害者が提出するもの：被疑侵害製品の設計文書。研究開発活動の文書、有効性に関
連する公知の先行技術その他の事項。類似特許の実施許諾又はその他実施料率に関係する
事項に関連する資料。侵害が疑われる装置の販売量、費用及び利益を示す計算書類。非侵
害代替品の文書（場合によっては）
。クリアランス活動に関する文書又は弁護士の意見（場
合によっては）。FRCP 第 34 条。
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(3) デポジション：トライアルでは、ほとんどの証拠は、証人の証言という形式による。
一般に、証人が文書を特定し、それが何かを説明することができて初めて、文書は証拠と
なる。したがって、証人の証言は、トライアルの証拠を築き上げる基礎となる。デポジシ
ョンでは、トライアルにおいて証人が証言し得ることであれば何でも取り上げることがで
きるので、事実上、訴訟に関連するあらゆるトピックを対象とすることができる。FRCP 第
30 条。
(4) 自白請求：争点となる陳述や証拠が真実であるかどうか。FRCP 第 36 条。
◆米国法律事務所 B
(1) Interrogatories: information regarding the persons concerned; documents;
location of records; information on the infringing product
(2) Request for Production of Document: all documents related to the case
(3) Deposition: Witness's testimony
(4) Request for Admission: truthfulness of the statement or evidence at issue
◆米国法律事務所 C
(1) Interrogatories: information regarding the persons with knowledge of the
dispute; identification of relevant documents; information on the infringing
product; infringement and invalidity contentions; information supporting damages
contentions or defenses.

Federal Rules of Civil Procedure 26 and 33 govern

interrogatories.
(2) Request for Production of Documents: all documents related to the case and
tangible things related to the case.
govern requests for production.

Federal Rules of Civil Procedure 26 and 34

Federal Rule of Civil Procedure 45 governs

documents gathered from a third party pursuant to a subpoena.
(3) Deposition: Witness's testimony; Federal Rule of Civil Procedure 30(b)(6) allows
a party to identify topics on which another party must designate a corporate
representative to provide all corporate knowledge concerning the topic and whose
testimony will bind the company.

Separately, individual depositions of party

witnesses can be taken under Federal Rule of Civil Procedure 30(b)(1).
are governed by Federal Rules of Civil Procedure 26 and 30.

Depositions

Third parties may be

deposed through the provisions set out in Federal Rule of Civil Procedure 45.
(4) Requests for Admission: Parties must answer these requests regarding the
truthfulness of the statement or evidence at issue Requests for admission are
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governed by Federal Rules of Civil Procedure 26 and 36.

Often Requests for

Admissions are used to confirm the accuracy of statements in documents.
(5) Initial Disclosures: Information concerning a party’s claims and defenses to
allow the opposing party to structure its discovery plan based on the information
disclosed.

Federal Rule of Civil Procedure 26 governs initial disclosures.

(6) Infringement/invalidity contentions: This is an opportunity for the parties to
understand the specific allegations concerning infringement and invalidity each
party will be making in connection with its case.

Local patent rules generally

govern these disclosures; alternatively if there are no local patent rules the
parties may use contention interrogatories governed by Federal Rule of Civil
Procedure 33.
(7) Expert discovery:

This is used to understand the technical and commercial expert

opinions each party will rely on to support their case.

This is governed by Federal

Rule of Civil Procedure 26 during discovery and the Federal Rules of Evidence and
the Daubert case as the litigation gets closer to trial.
(1) 質問状：紛争に関して知識を有している人に関する情報、関連する文書の特定、特許
侵害をしている製品に関する情報、特許侵害と特許無効の主張、損害賠償の請求又は抗弁
を裏付ける情報。質問状については、連邦民事訴訟規則第 26 条、第 33 条が規律する。
(2) 文書提出請求：当該事件に関係したあらゆる文書及び有形物。連邦民事訴訟規則第 26
条及び第 34 条が、文書提出請求について規律している。召喚状による第三者から収集し
た文書については、同規則第 45 条が規律している。
(3) デポジション：証人の証言。連邦民事訴訟規則第 30 条(b)(6)は、当事者がデポジシ
ョンのトピックを特定することを認めている。相手方当事者は、当該トピックに関して企
業が知っている全てのことを提供する企業の代表者を指名しなければならず、この代表者
の証言は当該企業に対して拘束力を持つ。これとは別に、連邦民事訴訟規則第 30 条(b)(1)
により、当事者の証人について個別にデポジションを行うこともできる。デポジションに
ついては、連邦民事訴訟規則第 26 条及び第 30 条により規律される。連邦民事訴訟規則第
45 条の規定により、第三者に対してデポジションを行うこともできる。
(4) 自白請求：当事者は、問題となっている陳述や証拠が真実であるかどうかについて、
自白又は否認を行わなければならない。自白請求については、連邦民事訴訟規則第 26 条
及び第 36 条によって規律される。多くの場合、自白請求は、文書中の陳述の正確さにつ
いて確認するために利用される。
(5) 冒頭の当然開示：当事者の請求又は抗弁に関する情報を開示し、相手方当事者が当該
情報に基づいて discovery の予定を立てることを可能にする。冒頭の当然開示は、連邦民
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事訴訟規則第 26 条によって規律される。
(6) 特許侵害／特許無効の主張：これは、特許侵害及び無効に関して、各当事者が自身の
主張について行う具体的な申立を、当事者が理解する機会となる。当該開示については、
特許に関するローカルルールによって一般的に規律がなされる。特許に関するローカルル
ールがない場合、当事者は、連邦民事訴訟規則第 33 条の主張に関する質問状（contention
interrogatories）を利用してもよい。
(7) エキスパート・ディスカバリー：これは、各当事者が自身の主張を裏付けるものとし
て依拠する技術的・商業的専門家の意見について理解するために利用される。エキスパー
ト・ディスカバリーは、Discovery の最中は連邦民事訴訟規則第 26 条によって規律され、
トライアルが近い場合は連邦証拠規則と Daubert 事件の法理によって規律される。
13. How is the evidence obtained through the discovery procedure used in the court
proceedings? Please also specify the governing law and the applicable clauses.
１３．Discovery で得られた証拠は裁判においてどのように利用されるのでしょうか？そ
の根拠となる法律及び条文も教えて下さい。

◆米国法律事務所 A
This is a very large topic and hard to answer here.

The use of discovery materials

at trial is covered by the Federal Rules of Evidence (“FRE”) and related case law.
In general:
(i)

A party can use the deposition testimony of a an adverse witness (an employee

of the other side) for any purpose.

Typically, the lawyer reads the deposition

testimony of interest (or plays the video excerpt) to the jury and it becomes part
of the transcript of the case, as if it had been provided in trial.

Deposition

testimony can also be used to challenge the credibility of a witness who has changed
his or her testimony.
(ii)

Interrogatory responses and requests for admission are typically marked as

exhibits and provided to the jurors in the boxes of evidence admitted in the case.
(iii)

Documents are introduced through a witness.

Once the witness has provided

testimony that authenticates the document, it is admitted and becomes part of the
evidence that is provided to the jurors.
この質問は、非常に範囲の広いトピックなので、ここに回答するのは難しい。トライアル
における discovery 書類の利用については、連邦証拠規則（以下「FRE」）及び関連する判
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例法に定められている。一般に、次のものがある。
(i)

当事者は、不利な証言を行う証人（相手方当事者の従業員）のデポジションにおけ

る証言をあらゆる目的のために利用することができる。通常は、弁護士が利害のあるデポ
ジション証言を陪審に読み上げると（又は映像からの抜粋を再生すると）、トライアルに
おいて提供されたかのように、当該訴訟の記録の一部となる。デポジション証言は、証言
を変えた証人の信憑性に異議を唱えるために利用することもできる。
(ii)

質問状への回答や自白請求は、通常は、証拠書類の印がつけられ、訴訟において採

用された証拠のボックスに入れて陪審に提供される。
(iii)

書類は証人を通して紹介される。証人が文書が本物であることを証明する証言を

行うと、それが認められ、陪審に提供される証拠の一部となる。
◆米国法律事務所 B
How evidence is used in court is governed primary by the Federal Rules of Evidence.
証拠が裁判においてどのように利用されるかについては、主に連邦証拠規則が規律してい
る。
◆米国法律事務所 C
The evidence may be used by a party as part of its claim construction arguments.
The claim construction process is governed by the local patent rules for the district
court.

Documents and copies of deposition testimony may be attached as exhibits

to claim construction briefing and shown to the court during the Markman hearing.
Sometimes the witnesses will appear live during the Markman hearing.
The evidence gathered can also be used as part of a party’s motion(s) for summary
judgment.

This motion is governed by Federal Rule of Civil Procedure 56. Documents

and copies of deposition testimony may be attached to the summary judgment briefing
as exhibits and shown to the court during a summary judgment hearing.

Sometimes

the witnesses will appear live during the summary judgment hearing.
Finally, admissible evidence can be used as part of a trial.

The Federal Rules of

Civil Procedure 43-46 and 52, along with the Federal Rules of Evidence and any
applicable local rules will govern the admissibility of evidence at trial.
At trial, a portion of the documents produced during the case will be presented as
possible trial exhibits, but only some of those presented will be admitted as trial
exhibits.

Witnesses must testify about the admitted exhibits.

Witnesses must

appear live for testimony, unless the witness is unavailable for trial, in which
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case, the witness’ deposition testimony may be presented at trial.

Rule 32(a)(4)

of the Federal Rules of Civil Procedure governs when a witness is unavailable for
trial, for example, because the witness is ill or the witness is more than 100 miles
from the place of hearing or trial or is outside the United States.
証拠は、当事者によって、そのクレーム解釈の一部として利用されることがある。クレー
ム解釈は、地方裁判所におけるローカルパテントルールによって規律される。文書と、デ
ポジションの証言の写しが、クレーム解釈に関する主張書面に添付されて、マークマン・
ヒアリングにおいて裁判所に提出される。証人がマークマン・ヒアリングに出廷すること
もある。
証拠は、サマリ・ジャッジメントの申立ての一部として利用することもできる。当該申立
ては、連邦民事訴訟規則第 56 条によって規律される。文書と、デポジションの証言の写
しが、クレーム解釈に関する主張書面に添付されて、サマリ・ジャッジメント・ヒアリン
グにおいて裁判所に提出される。証人がサマリ・ジャッジメント・ヒアリングに出廷する
こともある。
最後に、証拠のうち許容されるものは、トライアルの一部として利用することもできる。
連邦民事訴訟規則第 43 条～第 46 条、第 52 条は、連邦証拠規則及びローカルルールとあ
いまって、トライアルで許容される証拠について規律している。
トライアルでは、訴訟において提出された文書の一部が、展示証拠として可能なものとし
て提示される。もっとも、展示証拠として認められるのは一部の文書だけである。証人は、
許容された展示について証言を行わなければならない。証人がトライアルに出廷できない
場合を除き、証人は法廷内で証言を行わなければならない。証人が出廷できない場合は、
デポジションによる証人の証言をトライアルにおいて提示してもよい。連邦民事訴訟規則
第 32 条(a)(4)は、例えば病気であるとか、ヒアリングやトライアルが開かれる場所から
100 マイル以上離れた場所や米国国外にいるとかいった理由で証人が出廷できない場合に
ついて、規定している。
14. If the evidence obtained through the discovery procedure contains any
confidential information (e.g. trade secrets), how is such confidential information
treated?
Is the scope of disclosure required by a protective order determined by agreement
between the parties or by the court (or judge)? Is there any means to appeal against
the decision of the court (or judge)?
What penalties are provided for persons who have divulged confidential information
contained in the evidence? Please also specify the governing law and the applicable
clauses.
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１４．Discovery において、証拠に営業秘密等の秘密情報が含まれていた場合、それらの
秘密情報はどのように取り扱われるのでしょうか？

Protective Order による開示範囲の

決定は、当事者間の合意に基づき決められるのでしょうか、それともは、裁判所（ないし
判事）が決めるのでしょうか当事者が裁判所（ないし判事）の決定に不服の場合、決定を
争う手段はあるのでしょうか。
また、証拠に含まれる秘密情報を漏らした者に対し、どのような罰則が設けられていま
すか？その根拠となる法律及び条文も教えて下さい。
Matters covered by attorney-client privilege (e.g. conversations and correspondence
between the patent attorney and the client) are not required to be disclosed.
To protect trade secrets, a protective order is often sought to limit the scope of
persons who can access the disclosed information (e.g. by limiting the persons who
may attend the deposition and prohibiting persons other than those allowed from
inspecting the documents submitted to the court), and impose a confidentiality
obligation on those to whom disclosure is made. Violation of a protection order is
subject to various sanctions such as civil penalties, public fees, and dismissal
of the action.
秘匿特権に関する事項（特許弁護士と依頼人の聞の会話や通信等）は、開示しなくてよい。
営業秘密に関しては保護命令が要求され、デポジションの場に同席できる者を限定し裁判
所に提出された文書の閲覧を禁止する等して情報の開示を得る者の範囲を限定し、情報の
開示を受けた者に守秘義務を課すことが多い。保護命令に違反した場合には、制裁金、公
金、訴えの却下など様々な制裁がある。
◆米国法律事務所 A
To protect trade secrets, a protective order is often sought to limit the scope of
persons who can access the disclosed information (e.g. by limiting the persons who
may attend the deposition and prohibiting persons other than those allowed from
inspecting the documents submitted to the court), and impose a confidentiality
obligation on those to whom disclosure is made. Protective orders are authorized
by FRCP 26(c).

Violation of a protective order is subject to various sanctions such

as civil penalties, the aware of fees to the other side, and even dismissal of the
action.

Violation of a protective order can be treated as contempt of court and

could result in criminal contempt charges, although this is only a theoretical
possibility.

I have never heard of it actually happening.

営業秘密に関しては保護命令が要求され、デポジションの場に同席できる者を限定し裁判
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所に提出された文書の閲覧を禁止する等して情報の開示を得る者の範囲を限定し、情報の
開示を受けた者に守秘義務を課すことが多い。保護命令は、FRCP 第 26 条（c）を根拠法と
する。保護命令に違反した場合には、制裁金、相手方への料金の通知、さらには訴えの却
下など様々な制裁がある。
保護命令への違反は、法廷侮辱罪として扱うことができ、刑事的法廷侮辱罪で告発される
結果となることがある。ただし、これは理論上の可能性というだけの話である。実際に告
発されたという話は、これまでに聞いたことがない。
◆米国法律事務所 B
Matters covered by attorney-client privilege (e.g. conversations and correspondence
between the patent attorney and the client) are not required to be disclosed.
To protect trade secrets, a protective order is often sought to limit the scope of
persons who can access the disclosed information (e.g. by limiting the persons who
may attend the deposition and prohibiting persons other than those allowed from
inspecting the documents submitted to the court), and impose a confidentiality
obligation on those to whom disclosure is made. Violation of a protection order is
subject to various sanctions such as civil penalties, public fees, and dismissal
of the action.
◆米国法律事務所 C
Matters covered by attorney-client privilege (e.g. conversations and correspondence
between the attorney and the client) are not required to be disclosed provided the
communications were seeking legal and not business advice.

Additionally, in the

context of the litigation, materials prepared in anticipation of, or during, the
litigation may be protected by the work product doctrine and not subject to
disclosure.

Federal Rule of Civil Procedure 26 and case law related to

attorney-client privilege govern this exception to discovery.
To protect trade secrets, a protective order is often sought to limit the scope of
persons who can access the disclosed information (e.g. by limiting the persons who
may attend the deposition and prohibiting persons other than those allowed from
inspecting the documents submitted to the court), and impose a confidentiality
obligation on those to whom disclosure is made. Violation of a protective order is
subject to various sanctions such as civil penalties, public fees, and dismissal
of the action.

The protective order is typically negotiated between the parties
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and then a joint motion is filed with the court to enter the protective order.

Some

district courts have proposed protective orders included in their local patent rules.
One of the most famous recent examples of sanctions resulting from disclosure of
confidential information occurred in the Apple and Samsung litigation.

Samsung’s

attorneys inadvertently disclosed to Samsung a confidential license agreement
between Apple and Nokia.

Samsung proceeded to distribute the agreement internally

and use the information in its own licensing negotiations with Nokia.

The Court

sanctioned Samsung’s attorneys and Samsung $2 million for violating the protective
order.
Sometimes confidential information is disclosed during trial because the courts
favor public trials.

Although in limited instances, the courts may seal the

courtroom during disclosure of highly sensitive confidential information and prevent
the public from hearing and seeing the information.
Matters covered by attorney-client privilege (e.g. conversations and correspondence
between the attorney and the client) are not required to be disclosed 当該通信が、
ビジネス上のアドバイスではなく、法的アドバイスを求めるものである場合に限る。さら
に、争訟との関係でいくと、争訟を予期して、または争訟の最中に作成された文書は、ワ
ーク・プロダクトの理論によって保護されるため、開示はなされない。連邦民事訴訟規則
第 26 条と、弁護士－依頼者間の秘匿特権に関する判例法が、discovery に対するこの例外
について規律している。
To protect trade secrets, a protective order is often sought to limit the scope of
persons who can access the disclosed information (e.g. by limiting the persons who
may attend the deposition and prohibiting persons other than those allowed from
inspecting the documents submitted to the court), and impose a confidentiality
obligation on those to whom disclosure is made. Violation of a protective order is
subject to various sanctions such as civil penalties, public fees, and dismissal
of the action.

保護命令に関しては、通常は当事者間で交渉がなされ、その後に保護命

令の申立てが共同でなされる。地方裁判所の中には、ローカルパテントルールに基づいて
保護命令を出しているものもある。
秘密情報を開示したことに対する制裁の最近の最も有名な例は、アップルとサムソンの訴
訟である。すなわち、サムソンの弁護士は、不注意から、アップルとノキアとの間のライ
センス機密契約書をサムソンに対して開示した。サムソンは、当該契約書を社内で用い、
ライセンスに関するノキアとの交渉において当該情報を使用した。裁判所は、サムソンの
弁護士とサムソンに対し、保護命令違反として 2,000,000 ドルの賠償命令を課したのであ
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る。
裁判所はトライアルの公開を好むため、秘密情報はしばしば、トライアルの最中に開示さ
れる。限定的な場面においてではあるが、裁判所は、高度な機密情報を開示する際には法
廷を非公開にし、一般人が当該情報を見たり聞いたりするのを禁止することができる。
15. Can the evidence obtained through the discovery procedure be used in countries
other than the United States?
If so, in which countries and under what conditions can it be used? Are these matters
prescribed in a protective order? Please also specify the governing law and the
applicable clauses.
１５．Discovery で得られた証拠は米国以外でも利用できるのでしょうか？
YES の場合、どんな国でどんな条件で利用できるのでしょうか？それらは Protective
Order の中で規定されるのでしょうか。また、その根拠となる法律及び条文も教えて下さ
い。

◆米国法律事務所 A
This depends upon whether there is a protective order in place.

Virtually all

protective orders mandate that the material can be used only in that litigation.
Using material provided under a protective order in other litigation would be a
violation of the protective order.

Possibly, the court in the United States would

issue an injunction to prevent that from happening.
If there is no protective order covering the discovery materials in question, the
ability to use those materials in another jurisdiction would depend upon the law
of that other jurisdiction.
この問題は、保護命令が実施されているかどうかによって異なる。事実上、すべての保護
命令で、収集された資料はその訴訟でしか利用できないと定められている。保護命令の下
で提出された資料を他の訴訟で利用することは、保護命令違反となると考えられる。場合
によっては、米国の裁判所からそのような利用を禁止する差止命令が出されることもあり
得る。
問題となる discovery 資料を対象とする保護命令がない場合には、当該資料を他の国で利
用することができるかは、当該他の国の法律に応じて決まってくるだろう。
◆米国法律事務所 B
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The primary limitation on the use of evidence in other countries is whatever
protective order has been entered in the litigation.

In some circumstances the

parties may limit the use of evidence in other countries in the scheduling or
discovery plan for the litigation.

Protective orders are enforced through the

district court including, in extreme situations, through the contempt powers of the
court.
訴訟で保護命令が出されたものについては、証拠を他の国で利用することが主に制限され
る。場合によっては、当事者は、訴訟に関するスケジュール又は discovery 計画において、
他の国における証拠の利用の制限をすることができる。極端な場合には、裁判所が法廷侮
辱罪を適用するなどして、地方裁判所が保護命令の執行を行う。
◆米国法律事務所 C
Generally documents governed by a protective order can only be used for the specific
litigation where they were produced to the other party.

A receiving party cannot

use the confidential documents for any other purpose.
However if the documents are not designated as “confidential” and thus not governed
by a confidentiality order, they may be used for any purpose, which may would include
in another litigation.

Of course, other jurisdictions may have their own rules that

could limit or prohibit the use of such documents obtained through discovery in the
U.S. case.
一般的に、保護命令が出された文書は、相手方当事者に当該文書が提出された特定の訴訟
においてのみ、使用することができる。文書を受け取る側の当事者は、当該秘密文書を、
他の目的のために使用することはできない。
しかしながら、仮に当該文書が「秘密」とは指定されず、したがって秘密保持命令が出さ
れなかった場合、それは他の目的でも利用することができ、これに他の訴訟での利用も含
まれる。もちろん、米国の訴訟において discovery によって得られたこのような文書の利
用については、他の国において、独自のルールにより、それを制限又は禁止していること
もある。
16. Have any measures to prevent an abuse of the divorcee procedure (e.g. security,
penalty) been put in place?
If so, please specify such measures. Please also specify the governing law and the
applicable clauses.
１６．Discovery の濫用を防止するための何らかの措置（例えば、担保、罰則等）は設け
られているでしょうか？
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YES の場合、どんな措置でしょうか？その根拠となる法律及び条文も教えて下さい。

◆米国法律事務所 A
Such issues are left to the discretion of the individual judges.

I have had cases

in which the judge insisted that depositions be limited in time, be conducted only
in the presence of a discovery referee, or be limited only to specific questions.
この問題については、個々の判事の裁量に委ねられている。デポジションの時間を制限す
ること、discovery の審理人（referee）の立会いの下でのみ行われること、又は特定の質
問に限定して行われることを判事が主張した事件を担当したことがある。
◆米国法律事務所 B
There have historically been many attempts to prevent the abuse of the discovery
process.

A new version of Rule 26 came into force in December of 2015, which now

requires that discovery be “proportional to the needs of the case.”

Rule 26(b)(1).

This change is intended to reduce discovery abuse and will be the subject of extensive
litigation over the next few years.
歴史的に見て、discovery の濫用を阻止するために多くの試みが行われてきた。2015 年
12 月に新第 26 条が施行され、現在、discovery は「訴訟における必要性に均衡している」
ものであることが求められている（第 26 条（b）（1））。この改正は、discovery の濫用を
減らすためのものであり、今後の数年間は、訴訟の拡張における課題となるだろう。
◆米国法律事務所 C
The Federal Rules of Civil Procedure protect litigants from discovery abuses.
Specifically Rules 26 and 37 are intended to control the discovery process.

Rule

26 can be used to ensure that the amount of discovery does not become so expensive
as to drive the decisions by the parties.
Additionally, judges are empowered to control the discovery process.

Judges may

sanction parties who use the process abusively, including by dismissing the case
in the most extreme circumstances.
連邦民事訴訟規則は、discovery の濫用から訴訟当事者を守るよう考慮している。特に、
同規則第 26 条と第 37 条は、discovery のプロセスを規制するためのものである。第 26 条
は、discovery の費用が高価になりすぎて、当事者の決断に影響を及ぼさないように保証
するために利用される。

- 76 -

また、裁判官は discovery のプロセスを規制する権限を有している。裁判官は、discovery
を濫用する当事者に対して制裁を課することができ、極端な場合には制裁として訴えを却
下することもできる。
17. What would you mention as the unique characteristics of the discovery procedure
when compared with systems for evidence collection available in other countries (GB:
Disclosure, DE: Inspection, FR: Seizure)?
１７．Discovery を他の国の証拠収集制度（GB: Disclosure, DE: Inspection, FR: Seizure）
と比較した場合の特徴は何でしょうか？

◆米国法律事務所 A
More comprehensive and the responding party has less discretion in deciding what
to produce.
より包括的なシステムであり、応答する当事者には、何を提出するか決定する自由がほと
んどない。
◆米国法律事務所 B
The American discovery system is notable in the variety and thoroughness of discovery
procedures intended to collect all information relevant to a dispute.

The English

system is the most similar to the American discovery system.
米国の discovery 制度は、紛争に関連する全ての情報を収集するためにその手続の多様性
と徹底さが顕著なものになっている。英国のシステムは、米国の discovery 制度に最も似
ているものだ。
◆米国法律事務所 C
The American system is unique in the amount of discovery allowed by the parties and
the amount of discretion the parties have to control the discovery.

Much more

discovery is permitted in the United States, particularly the document production
and depositions.

The discovery procedure can therefore be more expensive in the

United States than in other countries.
necessary.

The judge will only become involved if/when

Judges generally prefer to allow the parties to work out the discovery

process and any associated disputes.
米国のシステムは、当事者がなすことのできる discovery の量の大きさと、当事者が
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discovery をコントロールするために有する裁量権の大きさにおいて独特である。米国で
は、discovery はきわめて広範に許容されており、特に文書提出とデポジションが許容さ
れている。そのため、米国では、他国に比べて discovery の費用が高価になり得る。裁判
官は、必要な場合にしか discovery に関与しない。裁判官は一般に、当事者が discovery
のプロセスとそれに関連した争議をやり遂げることを許容しようとする。
18. If you know of any academic theories (papers) or court judgments recently released
which advocate the introduction of a new system or improvement of the existing system
regarding evidence collection, please specify the source of these and describe the
outline. If you know of any arguments concerning these academic theories (papers)
or court judgments, please inform us of the pros and cons of the major opinions.
１８．新たな証拠集制度を導入したり、現行の証拠収集制度を改善すべきとする最近の学
説（論文）
・判例があれば、その出典と概要を教えて下さい。また、それらの学説（論文）・
判例に関する議論があれば、その賛否に関する主な意見を教えて下さい。

◆米国法律事務所 A
Such writings are not unusual but there is nothing currently being considered that
is substantially different.

The rules were recently amended to attempt to emphasize

more the “proportionality” of discovery.

In other words, the amount of discovery

that a party can be forced to provide should be proportional to the importance of
the question.
そのような論文は珍しくないが、現在大幅に異なっていると考えられるようなものは存在
しない。最近、discovery の「比例性」により重点を置くために規則が改正された。換言
すれば、ある当事者に対して提出させることのできる discovery の量は、問題の重要性に
比例したものでなければならない。
◆米国法律事務所 B
The most important recent development in evidence collection is the change to Rule
26(b)(1) requiring proportionality. You should consider the commentary associated
with that rule change.

Of secondary importance are the changes to Rule 34, which

should reduce the level of “game playing” and delay in discovery.

The commentary

for that rule change is similarly important.
証拠収集についての最近の動向で最も重要なものは、第 26 条（b）
（1）が均等性を義務付
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けるように変更されたことである。この規則への変更に関連する解説を参照すべきであ
る。次に重要なものとして、第 34 条への変更がある。この変更により、
「とりあえずやっ
てみる（game playing）
」訴訟の件数と discovery の遅延が生じる頻度が少なくなるはず
である。この規則への変更に関する解説書も同様に重要である。
◆米国法律事務所 C
The following article discusses the impact of the revisions to the Federal Rules
of Civil Procedure on e-discovery in the U.S. system.
http://www.metrocorpcounsel.com/pdf/2015/July/46.pdf
下の記事は、連邦民事訴訟規則の改正が米国の制度の e-discovery に対して与えた影響に
ついて論じたものである。
http://www.metrocorpcounsel.com/pdf/2015/July/46.pdf
B. Questions concerning the status of use of the systems for evidence collection in
patent infringement lawsuits in the United States
B

米国の特許権侵害訴訟における証拠収集の利用実態に関する質問

19. How much time and cost is generally required to carry out evidence collection
in patent infringement lawsuits?
１９．一般的に、特許権侵害訴訟における証拠収集には、どの程度の費用・期間がかかる
のでしょうか？

◆米国法律事務所 A
Varies hugely depending upon the importance and complexity of the case.
medical device case, 18 months and $4 million is not unusual.

In a major

In a small case

involving an NPE and a simple mechanical device, 6 months and $400,000 is possible.
訴訟の重要性及び複雑性に依るところが非常に大きい。重要な医療機器の訴訟では、期間
が 18 ヶ月、費用が 400 万米ドルということも珍しくない。特許不実施団体（NPE）と簡単
な医療機器が関与する小規模な訴訟では、期間が 6 か月、費用が 40 万米ドルということ
もあり得る。
◆米国法律事務所 B
The time and cost required varies enormously.
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On average and based on personal

experience, the discovery portion of patent litigation extends between one and one
half and two years and costs anywhere from $ 0.5 to 5.0 million.
かかる時間や費用は、大きく異なっている。平均して、また個人的な経験によれば、特許
訴訟の discovery の部分にかかる期間は 1 年半～2 年で、費用は 50 万～500 万米ドルの間
である。
◆米国法律事務所 C
Discovery typically lasts for approximately 12-18 months.
and expert discovery.

This includes both fact

The cost of discovery will vary based on the number of patents

at issue, the number of products accused, the number of witnesses, the volume of
relevant documents, the complexity of the technology, and the total amount of risk
at issue in the lawsuit.
The American Intellectual Property Law Association 2015 Report of the Economic Survey
provides good analytics regarding the costs for patent litigation in the United
States.
http://files.ctctcdn.com/e79ee274201/b6ced6c3-d1ee-4ee7-9873-352dbe08d8fd.pdf
Discovery は通常、約 12～18 ヶ月かかる。この中には、事実に関する discovery とエキス
パート・ディスカバリーの双方が含まれる。Discovery の費用は、問題となる特許の数、
特許を侵害したとされている製品の数、証人の数、関連文書の量、技術の複雑性、当該訴
訟において問題とされているリスクの総量によって変化する。
アメリカ知的所有権法協会の 2015 年の経済調査報告は、米国での特許訴訟の費用につい
て、優れた分析を行っている。
http://files.ctctcdn.com/e79ee274201/b6ced6c3-d1ee-4ee7-9873-352dbe08d8fd.pdf
20. Which system for evidence collection is generally petitioned for and how often
does such petition take place? Also, how often is evidence actually collected through
that system?
２０．一般的に、特許権侵害訴訟において、どのような証拠収集制度がどの程度申立てら
れ、どの程度実際に証拠収集が実行されているのでしょうか？

◆米国法律事務所 A
I do not understand the question.
質問の意味が分からない。
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◆米国法律事務所 B
This question is unclear in its reference to “petition.”

The formal discovery

procedures do not require a petition or any action by the court.

With the exception

requests for admission, all of the discovery procedures discussed above occur in
patent litigation that proceeds toward trial.

Requests for admission are probably

used in about 65% of litigation as they are viewed as comparatively unproductive.
この質問は、
「申立て（petition）
」という表現が曖昧だ。正式な discovery には、申立て
（petition）や裁判所による何らかの行為は必要とされない。自白請求を除き、上記で取
り上げている discovery の手続はすべて、トライアルに向けて進められている特許訴訟に
おいて行われるものである。自白請求は、比較的効果がないと考えられているので、利用
されるのは訴訟の約 65％というところだろう。
◆米国法律事務所 C
All litigation discovery in the U.S. courts takes place pursuant to the Federal Rules
of Civil Procedure.

All cases are allowed discovery.

米国の裁判所における訴訟がらみの discovery は全て、連邦民事訴訟規則に基づいて行わ
れている。あらゆる事件において、discovery は許容される。
21. Generally, out of the total number of patent infringement lawsuits, what do you
think is the percentage of the lawsuits in which the disclosure procedure is used
for the following purposes?
２１．Disclosure について、 全訴訟件数を 100 としてその利用割合は一般的にはどの程
度だと感じていますか？（

）内にお答えください。

□ Initial Disclosure: (

)%

□ Expert Disclosure: (

)%

□ Pretrial Disclosure: (

)%

□

冒頭の Disclosure（

）％

□

専門家証言の Disclosure（

□

トライアル前の Disclosure（

）％
）％

◆米国法律事務所 A
□ Initial Disclosure: (100)%
□ Expert Disclosure: (100)%
□ Pretrial Disclosure: (100)%
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These are all mandatory under the Federal rules.
◆米国法律事務所 B
□ Initial Disclosure: (
□ Expert Disclosure: (

90
40

□ Pretrial Disclosure: (

)%
)%

20

)%

◆米国法律事務所 C
□ Initial Disclosure: (

100 )%

□ Expert Disclosure: (

100)%

□ Pretrial Disclosure: (

100)%

22. Generally, out of the total number of patent infringement lawsuits, what do you
think is the percentage of the lawsuits in which the discovery procedure is used for
the following purposes?
２２．Discovery について、全訴訟件数を 100 としてその利用割合は一般的にはどの程度
だと感じていますか？

それぞれについて（

□ Deposition: (

）内にお答えください。

)%

□ Interrogatories: (

)%

□ Request for Production of Document: (
□ Physical or mental test: (

)%

)%

□ Request for Admission: (

)%

□

証言録取（Deposition）（

）％

□

質問書（Interrogatories）（

□

文書提出（Request for Production of Document）（

□

身体または精神検査（

□

自白要求（Request for Admission）（

）％

）％
）％

◆米国法律事務所 A
□ Deposition: (80)%
□ Interrogatories: (90)%
□ Request for Production of Document: (90)%
□ Physical or mental test: (1-2)%
□ Request for Admission: (20)%

- 82 -

）％

◆米国法律事務所 B
□ Deposition: (

60

)%

□ Interrogatories: ( 75

)%

□ Request for Production of Document: (
□ Physical or mental test: (

1

□ Request for Admission: ( 30
WHW:

75

)%

)%
)%

These factors are primarily governed by how long the litigation lasts.

Thus,

the number of lawsuits that use requests for admission is largely determined by the
fact that most cases settle at an earlier point in time than when requests for
admission are most useful.
WHW:

上記の要素の利用割合は、主に訴訟にかかる時間によって決まってくる。そのため、

自白請求が利用される訴訟の件数は、訴訟のほとんどが自白請求が最も効果的な時よりも
早い時点で和解に至っているという事実を大きく反映した件数になっている。
◆米国法律事務所 C
□ Deposition: ( 100

)%

□ Interrogatories: ( 100

)%

□ Request for Production of Document: (
□ Physical or mental test: (

0

□ Request for Admission: ( 100

100

)%

)%
)%

23. Generally, out of the total number of patent infringement lawsuits, what do you
think is the percentage of the lawsuits in which the e-discovery procedure is used?
２３．E-Discovery の利用割合は全訴訟件数を 100 として一般的にどの程度だと感じてい
ますか？
(

)%

◆米国法律事務所 A
(100)%

eDiscovery is mandatory in all cases.

◆米国法律事務所 B
(
WHW:

50

)%

It is fairly common for parties to agree to no or limited electronic discovery

in patent litigation.
WHW: 特許訴訟において、当事者が e-discovery を全く行わないこと又は限定的に行うこと
で合意するのはよく見られる。
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◆米国法律事務所 C
(

100

)%

24. Generally, out of the total number of protective orders, what do you think is
the percentage of the orders by which the following persons are included in the scope
of persons to whom confidential information may be disclosed?
２４．Discovery 制度における Protective Order の秘密情報の開示範囲はについて、全
Protective Order 数を 100 とした場合、一般的にどの程度だと感じていますか？
□ Attorney’s Eyes Only（
□ Outside attorneys: (

）％
)%

□ Other party's attorney: (
□ Expert witness: (

)%

)%

□ Other party's employee: (
□ Other (
□社外弁護士のみ
□社外弁護士（

): (

)%

Attorney’s Eyes Only（

）％

）％

□相手方社内弁護士（
□専門家証人（

)%

）％

）％

□相手方当事者の従業員（

）％

□上記以外（

）
（

）％

◆米国法律事務所 A
□ Attorney’s Eyes Only（

）％

□ Outside attorneys: (100)%
□ Other party's attorney: (100)%
□ Expert witness: (100)%

- there may be divisions based on expert subject

matter.
□ Other party's employee: (10)%
□ Other (Judge and court officials, etc ): (100)%
◆米国法律事務所 B
□ Attorney’s Eyes Only（
□ Outside attorneys: (

100）％
100)%

□ Other party's attorney: (

35

)%
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□ Expert witness: (

100 )%

□ Other party's employee: (
□ Other (

20

): (

)%
)%

◆米国法律事務所 C
□ Attorney’s Eyes Only（100）％
□ Outside attorneys: (

100 )%

□ Other party's attorney: (
□ Expert witness: (

100

100 )%

)%

□ Other party’s in-house counsel (40%)
□ Other party's non-attorney employee: (
□ Other (

): (

5

)%

)%

25. Please tell us about the cases where destruction of evidence became a problem
under the discovery system, if any.
２５．Discovery 制度において、証拠隠滅が問題となった経験があればお聞かせください。

◆米国法律事務所 A
There are two different situations:

(1) Failure to Preserve.

People failed to

preserve documents or electronic records (particularly emails) after they knew about
a legal claim to which that material is relevant.

(2) Affirmative Destruction.

Despite knowing that there is a claim to which the material is relevant, a person
who is involved in the litigation (or an employee of a party) actively looks for
and destroys relevant information.

There are multiple examples of both.

Under the

second heading, the Rambus v. Micron case is probably the most famous.
これについては、二つの場合がある。(1) 保全できなかった場合。その資料が関連する法
的請求について知った後に、書類又は電子記録（特に電子メール）を保存できなかった。
(2) 積極的に破壊した場合。その資料が関連する請求の存在を知りながら、訴訟に関与す
る者（又は当事者の従業員）が積極的に関連情報を探し、破壊する。いずれの場合につい
ても、複数の事例がある。（2）の場合として、恐らくは Rambus v. Micron 事件が最も有
名であるだろう。
◆米国法律事務所 B
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There are often disputes about the inadvertent or accidental destruction of evidence.
Often this relates to a failure to properly preserve electronic records.
however, real instances of parties intentionally destroying evidence.

There are,
The most

famous recent case is likely that of Rambus, which destroyed prosecution records
and internal strategy memoranda.

In my practice, I have determined that opponents

intentionally destroyed evidence on multiple occasions.
occasions that were undetected.

There may have been other

On three occasions where opponents intentionally

destroyed evidence, the parties I represented had made trade secret claims against
the defendant/spoliating parties.
不注意又は過失による証拠の破壊を巡ってはしばしば議論がある。多くの場合、これは、
電子記録を適切に保全しなかったことと関連するものである。ただし、実際に当事者が故
意に証拠を破壊した事例がある。最近の最も有名な事例としては、Rambus 事件が考えられ
る。同事件では、審査記録と社内戦略メモが破壊された。私の実務経験上は、相手方が故
意に証拠を破壊していたのを何度も見つけ出したことがある。それ以外にも、発見されな
かったことはあっただろう。相手方が故意に証拠を破壊した 3 件の場合には、私が代理人
を務めていた当事者は、被告／証拠を毀損した当事者を相手に営業秘密の侵害を訴えた。
◆米国法律事務所 C
Purposeful destruction of evidence is fairly rare in sophisticated patent
litigation.

What happens more commonly is that given the date of the invention,

documents have been lost over the years.
While rare, there are some cases involving spoliation of evidence.

This includes

cases where spoliation was inadvertent (i.e. failure to suspend an automatic email
deletion program or back up tape rotation) and those where the destruction was
deliberate.

Judges have awarded monetary sanctions against parties found to have

destroyed relevant evidence.

An example of a non-willful destruction of evidence

resulting in sanctions is the Personal Web Technologies LLC v. Google, Inc., matter
in N.D. California. (Docket No. C13-01317-EJD (HRL), sanctions opinion issued
February 13, 2014).

In Micron Technology, Inc. v. Rambus, Inc., 645 F.3d 1311 (Fed.

Cir. 2011), the Federal Circuit analyzed spoliation of documents and the imposition
of sanctions in connection with the duty to preserve evidence.
A rare example of destruction or alteration of evidence in a patent case occurred
in Aptix Corp. v. Quickturn Design Systems, Inc., No. 01-1468 (Fed. Cir. Nov. 5,
2001), in which the Federal Circuit affirmed a district court’s finding of unclean
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hands and the dismissal of Aptix Corporation’s (“Aptix”) suit for patent
infringement because the named inventor falsified his inventor notebooks.

But the

Federal Circuit vacated the district court’s judgment declaring the patent-in-suit
unenforceable.
証拠を意図的に破壊する行為は、レベルの高い特許訴訟においては非常に稀である。むし
ろ、発明の日付からして、年月の経過のため書類が紛失したケースが非常に多い。
稀にではあるが、証拠が毀損されるケースがある。これには、不注意から毀損がなされる
場合（すなわち、電子メールの自動削除プログラムやメディアのバックアップ・ローテー
ションを止めていなかった場合）と、計画的に破壊される場合とが含まれる。関連証拠を
破壊したことが判明した当事者に対しては、裁判官は金銭による制裁を課してきている。
証拠を意図的にではなく破壊したことに対して制裁が課された例としては、Personal Web
Technologies LLC v. Google, Inc., matter in N.D. California. (Docket No.
C13-01317-EJD (HRL) 制裁に関する意見は 2014 年 2 月 13 日に出されている)を参照。
Micron Technology, Inc. v. Rambus, Inc., 645 F.3d 1311 (Fed. Cir. 2011)において、
連邦巡回裁判所は、文書の毀滅と、制裁の賦課について証拠保存義務との関係において分
析している。
特許訴訟において証拠の破壊又は改竄がなされた稀な例として、Aptix Corp. v. Quickturn
Design Systems, Inc., No. 01-1468 (Fed. Cir. Nov. 5, 2001)がある。同事件で、連邦
巡回裁判所は、証拠の取扱いに不正があったとして Aptix 社の特許侵害訴訟を請求棄却に
した地方裁判所の判決を支持した。その理由は、発明者がその発明者ノートを偽造したと
いうものである。ただし、連邦巡回裁判所は、問題の特許は実施できないものであると宣
言した地方裁判所の判決については、無効とした。
26. Have you ever used evidence you obtained through the U.S. discovery system as
evidence in a patent infringement lawsuit in another country? Please tell us about
your opinions concerning institutional problems in such cases, etc.
２６．米国の Discovery 制度で得た証拠を海外の特許権侵害訴訟の証拠で利用した経験は
ありますか？

その場合の制度上の問題点などご意見をお聞かせください。

◆米国法律事務所 A
No experience.
経験したことがない。
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◆米国法律事務所 B
No, I have not used evidence gathered in a patent lawsuit in another country.

I

have had an opponent do so, which gave rise to serious protective order issues and
considerable litigation about confidentiality.
ない。特許訴訟で得た証拠を他の国で利用した経験はない。相手方がそのようにしようと
して、重大な保護命令の問題となり、秘密保持について相当な訴訟となったことがある。
◆米国法律事務所 C
No.
そのような経験はない。
27. What do you think of limiting the scope of discovery to the information necessary
for the construction of claims (Section 3(b)) in a lawsuit over the construction of
claims in order to reduce the costs for the discovery procedure?
２７．Discovery 費用の低減のため、クレーム解釈が問題となっている訴訟においては、
Discovery の範囲をクレーム解釈の点に制限すること（Section3(b)）について、どのよう
にお考えでしょうか？

◆米国法律事務所 A
All patent suits involve the construction of claims.
that is related to claim construction.

There is very little discovery

I do not think this would dramatically change

the conduct of most cases.
全ての特許訴訟は、クレームの解釈を伴う。Discovery で、クレームの解釈に関連するも
のはほとんどない。制限しても、ほとんどの訴訟行為を劇的に変えることはないと考える。
◆米国法律事務所 B
I think staging discovery in this way makes litigation more prolonged and more
expensive and, because of this, think it is a bad idea.
そのように discovery を区切ってしまうと、訴訟がより長く、より費用がかかるようにな
ってしまうと考える。この理由から、そうすることは良くないと思う。
◆米国法律事務所 C
Some courts allow an expedited procedure that will allow initial claim construction
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before discovery is open on all issues.

This can be an effective procedure to reduce

early costs and narrow the issues for early consideration.
いくつかの裁判所は、全ての争点について discovery がなされる前に冒頭クレーム解釈を
認める早期手続を可能にしている。これは、初期費用を減らし、早期に紛争解決を行うた
めに争点を狭める有効な方法になりえる。
28. From the standpoint of a patentee's attorney, what are the good points, points
to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the systems for evidence collection in the United States?
２８．特許権者の代理人の立場から、米国の証拠収集制度の良い点、維持すべきと考えて
いる点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何
でしょうか？

◆米国法律事務所 A
Good aspects:

The system allows thorough investigations.

This ensures that secret

infringing activity (e.g., methods of manufacture) can be uncovered, that possible
secret grounds of invalidity (derivation from another, inequitable conduct,
unfeasibility, etc.) can be investigated.

Focused depositions are a huge aid at

trial.
Bad aspects:

Expensive, time consuming, and if not done carefully, can lead to the

possibility of litigation resources being expended on issues of little importance.
良い点：米国の証拠収集制度は、徹底的な調査を可能にしている。これにより、秘密の侵
害活動（例えば、製造方法）を明らかにすることができ、秘密の無効理由（他人からの派
生、不正行為、実現不能性等）があればそれを調査することができる。集中的なデポジシ
ョンは、トライアルにおいて非常に大きな助けとなる。
悪い点：費用と時間がかかり、慎重に行わないと、重要でない問題に訴訟資源が費やされ
ることになりかねない。
◆米国法律事務所 B
The primary problems with the discovery system is its slow speed and its expense.
Still, it is important that discovery require full disclosure of the relevant aspects
of the accused instrumentality and the related financial information.
discovery 制度の主な問題は、スピードの遅さとその費用である。とはいえ、discovery

- 89 -

では、侵害の手段の関連要素と関連する財務情報についての完全な開示が求められるとい
う点が重要である。
◆米国法律事務所 C
The ability to gather a large amount of information from the alleged infringer
concerning how the infringing product works is a benefit under the U.S. system.

The

ability to also gather information from third parties is an important feature as
well.

The patentee may often be overwhelmed with too much information, which can

be costly to review.
Sometimes it is a challenge to get some courts to become involved in resolving
discovery disputes.
被疑侵害者から、侵害品がどのように機能しているかについて大量の情報を集めることが
可能であるのは、米国のシステムの利点である。第三者からも情報を集めることができる
のも、同様に重要な特徴である。反面、特許権者は、あまりにも多い情報に圧倒されてし
まい、そのチェックをするのに大変なコストがかかるということがありえる。
discovery についての紛争解決に裁判所を関与させることが困難な場合もしばしばある。
29. From the standpoint of an alleged infringer's attorney, what are the good points,
points to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved
or difficult-to-use points of the systems for evidence collection in the United
States?
２９．被疑侵害者の代理人の立場から、米国の証拠収集制度の良い点、維持すべきと考え
ている点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は
何でしょうか？

◆米国法律事務所 A
See 28, above.
上記 Q28 を参照。
◆米国法律事務所 B
The primary problem for an accused infringer is the expense and disruptive nature
of the discovery process.

Discovery allows a party to assert a minor or weak claim

and gain a settlement due to the cost of discovery alone.
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An accused infringer benefits from the requirements that an asserting party have
to fully disclose prior art, claim interpretations and the relative importance of
an asserted invention.
被疑侵害者にとっての主な問題は、discovery の費用と破壊的な性質である。Discovery
では、一方の当事者が些末又は説得力のない請求権を行使し、discovery に費用がかかる
というだけで和解を得ることが可能である。
被疑侵害者は、被侵害者に対して、先行技術、クレームの解釈、侵害を受けたとされる発
明の相対的重要性を完全に開示するよう要求できるので利点がある。
◆米国法律事務所 C
Similarly, the ability to gather a large amount of information to support the party’s
defenses is an important feature for the defendant.

The ability to obtain extensive

discovery on prior art from third parties can also be important.
The cost of discovery and e-discovery is a negative to the system.
発明者と同様、被告にとっても、抗弁を裏付けるために大量の情報を収集できるというの
は重要な特徴である。Discovery により、第三者から先行技術に関する情報を広く集めら
れる点も、重要であろう。
Discovery 及び e-discovery に費用がかかることは、制度の欠点である。
III. Damages
Ⅲ

損害賠償

A. Questions concerning the systems for damages in patent infringement lawsuits in
the United States
A

米国の特許権侵害訴訟における損害賠償の制度に関する質問

30. What system for damages is available in patent infringement lawsuits in the United
States? Please also specify the governing law and the applicable clauses.
３０．米国の特許権侵害訴訟において、どのような損害賠償制度が存在するのでしょうか？
その根拠となる法律及び条文も教えて下さい。
Section 284 of the US Patent Act
米国特許法第 284 条
◆米国法律事務所 A
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The Patent Statute, United States Code, Title 35, section 284.
that damages be no less than a reasonable royalty.
the fallback position.

The statute mandates

Thus, a reasonable royalty is

In cases between competitors, lost profits are also sought.

Although it is rare, an unjust enrichment theory is possible.
If the jury finds that the infringement was willful, the judge has the discretion
to treble damages.

35 U.S.C. section 284.

In addition, the court may award attorneys fees to the prevailing party in the
“exceptional” case.

35 U.S.C. section 285.

Typically, if the jury has found

willful infringement, the court will conclude that the case was also “exceptional”
and will award attorneys fees.
特許法、合衆国法典第 35 編第 284 条。同法は、損害賠償は合理的実施料以上とすべきこ
とを命じている。したがって、最悪でも合理的実施料が保証される。競争者間の訴訟にお
いては、逸失利益も要求される。稀にではあるが、不当利得論が適用できる。
侵害が故意のものだと陪審が判断する場合には、判事は損害賠償額を三倍にする裁量権を
有する。合衆国法典第 35 巻第 284 条
また、裁判所は、「例外的」事件においては、勝訴当事者に対して弁護士費用を与えるこ
とができる。合衆国法典第 35 巻第 285 条。通常は、陪審が故意の侵害を認めた場合に、
裁判所は、当該事件が「例外的な」ものであったと結論付け、弁護士費用を与える。
◆米国法律事務所 B
Section 284 of the US Patent Act
◆米国法律事務所 C
35 United States Code, Section 284
A patentee is entitled to “damages adequate to compensate for the infringement,
but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention
by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.”
35 United States Code, Section 284
特許権者は、
「侵害を補償するのに十分な損害賠償」を受けることができ、
「当該賠償額は、
いかなる場合も、侵害者が行った発明の使用に対する合理的実施料の額に、裁判所が定め
る利息及び費用を加えたものを下回らない」。
31. Please explain the purpose of the system for damages you mentioned in 30 above
and the background that led to the introduction of this system. Does this system

- 92 -

incorporate the purpose of prevention of infringement?
３１．３０．でお答え頂いた損害賠償制度の趣旨や制度導入の背景を教えて下さい。その
根拠となる文献も分かれば教えて下さい。また、侵害抑止という趣旨は、損害賠償制度に
組み込まれていますか。

◆米国法律事務所 A
I am not knowledgeable regarding the background of our current damages regime.
purpose appears to be two-fold.

Its

First, it provides for some compensation to the

patent owner whose patent has been infringed.

Second, through the possibility of

treble damages for willful infringement and the possible attorneys fees award, the
system seeks to deter infringement.
現行の損害賠償制度の背景について、私は精通していない。その趣旨は二つあるように思
われる。一つ目は、特許権の侵害を受けた特許権者に対する一定の補償を与えることであ
る。二つ目は、故意の侵害に対して損害賠償額を三倍とすること及び弁護士費用を与える
ことができることを通じて、この制度が、侵害抑止を追及していることである。
◆米国法律事務所 B
Damages are intended to compensate the right holder for other’s use of the right.
This compensation portion of damages is not intended to deter infringement, although
it may have that impact.

The doctrine of willfulness and the award of enhanced

damages is intended to deter or prevent infringement.
損害賠償は、他人が自身の権利を実施することに対して、権利者に賠償するためのもので
ある。この損害賠償の部分は、抑止効果を持つこともあるかもしれないが、侵害を抑止す
るためのものではない。故意侵害の法理と損害賠償額増額の裁定は、侵害を抑止又は阻止
するためのものである。
◆米国法律事務所 C
Patent law encourages innovation by preventing others from appropriating the value
of the patent owner’s investment.

Damages are intended to protect the patentee’s

investment in its technology and compensate them when someone wrongfully uses
patented technology.
特許法は、他人が特許権者の投資の価値を盗用することを防止することにより、イノベー
ションを促進するものである。損害賠償の目的は、特許権者の技術に対する投資を保護し、
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特許技術を他人が不法に使用した場合には、特許権者に補償を与える点にある。
32. How is the amount of damages generally calculated through the system you mentioned
in 30 above? For example, does the calculation take into consideration such aspects
as the contribution of the patent, factors other than the patent (e.g. brand power,
marketing capability), and prevention of infringement of the patent? If so, how?
Please also specify the governing law and the applicable clauses, such as
Georgia-Pacific factors. Please also describe the details of a system in which a third
party is involved in the calculation process, if any such system exists.
３２．３０．でお答え頂いた制度に基づき、損害賠償額はどのように算定されるのが一般
的でしょうか？

例えば、算定にあたって、特許権の貢献、特許権以外の要素（ブランド

力、販売能力等）、特許権の侵害抑止といった観点は考慮されますか？される場合、どのよ
うに考慮されますか？

また、Georgia pacific factor など、それらの根拠となる条文や

判例があれば教えて下さい。更に、第三者が算定に関与する制度があればその詳細を教え
て下さい。
(1) Lost profits
(2) Reasonable royalty
If lost profits are not sufficiently proved or inappropriate as the basis for
calculating the amount of damages, a reasonable royalty is adopted.
The Smallest saleable patent-practicing unit is currently adopted as the calculation
rule, instead of the entire market value rule that was previously adopted.
①逸失利益
②合理的実施料
逸失利益が十分に証明できない場合又は損害額の算定基準として適切ではない場合、合理
的実施料が採用される。
また、従来は entire market value rule が採用されたが、現在は Smallest saleable
patent-practicing unit が採用されている。
◆米国法律事務所 A
(1) Lost profits:

Lost profits are an available measure of damages according to

the “Panduit” test.

The Panduit test sets forth four requirements: 1) no

reasonable, non-infringing alternative; 2) the patented feature drives the sales
of the infringing product; the patent owner had the excess capacity to have made
the sales; 4) the product is profitable.

Assuming the patent owner is entitled to

- 94 -

lost profits, the amount of the lost profits is the marginal profit on the sales
the patent owner would have made if the infringer had not been selling the infringing
product.

In a two supplier market, it is typically a one-for-one equivalence.

In

other words, every sale by the infringer is a sale that was taken from the patent
owner.

Sometimes, however, it is more likely that the patent owner would only have

made some of the sales that the infringer made.
Among the factors that can greatly increase the amount of lost profit damages are
a) the erosion in sales price caused by the infringer’s competition, and b) convoyed
sales.

Both of these are best illustrated by an example.

Suppose the patent owner is the only supplier in the market for widgets.
100 widgets a year for $100 each at a $50 profit margin.

It sells

The infringer then

introduces the infringing widget at $80 and is able to sell 30 widgets a year.

The

patent owner drops his price to match, which reduces his profit margin to only $30
per unit.

But even at the lower price, the patent owner sells only 80 per year.

(At the lower price, demand goes up so that total unit sales are now 110 per year.)
The patent owner’s lost profits are:
Lost profits = P1 – P2.
P1 = (100 units) X ($50 per unit) = $5,000.
P2 = (80 units) X ($30 per unit) = $2,400
Lost profits = $2,600
Now suppose that everyone who buys a widget also gets a widget brush to clean it
with.

Widget brushes are not patented but because they are sold with the widgets,

they are regarded as a “convoyed sale.”

If widget brushes sell for $10, at a 40%

profit then before the infringement, the patent owner used to sell 100 widget brushes
a year for a $400 profit.
profit.

Now the patent owner only sells 80 brushes for a $320

This is another $80 in lost profits.

(2) Reasonable royalty
If lost profits are not sufficiently proved or inappropriate as the basis for
calculating the amount of damages, a reasonable royalty is adopted.
is determined using the 15 factors set forth in Georgia Pacific.

This royalty

The first 14 of

these factors are factors that one would consider as likely to affect a royalty:
the profitability of the product, whether the patent is easily avoided, whether the
patent owner and the infringer are competitors in the market, etc.

The 15th factor

is what the parties would have negotiated in a “hypothetical negotiation.”
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As

a result, most reasonably royalty analyses are currently presented as an effort to
predict the outcome of a hypothetical negotiation between the patent owner and the
infringer, assuming they both wanted to reach agreement on a royalty rate, taking
into account the 14 other Georgia Pacific factors.
In areas, particularly electronics, automotive, and complex systems, the patent may
relate to only a very small part of the actual product being sold.

It is then

necessary to determine what portion of the overall value of the product is actually
the patented feature.

This is called apportionment.

The reasonably royalty is then

applied only to the apportioned value.
It is very difficult, sometimes, to arrive at an apportionment.

In these cases,

the courts sometimes apply the “Smallest Saleable Unit” rule.

Under this rule,

the smallest saleable unit that incorporates the patented invention is regarded as
the portion on which the reasonable royalty is applied.

For example, the famous

Kearns intermittent windshield wiper patent was infringed by the sale of the entire
car.

But it would make no sense to apply a reasonable royalty for a windshield wiper

to a $20,000 car.

The windshield controller is also sold as a replacement part.

When sold as a replacement part, its value might be $50.

Therefore, the damages

could be measured as a reasonable royalty on a $50 smallest saleable unit.
In some rare instances, apportionment is not required.

This is true when the only

reason the consumer buys the product is because of the patented feature.

In these

instances, the patent owner is entitled to damages based on the entire market value
of the product that incorporates the patented invention.

For example, a consumer

buys a CDMA protocol cell phone because the consumer needs that type of phone to
send and receive calls on the consumer’s cell phone network.
were not CDMA, it would be worthless.
processing.

If the cell phone

Qualcomm has patents on CDMA signal

It could therefore be argued that Qualcomm should be entitled to damages

for infringement based on the entire market value of that cell phone.
(1) 逸失利益：逸失利益は、「パンデュイ（Panduit）」テストに従えば、損害賠償につい
て利用できる測定手段である。Panduit テストは、次の四つの要件を定めている。①合理
的で、侵害とはならない代替品が存在しないこと、②特許で保護されている特徴が侵害製
品の販売をもたらしていること、③特許権者が当該販売量を製造する余剰能力を有してい
たこと、④製品から利益が得られること。特許権者が逸失利益に対する権利を有すると仮
定すると、逸失利益の金額は、侵害者が侵害製品を販売しなかった場合に特許権者がなし
得た売上げの限界収益である。供給業者が二人いる市場では、通常は、一対一で等価とな
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る。つまり、侵害者によるどの販売も、特許権者から取り上げられた販売となるというこ
とである。もっとも、侵害者がなし得た販売量の一部のみを特許権者がなし得る可能性が
高いこともある。
逸失利益の損害額を大幅に引き上げることのできる要素としては、a) 侵害者による競争
によって生じた販売価格の下落及び b)特許発明品以外の販売がある。このいずれも、一例
によってうまく説明することができる。
特許権者が小型装置（widget）市場の唯一の供給業者だとしよう。特許権者は、１年間で
小型装置 100 台をそれぞれ 100 米ドルで販売し、その利鞘は 50 米ドルである。その後、
侵害者が特許権を侵害する小型装置を 80 米ドルで導入し、１年間で小型装置 30 台を販売
することができる。特許権者は、これに対抗して価格を下げ、その利鞘は 1 台につき 30
米ドルのみとなった。しかし、価格を下げたにもかかわらず、特許権者は、1 年間に 80 台
しか販売することができなかった（価格を下げると、需要が増大し、その結果、現在では、
その総販売量は 1 年間で 110 台となっている）。この場合の特許権者の逸失利益は、次の
ように求めることができる。
逸失利益 = P1 – P2.
P1 = (100 単位) X (1 単位につき$50) = $5,000.
P2 = (80 単位) X (1 単位につき$30) = $2,400
逸失利益 = $2,600
ここで、小型装置を購入した者全員が、それを清掃するための小型装置用ブラシも購入す
るとしよう。小型装置用ブラシは、特許権が取得されていないが、小型装置と共に販売さ
れているので、それらは「特許発明品以外の販売（conveyed sale）」とみなされる。小型
装置用ブラシが 10 米ドルで販売され、侵害前の利益率が 40%の場合、特許権者は 1 年間に
小型装置用ブラシを 100 個販売すると、400 米ドルの利益を得ていたことになる。特許権
者は、今は、ブラシを 80 個販売し、320 米ドルの利益を得ているだけである。これは、さ
らに逸失利益が 80 米ドルということである。
(2) 合理的実施料
逸失利益が十分に証明されない場合、又は損害賠償額の算定の根拠として不適切である場
合には、合理的実施料による算定が採用される。この実施料は、Georgia Pacific 判決で
定められた 15 の要素を用いて決定される。この要素の最初から 14 番目までは、実施料に
影響を与える可能性があると考えられる要素で、製品の利益性、特許を容易に迂回できる
かどうか、特許権者と侵害者が市場における競争者同士かどうか等がある。15 番目の要素
は、「仮想交渉」において当事者が交渉したと考えられることである。そのため、現在、
合理的実施料の分析のほとんどは、特許権者と侵害者の双方が実施料率について合意する
ことを希望していると仮定して、Georgia Pacific 事件で示された他の 14 の要素を考慮に
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入れて、特許権者と侵害者間の仮想交渉の結果を推測する努力となっている。
特に、エレクトロニクス、自動車、複合システムといった分野では、特許が関連している
のは、販売されている実際の製品のごく一部に過ぎないこともある。その場合には、製品
の全体の価値のうちのどの部分が実際に特許で保護されている特徴なのかを決定する必
要がある。これは apportionment（配分）と呼ばれている。合理的実施料は配分された価
値についてのみ適用されることになる。
ある配分を出すことが非常に難しいこともある。このような場合、裁判所は、「Smallest
Saleable Unit」ルールを適用することがある。このルールによれば、特許発明を取り込
んだ最小販売可能ユニットが合理的実施料の適用される部分だとみなされる。例えば、有
名な Kearns 氏の間欠式ワイパーの特許が、自動車全体の販売によって侵害された。しか
し、2 万米ドルの自動車に間欠式ワイパーの合理的実施料を適用するのでは意味がない。
交換部品として風防制御装置も販売されていた。交換部品として販売された場合、その価
値は 50 米ドルと考えられる。したがって、損害賠償は、50 米ドルの最小販売可能ユニッ
トへの合理的実施料として算定することができた。
稀ではあるが、apportionment が不要な場合もある。これに該当するのは、消費者が製品
を購入する唯一の理由が、特許で保護されている特徴のためである場合である。このよう
な場合、特許権者は、特許発明を取り込んでいる製品の市場全体における価格に基づいた
損害賠償を受け取る権利を有する。例えば、消費者が、自身の携帯電話ネットワーク上で、
電話を発信したり、着信するのにこのタイプの電話が必要であったので、CDMA プロトコル
を用いた携帯電話を購入する。その携帯電話が CDMA を用いていなかったとしたら、役に
立たなかっただろう。Qualcomm は、CDMA 信号処理に関する特許を有している。そのため、
Qualcomm は、その携帯電話の市場全体における価値に基づき、侵害に対する損害賠償を受
ける権利を有するはずである。
◆米国法律事務所 B
(1) Lost profits
(2) Reasonable royalty
The basic measure of damages in U.S. patent litigation is a reasonable royalty.
Under some circumstances, a right holder may be awarded lost profits.

If lost

profits are not sufficiently proved or inappropriate as the basis for calculating
the amount of damages, a reasonable royalty is adopted.
The smallest saleable patent-practicing unit is currently adopted as the calculation
rule, instead of the entire market value rule that was previously adopted.
(1) Lost profits
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(2) Reasonable royalty
米国の特許訴訟での損害賠償額の測定基準は、合理的実施料である。一定の状況の下では、
権利者に逸失利益が認められることがある。

If lost profits are not sufficiently

proved or inappropriate as the basis for calculating the amount of damages, a
reasonable royalty is adopted.
The smallest saleable patent-practicing unit is currently adopted as the calculation
rule, instead of the entire market value rule that was previously adopted.
◆米国法律事務所 C
(1) Lost profits
(2) Reasonable royalty
If lost profits are not sufficiently proved or inappropriate as the basis for
calculating the amount of damages, a reasonable royalty is adopted.

The reasonable

royalty rate is the floor for a patentee’s damages.
Lost Profits Damages
Lost profits means the amount of money the patent owner lost due to the infringement.
Thus, the patent owner must prove that the infringement caused the lost profits.
If the patent owner cannot make such proof, it is entitled to reasonable royalty
damages. A patent owner may recover a mixed or split award, in which lost profits
are used as a measure for some infringing sales, while a reasonable royalty is used
as a measure for the remaining sales.
The patent owner may recover its lost profits rather than a reasonable royalty if
the patent owner can prove that the infringement caused the patent owner to lose
profits that it otherwise would have made. Courts frequently refer to this causation
element as “but for” causation; that is, the patent owner bears the burden of
proving to a reasonable probability that it would have made additional profit but
for the infringement. The patent owner also bears the burden of proving the amount
of lost profits, which can take the form of lost profits due to lost sales, or lost
profits due to price erosion as a result of the infringing products.
Due to the causation requirement, the general rule is that to be entitled to lost
profits, the patent owner must demonstrate that it actually competes with the
infringer in the relevant market for the patented product or method. This rule
generally forecloses owners of paper patents (i.e., non-practicing entities) from
obtaining lost profits. Such patent owners typically must settle for a reasonable
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royalty.
Lost profits damages frequently bring the patent owner much more than royalty awards.
This has caused patent owners to seek lost profits in nearly every case in which
the patent owner manufactures or sells something that could reasonably be interpreted
as competing with the infringer’s product. However, lost profits can be difficult
to prove. For example, the patent owner must prove an absence of noninfringing
substitutes, which in some cases can be a difficult and expensive proposition. On
the other hand, the patent owner need only provide a reasonable approximation of
the amount of lost profits, meaning that the amount of lost profits need not be proven
with unerring precision. Any reasonable doubt concerning the amount of lost profits
is resolved against the infringer.
Reasonable Royalty Damages
Although there may be other ways shown to establish a reasonably royalty to be paid
by infringer to a patentee, the courts have specifically approved two methodologies
for calculating reasonable royalty damages, a hypothetical negotiation set out in
Georgia-Pacific Corp. v United States Plywood Corp, 318 F.Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970)
and an analytical approach set out in TWM Manufacturing Co. v. Dura Corp., 789 F.2d
895 (Fed. Cir. 1986).
A key assumption for the Georgia-Pacific negotiation is that there is a willing
licensee and a willing licensor who negotiated at the time the infringement began
to determine a reasonable royalty.

Another key assumption of the hypothetical

negotiation is that the patent is valid and infringed.

Georgia-Pacific then sets

out 15 factors to consider in determining a reasonable royalty rate:
1.

The royalties received by the patent owner for the licensing of the
patent-in-suit, proving or tending to prove an established royalty;

2.

The rates paid by the licensee for the use of other patents comparable to the
patent-in-suit;

3.

The nature and scope of the license, as exclusive or non-exclusive, or as
restricted or non-restricted in terms of territory or with respect to whom
the manufactured product may be sold;

4.

The licensor’s established policy and marketing program to maintain its
patent monopoly by not licensing others to use the invention or by granting
licenses under special conditions designed to preserve that monopoly;

5.

The commercial relationship between the licensor and the licensee, such as
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whether they are competitors in the same territory in the same line of business,
or whether they are inventor and promoter;
6.

The effect of selling the patented specialty in promoting sales of other
products of the licensee; the existing value of the invention to the licensor
as a generator of sales of its non-patented items; and the extent of such
derivative or convoyed sales;

7.

The duration of the patent and the term of the license;

8.

The established profitability of the product made under the patent; its
commercial success; and its current popularity;

9.

The utility and advantages of the patent property over the old modes or devices,
if any, that had been used for working out similar results;

10.

The nature of the patented invention; the character of the commercial
embodiment of it as owned and produced by the licensor; and the benefits to
those who have used the invention;

11.

The extent to which the infringer has made use of the invention, and any
evidence probative of the value of that use;

12.

The portion of the profit or of the selling price that may be customary in
the particular business or in comparable businesses to allow for the use of
the invention or analogous inventions;

13.

The portion of the realizable profit that should be credited to the invention
as distinguished from non-patented elements, the manufacturing process,
business risks, or significant features or improvements added by the
infringer;

14.

The opinion testimony of qualified experts; and

15.

The amount that a licensor (such as the patent owner) and a licensee (such
as the infringer) would have agreed upon (at the time the infringement began)
if both had been reasonably and voluntarily trying to reach an agreement; that
is, the amount that a prudent licensee – who desired, as a business proposition,
to obtain a license to manufacture and sell a particular article embodying
the patented invention – would have been willing to pay as a royalty and yet
be able to make a reasonable profit, and which amount would have been acceptable
by a prudent patent owner who was willing to grant a license.

The analytical approach involves calculating damages based on the infringer’s own
internal profit projections for the infringing item at the time the infringement
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began and then apportioning the projected profit between the parties as a percentage
of sales. The patentee’s percentage is then applied to the sales dollars for the
actual infringing sales to determine the reasonable royalty damages.
The smallest saleable patent-practicing unit (SSPPU)

is currently adopted as the

calculation rule for the reasonable royalty calculations.

This means that for

multi-component products (e.g., a smartphone), the royalties may not be based on
the entire smartphone, but would be calculated based on a royalty rate applied to
the smallest unit possible (e.g., the specific chip that practices the patent or
maybe even just the accused function in a multi-function chip).

Based on recent

cases, the SSPPU may be further apportioned to identify the portion of the SSPPU
that can be attributed to the patented technology.
(1) Lost profits
(2) Reasonable royalty
If lost profits are not sufficiently proved or inappropriate as the basis for
calculating the amount of damages, a reasonable royalty is adopted.

合理的実施

料率が、特許権者の損害の計算の基礎となる。
逸失利益の補償
逸失利益とは、特許権者が特許権侵害によって失った金額を意味する。したがって、特許
権者は、問題となる侵害が当該逸失利益をもたらしたという因果関係について立証しなけ
ればならない。もし特許権者がこのような立証をすることができないのであれば、合理的
実施料の補償を受けることになる。特許権者は、混合又は分割した損害賠償額（侵害品の
販売の一部については逸失利益を算定方法として利用し、残りの販売については、合理的
実施料を基準として利用する）の補償を受けることがある。
特許権者は、特許権の侵害がなければ得ていたはずの利益について、侵害によって当該の
利益が失われたということを立証できる場合には、合理的実施料ではなく逸失利益につい
て補償を受けることができる。裁判所は、この因果関係の要件について、多くの場合は
“but for”の基準を採用している。すなわち、特許権者は、当該侵害がなければ追加的
な利益を得ていたという合理的な蓋然性があることを立証する責任を負う。特許権者はま
た、販売減少による利益の喪失、または侵害製品を原因とした価格浸食による利益の喪失
としての、逸失利益の額についても立証責任を負う。
因果関係の要件ゆえに、逸失利益について補償を受けられるための一般ルールとして、特
許権者は、自身が特許製品又は特許方法と関係した市場において侵害者と現実に競争して
いるということを立証しなければならない。このルールは、ペーパーパテントの所有者（す
なわち、特許を実施していない主体）が逸失利益の補償を受けることを、概して排除する
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ものである。このような特許権者は普通、合理的実施料によって補償を受けなければなら
ない。
多くの場合、特許権者にとっては、逸失利益の補償の方が、実施料の補償よりはるかに額
が大きい。それゆえ、特許権者が、侵害者の製品と競争していると合理的に解釈できる製
品を生産又は販売している事案のほぼ全てにおいて、逸失利益の補償が請求されている。
しかしながら、逸失利益は立証困難であることがある。例えば、特許権者は非侵害の代替
品が存在しないことを立証しなければならず、それはしばしば、困難で費用もかさむ事柄
となる。他方で、特許権者は、逸失利益の額について、誤りのない正確な数値を立証する
必要はなく、合理的な概算値を出せばよい。逸失利益の額について合理的な疑いがある場
合でも、それは侵害者に不利に解決される。
合理的実施料の補償
侵害者が特許権者に対して支払うべき合理的実施料の額の算出については、他の方法も存
在するであろうが、裁判所は特に二つの方法を認めている。一つは、Georgia-Pacific Corp.
v. United States Plywood Corp, 318 F.Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970)で定立された仮想
的交渉の方法であり、もう一つは TWM Manufacturing Co. v. Dura Corp., 789 F.2d 895 (Fed.
Cir. 1986)で定立された分析的アプローチである。
Georgia-Pacific 事件の仮想的交渉における重要な仮定は、侵害が開始した時点において、
合理的な実施料を決定するために交渉していたライセンサーとライセンシーがおり、双方
ともにライセンスの意思をともに有していたということである。また、もう一つの重要な
仮定は、当該特許が有効なものであり、かつ侵害されているということである。同事件の
裁判所は、合理的実施料率の決定にあたり考慮すべき 15 の要素を挙げている。
1.

争われている特許について、特許権者が受領した実施料（これは、確立された実施
料を立証する、またはその立証につながるであろう）。

2.

争われている特許と同様の特許に対してライセンシーから支払われている実施料
率。

3.

ライセンスの性質と範囲。排他性／非排他性、販売地域や販売先に関する制限の有
無。

4.

ライセンサーのポリシーとマーケティング・プログラム。発明を実施するライセン
スを誰にも認めないことで特許による独占を維持するのか、独占維持目的の条件を
つけてライセンスを認めることで独占を維持するのか。

5.

ライセンサーとライセンシーとの間のビジネス関係。同一業種の同一分野における
競争者同士であるのか、発明者と発明プロモーターであるのか。

6.

争われている製品以外のライセンシーの製品の販売に対して、当該特許が及ぼす影
響。ライセンサーにとり、当該特許は、特許発明以外の品目の売上をもたらす価値
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があったのか。当該特許から派生した、またはそれによって惹起された、特許発明
以外の品目の売上の範囲。
7.

特許の残存期間及びライセンス許諾期間。

8.

特許を使用した製品の利益率、事業としての成功、現在の需要。

9.

古い方法又は製品があるならば、それを同様の結果を実現するために使用した場合
と比較したときの、特許発明を使用した製品の有用性及び利点。

10.

特許発明の性質。ライセンサーがそれを所有し製造していた場合の事業化の状態、
当該発明を実施した者にとっての利点。

11.

侵害者による発明の実施の程度、当該実施の価値を立証する証拠。

12.

同一業界又は類似業界において慣行的となっている、発明又は類似発明の実施に対
して割り当てられる利益部分又は販売価格部分。

13.

特許発明以外の要素、製造方法、ビジネスリスク、侵害者によって追加された顕著
な特徴や改善から区別された、当該発明の寄与により実現された利益部分。

14.

適格な専門家の意見証言

15.

ライセンサー（例えば特許権者）とライセンシー（例えば侵害者）が合理的かつ自
発的に合意に達するよう努めていたならば契約したであろう金額。すなわち、賢明
なライセンシー（事業のために、特許発明を具体化した品目を製造し販売するライ
センスを得たいと考えている者）が支払いたいと考え、それでも合理的な利益を得
ることができる金額で、ライセンスを付与したいと考えている賢明な特許権者にと
っても受け入れられるもの。

分析的アプローチは、まずは侵害が開始した時点において侵害製品から侵害者だけが得
る予想利益を計算し、次に売上に対する割合による当事者間の予想利益を調整するもので
ある。合理的実施料の補償額を決定するにあたり、売上に対する特許権者の割合は、侵害
製品の実現した販売額に対して適用される。
現在、合理的実施料の計算に当たっては、最小販売可能ユニット（SSPPU）が用いられ
ている。すなわち、複数の部品からなる製品（例えばスマートフォン）については、実施
料はスマートフォン全体をベースとして計算されるのではなく、可能な最小ユニット（例
えば、特許を使用した特別なチップ。あるいは、多機能チップにおいては争われている機
能だけでも最小ユニットに該当することもありえるだろう）に対して適用される実施料率
をベースに計算される。近年の判例では、特許技術に対して割り当てることのできる SSPPU
の割合を特定するために、SSPPU についてさらに調整がなされることがある。
33. Does the court order the losing party to pay the court cost and/or the attorney
fees for the other party?
If so, in which situation is the losing party ordered to pay, and what is the amount
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ordered? Please also specify the governing law and the applicable clauses.
３３．裁判手数料と代理人弁護士費用はそれぞれ敗訴者が負担することが認められるので
しょうか？
YES の場合、それぞれどんな場合にどの程度の額が認められるのでしょうか？その根拠
となる法律及び条文も教えて下さい。
In general, the parties pay fees for their own attorneys.
The losing party may be ordered to pay the attorney fees for the other party in
exceptional cases (e.g. the losing party acted in bad faith or engaged in misconduct).
通常、弁護士費用は当事者自身が負担する。
ただし、例外的な場合（例えば、相手方に悪意が存在した、不正な行為が行われた等）に
限り、敗訴者に負担させられるもある。
◆米国法律事務所 A
In general, the parties pay fees for their own attorneys.
The losing party may be ordered to pay the attorney fees for the other party in
exceptional cases (e.g. the losing party acted in bad faith or engaged in misconduct).
◆米国法律事務所 B
In general, the parties pay fees for their own attorneys.
The losing party may be ordered to pay the attorney fees for the other party in
exceptional cases (e.g. the losing party acted in bad faith or engaged in misconduct).
◆米国法律事務所 C
In general, the parties pay fees for their own attorneys.
The losing party may be ordered to pay the attorney fees for the other party in patent
cases deemed to be “exceptional” (e.g. the losing party acted in bad faith or engaged
in misconduct).

The award of fees is governed by 35 U.S.C. § 285.

In 2014 the United

States Supreme Court issued two unanimous decisions that impacted the ability for
a winning party to obtain fees under the exceptional case doctrine.

Octane Fitness

LLC v. Icon Health & Fitness, Inc., 134 S.Ct. 1748 (2014); Highmark, Inc. v. Allcare
Health Management System, Inc., 134 S.Ct. 1744 (2014).

The Supreme Court affirmed

that where a case lacked merit and brought in subjective bad faith, the district courts
can exercise their discretion to award attorneys’ fees where appropriate.
not yet clear what practical impact Octane Fitness will have.
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It is

For a report with

statistics concerning fee awards under § 284, please see the Docket Navigator report
“Success Rates of Motions for Attorney Fees Under 35 U.S.C. §285.
http://docketreport.blogspot.com/2015/03/success-rates-of-motions-for-attorney.h
tml
28 U.S. Code § 1927 allows a court to award fees against an attorney who “so
multiplies the proceedings in any case unreasonably and vexatiously …”

The court

is granted discretion in deciding whether to award fees under this statute.

Fees

are rare under this statute in patent cases. In 2014 the courts ruled on only 39
requests for sanctions in patent cases under 28 U.S. Code § 1927.
cases some fees were awarded.

In 10.2% of the

(Statistics gathered from Docket Navigator’s

“Success Rate of Motions for Sanctions Under 28 U.S.C. § 1927 Increasing in 2015,”
article published April 14, 2015).
Additionally, Federal Rule of Civil Procedure 54(d) allows a prevailing party to
recover its costs, exclusive of attorneys’ fees.

The types of costs that are

typically recovered are copying of exhibits for use at trial, deposition costs for
depositions used at trial, expenses for a court appointed expert, and other associated
costs of trial.

Costs may also be awarded where a party won the case on motion and

judgment entered before the case went to trial.
in 28 U.S.C. § 1920 and are quite limited.

The recoverable costs are set forth

A prevailing party generally may only

recover a fraction of the full expenses incurred in patent litigation.
The U.S. Congress has been considering enacting legislation that could include fee
shifting which would make it easier for a winning litigant to recover its fees
following a victory.

These laws are being debated and not yet been enacted.

Specifically in 2015 the House of Representatives was reviewing the Innovation Act
(H.R. 9) (http://judiciary.house.gov/index.cfm/the-innovation-act) and the Senate
was reviewing the Protecting American Talent and Entrepreneurship Act (S. 1137)
(https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/1137).
In general, the parties pay fees for their own attorneys.
特許訴訟において、敗訴者が勝訴者の弁護士費用の支払いを命じられるのは、
「例外的」だ
とされている（例えば、敗訴当事者が悪意をもって行動していたとか、違法行為を行って
いたような場合がこれに当たる）。弁護士費用に関する定めは、米国特許法第 285 条に置か
れている。2014 年に、米国最高裁は、勝訴者がこの例外場面において弁護士費用の支払い
を受けるための要件を変更する 2 つの判決を、裁判官の全員一致で下した。すなわち、
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Octane Fitness LLC v. Icon Health & Fitness, Inc., 134 S.Ct. 1748 (2014)と、Highmark,
Inc. v. Allcare Health Management System, Inc., 134 S.Ct. 1744 (2014)である。最高
裁は、訴訟に有効性がなく、悪意をもってなされているのであれば、地方裁判所は適切な
場合においてはその裁量で弁護士費用の支払いを命じることができるとした。もっとも、
Octane Fitness 事件の実務上の影響についてはまだ明確ではない。米国特許法第 285 条に
基づく損害賠償に関する統計報告については、次を参照。Docket Navigator Report
“Success

Rates

of

Motions

for

Attorney

Fees

Under

35

U.S.C.

§285.

http://docketreport.blogspot.com/2015/03/success-rates-of-motions-for-attorney.h
tml
合衆国法典第 28 巻第 1927 条は、裁判所が、
「いかなる裁判においても、理由もなく煩瑣に
訴訟手続きを複雑化させる」弁護士に対し、費用を課することができる旨を定めている。
裁判所は、同条文に基づく費用を課するか否かの裁量権を与えられている。特許訴訟にお
いては、同条に基づく費用負担が命じられることは稀である。2014 年の統計によれば、裁
判所が合衆国法典第 28 巻第 1927 条に基づく制裁の申立てについて判断したのは、わずか
39 件である。うち 10.2％において、なんらかの費用負担が命じられている（統計は、2015
年 4 月 14 日に出された Docket Navigator “Success Rate of Motions for Sanctions Under
28 U.S.C. § 1927 Increasing in 2015”による）。
さらに、連邦民事訴訟規則第 54 条(d)は、勝訴者が弁護士費用以外の訴訟費用について、
敗訴者に負担させることができる旨を規定している。このような費用としては、通常、ト
ライアルにおいて使用した展示の写し、トライアルでなされたデポジションの費用、裁判
所が任命した専門家の費用、その他トライアルに関連した費用が挙げられる。トライアル
前に申立てがなされて終局判決がなされた場合にも、勝訴者は費用の回復を受けることが
できる。回復できる費用については、合衆国法典第 28 巻第 1920 条が規定しているが、非
常に限定されている。勝訴者は通常、特許訴訟において生じた全費用のごく一部しか回復
を受けることができない。
米国議会は、勝訴当事者がより容易に費用を回復できるよう、弁護士報酬の負担転換を認
める条項を含む立法を行うことを検討してきている。このような法については議論がなさ
れているところであるが、まだ制定されてはいない。特に、2015 年には、下院はイノベー
ション法案（H.R.9）について審議し、
(http://judiciary.house.gov/index.cfm/the-innovation-act)
上院は米国の能力と起業精神を守る法案（S. 1137）について審議した。
(https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/1137)
34. Does the court award punitive damages?
If so, in which situation are punitive damages awarded and what is the amount awarded?
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Please also specify the governing law and the applicable clauses.
What is the underlying idea for awarding punitive damages? Please inform us of the
important judicial precedent, if any.
３４．懲罰的賠償は認められるのでしょうか？
YES の場合、どんな場合にどの程度の額が認められるのでしょうか？その根拠となる法
律及び条文も教えて下さい。
また、どんな思想が基にあって認められているのでしょうか？

重要な判例などがあれ

ば教えて下さい。
Punitive damages may be awarded.
The amount of damages may be tripled if the defendant committed infringement
intentionally or acted in bad faith in court proceedings.
認められる。
侵害が故意に行われた場合又は訴訟手続に悪意があった場合、損害賠償額を３倍まで増額
することができる。
◆米国法律事務所 A
The courts can award damages for willful infringement.
damages.

This is a form of punitive

Willful infringement is covered by the decision in In re Seagate

Technologies.

There, the Federal Circuit stated that in order to prove will

infringement, the patent owner must show (i) that the infringer knew of the patent,
(ii) the infringer had no reasonable basis for thinking it did not infringe, and
(iii) the infringer knew it was infringing or did not care whether it was infringing.
故意の侵害に対しては、裁判所は損害賠償を裁定することができる。これは懲罰的損害賠
償の一形態である。故意の侵害については、In re Seagate Technologies 判決で取り上げ
られている。この判決では、連邦巡回区控訴裁判所は、故意の侵害を立証するためには、
特許権者は次のことを証明しなければならないと述べている。 (i)侵害者が特許について
知っていたこと、(ii) 侵害者が侵害とはならないと考える合理的な根拠を有していなか
ったこと、及び (iii) 侵害者は侵害を行っていることを知っていたか、又は侵害してい
るかを顧みなかったこと。
◆米国法律事務所 B
Punitive damages may be awarded.
The amount of damages may be tripled if the defendant committed infringement
intentionally or acted in bad faith in court proceedings.
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◆米国法律事務所 C
Generally damages are referred to as “enhanced” (additional) rather than punitive
damages in U.S. patent litigation.

A patentee may be awarded enhanced (additional)

damages pursuant to 35 U.S.C. § 284 where it can show willful infringement.

The

statute specifically allows additional damages up to tripling of actual damages if
the patentee proves willful infringement.
Currently, In re Seagate, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007) is the controlling law
concerning willful infringement.

The U.S. Supreme Court recently granted

certiorari to review the standard for willful infringement in Halo Electronics, Inc.
v. Pulse Electronics, Inc.

The U.S. Supreme Court briefing is underway and the case

will be argued in 2016.
一般的に、米国の特許訴訟においては、懲罰的損害賠償ではなく、「拡張的（enhanced）」
（追加的）損害賠償と呼ばれる。特許権者は、故意に基づく特許侵害であることを証明で
きる場合には、米国特許法第 284 条により、拡張的（追加的）損害賠償を受けることがで
きる。同条は、特許権者が故意に基づく侵害を立証した場合には、実際に生じた損害の 3
倍を上限とする追加的損害賠償を認めている。
現在では、In re Seagate, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007)が、故意に基づく特許権侵
害に関するルールとなっている。米国最高裁は近年、Halo Electronics, Inc. v. Pulse
Electronics, Inc.において、故意に基づく侵害に関する基準を見直すべく、裁量上訴を
認めた。現在、米国最高裁によるブリーフィングが進められており、2016 年には同事件に
ついて議論されるであろう。
35. What would you mention as the unique characteristics of the system for damages
available in the United States when compared with similar systems available in other
countries (GB, DE, FR, etc.)?
３５．他の国（GB, DE, FR, etc.）の損害賠償制度と比較した特徴は何でしょうか？

◆米国法律事務所 A
Lost profits are not available in any other jurisdictions I have encountered.

If

reasonable royalties are awarded, the rates are somewhat higher in the United States
than in Japan, China, and Taiwan, though can be lower than the rates in European
jurisdictions.

Willfulness is not an issue elsewhere.
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The marking requirement can limit damages in the US.

I am not aware of a marking

requirement in other jurisdictions.
私が遭遇した他の国では、逸失利益による算定方法は利用できない。合理的実施料が認め
られた場合、米国におけるその実施料率は、欧州諸国よりは低い可能性はあるものの、日
本、中国、台湾よりはやや高い。故意かは、他の国では問題とされない。
マーキング要件は、米国における損害賠償額を抑える可能性がある。ほかの国において、
マーキング要件があるとは、私は承知していない。
◆米国法律事務所 B
I believe the doctrine of willfulness and enhanced damages is a relatively unique
characteristic of American damages law.
故意侵害の法理と損害賠償額の増額は、米国の損害賠償法の比較的独特な特徴だと思う。
◆米国法律事務所 C
Historically, patent damages awards in the United States generally have been higher
than in other countries.

More recently, the courts have been limiting the cases

in which big patent damages are awarded.
We have not had occasion to do a comparison between different systems.
歴史的には、米国における特許侵害に関する損害賠償額は、他国におけるそれよりも高か
った。ごく最近になって、裁判所は、特許侵害について高額の損害賠償額を認めるケース
を限定してきている。
米国のシステムと他国のシステムとを比較する機会はなかった。
36. If you know of any academic theories (papers) or court judgments recently released
which advocate that the amount of damages should be increased from the perspective
of preventing infringement, or that the patentee's burden of proof of the amount of
damages should be reduced, please specify the source of these and describe the outline.
If you know of any arguments concerning these academic theories (papers) or court
judgments, please inform us of the pros and cons of the major opinions.
３６．侵害抑止といった観点から損害賠償額を高く認定すべきとする最近の学説（論文）・
判例や、特許権者による損害賠償額の立証負担を軽減すべきとする最近の学説（論文）
・判
例があれば、出典と概要を教えて下さい。また、それらの学説（論文）
・判例に関する議論
があれば、その賛否に関する主な意見を教えて下さい。
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◆米国法律事務所 A
No.
知らない。
◆米国法律事務所 B
We currently expect the U.S. Supreme Court to review the standards for willfulness
in the Halo and Stryker cases.
現在、当事務所では、米国最高裁が Halo 及び Stryker 事件で示された故意侵害の基準を
見直すことを期待している。
◆米国法律事務所 C
Companies which often find themselves defendants in patent litigation filed by NPEs
(e.g., computer industry) often advocate for raising the burden on patent owners
to prove damages.

NPEs and other companies (e.g., biotech industry) often advocate

for more patent protections and damages for patent infringement.

The recent trend

in the courts is to raise the burden on patent owners to prove damages.
We are unaware of any specific papers of this type.

As noted above, the current

recommendations are designed to heighten a patentee’s burden rather than reducing
it.
しばしば、NPE（特許不実施主体。例えばコンピュータ業者）によって提起される特許訴
訟で被告となる企業は、損害に関する特許権者の立証の負担を重くすることを提唱してい
る。NPE と他の企業（例えばバイオテクノロジー業者）はしばしば、特許に対する保護を
厚くし、特許侵害に関する損害賠償を手厚くすることを提唱している。裁判所は近年、特
許権者の立証の負担を重くする傾向がある。
この手の論文については知らない。上述の通り、近年は特許権者の立証の負担を減らすの
ではなく、重くすることが提言されている。
37. Under the system for awarding statutory damages for trademark or copyright
infringement, in what situation are statutory damages awarded and what is the amount
awarded? Please also specify the governing law and the applicable clauses.
Please explain the purpose and background as to why statutory damages are awarded
for trademark and copyright infringement (including why the maximum and minimum
amounts are stipulated by law), and also explain the purpose and background as to
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why statutory damages are not awarded for patent infringement.
３７．商標や著作権の法定賠償制度に関し、それぞれどんな場合にどの程度の額が認めら
れるのでしょうか？その根拠となる法律及び条文も教えて下さい。
また、商標や著作権に対して法定賠償制度が存在する趣旨（上限額、下限額を定める理
由など）・背景、逆に特許に対して法定賠償制度が存在しない趣旨・背景を教えて下さい

◆米国法律事務所 A
Not my area of expertise.
私の専門分野ではない。
◆米国法律事務所 B
I do not have experience with trademark or copyright infringement sufficient to
reliably comment.
商標権や著作権の侵害については、信頼できるコメントをするだけの経験を持ち合わせて
いない。
◆米国法律事務所 C
Statutory damages are awarded in trademark and copyright cases in an effort to provide
just compensation that bears a reasonable relationship to actual damages that may
be difficult or impossible to prove.

They are also intended to provide some

deterrence to future infringement.
Trademark
Section 35 of the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1117, provides monetary remedies for
trademark infringement, unfair competition, and willful trademark dilution.
Subsection 1117(c) allows a plaintiff to seek statutory damages instead of actual
damages. The option to recover statutory damages was provided in light of Congress’s
recognition that counterfeiters’ records are frequently “nonexistent, inadequate,
or deceptively kept[,] . . . making proving actual damages in these cases extremely
difficult if not impossible.” S. Rep. No. 104-177, at 10 (1995). The ability to
elect statutory damages can provide a powerful incentive for a trademark holder to
pursue infringement litigation that might otherwise not be undertaken because of
the inability to obtain information to support recovery.
A plaintiff may elect to recover statutory damages “at any time before final judgment
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is rendered by the trial court.” 15 U.S.C. § 1117(c). Under the statute, statutory
damages for counterfeiting are to amount to not less than $1,000 or more than $200,000
per counterfeit mark, per type of goods or services sold, offered for sale, or
distributed, “as the court considers just.” If the court finds that the use of
the counterfeit mark was willful, then the damages ceiling is raised to $2,000,000
per counterfeit mark per type of goods or services sold, offered for sale, or
distributed.

The Lanham Act provides courts with no guidance as to how they should

arrive at an appropriate figure within the wide ranges for awards provided in the
statute, other than that the award may be determined “as the court considers just.”
Copyright
In the United States, statutory damages for copyright infringement are set out in
17 U.S.C. § 504 of the U.S. Code. The basic level of damages is between $750 and
$30,000 per work, at the discretion of the court.

Plaintiffs who can show willful

infringement may be entitled to damages up to $150,000 per work.

Defendants who

can show that they were "not aware and had no reason to believe" they were infringing
copyright may have the damages reduced to $200 per work.

Under 17 U.S.C. § 412,

statutory damages are only available in the United States for works that were
registered with the Copyright Office prior to infringement, or within three months
of publication.
Courts consider various factors in determining appropriate statutory damages awards
for copyright infringement under the Copyright Act, 17 U.S.C. § 504(c), namely:
1. expenses saved and profits reaped by the defendant;
2. revenue lost by the plaintiff;
3. the value of the trademark;
4. the deterrent effect on others besides the defendant;
5. whether the defendant’s conduct was innocent or willful;
6. whether the defendant cooperated in providing records from which to
assess the value of the infringing product; and
7. the potential for discouraging the defendant.
商標や著作権の法定賠償制度は、実際に生じた損害を立証するのが困難あるいは不可能で
ある場合に、それと合理的な関連性を有する補償を行うものである。当該制度は、将来的
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な権利侵害を抑止することも目指されている。
商標
米国商標法第 1117 条（ランハム法第 35 条）は、商標権侵害、不正競争、故意に基づく商
標の希釈化について、金銭的救済を規定している。同法第 1117 条(c)は、原告が実際に生
じた損害の賠償に代えて、法定損害賠償を求めることを認めている。 このような選択肢
が認められているのは、偽造者の記録は往々にして「存在しなかったり、不適切だったり、
見せかけだけだったりすることがあり（中略）このような事案においては、実際に生じた
損害について立証するのは、不可能ではないとしても極めて困難である」（S. Rep. No.
104-177, at 10 (1995)）と、議会が認識しているからである。法定損害賠償請求が選択
できないならば、商標権者にとしては、損害賠償請求を根拠づける情報を得ることが困難
で、提訴できない場合もあるだろう。しかし、これを選択できることは、侵害訴訟を行う
強力な動機付けとなる。
原告は、
「公判で終局判決が出される前であればいつでも」
（米国商標法第 1117 条(c)）法
定損害賠償請求を選択することができる。同条は、偽造に関する法定損害賠償額につき、
偽造標章ごとに、販売、販売の申出がされ又は頒布された商製品もしくは役務の種類ごと
に、1,000 ドル以上又は 200,000 ドル以下の範囲で「裁判所が適正と考える」額を認めて
いる。裁判所が、当該偽造標章の使用が故意に基づいていると認定した場合、損害賠償額
の上限は、偽造標章ごとに、販売、販売の申出がされ又は頒布された商製品もしくは役務
の種類ごとに、2,000,000 ドルに跳ね上がる。米国商標法は、
「裁判所が適正と考える」額
を定めることができると規定しているだけで、裁判所がどのように法定損害賠償の金額の
範囲内で適切な数値を算出すべきかという指針については規定していない。
著作権
米国では、著作権侵害に対する法定損害賠償については、米国著作権法第 504 条に規定さ
れている。著作物ごとに 750 ドル以上 30,000 ドル未満で裁判所が正当と考える金額とい
うのが、その基本レベルとなる。故意に基づく著作権侵害を立証することができる原告は、
著作物ごとに上限 150,000 ドルまで損害賠償請求を行うことができる。被告が、自身の行
為が著作権侵害にあたることを「知らず、かつそう信じる理由がなかった」ことを立証で
きた場合、損害賠償額は著作物ごとに上限 200 ドルまで減額される。米国著作権法第 412
条は、侵害前もしくは最初の発行から 3 ヶ月以内に著作権局に登録された著作についての
み、米国で法定損害賠償を請求することが可能である旨を定めている。
裁判所は、米国著作権法第 504 条(c)に基づいて、著作権侵害に対する適切な法定損害賠
償額を決定するに当たり、以下の様々な要素を考慮する。
1. 被告が節約した費用と獲得した利益
2. 原告の逸失収入
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3. 商標権の価値
4. 被告側にいる者たちに対する抑止効果
5. 被告の行為が善意であったか故意であったか
6. 被告が、侵害製品の価値を見積ることができる記録の提供に協力していたか
7. 被告を委縮させる潜在的可能性

B. Questions concerning the status of use of the systems for damages in patent
infringement lawsuits in the United States
B

米国の特許権侵害訴訟における損害賠償の利用実態に関する質問

38. Generally, out of the total number of patent infringement lawsuits, what do you
think is the percentage of the lawsuits in which the amount of damages claimed by
the patent holder is calculated based on the following options?
３８．権利者が主張する損害賠償額の算定根拠について、全訴訟件数を 100 としてその根
拠割合は一般的にはどの程度だと感じていますか？（
□ Lost profits: (

）内にお答えください。

)%

□ Reasonable Royalty
□ Established Royalty: (

)%

□ Hypothetical Negotiation: (

)%

□ Compensatory damages (combination of lost profits and Reasonable
Royalty)): (

)%

□

逸失利益（lost profits）（

）％

□

合理的実施料（Reasonable Royalty）

□

確定している実施料（
（Established Royalty）（

□

仮想交渉による算定方法（Hypothetical Negotiation）（

□

）％
）％

補償的損害賠償金（逸失利益（lost profits）と合理的実施料（Reasonable

Royalty）の組合せ）（

）％

◆米国法律事務所 A
□ Lost profits: (5)%
□ Reasonable Royalty
□ Established Royalty: (5)%
□ Hypothetical Negotiation: (75)%
□ Compensatory damages (combination of lost profits and Reasonable
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Royalty)): (15)%
◆米国法律事務所 B
□ Lost profits: ( 25

)%

□ Reasonable Royalty
□ Established Royalty: (

10

)%

□ Hypothetical Negotiation: ( 65

)%

□ Compensatory damages (combination of lost profits and Reasonable
Royalty)): ( 10

)%

◆米国法律事務所 C
□ Lost profits: (

25

)%

□ Reasonable Royalty
□ Established Royalty: (

)%

□ Hypothetical Negotiation: (

75 )%

□ Compensatory damages (combination of lost profits and Reasonable
Royalty)): (

)%

39. Why is the calculation method you mentioned as being most frequently used in 38
above preferred?
３９．３８．で最も利用されていると回答された制度・算定方法が好まれる理由は何でし
ょうか。

◆米国法律事務所 A
It is not preferred.

Most patent owners would rather be able to use lost profits.

But most of the time, lost profits are not applicable since the facts do not meet
the Panduit test and there is rarely an established royalty.
好まれていない。ほとんどの特許権者にとっては、逸失利益を利用することができる方が
好ましい。しかし、事実が Panduit テストの要件を満たしておらず、また確立された実施
料があることもまれなので、逸失利益が適用されないことがほとんどである。
◆米国法律事務所 B
The hypothetical negotiation is the most commonly applicable formulation.
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It is

rare that there is a true established royalty rate outside of a standard essential
patent.
仮想交渉による算定方法が最も一般的に適用される方法である。標準必須特許以外で、本
当に確定している実施料というものは稀にしかない。
◆米国法律事務所 C
For non-practicing entity cases, a reasonable royalty is the only available damages
theory.

As noted above, to recover lost profits the patentee must actually practice

the invention and show that it competes with the alleged infringer.
Lost profits are more difficult to prove, resulting in more cases utilizing a
reasonable royalty theory.
NPE の事案の場合は、合理的実施料によってしか計算できない。上述のように、逸失利益
を回復するためには、特許権者は当該発明を実際に実施し、被疑侵害者と競争しているこ
とを示さなければならない。
逸失利益の方が立証が難しいので、裁判では合理的実施料の方がよく用いられている。
40. Generally, out of the total number of patent infringement lawsuits, what do you
think is the percentage of the lawsuits in which an injunction and/or damages are
claimed?
４０．一般的に、特許権侵害訴訟において差止及び損害賠償はそれぞれどの程度の割合で
請求されるのでしょうか？全体を 100 としてその割合を（
Injunction and damages: (

)%

Injunction (without damages): (

)%

Damages (without injunction): (

)%

□差止＋損害賠償（

）内にお答えください。

）％

□差止（損害賠償は請求なし）（

）％

□損害賠償（差止は請求なし）（

）％

◆米国法律事務所 A
Injunction and damages: (100)%
Injunction (without damages): (0)%
Damages (without injunction): (0)%
I have never seen a complaint in which the patent owner did not ask for both injunction
and damages.
特許権者が、
差止及び損害賠償の両方を要求しない申立てにこれまで遭遇したことがない。
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◆米国法律事務所 B
Injunction and damages: (

10

)%

Injunction (without damages): (

5

Damages (without injunction): (

85

)%
)%

◆米国法律事務所 C
Permanent Injunction and damages: (

)%

Injunction (without damages): (

)%

Damages (without injunction): (

)%

It is very difficult to assign statistics to these figures given the differences in
the types of patent lawsuits brought in the United States (i.e. competitor suits,
non-practicing entities, Hatch-Waxman litigation).
In general, most patentees seek a permanent injunction and damages, provided the
patent has not expired.

However, far fewer patentees seek a preliminary injunction.

Injunctions without damages are most common in the generic drug context.

Under the

Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act (known as the “Hatch-Waxman
Act”), a patentee may sue a generic company before the company brings its generic
drug to market.

The patentee is seeking only an injunction as there are no damages

to award at that point.
A recent empirical study looking at injunctive relief in the United States patent
system can be found in Christopher Seaman’s paper, “Permanent Injunctions in Patent
Litigation After Ebay: An Empirical Study,” Washington & Lee Legal Studies Paper
No. 2015 (to be published in Iowa Law Review).
米国で提起された特許訴訟にはさまざまな種類のものがあるので（すなわち、競争者間の
訴訟か、NPE 訴訟か、ハッチ‐ワックスマン法訴訟）
、上の表に統計値を割り振るのは非常
に難しい。
一般的に言えば、大部分の特許権者は、当該特許の存続期間が満了していない限り、差止
と損害賠償を求める。しかし、差止だけを求める特許権者ははるかに少ない。
損害賠償請求なしの差止命令を求める訴訟は、ジェネリック薬品がらみの訴訟では最も多
い。
「ハッチ‐ワックスマン法」として知られる医薬品の価格競争と特許期間回復法のもと、
特許権者は、ジェネリック薬品が市場に出される前に、訴訟を起こすことができる。特許
権者は、この時点では損害を受けていないのだから、差止だけを求めることになる。
米 国 で の 差 止 請 求 訴 訟 に 関 す る 実 証 研 究 と し て 、 Christopher Seaman, “Permanent
Injunctions in Patent Litigation After Ebay: An Empirical Study,” Washington & Lee
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Legal Studies Paper No. 2015 (Iowa Law Review に掲載予定)を参照。
41. Generally, out of the total number of court judgments, what do you think is the
percentage of the judgments in which the amount of damages awarded by the court is
calculated based on the following options?
４１．裁判所が認める損害賠償額の算定根拠について、全判決数を 100 としてその根拠割
合は一般的にはどの程度だと感じていますか？（
□ Lost profits: (

）内にお答えください。

)%

□ Reasonable Royalty
□ Established Royalty: (

)%

□ Hypothetical Negotiation: (

)%

□ Compensatory damages (combination of lost profits and Reasonable
Royalty)): (

)%

□

逸失利益（lost profits）（

）％

□

合理的実施料（Reasonable Royalty）

□

確定している実施料（
（Established Royalty）（

□

仮想交渉による算定方法（Hypothetical Negotiation）（

□

）％
）％

補償的損害賠償金（逸失利益（lost profits）と合理的実施料（Reasonable

Royalty）の組合せ）（

）％

◆米国法律事務所 A
□ Lost profits: (5)%
□ Reasonable Royalty
□ Established Royalty: (5)%
□ Hypothetical Negotiation: (85)%
□ Compensatory damages (combination of lost profits and Reasonable
Royalty)): (5)%
◆米国法律事務所 B
□ Lost profits: (

15

)%

□ Reasonable Royalty
□ Established Royalty: (

15

□ Hypothetical Negotiation: (

)%
70

)%

□ Compensatory damages (combination of lost profits and Reasonable
Royalty)): (

10

)%
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WHW:

The stated “compensatory damages” scenario should only occur where there are

some sales that are eligible for lost profits and some that are not (e.g., when there
is no capacity to make the products for those accused sales).
WHW:

上記の「補償的損害賠償金」の状況が起こるのは、逸失利益に適格な販売と適格で

ない販売がある場合に限られる（例えば、侵害品の販売分の製品を生産する能力がない場
合）。
◆米国法律事務所 C
□ Lost profits: (

)%

□ Reasonable Royalty
□ Established Royalty: (

)%

□ Hypothetical Negotiation: (

)%

□ Compensatory damages (combination of lost profits and Reasonable
Royalty)): (

)%

It is difficult to assign precise statistics to this question.
time, damages are assessed based on a reasonable royalty.

The majority of the

This is due to the high

standard for demonstrating lost profits and the number of NPE litigations in the
American patent litigation system.
この質問について、上の表に正確な統計値を割り振ることは難しい。ほとんどの場合、損
害は合理的実施料に基づいて計算されている。これは、逸失利益の立証が難しいことと、
NPE 訴訟が多いことに原因している。
42. Generally, out of the total number of court judgments, what do you think is the
percentage of the judgments in which the amount of damages is limited due to the
following reasons?
４２．損害賠償額の限定について、全判決数を 100 としてその限定理由の割合は一般的に
はどの程度だと感じていますか？（

）内にお答えください。

□ Lack of patent marking: (

)%

□ Negligence (delay in filing an action): (
□ Equitable estoppel: (

)%

□ Georgia-Pacific factors: (
□ Other (

): (

□パテントマーキングの欠如（
□懈怠（訴訟提起の遅延など）（
□衡平法上の禁反言（

)%
）％
）％

）％
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)%

)%

□Georgia pacific factor（

）％

□その他（

）（

）％

◆米国法律事務所 A
□ Lack of patent marking: (15)%
□ Negligence (delay in filing an action)[Laches?]: (1)%
□ Equitable estoppel: (1)%
□ Georgia-Pacific factors: (90)%
□ Other (ownership among subsidiaries): (1)%
◆米国法律事務所 B
□ Lack of patent marking: (

60

)%

□ Negligence (delay in filing an action): ( 20
□ Equitable estoppel: (

5

)%

)%

□ Georgia-Pacific factors: (

85

□ Other (

)%
): (

)%

◆米国法律事務所 C
□ Lack of patent marking: (

)%

□ Negligence (delay in filing an action): (
□ Equitable estoppel: (

)%

□ Georgia-Pacific factors: (
□ Other (

)%

)%
): (

)%

It is difficult to assign statistics to these issues.

Patent marketing and

laches/equitable estoppel are equitable defenses that are available to accused
infringers, but each will only apply in specific and limited circumstances.

The

services available to us to create statistics did not capture these equitable defenses
in a way that allows us to generate statistics.
Georgia-Pacific factors are generally considered as part of the reasonable royalty
process.

Accordingly any case where a reasonable royalty is awarded will have been

impacted by Georgia-Pacific.
この質問について統計値を割り振るのは難しい。パテントマーキングの欠如、消滅時効／
禁反言は、被疑侵害者が利用できるエクイティ法上の抗弁方法であるが、これらは特定の
限定的な場面でしか利用できない。我々が統計作成のために利用できるサービスは、上の
統計を作るためのエクイティ法上の抗弁方法について把握するのには使えなかった。
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Georgia-Pacific 事件で考慮要因とされた要素が、一般的には、合理的実施料の算定プ
ロセスにおいても考慮要素となる。したがって、合理的実施料の賠償が問題となる事案に
おいては、同事件の影響を受けることとなる。
43. Generally, out of the total number of court judgments, what do you think is the
percentage of the judgments in which the losing party is ordered to pay the attorney
fees for the other party?
４３．弁護士費用の敗訴者負担について、全判決数を 100 としてそれが認められる割合は
一般的にはどの程度だと感じていますか？（

）内にお答えください。

□ The losing part is not ordered to pay: (

)%

□ The total amount of the attorney fees: (

)%

□ A reasonable portion of the amount of the attorney fees: (
□ Other amount: (

)%

□認められない

）％

（

□弁護士費用全額

（

)%

）％

□弁護費用中合理的な額（
□上記以外の額（

）％
）

（）％

◆米国法律事務所 A
□ The losing part is not ordered to pay: (95)%
□ The total amount of the attorney fees: (2)%
□ A reasonable portion of the amount of the attorney fees: (2)%
□ Other amount: (1)%
◆米国法律事務所 B
□ The losing part is not ordered to pay: (

75

□ The total amount of the attorney fees: (

5

)%
)%

□ A reasonable portion of the amount of the attorney fees: (
□ Other amount: (

20

)%

)%

◆米国法律事務所 C
□ The losing part is not ordered to pay: (

)%

□ The total amount of the attorney fees: (

)%

□ A reasonable portion of the amount of the attorney fees: (
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)%

□ Other amount: (

)%

According to the statistics provided by Lex Machina, of the 48,921 patent cases
terminated between January 1, 2000 and December 19, 2015, attorneys’ fees were
awarded in 486 cases.

The service does not provide the information concerning the

amount of the fees that were awarded.
As noted above the Octane Fitness case has altered somewhat the ability to recover
attorneys’ fees pursuant to 35 U.S.C. § 285.

Since Octane Fitness was decided on

April 29, 2014, attorneys’ fees have been awarded in 8 terminated cases.
Lex Machina の統計によれば、
2000 年 1 月 1 日から 2015 年 12 月 19 日までに終了した 48,921
件の特許訴訟のうち、弁護士費用の賠償が認められたのは 486 件である。同サービスでは、
認められた費用の額に関する情報は得られなかった。
上述のように、Octane Fitness 事件は、米国特許法第 285 条に基づいて弁護士費用の回復
を求めるための要件を変更した。同事件の判決が出た 2014 年 4 月 29 日以降、8 つの終結
事件において、弁護士費用の回復が認められている。
44. Have you ever listened to the testimony of an expert witness as an aid to decide
the amount of damages or reasonable royalty? If so, please tell us about your ideas
of the user-friendliness, difficulties, advantages, and disadvantages thereof.
４４．損害賠償額又は合理的実施料（Reasonable Royalty）の決定のための補助として、
鑑定人の証言を聴取されたことはありますか？ある場合、その利用しやすさや困難性、メ
リット、デメリットに関する考えをお聞かせください。

◆米国法律事務所 A
I do not understand the question.

By the time the expert is providing testimony,

the case is at least in expert discovery (deposition testimony) or possibly in trial.
By that time, I would have already decided the amount of damages that seemed correct.
質問の意味が分からない。専門家が証言を行う頃までには、訴訟は少なくとも専門家の
discovery（デポジション証言）の段階に至っているか、トライアルの最中である可能性
もある。それまでには、的確だと思われる損害賠償の金額をすでに決定しているだろう。
◆米国法律事務所 B
In my experience, damages are always based on the testimony of expert witnesses.
This is generally the only way that a jury can evaluate damages.
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Recently expert

witnesses have often been the subject of challenges based on the reliability of the
expert’s methodologies.

A major issue with damages experts is their high costs.

私の経験上、損害賠償額は必ず鑑定人の証言に基づいて決定される。これは、一般的に言
って、陪審が損害額を評価できる唯一の方法である。最近では、鑑定人の証言は、鑑定人
の算定方法の信頼性の関係で、しばしば異議が申し立てられる対象となっている。損害賠
償額の鑑定人についての主な問題は、その費用が高いことである。
◆米国法律事務所 C
Yes.

Effective damages expert witnesses will be able to explain their damages

opinions in an understandable way, relying on the evidence, particularly data such
as industry data or surveys to support their damages opinions.
Experts are used in virtually all patent cases where damages are sought.
A good expert will be able to teach the judge and jury about the economic principles
involved in determining the damages figure.
trustworthy and a great teacher.

The expert needs to be relatable,

Without expert testimony, a patentee cannot prove

its damages claim.
その経験はある。損害賠償に関する専門家の証言は、証拠、産業データのようなデータ、
調査に立脚したものであり、損害に関して理解しやすい意見を述べてくれる。
専門家は、損害賠償が問題となる実質的に全ての特許事件において利用できる。
優れた専門家は、裁判官と陪審員に対し、損害額の決定に関係した経済的原則についても
教示することができる。専門家は、説明する能力があり、信頼でき、優れた教え手である
必要がある。専門家の証言がなければ、特許権者は損害賠償の請求について立証すること
はできない。
45. Please tell us about your idea of the effect the jury system has on damages.
４５．陪審制度の損害賠償に与える影響についてのお考えをお聞かせください。

◆米国法律事務所 A
The jury often has no way to judge the reliability of an expert witness.

Damages

becomes a test to determine who has the most likeable or believable expert witness.
This, of course, makes the jury system a poor method of determining damages.
陪審には、専門家証人の信頼性を判断する手立てがないことがしばしばある。損害賠償は、
誰が最も好ましい又は信じられる専門家証人かを判断するテストとなっている。このた
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め、当然ながら、陪審制度は損害賠償額を決定する方法として不十分なものになってしま
っている。
◆米国法律事務所 B
Juries are viewed as sometimes awarding excessive damages awards to punish bad
behavior.

On the other hand, juries do award “compromise” verdicts in which low

damages are awarded in cases where liability or patentability is weak.
陪審は、悪行を罰するために、過大な損害賠償裁定を行うことがあると考えられている。
その一方で、陪審は、責任や特許性が弱い訴訟では、低額の損害賠償裁定を行うという「妥
協的」評決を行っている。
◆米国法律事務所 C
The jury system works in the United States.

If the jury’s decision does not follow

the law, the judges will review and revise the jury’s damages award to follow the
law.
Juries are charged with making damages determinations even though the people on the
jury may not have any financial or economic background.

We ask the jury to do a

very difficult calculation and reach a reasoned decision – this is a very hard task.
The fact that juries make these determinations is part of what makes expert testimony
so critical.
米国には陪審制度がある。陪審の判断が法に従っていない場合、裁判官は法に従うよう、
再審理を命じることができる。
陪審は、メンバーが財務や経済について詳しくない場合であっても、損害賠償について判
断をしなければならない。我々は陪審に対し、非常に困難な計算を行い、合理的な決断を
下すようにと求めるわけである。これは非常に大変なことである。
専門家の証言が非常に重要であることの理由の一つは、陪審がこのような判断を下すこと
のうちにある。
46. Please tell us about your opinions concerning payment by the losing party of the
attorney fees for the other party (Should the requirements for application be
broadened? Should it be broadly applied to cases other than patent trolls?).
Requirements for application (judicial precedent)
・Material inappropriate conduct
・Objectively baseless and brought in subjective bad faith
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４６．弁護士費用の敗訴者負担に関するご意見をお聞かせください（適用要件を広げるべ
きか？

パテントトロール以外にも広く適用すべきかなど）
適用要件（判例）
・重要な不適切な振舞（material inappropriate conduct）
・客観的に見て根拠がない（objectively baseless）かつ
主観的にも悪意を持って行われたもの（brought in subjective bad
faith）

◆米国法律事務所 A
With one exception, there is no reason not to have a loser pays system.
litigation is expensive.

Patent

If someone has started a patent lawsuit and caused a

defendant to incur all those costs – but it turns out that the defendant was not
doing anything wrong, then it seems only fair to have the person who started the
lawsuit reimburse the defendant for the attorney fees.

Conversely, if the patent

owner had to bring the lawsuit in order to stop the defendant from infringing, it
is only fair that the defendant should have to pay the plaintiff’s legal costs.
The exception is the solo inventor or other small entity.

A rule that required that

person to pay the other side’s attorneys fee would too heavily discourage filing
suit.
一つ例外があるが、敗訴者が支払う制度にしない理由がない。特許訴訟には費用がかかる。
誰かが特許訴訟を始め、被告に全ての訴訟費用を発生させたものの、被告が何も間違った
ことをしていなかったことが判明したとすると、訴訟を始めた者に、被告の弁護士費用を
補償させなければ公正ではないと思われる。反対に、特許権者が被告の侵害をやめさせる
ために訴訟を提起せざるを得なかった場合には、被告が原告の訴訟費用を支払わなければ
公正ではない。例外の場合とは、単独発明者又はその他の小規模団体の場合である。この
場合には、相手方の弁護士費用の支払いを求めるルールは、訴訟の提起を思いとどまらせ
るものとして強力すぎるものとなろう。
◆米国法律事務所 B
Recent court decisions have been more favorable to a prevailing party receiving some
level of attorneys fees.

I view this as appropriate.

I do not favor a more complete

adoption of loser pays, as it makes it too difficult to bring appropriate patent
litigation, as illustrated by the comparative low level of patent litigation in
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England.
最近の裁判判決は、勝訴者が一定の弁護士費用を認められるという勝訴者により有利なも
のとなっている。私は、これは妥当だと考える。敗訴者の全面的な負担には賛成しかねる。
それは、英国において特許訴訟が提起される頻度が比較的に低いことが示しているよう
に、そうなると、適切な特許訴訟を提起するのが非常に困難となってしまうからである。
◆米国法律事務所 C
The Supreme Court’s decisions in Octane and Highmark are a good development in the
law, providing more guidance for parties and their attorneys.
As noted above, the United States Congress is considering legislation that would
allow a successful litigant to recover fees from the losing party.

This is intended

as a way to address the NPE issue in the United States.
Octane and Highmark 事件における最高裁の判断は、当事者と弁護士に対して指針を提供
するものであり、この法律問題に関する優れた展開であると言える。
上述のように、米国議会は、勝訴者が敗訴者から弁護士費用を回復することを認める立法
を検討している。その目的は、米国における NPE の問題への対策である。
47. Among the patent infringement lawsuits in the past five years in which hefty
damages were awarded, please mention the top five cases in terms of the amount of
damages awarded and specify the case number, the amount of damages, the basis for
calculation (e.g. lost profits, royalties), and the technical field for each case.
４７．最近５年間の特許権侵害訴訟において、認められた損害賠償額が高額な事件につい
て、損害賠償額の面で上位の５事件の事件番号・損害賠償額・算定根拠（逸失利益、ライ
センス料等）
・技術分野を教えて下さい。

◆米国法律事務所 A
I do not have this data near to hand.

Famous big verdicts include Carnegie Mellon

University v. Marvell ($1.1 billion), Johnson & Johnson v. Abbott ($1.67 billion);
Apple v. Samsung ($1 billion).
このデータが手元にない。高額の評決が出されたことで有名なものには、Carnegie Mellon
University v. Marvell（11 億米ドル）、Johnson & Johnson v. Abbott （16 億 7000 万米
ドル）、Apple v. Samsung （1 億米ドル）などがある。
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◆米国法律事務所 B
Carnegie Mellon v. Marvell (disk drive data reproduction, later reduced), Apple v.
Samsung (smart phones, later reduced), Monsanto v. Dupont (genetically modified
soybeans).
More and more complete information can be found from proprietary sources:

Lex

Machina and PwC (the accounting firm), which performs yearly patent damages analysis.
Carnegie Mellon v. Marvell (ディスクドライブのデータの複製。損害賠償額は後に減額
された)、Apple v. Samsung (スマートフォン、損害賠償額は後に減額された), Monsanto
v. Dupont (遺伝子組み換え大豆).
毎年特許損害賠償額の分析を行っている Lex Machina and PwC (会計事務所)のように専用
の情報源では、より完全な情報を入手することができる。
◆米国法律事務所 C
The PWC 2015 Patent Litigation Study provides a good overview of recent damages cases.
The report can be found at
http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/patent-litigation-study.
html.
The PWC 2014 report is also quite a useful document.
http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/2014-patent-litigation-s
tudy.html
プライスウォーターハウスクーパースの PWC 2015 Patent Litigation Study は、近年の損
害賠償事件に関する優れた概説である。このレポートについては以下を参照。
http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/patent-litigation-study.
html.
PWC 2014 report も有益である。
http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/2014-patent-litigation-s
tudy.html
48. From the standpoint of a patentee's attorney, what are the good points, points
to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the system for damages in the United States?
４８．特許権者の代理人の立場から、米国の損害賠償制度の良い点、維持すべきと考えて
いる点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何
でしょうか？
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◆米国法律事務所 A
Patent damages are extremely complex.

There is no simple measure.

As a result,

it is difficult to predict the damages likely to be awarded in a case based just
on the revenue or profits from the infringing product.

Furthermore, it makes the

damages portion of the case expensive and time consuming to litigate.

On the other

hand, because there is no set rule, the damages theory in a particular case can be
carefully tailored to the exact situation of that case.

The flexibility ensures

a more accurate assessment of the value of the patent.
特許の損害賠償は、非常に複雑な問題である。簡単な測定基準は存在しない。そのため、
侵害製品から得た収入や収益にのみ基づいて、ある訴訟において認められる可能性のある
損害賠償額を予測することは難しい。さらに、この結果として、訴訟の損害賠償に関する
部分は費用がかかり、訴訟に時間がかかるものとなってしまっている。一方、規定のルー
ルがないので、特定の訴訟における損害賠償の理論は、その訴訟の正確な状況に慎重に合
わせたものとすることができる。柔軟な制度であることにより、特許の価値のより正確な
評価が確保される。
◆米国法律事務所 B
The current state of patent damages law appears appropriate to me.

I would like

to see willfulness law changed to make it more likely that prevailing patent owners
recover attorneys fees.
私としては、現状の特許損害賠償法で適切だと思われる。勝訴した特許権者が弁護士費用
を回収できるように故意侵害の法理が変更されてほしい。
◆米国法律事務所 C
The cost of U.S. litigation is a difficult feature for all patent holders.

This

includes the cost of securing the necessary discovery to prove a damages case and
the cost of expert testimony required to prove the case.
米国の訴訟費用は、全ての特許権者にとって深刻な問題である。ここには、損害について
立証するために必要な discovery を確実に行うための費用や、事件について立証をするた
めに必要な専門家の証言のための費用が含まれる。
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49. From the standpoint of an alleged infringer's attorney, what are the good points,
points to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved
or difficult-to-use points of the system for damages in the United States?
４９．被疑侵害者の代理人の立場から、米国の損害賠償制度の良い点、維持すべきと考え
ている点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は
何でしょうか？

◆米国法律事務所 A
See 48.
Q48 を参照。
◆米国法律事務所 B
There is too much uncertainty in patent damages law at this point.

I would like

to see apportionment law clarified and more consistently applied.
この立場からは、特許損害賠償法は不確実な点が多すぎる。責任の分担法則を明確にし、
より一貫性を持たせるようにしてほしい。
◆米国法律事務所 C
The Georgia-Pacific factors were generally helpful but could be very differently
applied by different parties.

It was helpful to have the recent court decisions

on smallest saleable patent-practicing unit (SSPPU) for more certainty regarding
the values of patents.
The same answer applies for an alleged infringer as for a patentee.
Georgia-Pacific 事件で示された要素は、一般的には有益であるが、当事者次第で適用の
され方が大きく変化しうるものである。特許の価値に関してより正確に知るためには、
SSPPU に関する近年の裁判所の判断を参照することが有益である。
特許権者について当てはまるのと同じことが、被疑侵害者についても当てはまる。
50. Damages awarded in the United States are said to be hefty compared to damages
awarded in other countries. What do you think the reason for this is?
５０．米国の損害賠償額が世界的に見て高額と言われていますが、その理由は何だと思い
ますか。

- 130 -

◆米国法律事務所 A
See 48.
Q48 を参照。
◆米国法律事務所 B
The possibility for higher damages in U.S. patent litigation reflects the development
of tort law to address abuses from primarily corporate actors.

The U.S. is probably

unique in using its judicial system so frequently to effect societal changes.
米国の特許訴訟において損害賠償額が高額になる可能性があるのは、主に法人による濫用
に対応するために不法行為法が発展してきたことを反映している。社会に変化をもたらす
ために頻繁に司法制度を利用している点で、米国は独特であるかもしれない。
◆米国法律事務所 C
The patent statute and caselaw sets out how damages are to be calculated.
provides the basis for the damages awards.

This

Historically, damages in the United

States seem to reflect the strong interest in the United States in a strong patent
system.
特許に関する法令と、判例法により、損害の計算方法が示されている。当該方法が、損害
賠償額の算定の基礎となっている。歴史的に見れば、米国の損害賠償は、同国における、
強力な特許制度に対する強い利害関心を反映したものであると言えるだろう。
IV. Question concerning the patent infringement lawsuit system in Japan
Ⅳ

日本の特許権侵害訴訟システムに関する質問

51. Please tell us about what you think are the good or bad points of the patent
infringement lawsuit system in Japan.
５１．日本の特許権侵害訴訟システムで良い又は悪いと考えている点についてお聞かせ願
います。

◆米国法律事務所 A
I have heard of very few people being interested in enforcing patents in Japan.

The

perception in the United States is that the process is biased in favor of local,
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Japanese companies, is cumbersome because of the separate nullity proceeding, and
with all the appeals, can be as long as the American process and almost as expensive.
Given that the damages awarded are much less, there is little reason to engage in
patent litigation

in Japan.

日本での特許権の行使に関心を持っていると人が言っているのを聞いたことはほとんど
ない。米国では、日本の訴訟手続では、地元の日本企業に有利な判定が出されると考えら
れており、これは、独立した無効審判手続があり、全ての控訴を経るとなると、米国の手
続と同じぐらいの期間かかり、またほぼ同じぐらいの費用がかかるので、面倒である。認
められる損害賠償額が非常に少額であることを考慮すると、日本で特許訴訟に携わる理由
はほとんどない。
◆米国法律事務所 B
The comparatively low damages and discovery difficulties make it generally
undesirable to bring litigation in Japan. On the other hand, the significance of
judges and technical advisors in making decisions is a very appealing aspect of
Japanese patent litigation.
損害賠償額が比較的低いことと discovery 上の問題があるので、一般に、日本で特許侵害
訴訟を提起することは望ましくないものとなっている。その一方で、判決に際して、裁判
官や専門委員が重視される点は、日本で特許侵害訴訟を提起する理由の一つとして非常に
惹かれるものがある。
◆米国法律事務所 C
We have not had the opportunity to litigate in the patent lawsuit system in Japan
and accordingly cannot offer an informed position.
We would welcome the opportunity to learn more about the Japanese system and to
discuss the benefits/challenges as compared with the United States system.
我々は日本で特許訴訟を行ったことはないので、特に意見を述べることはできない。
日本の特許制度についてもっと知り、米国の制度と比較したときの利点や短所について議
論する機会があれば幸いである。
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【英国企業】
I. Questions concerning experience in patent infringement lawsuits
Ⅰ

特許権侵害訴訟の経験に関する質問

1. Have you filed a patent infringement lawsuit with the U.K. court in the past five
years?
１．英国の裁判所において、過去５年間、特許権侵害訴訟を提起したことはありますか？
□

Yes.

・Why did you file a patent infringement lawsuit with the U.K. court?
・特許権侵害訴訟を英国の裁判所で提起した理由は何ですか？
□

No.

◆英国企業 A
☒

Yes.

・Why did you file a patent infringement lawsuit with the U.K. court?
Because our patent appeared to be infringed by a competitor.
競争者によって弊社の特許が侵害されたと思われたため。
□

No.

◆英国企業 B
☒

ある

・特許権侵害訴訟を英国の裁判所で提起した理由は何ですか？
□

ない

◆英国企業 C
☒

Yes.

・Why did you file a patent infringement lawsuit with the U.K. court?
Needed to protect exclusivity of pharmaceutical products.
医薬品の独占権を保護する必要があった。
☐

No.
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2. Have you put off filing a patent infringement lawsuit with the U.K. court after
considering it in the past five years?
２．英国の裁判所に、過去５年間、特許権侵害訴訟の提起を検討したが提起しなかったこ
とはありますか？
□ Yes.
・Why did you put off filing a patent infringement lawsuit with the U.K. court?
・特許権侵害訴訟を英国の裁判所で提起を見送った理由は何ですか？
□ No.
◆英国企業 A
□ Yes.
・Why did you put off filing a patent infringement lawsuit with the U.K. court?
☒ No.
◆英国企業 B
☒

ある

・特許権侵害訴訟を英国の裁判所で提起を見送った理由は何ですか？
訴訟を提起することによる効果がコストに見合うと思われなかったため。
□

ない

◆英国企業 C
☐ Yes.
・Why did you put off filing a patent infringement lawsuit with the U.K. court?
While I say no, the UK is a difficult yet expensive venue for patentees. A “win”
is very influential in Europe, likewise a loss.
いいえと回答したのだが、英国は特許権者にとって不利でありしかも費用のかかる裁判地
である。ヨーロッパでは「勝訴」した場合の影響力は敗訴した場合と同様に大きい。
☒

No.

3. Has the possibility been hinted at that you might face a patent infringement lawsuit
filed from a patentee with the U.K. court, or have you actually faced such a patent
infringement lawsuit as an alleged infringer, in the past five years?
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３．特許権者から、英国の裁判所において、過去５年間、特許権侵害訴訟の提起を示唆さ
れたり、実際に被告として訴訟を提起されたことはありますか？
□ Yes. The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has been
hinted at.
□ Yes. We have actually faced a patent infringement lawsuit.
□ The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has never been
hinted at nor have we actually faced a patent infringement lawsuit.
□特許権侵害訴訟の提起を示唆されたことがある。
□実際に、特許権侵害訴訟の提起されたことがある。
□特許権侵害訴訟の提起を示唆されたことも、実際に特許権侵害訴訟の提起を示唆
されたこともない。
◆英国企業 A
□ Yes. The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has been
hinted at.
□ Yes. We have actually faced a patent infringement lawsuit.
☒ The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has never been
hinted at nor have we actually faced a patent infringement lawsuit.
◆英国企業 B
□特許権侵害訴訟の提起を示唆されたことがある。
□実際に、特許権侵害訴訟の提起されたことがある。
☒特許権侵害訴訟の提起を示唆されたことも、実際に特許権侵害訴訟の提起を示唆
されたこともない。
◆英国企業 C
☒

Yes. The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has been

hinted at.
☐ Yes. We have actually faced a patent infringement lawsuit.
☐ The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has never been
hinted at nor have we actually faced a patent infringement lawsuit.
II. Questions concerning the status of use of the systems for evidence collection
in patent infringement lawsuits in UK
Ⅱ

英国の特許権侵害訴訟における証拠収集の利用実態に関する質問
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A. Search order before proceedings have started
A.

訴訟開始前の捜索命令

4. As a search order before proceedings have started (CPR 25.1(h); CPR7 "Anton Piller
Order") is issued without notice to the alleged infringer, fulfillment of strict
requirements (probability of infringement of a right, serious damage, probability
of possession of evidence, and ease of destruction) is required. What do you think
of the necessity of fulfilling these strict requirements?
４．訴訟開始前の捜索命令（CPR 25.1(h)、CPR7

“Anton Piller Order“）には、被申立

人に通知されずに発令されるため、厳格な要件（権利侵害の蓋然性、損害額が甚大、証拠
を所持している蓋然性、廃棄処分の容易性）が求められますが、これらの厳格な要件が求
められることに関してどのようにお考えですか？

◆英国企業 A
We have no direct experience but, in principle, we agree that the threshold for
securing an Anton Piller Order should be high and stringent.

The court should take

all factors into account when making or denying the Order.
これについては直接経験したことがないが、原則として、アントン・ピラー命令（捜索命
令）を得るための基準を高く・厳格なものにすることには賛成である。裁判所は、捜索命
令を出したり、却下したりするときには、あらゆる要素を考慮すべきだ。
◆英国企業 B
被告に通知されずに発令されるという点とのバランス上、厳格な要件を求めることは妥当
と考える。
◆英国企業 C
The requirements are strict because the relief is so invasive; only in exceptional
cases will the requirements be fulfilled. In intellectual property matters it is
often sufficient to get a fast injunction (which can also be done without notice)
without an Anton Piller order. I can see such orders may be necessary in other
commercial matters, but less so in IP situations.
厳格な要件が課せられているのは、救済措置が非常に介入的なものだからである。要件が
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充足されるのは、例外的な場合に限られる。知的財産関連では、Anton Piller 命令がなく
とも、多くの場合、迅速な差止めが認められるのに十分である（差止めも通知なく行うこ
とができる）。他の商業的な問題においては当該命令の必要性を感じられるが、知的財産
関連ではあまり感じない。
5. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness and difficulties
of the search order system in the United Kingdom.
５．英国の捜索命令の利用しやすさや困難性に関する考えをお聞かせください

◆英国企業 A
We have no direct experience.

The theory appears to be sound.

We are unaware that

the system is abused in any way.
これについては直接経験したことがない。理に適った理論のように思われる。何らかの点
で不条理な制度だということは承知していない。
◆英国企業 B
捜索命令を受ける場合の影響の大きさを考えると安易に利用できるようにすべきではな
く、利用の困難性があることについて合理的な理由があると考える。
◆英国企業 C
Very expensive.

Very easy to trip up on formalities – no room for error at all,

even with meritorious cases – my impressions are that the best practice and recent
court formalities or trends are not sufficiently publicized.

For those prepared

to pay for the very best advice, the system (along with freezing orders) exists for
those likely to suffer real harm from egregious behavior by the defendant – but it
is not relevant to your average case. The UK system can be very nimble with respect
to TRO/preliminary injunctions, which is why search / freezing orders are difficult
to obtain. But likewise, obtaining a saisie contrafacon in France is also a burdensome
exercise.
非常に費用がかかる。手続でつまずきやすい。賞賛に値するような場合であっても、少し
でも間違いがあってはならない。私の印象では、最良の実施や最近の裁判手続やトレンド
が十分に公表されていない。本当に優れたアドバイスに対して支払う用意がある者にとっ
ては、このシステムは（凍結命令とともに）、被告によるひどい行為から実害を被る可能
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性が高い者のために存在している。しかし、このことは、ご質問の平均的な場合には該当
しない。英国のシステムは、TRO／仮処分に関して非常に素早く対応されることがあるの
で、それが捜索／凍結命令が認められにくい理由となっている。しかし、英国と同様に、
フランスで訴え提起前の差押（saisie contrafacon）を認められるのも大変である。
B. Disclosure of evidence before an action is filed (CPR31.16)
B.

訴え提起前の証拠開示（CPR31.16）

6. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness and difficulties
of the system of disclosure of evidence before an action is filed (CPR 31.16) for
proceedings for a patent infringement lawsuit start.
６．特許権侵害訴訟開始前の訴え提起前の証拠開示（CPR31.16）の利用しやすさや困難性
に関する考えをお聞かせください

◆英国企業 A
We have no experience of this.
UK.

Evidence requests of this type are very rare in the

We think the concept is sound, particularly if it is likely to avoid court

proceedings being commenced.
これを利用したことがない。この種の証拠開示の請求は英国では滅多にない。特に訴訟開
始を避けられるのであれば、理に適った考え方だと思う。
◆英国企業 B
証拠開示命令を受ける場合の影響の大きさを考えると安易に利用できるようにすべきで
はなく、利用の困難性があることについて合理的な理由があると考える。
◆英国企業 C
Rarely used, because again (realistically) you need to have enough evidence/grounds
for a lawsuit anyway. I would like to use this in pharma cases (as an originator
company) to gather intel on competitors’ behavior before launch where they are
likelyu to infringe. Generics understand that infringing conduct e.g., imports,
won’t be penalized until the very end of the case after multiple appeals (and
there’ll usually be a settlement beforehand), and so to some extent they prepare
and stockpile infringing goods with impunity (they act in secret) until they get

- 138 -

an MA and start selling, which is when we go to court. The danger in reforming this
to make it easier to get pre-action disclosure is that it will be abused i.e., why
not try to get it in every case, although the current situation provides for judges
to take into account pre-action correspondence in costs.
滅多に利用しない。（現実的に見て）いずれにせよ訴訟には十分な証拠／根拠が必要とさ
れるからである。競合他社による侵害の可能性がある場合には、発売前の競合他社の行動
について情報を集めるために、この証拠開示制度を医薬品訴訟（先発医薬品メーカーとし
て）で利用したいと思う。ジェネリック医薬品メーカーは、輸入などの侵害行為が、何度
も控訴を経た後の訴訟の最後まで（また通常は、結審に至る前に和解に至る）罰せられな
いと知っている。そのため、ジェネリック医薬品メーカーは、販売認可（MA）を取得して、
販売を開始し、それを受けて我々が提訴するまでは（秘密に行動するため）罰せられるこ
となく、ある程度は侵害品を準備し備蓄する。この制度を、訴訟前開示がされやすいよう
に改革するとなると、濫用される危険がある。つまり、現状では裁判官に、訴訟前通信を
費用面で考慮するように定められているにもかかわらず、どの訴訟でもこれをやってしま
えばよいのではないかと考えられてしまうということである。
C. Orders for disclosure of evidence against a person not a party (CPR 31.17) before
proceedings have started
C.

訴訟開始前の第三者に対する証拠開示命令（CPR31.17）

7. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness and difficulties
of the system of orders for disclosure of evidence against a person not a party (CPR
31.17) before proceedings have started in the United Kingdom.
７．英国の訴訟開始前の第三者に対する証拠開示命令（CPR31.17）の利用しやすさや困難
性に関する考えをお聞かせください

◆英国企業 A
We do not think that it is possible to apply for evidence (by which we mean witness
statements, etc) before a case has been filed.

Disclosure of documents (as covered

by question 6) is of course possible but rare. The principle of being able to apply
for disclosure from a person not party to proceedings (for example where it would
not be appropriate to try to join that person in the proceedings) is a sound one,
though the need to apply for such an order is in our experience rare in practice.
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訴訟開始前に証拠（証人の供述書）開示を申請することはできないと思う。（問 6 で取り
上げられているような）文書開示は当然可能だが、ほとんどない。訴訟の当事者以外の者
による開示申請を可能とする方針（例えば、その者が訴訟に参加しようとするのが適切で
ない場合）は理に適っている。もっとも、弊社の実務経験上、そのような命令を申請する
必要は滅多にない。
◆英国企業 B
証拠開示命令を受ける場合の影響の大きさを考えると特に第三者の場合には安易に利用
できるようにすべきではなく、利用の困難性があることについて合理的な理由があると考
える。
◆英国企業 C
This system is already based around a costs regime that places the costs of compliance
on the requesting party. From a third party perspective, the prospect of a court
order forcing compliance is massively intrusive, and they will be burdened by demands
on time and costs which will not be recovered from the requesting party. From a
plaintiff’s perspective, it is no easy system: you need good grounds for supposing
the third party has relevant information e.g., ISP hosting sellers with evidently
infringing goods. I am unlikely to invoke this, but many others in brands businesses
see this possibility as essential.
このシステムは、すでに、申立人にコンプライアンスの費用を負担させるという費用に係
る体制を基礎として構築されているものである。第三者の視点からすれば、コンプライア
ンスを義務付ける裁判所の命令が出される可能性があるというのは、非常に介入的なもの
であり、時間や費用が要求され負担を課せられることになる。しかも、この費用は申立人
から取り戻すことができない。原告の視点からは、簡単なシステムではない。第三者が関
連情報を持っていると想定する十分な根拠を持っている必要がある。例えば、ISP ホステ
ィングの販売者であれば明らかに侵害している製品など。私ならば、このシステムを利用
しようとは思わないが、ブランドビジネスを扱っている者の多くは、この可能性は不可欠
なものだと考えている。
8. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness and difficulties
of the overall systems for evidence collection before proceedings have started in
the United Kingdom.
８．英国の訴訟開始前の証拠収集全般について、その利用しやすさや困難性に関する考え
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をお聞かせください

◆英国企業 A
We have no direct experience of this.

The theory is sound.

これを直接経験したことがない。理に適った理論である。
◆英国企業 B
証拠収集に関し命令を受ける場合の影響の大きさを考えると簡単に利用できるようにす
べきではなく、利用の困難性があることについて合理的な理由があると考える。厳格な要
件のもと、裁判所が個々の開示の必要性を判断する点において、適切な制度になっている
ものと考える。
◆英国企業 C
Expensive, but then whole system is expensive.

I believe it is relatively fair,

because you need to have a good case in order to make it worthwhile trying. That
said, the threshold for getting pre-action court-ordered disclosure may be too high.
Others in continental Europe (France aside) would say the system is outrageously
intrusive, so it is a matter of perspective.
費用がかかるが、証拠収集全般に費用がかかる。試してみて報われるものにするためには、
十分立証できる必要があるので、相対的に公平なシステムだと考える。そうは言っても、
訴訟前に裁判所の命令による開示が認められるための基準は、高すぎると考えらえる。欧
州大陸（フランス以外）にいる者に言わせると、このシステムは極端に介入的なものであ
るそうなので、視点の問題だと言える。
D. Disclosure of evidence (CPR 31) after proceedings have started
D. 訴訟開始後の証拠開示（Disclosure）（CPR31）
9. We would like to ask you about disclosure of evidence (CPR 31) after proceedings
have started.
If unreasonable burdens are required for search, the parties are exempted from the
duty of disclosure in consideration of such circumstances. Have you ever had any
case which you were exempted from the duty of disclsoure? What are the specific
circumstances under which you were exempted from the duty of disclsoure?
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９．訴訟開始後の証拠開示（CPR31）に関してお伺いします。
探索に不合理な負担が掛かる場合はその事情を考慮して開示義務を免れることができま
す。開示義務を免れたことがありますか？具体的にどのような事情を理由として、開示
義務を免れたことがありますか？

◆英国企業 A
No, we have never been exempted from disclosure.

However, disclosure is restricted

in the UK to documents that are directly relevant to the case.

In many patent cases,

the parties agree that there will be little or even no disclosure.

A party wanting

disclosure from the other side has to make an application to the court, unless the
scope of disclosure is agreed at the Case Management Conference.

The UK judges need

to be persuaded that certain types of disclosure are relevant and will impose tight
controls.
これまでに開示義務を免れたことはない。しかしながら、英国では、開示は訴訟に直接関
連のある文書に制限される。多くの特許訴訟では、当事者は、ほとんど開示しなかったり、
全く開示しないことに合意する。相手方からの開示を望む当事者は、開示の範囲がケース
マネジメント会議（Case Management Conference）で合意されていない限りは、裁判所に
開示の申請をする必要がある。英国の裁判官は、特定の種類の開示が関連するものである
ことを確信する必要があり、厳格な管理を行う。
◆英国企業 B
経験はなし。
◆英国企業 C
n/a – nearly always see an amended disclosure regime for patent cases.

It is possible

to exempt – it is all about getting the lack of relevance across to a judge. You
can defeat requests if they don’t have merit.
該当しない。毎回と言っていいほど、特許訴訟の証拠開示体制が変更されるのを経験して
いる。免除を受けることはできる。関連性の欠如を裁判官に伝えられるかが問題となる。
申立てに利点がない場合には、申立てを無効にさせることができる。
10. Have you ever had any problem relating to disclosure of evidence after proceedings
have started (CPR 31)? What is the problem?
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１０．訴訟開始後の証拠開示（CPR31）に関するトラブルはありましたか？

どのようなト

ラブルでしょうか？

◆英国企業 A
We do not recall having any problems in the UK.

This is partly because we have never

needed extensive disclosure from the other party in our cases.
英国でトラブルがあった覚えはない。これは、一つには、弊社が、訴訟で相手方からの広
範囲に及ぶ開示が必要になったことは一度もないからである。
◆英国企業 B
経験はなし。
◆英国企業 C
It is relatively (intellectually) challenging to determine where the limits of
disclosure end. That said, it is possible to be conservative and then react to further
requests from the opponent.

Certainly I have had problems getting sufficient detail

about an infringing product or process - the PPD is sometimes inadequate.
証拠開示の限界がどこにあるのかを判断することはやや（知的に）難しい。そうは言って
も、控えめに開示しておいて、相手方から更なる要求があった場合に対応することも可能
である。侵害製品又は方法に関して十分な情報を入手するという点で苦労したことはもち
ろんあるが、PPD（製品又は製法の説明）では不十分なときがある。
11. As special provisions for patent infringement lawsuits, the parties are exempted
from the disclosure of documents in which the alleged infringer describes the full
particulars of the product or process alleged to infringe, documents concerning the
validity of a patent (except those which came into existence within the period
beginning two years before the priority date and ending two years after that date)
and documents concerning commercial success (CPR63 Practice Direction 6.1(1) to (3)),
which seems to cause a reduction in the volume of disclosed documents in patent
infringement lawsuits. However, hasn't this exemption from the disclosure of
documents caused any inconvenience?
１１．特許権侵害訴訟の特則として、被疑侵害者が被疑侵害物・方法に関して詳細に説明
した文書、特許権の有効性に関する文書（優先日の 2 年前から 2 年後までの文書を除く）
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および商業的成功に関する文書の開示が免除されており（CPR63 Practice Direction
6.1(1)～(3)）、この免除により特許権侵害訴訟における文書開示の量が減少したようです
が、文書の開示の免除による不都合はありませんか？

◆英国企業 A
We think these provisions are helpful.

The most controversial provision relates

to the product specification or particulars – but this can often be fulfilled by
providing a sample of the allegedly infringing product.

If a product specification

is provided, court time can be wasted arguing over its adequacy and this is unhelpful.
But we think this is relatively rare.
弊社としては、これらの規定は有用だと考える。最も議論を呼んでいる規定は、製品の明
細書又は詳細に関連する規定だが、これはしばしば被疑侵害物の見本を提供することによ
り満たすことができる。製品の明細書が提出されると、その妥当性を巡って争うことに訴
訟の時間を無駄に費やすことになり、これは無益である。しかし、そのようなことは比較
的まれである。
◆英国企業 B
特に不都合は感じない。
◆英国企業 C
On one hand, rarely does patentee disclosure make a real difference to the case,
and it tends to be a massive waste of resources. Most often the prior art is
paper-publication based and therefore readily available with the need for
disclosure. So the exemption on the plaintiff side is efficient. On the defendant
side, the PPD system is both a good idea yet still open to abuse – while
cross-examination is available, it may be very difficult to check the veracity of
the PPD before trial, which is unacceptable.

The failure to provide a proper PPD

is not sufficiently penalized. There tends to be satellite litigation about this,
but it is nothing on the scale of the USA.
特許権者による開示が裁判の結果に実質的な差をもたらすことは滅多になく、非常に大き
な資源の無駄となる傾向がある。先行技術はほとんどが紙ベースの出版物であるので、開
示の必要があれば容易に提供することができる。そのため原告側の免除は効率的である。
一方、被告側については、PPD のシステムは良いアイデアであるとともに、やはり濫用の
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可能性がある。反対尋問を利用することが可能であるが、審理前に PPD の信憑性を確認す
るのは非常に難しいと考えられ、これを容認することはできない。適切な PPD が提出でき
ない場合にも、十分に罰せられることはない。米国の規模には及ばないが、これに関して
は付随的訴訟（satellite litigation）が生じる傾向がある。
E. Experiments
E．実験
12. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness and difficulties
of the system of experiment in relation to application for "permission for experiment"
as a means for establishing a fact.
１２．立証手段として「実験許可」を求める申立（CPR63 Practice Direction9.1～9.6）
について、実験の利用しやすさや困難性に関する考えをお聞かせください

◆英国企業 A
Experiments are not used all that often in the UK, partly because they add
significantly to the costs.
good.

The fact that permission is needed from the court is

Unnecessary experiments waste a lot of time.

We have used experiments in

the past to establish a fact.
英国では実験はそれほど多くは利用されていない。これは、費用が大幅に増えることが原
因の一つとなっている。裁判所からの許可が必要とされることは適切である。無用な実験
は多くの時間を浪費することになる。過去にある事実を証明するために実験を利用したこ
とがある。
◆英国企業 B
特に不都合は感じない。
◆英国企業 C
Happily, UK judges remain open to experiments – in the pharma sector, whether for
plaintiff or defendant, this is an important aspect of the UK court system.

The

system seems to work well – experiments are closely controlled (they can readily
get out of control) by the court, but they are critical to the fact issue central
to the case. I would expect permission for experiments in most pharma cases, given
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a reasonable explanation of why they are necessary.
幸いにも、英国の裁判官は、実験を認めてくれている。医薬品セクターでは、原告・被告
を問わず、このことは英国の裁判制度の重要な要素として認識されている。この制度は上
手く機能していると思われる。実験は裁判所の厳密な管理の下で行われる（実験は容易に
管理しきれなく状態になることがある）が、実験は、訴訟の中心となる事実の問題にとっ
て極めて重要である。ほとんどの医薬品訴訟において、私は、実験が必要である理由の合
理的な説明を示した上で、実験が許可されることを期待している。
F. Expert witness
F．専門家証人
13. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness and difficulties
of the expert witness system.
１３．専門家証人の利用しやすさや困難性に関する考えをお聞かせください

◆英国企業 A
We consider that it is best to allow each side to appoint its own expert.

We do

not support the use of court appointed experts for specialized areas of technology.
原告・被告双方に、それぞれ専門家を任命することを認めるのが最善だと考える。特定の
技術分野については、裁判所選任の専門家を利用することには賛成できない。
◆英国企業 B
専門家証人の利用は専門化の確保の点で困難であるが、英国における裁判においては必要
不可欠のものとして受忍の範囲と考える。
◆英国企業 C
Room for good law firms to exploit their experience i.e., while not coaching
witnesses, the good firms know how to get the best expert for their case. Instructing
good counsel and giving them leeway with contacting a wide range of experts can easily
make the difference between winning and losing.

A greater concern is the perceived

trend of UK judges finding every innovation obvious irrespective of the run of the
expert evidence – when everything filed 15 years looks simple in hindsight. I don’t
think hot-tubing experts from different parties will ever be a good idea.
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優秀な法律事務所にとっては、経験を生かす余地がある。つまり、優秀な法律事務所であ
れば、証人への指導を行わない一方で、担当する訴訟に最適な専門家を得る方法を知って
いる。優秀な弁護士に指示し、幅広い専門家に連絡を取る自由を与えることで、訴訟の勝
敗に簡単に違いがでることがある。より懸念されるのは、英国の裁判官には、一連の専門
家の証拠にかかわらず、あらゆる技術革新を自明なものと判断してしまう傾向が感じられ
ることだ。すべてが提出されると、後知恵では 15 年間というものも、簡単なものに見え
てしまうのである。別の当事者からの証人を同時に尋問する方法（コンカレント証人尋問）
は、決して良い考えだとは思えない。
G. Streamlined procedure
G．簡素手続
14. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness and difficulties
of the streamlined procedure introduced in April 2003 (paragraph 10 of the Patents
Court Guide).
１４．2003 年 4 月に導入された簡素手続（Patents Court Guide10）の利用しやすさや困
難性に関する考えをお聞かせください

◆英国企業 A
The streamlined procedure in the Patents Court needs to be more streamlined.
IP Enterprise Court is better.

The

We would support more active case management in the

Patents Court to ensure that the case was run efficiently.

There is still too much

opportunity for parties to “play the game” and put the other side to unnecessary
cost and inconvenience.

Also, trials can easily overrun their allotted time.

Our

judges should be stricter in that respect.
特許裁判所での簡素手続は、さらに簡素化する必要がある。知的財産企業裁判所の簡素手
続の方がより望ましいものとなっている。訴訟運営が効率的に行われるように、特許裁判
所のケースマネジメントをより積極的に行うのが良いと考える。それでも訴訟当事者が
「ルールを守って争う」機会は十分すぎるほどあり、相手方に不必要なコストと不都合を
もたらしている。さらに裁判は、決められた時間を容易に超越しえる。その点において、
英国の裁判官は、より厳格であるべきだ。
◆英国企業 B
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利用のしやすさは格段にあがったが、簡易な手続で短時間のトライアルであるため判断の
安定性にやや不安を感じる。
◆英国企業 C
Rarely used, for good reason; the technical evidence is complex yet subtle. Simply
put, the courts needs to list regular non-streamlined cases for trial fairly quickly
– less than a year in all cases. Expedition already exists so the court can fast-track
appropriate cases.
正当な理由があって、滅多に利用していない。技術証拠は複雑だが、分かりにくいもので
ある。簡単に言えば、裁判所は、通常の簡素化されていない訴訟を裁判リストにかなり迅
速に載せなければならない（どの訴訟でも 1 年以内）。すでに迅速な手続であるので、裁
判所は、早期に適切な訴訟の審理を行うことができる。
H. The whole of the systems for evidence collection
H．証拠収取制度全般
15. Have you ever used evidence you collected in the United Kingdom in a lawsuit you
filed in another country?
１５．英国で収集した証拠を他の国の裁判で利用したことがありますか？
□ We have used such evidence in a lawsuit filed in another EU member country.
Name of the country: (

)

□ We have used such evidence in a lawsuit filed in another non-EU country. Name
of the country: (

)

□ We have not used such evidence in a lawsuit filed in another EU member country.
□ No.
□EU 圏内の他の国の裁判で利用したことがある。国名：（
□EU 圏外の国の裁判で利用したことがある。国名：
（

）
）

□EU 圏内の他の国の裁判で利用したことがない
□ない
◆英国企業 A
□ We have used such evidence in a lawsuit filed in another EU member country.
Name of the country: (

)

☒ We have used such evidence in a lawsuit filed in another non-EU country. Name
of the country: ( USA, S Korea, Hong Kong )
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□ We have not used such evidence in a lawsuit filed in another EU member country.
□ No.
◆英国企業 B
□EU 圏内の他の国の裁判で利用したことがある。国名：（
□EU 圏外の国の裁判で利用したことがある。国名：
（

）
）

□EU 圏内の他の国の裁判で利用したことがない
☒ない
◆英国企業 C
☒

We have used such evidence in a lawsuit filed in another EU member country.

Name of the country: (

Germany

)

☐ We have used such evidence in a lawsuit filed in another non-EU country. Name
of the country: (

)

☐ We have not used such evidence in a lawsuit filed in another EU member country.
☐ No.
16. From the standpoint of a patentee, what are the good points, points to be
maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the systems for evidence collection in the United Kingdom?
１６．特許権者の立場から、英国の証拠収集制度の良い点、維持すべきと考えている点又
は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何でしょう
か？

◆英国企業 A
We like the following points about the UK evidence collection system:
・That evidence does not need to be notarized or legalized;
・That the court must approve disclosure proposals;
Evidence can be given by video-link, even from abroad (we have done this);
・That witnesses give live testimony and are cross-examined.
We would like the following points to be improved:
・Time spent examining witnesses at trial is not controlled by the court;
・There are no penalties for submitting irrelevant or misleading evidence.
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英国の証拠収集制度について、次の点が好ましい。
・証拠を公証・認証する必要がないこと
・裁判所が開示の申出を承認しなければならないこと
・証拠を海外からでもビデオリンクで提供することができること（実際に提供したことが
ある）
・証人が生の証言をし、反対尋問を受けること
改善してほしい点は、次の点である。
・裁判で証人尋問に費やされる時間を裁判所が管理していないこと
・関連しない証拠や誤認を生じさせる証拠を提出しても罰せられないこと
◆英国企業 B
（英国の証拠収集制度の良い点、維持すべきと考えている点又は利用しやすい点）
厳格な条件のもと、裁判所が必要性を個々に判断している点
（悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点）
特になし
◆英国企業 C
Compared with continental Europe, the UK system is massively pro-truth finding, so
where a plaintiff has a struggle proving a product or process patent has been
infringed, the UK is a very good venue.
The PPD is an okay compromise compared with the USA, but nevertheless potentially
open to abuse. But compared to continental Europe it is extraordinarily helpful to
the plaintiff.
ヨーロッパ大陸と比較すると、英国の制度は、真実を見出すことを非常に支持している制
度であるので、原告が物質又は方法特許の侵害を立証するのに苦労している場合には、英
国は非常に良い裁判地と言える。
米国の制度と比較すると、PPD の制度は妥協できる制度だが、それでも濫用される可能性
がある。しかし、ヨーロッパ大陸の制度と比べると、原告にとっては非常に有用な制度で
ある。
17. From the standpoint of an alleged infringer, what are the good points, points
to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the systems for evidence collection in the United Kingdom?

- 150 -

１７．被疑侵害者の立場から、英国の証拠収集制度の良い点、維持すべきと考えている点
又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何でしょ
うか？

◆英国企業 A
As Q16.

There is no difference between plaintiff and defendant in our view.

問 16 と同様。原告と被告のどちらの立場でも違いはないと考える。
◆英国企業 B
（英国の証拠収集制度の良い点、維持すべきと考えている点又は利用しやすい点）
厳格な条件のもと、裁判所が必要性を個々に判断している点
（悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点）
特になし
◆英国企業 C
An accused defendant would seek to limit disclosure (see above) and abandon the
existing system.
提訴された被告は、開示を限定（上記参照）し、現在の制度を放棄させようとすると考え
られる。
III. Questions concerning the status of use of the systems for damages in patent
infringement lawsuits in UK
Ⅲ

英国の特許権侵害訴訟における損害賠償の利用実態に関する質問

18. Restrictions on recovery of damages for infringement
It is provided in the Patents Act 1977 that damages shall not be awarded and no
order shall be made for an account of profits if it is obvious that a defendant or
defender was not aware, and had no reasonable grounds for supposing, that the patent
existed (the same applies where the word "patent" or "patented" is applied to a product
without being accompanied by the number of the patent) (section 62). However, don't
you suffer inconvenience from a failure of the presumption of negligence to function?
１８．侵害による損害賠償の制限
特許権の存在を知らず、これを推定する合理的な理由を有しなかったことが明らかなと
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きは、損賠賠償を裁定することができず、利益計算を命ずることもできない（特許番号が
付されていないパテントマーキングがある場合も同様）とありますが（62 条）、過失の推
定が働かないことに不便はないでしょうか？

◆英国企業 A
In the UK, we now have the ability to mark a product with a patent number by way
of a website.

The product no longer has to be physically marked with patent numbers.

This gives most patentees the ability easily to ensure that their products are marked.
If a product is marked, the presumption of ignorance does not apply.

This benefits

patentees and has the added advantage of denying potential defendants the option
of claiming innocent infringement and thereby avoiding paying damages.
results in more settlements and fewer actual court cases, it is good.

If this

(Note that

we do not yet have the ability to mark products with registered design numbers by
way of a website but this change is expected to come into effect quite soon.)
英国では、ウェブサイトから特許番号によりパテントマーキングすることができるように
なった。製品には、物理的に特許番号によりマーキングする必要がなくなった。これによ
って、特許権者は、自身の製品に確実にマーキングされるようにすることが容易にできる
こととなった。製品にマーキングがされていれば、過失の推定は適用されない。これは特
許権者にメリットをもたらし、潜在的な被告が過失による侵害を主張して、それによって
損害賠償の支払いを避けようとすることをできなくするという追加的なメリットとなる。
この結果、和解が増え、実際の訴訟が少なくなるのは良いことだ（今のところ、ウェブサ
イトから登録意匠番号により製品にマーキングすることはできないが、まもなくこのよう
な変更が実施されるものと予想されることに注意されたい）。
◆英国企業 B
パテントマーキングを厳格に要求すると問題がある。過失の推定が全く働かないとすると
問題だと考える。
◆英国企業 C
It is very hard to invoke this innocent infringer defense. The US system around
marking is a mess, and unfairly penalizes failure to mark even against very
sophisticated defendants that had actual knowledge. I don’t advocate any change
to the current system. A genuinely small and innocent defendant will settle out early,
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and usually the case is about injunctive relief.
この善意の侵害者の抗弁を利用するのは非常に難しい。マーキングを巡る米国の制度は混
乱をもたらすものであり、実際には特許権を知っていた、非常に洗練された被告に対して
であろうと、マークを怠ったことを不当に罰するものである。現行の制度は全く変更する
必要がないと考える。本当に規模が小さく、善意の被告は早期に和解するのであり、通常
は、差止めが認められるかが問題である。
19. There is the idea of payment by the losing party of the attorney fees for the
other party. Please tell us about your opinions thereon.
１９．弁護士費用を敗訴者負担とする考え方がありますが、それに関するご意見をお聞か
せください。

◆英国企業 A
We support this position very strongly.

It is very important that plaintiffs who

bring patent infringement actions understand that, if they are wrong, they must pay
the costs of the party they have wronged so as to restore the defendant to the position
they were in before the case was filed – as far as monetary considerations go.
reduces greatly the number of vexatious and speculative actions filed.

This
Please

compare the position here with that of the USA – where it is very difficult indeed
to secure any payment of attorneys’ fees by a losing party.

We believe that there

is far more “have a go” litigation in the USA and that is, we believe, wrong.
clogs up the court system and encourages troll behavior.

It

We do not think the UK

costs position denies patentees access to the courts to a significant extent because
of the availability of the IP Enterprise Court and contingency fee plans from
lawfirms.
この考え方を強く支持する。特許権侵害訴訟を提起する原告は、自身が間違っている場合
には、不当に扱ってしまった者の費用を負担し、金銭的な配慮に関する限りは、訴訟前に
被告が置かれていた状況に回復させなければならないことを理解することが非常に重要
である。これにより、訴権を濫用した投機的な訴訟が提起される数は大幅に減る。ここで、
この考え方を米国のそれ（米国では、敗訴者による代理人弁護士費用の支払いを確保する
ことが実際に非常に難しい）と比較していただきたい。米国では「試しにやってみる」訴
訟がはるかに多いと思われるが、それは不適切だと思う。それは裁判制度を停滞させ、パ
テントトロール行為を促すことになる。英国の費用に対する考え方は、特許権者による裁
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判制度の利用を大幅に阻止するものとは思われない。なぜなら、知的財産企業裁判所が利
用可能であり、法律事務所からは成功報酬型のプランが提供されているからである。
◆英国企業 B
いわゆるパテントトロールを排除するために有効と考える。
◆英国企業 C
Required by European law because of the Enforcement Directive, so not really
negotiable. In reality, big companies litigate patents, and recovery of costs is
a side issue. Better control of recovery amounts would assist.
エンフォースメント指令（Enforcement Directive）があるので欧州法で敗訴者負担が求
められており、実際には交渉の余地はない。現実問題として、大企業は特許訴訟を提起し、
費用の回収は重要な問題ではない。回収額をより上手くコントロールすることが役に立つ
と考えられる。
20. There is the idea of establishing a system of punitive damages. Please tell us
about your opinions thereon.
２０．懲罰的賠償制度を設けるという考え方がありますが、それに関するご意見をお聞か
せください。

◆英国企業 A
There may be some (rare) instances where punitive damages is appropriate.
it should be available only in exceptional cases.

We think

On the other hand, we like the

idea of judges being able to order infringing parties who have behaved badly to make
charitable donations or payments to third parties with specific needs.
懲罰的賠償が適切である場合が（まれだが）あると考えられる。例外的な場合に限り、利
用できるようにすべきだと思う。その一方で、間違った振る舞いをした侵害者に対して、
裁判官が特定のニーズのある第三者への慈善の寄付や支払いをするよう命じることがで
きるようにするという考え方は良いと思う。
◆英国企業 B
故意の侵害者に対する制裁の選択肢として有効と考える。
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◆英国企業 C
I would support changing the system – but not overly punitively; in a genuine case
of infringement, the plaintiff is unlikely to come out fairly compensated, as they
will never receive the money they actually spend in litigating the monopoly right.
Triple damages is too much, but 1.25 or 1.5 X might offer a reasonable compromise,
as a disincentive to infringers taking a gamble. The Enforcement Directive arguably
provides for this already, but no country has viewed it in this way.
私は、制度の変更に賛成である。ただし、過度に懲罰的なものであるべきではない。本当
に侵害があった場合には、原告が相当な部分について補償を受けられたという結果に終わ
ることは少ない。それは、独占権の訴訟に実際に費やした金額を受け取ることは決してな
いからである。侵害者が賭けに出るのを抑止するものとして、損害額の３倍は多すぎるが、
1.25 又は 1.5 倍であれば妥当な金額であるかもしれない。エンフォースメント指令が、こ
れを既に規定しているのは間違いないが、このような捉え方をしている国はない。
21. From the standpoint of a patentee, what are the good points, points to be
maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the system for damages in the United Kingdom?
２１．特許権者の立場から、英国の損害賠償制度の良い点、維持すべきと考えている点又
は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何でしょう
か？

◆英国企業 A
It is very good that, in the UK, liability is decided before and separately from
the question of damages.

In the USA, all points have to be decided together by the

same jury and so vast sums of money are spent arguing about damages before there
is a decision on whether or not any damages are in fact payable.

This is highly

inefficient and wastes a lot of money.
It is also good that damages and costs are considered entirely separately.
It is worth mentioning that, in the UK, when a company is ordered to pay costs or
damages, they are usually paid.

There are some countries in which damages awards

are often not paid and the courts do not appear to have the ability to impose
sanctions. Fortunately, that is not the case in the UK.
英国では、損害賠償の問題の前に、独立して法的責任に関する決定が行われる点が非常に
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良い。米国では、すべての要素が一緒に同じ陪審によって決定されなければならないので、
実際に支払うべき損害があったのか否かを決定する前に、損害賠償について争うことに多
額の金を費やすことになる。これは非常に効率が悪く、多額の資金を無駄にすることにな
る。
また損害賠償と費用が完全に独立して検討されるという点も良い。
さらに、英国では、企業に費用又は損害賠償の支払いが命じられると、通常は支払われる
という点に言及しておきたい。損害賠償の裁定額がしばしば支払われず、裁判所に制裁を
課す権限がないと思われる国がある。幸運なことに、それは英国ではない。
◆英国企業 B
（英国の損害賠償制度の良い点、維持すべきと考えている点又は利用しやすい点）
ペイメント・イン制度により、和解がしやすい環境を作っている。
（悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点）
特になし
◆英国企業 C
Long and expensive calculation / litigation system.

The fact that the damages are

a separate trial saves legal costs, as the matter is usually settled once liability
is beyond further appeal.
長期間にわたる、費用のかかる計算／訴訟システム。損害賠償を別の裁判で行っているこ
とで、裁判費用を節約できる。これは、通常は、この問題に決着が付けられるのは、法的
責任についてそれ以上は上訴できなくなってからだからである。

22. From the standpoint of an alleged infringer, what are the good points, points
to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the system for damages in the United Kingdom?
２２．被疑侵害者の立場から、英国の損害賠償制度の良い点、維持すべきと考えている点
又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何でしょ
うか？

◆英国企業 A
The separation of the consideration of damages from liability allows a party held
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to infringe a patent an opportunity to settle the damages without further court
proceedings.

It is almost unheard of for the question of damages to be decided by

the court; the parties usually agree a sum to be paid or else use mediation.

This

improves efficiency and reduces the burden on the court.
法的責任と損害賠償の検討を個別に行うことで、特許権を侵害していると判示された当事
者には、さらに訴訟手続を踏まずとも、損害賠償について和解する機会が与えられる。損
害賠償の問題を裁判所が決定したという話はほとんど聞いたことがない。当事者は、通常
は、支払総額について合意するか、調停を利用している。これにより、効率が高まり、裁
判所の負担は減っている。
◆英国企業 B
（被疑侵害者の立場から、英国の損害賠償制度の良い点、維持すべきと考えている点又は
利用しやすい点）
権利侵害と権利の有効性、賠償額の決定が 1 つの裁判で判断されている点
（悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点）
特になし
◆英国企業 C
See above.
上記を参照。
IV. Question concerning the patent infringement lawsuit system in Japan
Ⅳ

日本の特許権侵害訴訟システムに関する質問

23. Please tell us about what you think are the good or bad points of the patent
infringement lawsuit system in Japan.
２３．日本の特許権侵害訴訟システムで良い又は悪いと考えている点についてお聞かせ願
います。

◆英国企業 A
We have not litigated extensively in Japan.

Our impressions of infringement

proceedings are:
・It is a little slower than the UK, although not much;
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・It is normally bifurcated although we understand that JP courts can decide questions
of validity as well as infringement;
・It is mostly paper-based;
・It is cheaper than the UK – probably because it is paper-based.
We would of course prefer that the JP system was faster.

We also feel more

comfortable with a non-bifurcated system because questions of validity and
infringement are often inter-related.

We favour the use of experts for technical

matters.
弊社は、広く日本にまで及んで訴訟を提起していない。日本の侵害訴訟について、弊社は
次の印象を持っている。
・大差はないが、英国よりもやや時間がかかる。
・日本の裁判所は、侵害のみならず、有効性の問題についても判断できるということだが、
通常は手続が二つに分かれている。
・ほとんどが紙ベースで進められる。
・英国よりも費用が少なくて済む。恐らくは、紙ベースであることが理由だろう。
無論、日本の制度がより迅速なものとなるのが望ましい。また有効性と侵害の問題はしば
しば相互に関係しているので、手続が二つに分かれていないシステムの方が利用しやすい
と思う。技術的事項については、専門家を利用することが好ましい。
◆英国企業 B
現状の日本の特許権侵害訴訟システムについて特に改変の必要性は感じていない。
◆英国企業 C
My “Western” perception is that Japan is a very tough jurisdiction for patents;
it is overly difficult to prevail as patentee. The judicial system is perceived as
fair, just simply that it approaches matters in a way that is bad for patentees.
私の「西洋人」としての認識では、日本は特許に関しては非常に厳しい法域であり、特許
権者が勝訴するのが非常に難しい。司法制度は、公平であると見られ、単に、その取り組
み方が、特許権者に不利になっているだけである。
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【英国法律事務所】
I. Patent infringement lawsuits in general
Ⅰ

特許権侵害訴訟全般

1. How do you think patent infringement disputes are generally resolved? Out of the
total number of patent infringement lawsuits, what do you think is the percentage
of the disputes resolved in the following forms?
１．特許権侵害はどのように解決するのが一般的だと感じていますか？全体を 100 として
その割合を（

）内にお答えください。

□ Litigation: by a court judgment: (
□ Litigation: by a settlement: (
□ Conciliation/mediation (ADR): (
□ Other (

): (

□訴訟：判決による終結（

）％

□訴訟：和解による終結（

）％

□調停（ADR 等）（

)%
)%
)%
)%

）％

□その他（

）（

）％

◆英国法律事務所 A
□ Litigation: by a court judgment: (
□ Litigation: by a settlement: (
□ Conciliation/mediation (ADR): (
□ Other (

): (

)%
)%
)%
)%

Data is not kept by any official source on the above matters and the likelihood of
settlement tends to vary with the nature of the action. For example, disputes between
originator and generic companies in the pharmaceuticals field usually continue to
a trial on the merits and a court judgment. By contrast, disputes in the telecoms
sector often settle before trial.
上記の事項について、正式な情報源では、データは保管されていない。また訴訟の性質
によって、和解の可能性は異なってくる傾向にある。例えば、医薬品分野における先発医
薬品メーカーと後発医薬品メーカーの間の紛争は、通常は、正式事実審理（trial）から裁
判判決が出されるまで続く。それに対して、電気通信部門における紛争は、正式事実審理
の前に和解に至ることが多い。
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◆英国法律事務所 B
 Litigation: by a court judgment: 10%
 Litigation: by a settlement: 85%
 Conciliation/mediation (ADR): 4%
 Other ( ): 1%
◆英国法律事務所 C
☐ Litigation: by a court judgment: (30)%
☐ Litigation: by a settlement: (60)%
☐ Conciliation/mediation (ADR): (10)%
☐ Other (

): (

)%

(Please indicate the source of figures, if any)
Patents Court Diary gives an indication of settlements but these only list cases which
have been listed to trial so do not take into account cases which have settled prior
to listing.
特許裁判所日誌（Patents Court Diary）には和解についての記載があるが、これらはトラ
イアルの開催リストに記載されている訴訟のみが掲載されているので、リストに記載され
る前に和解に至った訴訟を考慮していない。
II. Evidence collection
Ⅱ

証拠収集

A. Questions concerning the systems for evidence collection in patent infringement
lawsuits in the United Kingdom
A

英国の特許権侵害訴訟における証拠収集の制度に関する質問

2. Please specify the law governing the disclosure procedure and the applicable
clauses.
２．Disclosure の根拠となる法律及び条文を教えて下さい。
CPR 31
◆英国法律事務所 A
Disclosure in the proceedings in England & Wales is governed by Civil Procedure Rule
(CPR) 31. In overview, parties are to prepare so called disclosure reports as required
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by CPR 31.5 (3) not less than 14 days before the first case management conference.
At the first case management conference (CMC) the court will decide, having regard
to various matters including the need to limit the disclosure to what is necessary
to deal with the case justly, the court will decide which of the orders set out in
CPR 31.5(7) (a) to (f) to make in relation to disclosure. These include an order
dispensing with disclosure and an order that disclosure be given on an issue by issue
basis.
Another of the orders is that a party should give so called "standard disclosure"
(CPR 31.5(7)(e)) the requirements of which are set out in CPR 31.6 and 31.7.

When

giving standard disclosure a party is required to make a reasonable search for
documents which are:


in its possession and/or control; and



which adversely or affect its own or the other side's case or support
another party's case .

The procedure for giving standard disclosure is set out in CPR 31.10. A list of
documents to be disclosed, in the appropriate form, is served on the other side,
and the documents themselves, with the exception of privileged documents, are open
to inspection.
In patent litigation, an order to give standard disclosure is to be understood in
the light of the specific provisions of paragraph 6.1 of the Practice Direction 63
– Intellectual Property Claims (PDIP).
In particular:
1. a party alleged to be infringing need not disclose documents relating to
infringement if not less than 21 days before the date for service of the
list of documents the defendant notifies the claimant of the defendant's
intention to serve full particulars of the product or process alleged to
infringe (such particulars to be accompanied by a signed written statement
that complies with paragraph 6.2 of PDIP);
2. standard disclosure does not require the disclosure of documents on any
ground on which validity is put in issue, except documents which came into
existence within the period beginning 2 years before the earliest claimed
priority date and ending 2 years after that date. sue.
3. documents relating to commercial success of the invention(s) do not have
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to be disclosed if a schedule prepared in accordance with paragraph 6.3
of the PDIP is served.
It is worth mentioning that the court's present approach is a consequence of the
following relatively recent development. In April 2013, changes to disclosure were
introduced to the English Civil Procedure Rules to implement the recommendations
made in Sir Rupert Jackson’s Review of Civil Litigation Costs.1 Some of these changes
affect patent litigation, particularly with regard to disclosure. There is now no
longer a presumption in that the parties should give standard disclosure. Instead,
the there is a “menu” of orders from which the court must choose,“having regard
to the overriding objective and the need to limit disclosure to that which is
necessary to deal with the case justly” :2
イングランド及びウェールズの訴訟手続における開示は、民事訴訟規則 31（Civil
Procedure Rule (CPR) 31）に定められている。要約すれば、最初の事件管理協議（case
management conference：以下「CMC」）の 14 日以上前までに、当事者は、CPR 31.5 (3)に
より求められている開示報告書と呼ばれるものを準備しなければならない。
最初の（CMC）において、裁判所は、当該事案を公正に取り扱うために必要な事項に開示
を限定する必要性を含め、様々な事項を考慮した上で、開示に関連して CPR 31.5（7）
（a）
から（f）に定められた命令のうち、どれを行うのかを決定する。このような命令には、
開示免除の命令や争点ごとに開示の判断を行う命令が含まれる。
これとは別に、当事者は「標準的開示」（CPR 31.5(7)(e)）と呼ばれるものをなさなけれ
ばならないとする命令があり、その要件は CPR 31.6 及び 31.7 に定められている。標準的
開示をなすときは、当事者は、以下に該当する文書を合理的に探索することが求められる。


自身の所有及び／又は管理下にあるもの



自身の主張又は相手方の主張に不利となるもの、又は相手方の主張を裏付け
るもの。

標準的開示の手続については、CPR31.10に定められている。開示すべき文書の目録を、適
当な形式により相手方に送達する。文書そのものは、秘匿特権の対象となる文書を除き、
自由に閲覧できる。
特許訴訟では、「実施細則（Practice Direction）63―知的財産訴訟（PDIP）」のパラグ
ラフ6.1の個別の規定に照らして、標準的開示をする命令が理解されなければならない。
特に、

1

Review of Civil Litigation: Final Report, Sir Rupert Jackson Published by TSO (The Stationery Office).

2

CPR 31.5(7).
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1. 侵害被疑者は、文書目録が送達される日の21日以上前までに、被疑侵害物又は
方法の完全な詳細が記載された文書を送達する意図が被告にあることを原告
に通知しない場合は、侵害に関連する文書を開示する必要がない（当該の詳細
が記載された文書には、PDIPのパラグラフ6.2に準拠した署名入りの陳述書を
添付しなければならない）。
2. 標準的開示では、最先の優先日の2年前から当該優先日から2年後までの期間に
作成された文書を除き、特許の有効性を問題とすることになるような根拠に関
する文書の開示は求められない。
3. 発明の商業的成功に関連する文書は、PDIPのパラグラフ6.3に従って作成され
た目録を送達する場合には、開示を必要とされない。
裁判所が採用している現在のアプローチが、比較的最近の動向の帰結であることに言及す
べきだろう。2013 年 4 月、Sir Rupert Jackson の「民事訴訟費用の見直し（Review of Civil
Litigation Costs）」の中で示された提言を実施するために、英国の民事訴訟規則に開示
への変更が盛り込まれた3。この変更の一部は、特許訴訟の特に開示に関連して影響を及ぼ
している。現在では、当事者が標準的開示をなさなければならないとの推定はなく、その
代わりに、裁判所が「最優先の目的及び当該の事案に公正に対応するために必要な範囲に
開示を制限する必要性を考慮して」選択する命令の「一覧表（menu）
」が記載されている4。

◆英国法律事務所 B
The general rules of Disclosure are governed by Civil Procedure Rules (CPR) part
31 and Practice Directions 31A and 31B.
These rules are modified, under CPR 63.9, by paragraphs 6.1 - 6.3 Practice Direction
63 which apply specifically in relation to intellectual property cases.
Disclosure に関する一般ルールは、民事訴訟規則（CPR）第 31 部、実施細則 31A と 31B
によって規律されている。
上のルールは、CPR63.9 のもと、知的財産権訴訟について特に適用される実施細則 63 の
パラグラフ 6.1～6.3 によって修正されている。
◆英国法律事務所 C
Part 31, Civil Procedure Rules 全体が Disclosure に関する規定となっており、標準証
拠開示ほか一般的な証拠開示手続は本章の各条文で定められている。
3

Review of Civil Litigation: Final Report, Sir Rupert Jackson Published by TSO (The Stationery Office).

4

CPR 31.5(7).
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https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part31
3. In addition to the inspection procedure, what kind of system for evidence
collection is available? Please also specify the governing law and the applicable
clauses.
If there is more than one system, please specify all.
３．Disclosure 以外にはどのような証拠収集制度が存在するのでしょうか？その根拠とな
る法律及び条文も教えて下さい。
※複数存在する場合には全てお答え下さい。

◆英国法律事務所 A
We mention here a few other procedures, but it should be remembered as far as evidence
is concerned, parties will provide to the other side expert reports, and sometimes
witness statements on questions of fact, typically 3 months before trial.

The

(party) experts and any witnesses of fact will attend trial and be cross-examined
by the opposing party's lawyers.

The role of the party expert and cross examination

is very important part of patent litigation in England and Wales.
The other procedures set out below are much less significant in practice.
Search orders
In principle the court has the power to make a search order.

A search order obliges

a defendant to permit the claimant’s representatives to search its premises, where
they may copy or remove all items and documents covered by the order, without any
prior notice (ex parte). The purpose of a search order is to preserve evidence that
is or may become the subject of an action or for which an issue in an action may
arise and that otherwise risks being destroyed.
We emphasise that in patent cases in the uk, search orders are extremely rare.

This

is because the court will ordinarily consider that the question of disclosure should
be determined at the case management conference when the defendant is present.

There

is no need to make a search order before then as there is no risk the defendant will
not comply with its duties to preserve documents.
It should be noted that the requirements for obtaining a search order are stringent.
They were first set out in the case of Anton Piller :5
5

Anton Piller KG v Manufacturing Processes Ltd [1976] Ch 55 and see CPR 23 for the procedure.
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(1) The claimant must show that there is “an extremely strong prima facie case”;
(2) The defendant’s actions must have very serious actual or potential damage to
the claimant’s interests; and
(3) There must be clear evidence that the defendant has possession of “incriminating
documents or things” and that a “real possibility” exists that the defendant may
destroy or dispose of the material before an inter partes application can be made.
the court will also require the claimant to show that harm that is likely to be
excessive or out of proportion to the legitimate object of the search order must
not result to the respondent and its business affairs by the execution of the order.
Pre-action disclosure
A claimant may apply to the court before proceedings are filed for the disclosure
of documents from a prospective defendant.6 The application must show that:
(1) the applicant and respondent in question are likely to be parties to the
subsequent action;
(2) the document or class of documents sought would be included in standard disclosure
in the subsequent proceedings; and
(3) the pre-action disclosure is desirable to dispose fairly of the anticipated
proceedings, assist in resolving the dispute without starting proceedings, or to
save costs.
Disclosure of Documents From Nonparties
A party may apply to the court for disclosure of certain information from non-parties
to the litigation7. that the application must show that:
(1) the documents being sought are likely to support the applicant's case or adversely
affect the case of another party; and
(2) disclosure is necessary to dispose fairly of the claim or to save costs.
ここに 2～3 他の手続を挙げるが、証拠に関する限りは、当事者が相手方に対して専門家
の報告書や、時には事実の問題に関する証人の供述書を、通常は正式事実審理の 3 か月前
までに提出するということに注意しなければならない。（当事者の任命する）専門家や事
実の証人は、正式事実審理に出席し、相手方の弁護士による反対尋問を受ける。当事者の
任命する専門家及び反対尋問の役割は、イングランド及びウェールズの特許訴訟において
非常に重要な部分となっている。

6

CPR 31.16.

7

CPR 31.17.
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下記に記載した他の手続は、実務においてはさほど重要ではない。
捜索命令
原則として、裁判所には、捜索命令を発する権限がある。捜索命令は、事前に通知するこ
となく（一方的に）、原告の代表が被告の施設内を捜索することを許可するよう被告に強
いるものであって、原告の代表は命令書に記載されている全ての物及び書類を複写した
り、持ち出したりすることができる。捜索命令の目的は、訴訟の対象である証拠、又は訴
訟の対象となり得る証拠、又は訴訟の争点となり得る証拠であって、保全しなければ廃棄
されるおそれがあるものを保全することにある。
ここで強調したいのは、英国の特許訴訟では、捜索命令が出されることが極めて稀だとい
うことである。この理由は、裁判所が通常、開示の問題については被告が出席している CMC
において決定されるべきだと考えているからである。それ以前に捜索命令を発する必要は
ない。それは、被告が書類保全の義務を遵守しないというおそれがないからである。
注目すべきで点として、捜索命令を得るための要件が厳格なものであるということがあ
る。要件は、Anton Piller8事件において最初に設定された。
(1) 原告は、明らかに「一応有利な事件であること」を証明しなければならない。
(2) 被告の行為が原告の利益に非常に重大な実際的又は潜在的な損害を有するものでなけ
ればならない。
(3) 被告が「有罪を示すような証拠又は物」を所有していること、及び、当事者系の申立
てを行うことができるまでに、被告が当該の材料を廃棄又は処分し得る「現実の可能性」
が存在することを示す明確な証拠がなければならない。
さらに裁判所は、捜索命令の履行によって、当該命令の正当な目的を超過した又は必要以
上のものとなりかねない害が、被告及びそのビジネス業務に及ばないことを示すことを原
告に求める。
訴え提起前の開示
原告は、訴訟が提起される前に、被告となり得る者9からの文書の開示を申し立てることが
できる。申立書には、次の事項を示さなければならない。
(1) 申立人及び該当する被告が、その後の訴訟において訴訟当事者となる可能性が高いこ
と。
(2) 開示を求めている文書又は文書類が、その後訴訟手続において標準的開示の対象とな
る文書に含められであろうこと
(3) 訴え提起前の開示が、予想される訴訟手続を公平に処分し、訴訟を開始させることな
く紛争を解決する役に立ち、又は、費用を節約するために望ましいこと
8

Anton Piller KG v Manufacturing Processes Ltd [1976] Ch 55 and see CPR 23 for the procedure.

9

CPR 31.16.
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当事者以外からの文書の開示
当事者は、裁判所に対して、訴訟当事者以外からの一定の情報の開示を申し立てることが
できる10。申立書には、次の事項を示さなければならない。
(1) 開示を求めている文書が、申立人の主張を裏付ける可能性が高いこと、又は、相手方
の主張に不利なものである可能性が高いこと。
(2) 訴訟に公平な処分を出すため、又は費用を節約するために、開示が必要であること。
◆英国法律事務所 B
The general rules of Evidence are governed by CPR part 32.

Additional

“Miscellaneous” rules of evidence are given in CPR part 33.

The main part of

evidence in UK patent proceedings is witness evidence and the general rule for
witness evidence, given in CPR 32.2, is that any fact which needs to be proved by
the evidence of witnesses is to be proved –
(a) at trial, by their oral evidence given in public; and
(b) at any other hearing, by their evidence in writing.
At trial, in order to limit the time witnesses spend providing oral testimony the
parties will usually exchange witness statements / expert reports before trial and
the oral evidence will be restricted to questions asked by one side against the other
side’s witness (“cross-examination”).

It is also possible for a party to ask

questions of their own witness before the cross-examination (known as “examination
in chief”) or afterwards (“re-examination”).
Documents to be used in evidence may be annexed to the witness statements / expert
reports or may be submitted as material to be used when questioning the witness during
cross-examination.
Ahead of trial, factual evidence can also be collected by serving questions on the
other side in the form of a “Notice to admit facts”.

This process is governed

under CPR 32.18.
A party can seek to rely on plans, photographs and models as evidence under CPR 33.6.
Experiments may also be conducted to prove facts.

These must follow the procedure

under Practice Direction 63 paragraphs 7.1 to 7.3.

10

CPR 31.17.
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At trial “hearsay evidence”, which is a statement made other than by a person giving
evidence in the proceedings, may be relied upon by following the procedure set out
in CPR 33.2.
証拠に関する一般ルールは、CPR 第 32 部によって規律されている。証拠に関する追加的
な「雑則」は、CPR 第 33 部に規定されている。英国の特許訴訟における証拠の大部分は
証言である。証言に関する一般ルールは、CPR32.2 に規定されており、いかなる事実も、
証言によって立証されるためには以下の要件を満たす必要がある。
(a) 公判においては、公開された場における口頭の証言によること。及び、
(b) その他の審理においては、書面による証言によること。
公判においては、証人が口頭で証言を行うのに費やす時間を制限するため、当事者らは通
常、公判の前に陳述書／専門家の報告書を交換し、口頭の証言は、一方当事者が相手方の
証人に対して行う質問に限定される（
「反対尋問」
）。当事者は、自分たちの側の証人に対
し、反対尋問の前（「主尋問」として知られる）又は後（
「再尋問」）に質問を行うことも
できる。
証拠として使用される書類は、陳述書／専門家の報告書に添付されるか、又は、反対尋問
において証人に対して質問する際に使用される資料として提出される。
公判に先だって、事実に関する証拠は、「事実の承認を求める通知」の形式において相手
方に質問を送達することによっても収集される。この方法については、CPR32.18 におい
て規律される。
当事者は、CPR33.6 により、図面、写真、模型を証拠として利用することができる。事実
の立証のために、実験を実施することもできる。これらについては、実施細則 63 のパラ
グラフ 7.1～7.3 に従わなければならない。
公判では、CPR33.2 に規定された手続に従うことによって、
「伝聞証拠」、すなわち訴訟手
続内で証拠を提出する者以外の者によって作成された陳述書を利用できる。
◆英国法律事務所 C
情報提供請求（Request for further information）(Part 18, Civil Procedure Rules)
進行中の裁判手続の中で行われるものであり、事案の争点を明らかにする目的で、または
争点整理を絞るために行う情報提供請求である（Civil Procedure Rules 18.1、Practice
Direction18PD5.1）11。
事実の確認という点で、書類の開示を前提とする Disclosure とは性質を異にするが、事

11

P Matthews and H M Malek, Disclosure (4th ed. Sweet & Maxwell 2012) para20.06;The White Book 2015 para
18.1.4,2F-7.14; 旧名称を Interrogatories と言い（R Miller, G Burkill, HHJ C Birss, D Campbell, Terrell on the
Law of Patents (17th ed. Sweet and Maxwell 2010) para18-157 アメリカ連邦民事訴訟規則 33 条 Interrogatory と類
似の機能である。以上南かおり Law&Technology No70, 2016/1, p39
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実に関する情報を収集するという点では証拠収集手続の一部と言える。
ノリッチ・ファーマカル命令（Norwich Pharmacal Order）
訴訟当事者以外、又は訴訟当事者となる可能性のない第三者に対する、書類及び／又は情
報の開示命令である。まず特許侵害事件判決で認められ、その後条文上の定めがおかれる
こととなった手続である12。
「情報」を開示対象とし得る点で、Disclosure で対象とならない範囲の証拠を収集するこ
とが可能である。
物の検査（Inspection of Property）
有体物の検査等を行う手続である（Civil Procedure Rules 25.1）13。
書類の開示を対象とする Disclosure とは異なる証拠の収集を可能とし、開示された書類
の内容の真実性を確認するためにも用いることが出来る。
捜索命令（Search order）
証拠保全のために、被申立人の土地建物に立入って証拠の捜索及び確保を行う手続である
（Civil Procedure Rules 25.1(1)(h)、1997 年民事訴訟法（Civil Procedure Act 1997 ）
7 条）14。
命令名宛人が係属中の訴訟の当事者とは限らず、また立ち入りを伴う点で Disclosure と
は異なる。事案の性質により、Disclosure を待っていては証拠の隠匿、破壊の恐れが大き
い場合に利用される。
4. What is a difference between the disclosure procedure and the other system(s) for
evidence collection you mentioned in 3 above?
４．Disclosure と３．でお答えいただいた証拠収集制度との関係性を教えて下さい。

◆英国法律事務所 A
Experience has shown that documents produced by one party, as part of the discosure
process, on the issue of validity rarely plays an important role.

On the other hand,

the evidence of the experts (both in reports and in cross-examination at trial) is

12

Norwich Pharmacal Company & Ors v Customs and Excise [1973] UKHL 6 [1973] 3 W.L.R. 164; 民事訴訟規則には、

本命令を発する裁判所の権限を制限しない旨規定されている（31.18 条）。The White Book 2015 para31.18.2; Miller and
others

para18-167; C Hollander, Documentary Evidence (12th ed. Sweet & Maxwell 2015) 60, 前掲南 Law&Technology

p46
13
14

前掲南 Law&Technology p46
前掲南 Law&Technology p46
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often of critical importance.
経験から分かっているのは、一方の当事者から開示手続の一環で［特許の］有効性の問題
に関して提出された文書は、ほとんど重要ではないことである。一方、（報告書及び正式
な事実審理における反対尋問のいずれにおいても）専門家の証拠は決定的に重要であるこ
とが多い。
◆英国法律事務所 B
The specific steps in the disclosure process (see question 8) are different to the
evidence gathering described in question 3.

Also, the purpose of the disclosure

procedure is to facilitate “fair” litigation whereby relevant documents are not
hidden from a party to the litigation.

Standard disclosure therefore requires a

party to conduct “reasonable search” for all documents that:
(i) adversely affect his own case;
(ii) adversely affect another party’s case; or
(iii) support another party’s case;
The same considerations do not apply to evidence collected in question 3.

This

evidence will be gathered by a party to support its own case.
Disclosure に特有のステップ（Q8 を参照されたい）は、Q3 に説明した証拠収集とは異な
る。また、Disclosure の趣旨は、関連性のある文書を訴訟当事者に対して隠さず明らか
にすることで、「公平な」訴訟を促進することである。したがって、標準の disclosure
においては、以下の要件のいずれかを満たす文書全てについて、当事者は「合理的な探索」
を行うことを求められる。
(i) 自身の主張に不利に影響するもの。
(ii) 他の当事者の主張に不利に影響するもの。
(iii) 他の当事者の主張の裏付けとなるもの。
Q3 でみた証拠収集によって得られた証拠については、上のような考慮は適用されない。
当事者は、自身の主張を裏付けるために証拠を収集することになる。
◆英国法律事務所 C
上記参照。
5. Please explain the purpose of the disclosure procedure and the background that
led to the introduction of this system. Please also specify the references that
explain these matters.
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５．Disclosure の趣旨や制度導入の背景を教えて下さい。その根拠となる文献も分かれば
教えて下さい。

◆英国法律事務所 A
It is a principle of English justice developed over hundreds of years by the common
law, which continues to be developed, that parties to litigation must ‘lay all their
cards on the table’ – all documents and other information in the possession of a
party and relevant to their case must be revealed to their opponent, whether it helps
the party's case or harms it. This enables both parties to fairly prepare their case
and defend a case against them without ambush late in proceedings or at trial. The
only documents exempted from this duty are those protected by ‘legal professional
privilege’.
訴訟の当事者は、「すべてをさらけ出さ」なければならないというのは、何百年にもわた
りコモンローによって打ち立てられてきた英国の裁判原則であり、今後も発展し続けるも
のである。当事者が所有し、当該の訴訟に関連する全ての文書及びその他の情報は、それ
がその当事者の主張に有利となるか、不利となるかにかかわらず、相手方当事者に明らか
にされなければならない。これによって、両当事者は、自身の主張を公平に準備し、後の
手続又は正式な事実審理で不意打ちされずに、抗弁することができる。この義務が適用さ
れない唯一の文書は、「法律専門家秘匿特権（legal professional privilege）
」により保
護される文書のみである。
◆英国法律事務所 B
Disclosure is a historic part of English litigation and has been part of the English
legal system for hundreds of years (“Disclosure” by Mathews and Malek provides
an overview).

Major reform occurred with the introduction of the Civil Procedure

Rules in 1998.

Disclosure is less onerous, and therefore less costly, under the

CPR but its purpose is still to facilitate fair and efficient litigation.

It does

this by:
i)

Allowing the parties to access all relevant documents and other information
from others;

ii) Use these documents to best evaluate the strength of their case against that
of their opponent and make an informed decision as to whether they should
proceed with litigation (and the costs inherent in this).
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Disclosure は、英国の訴訟の歴史の一部をなし、何百年にもわたって英国の法制度の一
部をなしてきたものである（Matthews, P. & Malek, H.M., 2014, Disclosure, 4th ed.
London, Sweet & Maxwell.は、これについての概観を示してくれる）。1998 年に CPR が導
入されて、大規模な改革がなされた。CPR のもとで、Disclosure は、それ以前ほど厄介な
ものではなくなり、したがって費用もかからなくなったが、その趣旨は以前と同様、公平
で効率的な訴訟を促進することである。それは、具体的には、以下によって行われている。
i)

訴訟当事者に対し、訴訟に関係する全ての文書や他者からのその他の情報につい
てアクセスするのを認めること。

ii) これらの文書について、相手方との訴訟におけるその説得力について最適な評価
を行うために使用すること、並びに、訴訟をするかどうか（及び当該訴訟におけ
る費用）について十分な情報を得た上で決定を行うこと。
◆英国法律事務所 C
文献によると、18 世紀後期には、一部の法廷で Discovery の手続が行われていたところ、
1851 年成立の証拠法及び 1854 年成立のコモンロー手続法によって、全裁判所で Discovery
が導入となったとされている。
以前は Discovery と呼ばれた制度であり、1998 年の Civil Procedure Rules 改正によって
Disclosure と改称された。Disclosure は広い意味で、公正な裁判および効率的な紛争解
決に資するものであると言われている。実際、1998 年の Civil Procedure Rules 改正時に
も、弁護士会から、証拠開示は公正な裁判実現に大きな役割を果たすものであるとの理由
で、全面廃止に対する反対意見が出された15。
全ての証拠を相互に明らかにし、不意打ちによる攻撃防御を回避することで公正な裁判を
実現するという思想、及び当事者主義の一環として、真実発見にかかる手続はなるべく当
事者で行うべきという思想が基礎にあるようである。当事者間での証拠開示をある程度義
務化することで、当事者双方が必要な情報を入手でき、真実発見のみならず、互いの主張
の強弱が明らかになることで、もって紛争の早期解決および費用の削減にも効果がある。
（上記 P Matthews and H M Malek, Disclosure (4th ed. Sweet & Maxwell 2012)
para1.01-1.04）
6. When is the disclosure procedure conducted? Please also specify the governing law
and the applicable clauses.
６．Disclosure はいつ行われるのでしょうか？その根拠となる法律及び条文も教えて下さ
い。
15

Lord Woolf's interim report on access to civil justice (June 1995), Chapter 21, para 8-9,18
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dca.gov.uk/civil/interim/woolf.htm
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After the filing of the action until the commencement of the trial
提訴後から公判までの間
◆英国法律事務所 A
Any disclosure that may be ordered is is usually carried out before trial and the
exchange of evidence, as directed the case management conference (CMC).

Typically

disclosure documents may be provided say 6 months after the start of the proceedings.
開示が命じられる場合は、通常は、CMC の指示に従って、正式事実審理及び証拠が交換さ
れる前になされる。一般的に、開示の対象となる文書は、例えば、訴訟手続の開始から 6
か月後に提供されることがある。
◆英国法律事務所 B
There are three types of disclosure procedure: pre-action disclosure, standard
disclosure, and specific disclosure.
Pre-action disclosure (governed by CPR 31.16) may be ordered before the action is
filed.

An application must be made with supporting evidence and the court may order

such disclosure to:
(i) dispose fairly of the anticipated proceedings;
(ii) assist the dispute to be resolved without proceedings; or
(iii) save costs.
If it is ordered, standard disclosure will take place at the time ordered by the
court.

This is usually a few months after the filing of the action.

Specific disclosure (governed by CPR 31.12), in which a particular document or class
of documents must be searched for and potentially disclosed, is possible at any stage
of proceedings.

An application to court is necessary.

Disclosure には 3 種類存在する。訴訟提起前の disclosure、標準の disclosure、そして
特別の disclosure である。
訴訟提起前の disclosure（CPR31.16 によって規律されている）は、訴訟が提起される前
に命令されるものである。訴訟提起前の disclosure の申立ては、裏づけとなる証拠の提
出とともに行われなければならない。裁判所は、以下のいずれかの目的のために、訴訟提
起前の disclosure を命令することができる。
(i) 予想される訴訟について公平な処分を行う。
(ii) 訴訟手続によることなく紛争を解決するのを支援する。
(iii) 費用を節減する。
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標準の disclosure は、裁判所が命令した場合に、当該命令の時点において行われる。通
常は、訴訟を提起してから数か月後に命令が出される。
特別の disclosure（CPR31.12 によって規律される）は、特定の文書又は特定の種類の文
書について探索し、場合によっては開示するために行われるものであり、訴訟のどの段階
においても実施可能である。これを行うためには、裁判所に対する申立てが必要である。
◆英国法律事務所 C
標準証拠開示（Standard Disclosure）
（Civil Procedure Rules31.6 以降）
提訴後トライアルまで16。裁判所命令による。
特定証拠開示（Specific disclosure）（Civil Procedure Rules31.12）
提訴後17。当事者の申立てに基づく。
提訴前証拠開示（Disclosure before proceedings start）（Civil Procedure Rules31.16）
本案訴訟の提訴前18。当事者の申立てに基づく。
第三者証拠開示（Non-party disclosure）（Civil Procedure Rules31.17）
提訴前から判決後まで19。当事者の申立てに基づく。
7. What marks the commencement of the disclosure procedure? Please also specify the
governing law and the applicable clauses.
７．Disclosure は何をきっかけに始まるのでしょうか？その根拠となる法律及び条文も教
えて下さい。
The plaintiff and the defendant disclose evidence to each other on the order of the
court, but only with regard to such evidence that may affect the conclusion of the
case.
裁判所の命令により事件の結論に影響する証拠に限って原告と被告が互いに開示を行う。
◆英国法律事務所 A
The parties must file and serve a disclosure report not less than 14 days before
the CMC20, which details the extent of the relevant documents they have and the
searches they will undertake. The parties must have a disclosure meeting or call

16

前掲南 Law&Technology p39
Matthews and Malek para2.31; 前掲南 Law&Technology p45
18
上級裁判所法（Senior Courts Act 1981）33 条、郡裁判所法（County Courts Act 1984）52 条。The White Book 2015
para31.0.3, 31.16.1-5 前掲南 Law&Technology p45
19
North Shore Ventures v Plate [2011] EWHC 178 (Ch); Matthews and Malek para4.59; 前掲南 Law&Technology p45
20
CPR 31.5(3).
17

- 174 -

to discuss and, if possible, agree, on the extent of the searches they will make,
not less than seven days before the CMC21.
当事者は、CMC22の期日の少なくとも 14 日前までに、自身の有する関連文書及び自身が行
おうとする捜索の範囲の詳細を記載した開示報告書を提出し、送達しなければならない。
訴訟当事者は、開示のために集まるか、電話により話し合いをし、可能である場合には、
双方が行う捜索の範囲について、CMC の期日の少なくとも 7 日前までに合意しなければな
らない23。
◆英国法律事務所 B
With the exception of pre-action disclosure, disclosure takes place after
proceedings have been commenced.
Disclosure takes place when an order for disclosure has been made by the court under
CPR 31.7. The court usually makes this order at the first Case Management Conference
(“CMC”), which typically takes place 3-4 months after the commencement of the
proceedings. It is important to note that disclosure is not automatic24, although
in most patent cases before the English courts disclosure will take place in some
form.
Although the disclosure process starts following an order from the court, a duty
to preserve potentially relevant documents arises as soon as a dispute is
contemplated, irrespective of whether proceedings have been issued or not. The CPR
provides that as soon as litigation is contemplated, the parties’ legal
representatives must notify their clients of the need to preserve disclosable
documents (CPR 31 Practice Direction 31B, para 7).
訴訟提起前の disclosure を除き、disclosure は訴訟開始後に行われる。
Disclosure は、CPR31.7 に基づき裁判所が disclosure を行う旨の命令を出したときに行
われる。裁判所は通常、訴訟開始後普通は 3～4 か月後に開催される第 1 回事件処理会議
（CMC）において、この命令を出す。英国の裁判所で行われる特許訴訟のほとんどにおい
て、disclosure が何らかの形でなされるが、disclosure が必ず行われるわけではない25
という点には留意されたい。
Disclosure は裁判所からの命令を受けて開始されるが、提訴がすでになされたか否かに
かかわらず、紛争が予期されると直ちに、訴訟に関係している可能性のある文書を保存す
21
22
23
24
25

CPR 31.5(5).
CPR 31.5(3).
CPR 31.5(5).
Indeed, the court may make an order dispensing with disclosure (CPR 31.7).
実際、裁判所は disclosure を行わない旨の命令を出すこともある(CPR 31.7)。
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る義務が生じる。CPR は、訴訟が予期されたら直ちに、当事者の法律上の代理人は依頼者
に対し、開示される文書を保存する必要があることを告げなければならない（CPR31、実
施細則 31B パラグラフ 7）。
◆英国法律事務所 C
上記各手続詳細参照。
8. What steps are involved in the disclosure procedure (e.g. interrogatories, request
for production of documents, and depositions in the US discovery procedure)? Please
also specify the governing law and the applicable clauses.
８．Disclosure にはどんな種類の手続（例えば US の Discovery でいう質問状・資料提出
請求・デポジション等）があるのでしょうか？その根拠となる法律及び条文も教えて下さ
い。

◆英国法律事務所 A
Please see under 2 above as to the first case management conference. Depending on
the order made by the court, the parties then have to comply with it.
in the UK is document production.

Disclosure

Depositions are not available as a matter of

disclosure (discovery).
最初の CMC に関しての Q2 の回答を参照されたい。裁判所が行った命令に応じて、訴訟当
事者は、当該命令に従わなければならない。英国における開示は、文書の提出によるもの
である。開示（ディスカバリ）の一環としてデポジションを利用することはできない。
◆英国法律事務所 B

- 176 -

Disclosure is defined as a party stating a document exists or has existed26 (as to
the meaning of “document”, please see answer to question 11 below).

In contrast

to the US, UK disclosure is purely document based and does not entail interrogatories
or depositions.
In practice disclosure is achieved by exchanging Disclosure Lists (i.e. a list the
documents disclosed) accompanied by a Disclosure Statement, which sets out the extent
of the search for documents undertaken, certifies that the disclosing party
understands the duty to disclose, and that to the best of his or her knowledge the
duty has been carried out.27
A party then has a right to inspect documents which have been disclosed except in
defined circumstances.

It is possible to withhold inspection where the document is

no longer in the control of the party who disclosed it, where the party disclosing
the document has a right or duty to withhold inspection of it or the party considers
it would be disproportionate to the issues in the case to permit inspection.28
Since 1 April 2013, prior to the exchange of Disclosure Lists:
each party must file and serve a Disclosure Report setting out its position regarding
disclosure not less than 14 days before the first CMC.29
required for cases before IPEC.30

Disclosure reports are not

The report must describe briefly what documents

exist (or may exist) that are (or may be) relevant to the matters in issue in the
case; describe where and with whom those documents are or may be located; and in
the case of electronic documents, describe how those documents are stored. The
Disclosure Report must also estimate broadly the range of costs that could be involved
in giving standard disclosure in the case (for the meaning of standard disclosure,
please see answer to question 11 below) , including the costs of searching for and
disclosing any electronically stored documents, and must state the party’s proposed
further directions for disclosure. The disclosure report template is attached at
Appendix 1; and
the parties must (at a meeting or by telephone) discuss and seek to agree a proposal
in relation to disclosure that meets the overriding objective not less than seven
days before the first CMC.31
26
27
28
29
30
31

CPR
CPR
CPR
CPR
The
CPR

31.2
31.10 (6)
31.3
31.5(3)
Intellectual Property Enterprise Court
31.5(5)
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Disclosure は、文書が存在するか又は存在した旨の当事者による陳述32として定義される
（「文書（document）」の意味については、下の Q11 に対する回答を参照されたい）。米国
とは対照的に、英国の disclosure は純粋に文書に基づく手続であり、質問状やデポジシ
ョンは含まれない。
実務的には、disclosure は、開示陳述書を添えた開示リスト（すなわち開示される文書の
リスト）を交換することによって行われる。開示陳述書は、対象となる文書を探索する範
囲を明記し、また、開示を行う当事者が開示義務について理解している旨と、当事者の知
る限りは当該義務が履行されている旨を証明するものである33。
当事者はここで、限られた場合を除き、開示された文書を閲覧する権利を有する。文書を
開示する当事者の支配下に当該文書が存在しなくなっている場合や、文書を開示する当事
者が当該文書の閲覧を保留する権利若しくは義務を有する場合、又は当事者が閲覧を認め
ることは当該訴訟における争点との均衡性を欠いていると考える場合には、閲覧が保留さ
れることもある34。
2013年4月1日以降、開示リストの交換に先だって、以下の事柄が必要とされるようにな
った。
各当事者は、遅くとも第1回CMCの14日前までに、disclosureに関する自身の立場を示す
開示報告書を提出し送達しなければならない35。開示報告書は、IPEC36における訴訟では
要求されない。当該報告書においては、当該訴訟の争点と関係する（又は関係する可能
性がある）どのような文書が存在するか（又は存在する可能性があるか）について説明
しなければならない。すなわち、文書がどこに誰のもとに保管されているか、電子文書
であればどこに保存されているか、について説明する必要がある。開示報告書ではさら
に、当該訴訟において標準のdisclosure（標準のdisclosureの意味については、下のQ11
に対する回答を参照されたい）がなされた場合に発生するであろう費用（電子的に保存
されている文書を探索して開示するのにかかる費用を含む）の範囲について、およその
見積もりを示さなければならず、Disclosureに対する当事者の今後のさらなる方針につ
いても記載しなければならない。開示報告書の書式は、付録1に添付した。及び、
当事者は、
（会議において又は電話によって）遅くとも第 1 回 CMC の 7 日前までに、最優先
の目的にかなった disclosure に関する提案について議論し、合意に達する必要がある37。
◆英国法律事務所 C

32
33
34
35
36
37

CPR 31.2
CPR 31.10 (6)
CPR 31.3
CPR 31.5(3)
知的財産企業裁判所（Intellectual Property Enterprise Court）
CPR 31.5(5)
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英国は deposition の制度なし。
上記 Request for Information も証拠収集手続の一つであり、US の Interrogatories に類
似する38。
9. Who conducts the disclosure procedure? Please also specify the governing law and
the applicable clauses.
* Please specify for each step involved in the procedure you mentioned in 8.
９．Disclosure は誰が実行するのでしょうか？その根拠となる法律及び条文も教えて下さ
い。
※８．で手続の種類が複数あった場合、種類ごとに記載して下さい。

◆英国法律事務所 A
The parties each conduct the disclosure procedure in respect of their own documents.
当事者それぞれが、自身の文書について開示手続を行う。
◆英国法律事務所 B
Although the duty to disclose belongs to the respective parties to the proceedings
(and accordingly for each party the Disclosure Statement must be signed by a person
having had “hands-on” responsibility for the disclosure process and being able
to explain what was done and why), in practice the disclosure process is conducted
by the solicitors of the parties.

The solicitors of the parties have an overall

responsibility in the disclosure process to ensure so far as is possible that full
and proper disclosure of all relevant documents is made, and cannot leave this task
to their respective clients (Myers v Elman [1940]).
開示義務を負うのは各訴訟当事者である（したがって、各当事者に関しては、disclosure
において「実際的に」責任を負い、何が行われたかとその理由について説明することので
きる者が開示陳述書に署名を行わなければならない）が、実際には、disclosure は当事
者のソリシタによって実施される。当事者のソリシタは、disclosure において、訴訟に
関連した全ての文書につき完全かつ適切な開示を行うことを可能な限り確保する全体的
な責任を負い、そのリスクをクライアントに負わせることはできない（Myers v Elman
[1940] AC 282）。

38

前掲南 Law&Technology p39

脚注９
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◆英国法律事務所 C
命令名宛人である訴訟当事者が行うのが通常である。但し、第三者に対する開示請求、お
よび Norwich Pharmacal Order については、訴訟当事者以外の第三者が名宛人となり開示
を実行する。
10. Where and how is the disclosure procedure conducted, and whom does it involve?
Please also specify the governing law and the applicable clauses.
* Please specify for each step involved in the procedure you mentioned in 8.
１０．Disclosure は、誰に対してどのような場所・手法で実行されるのでしょうか？その
根拠となる法律及び条文も教えて下さい。
※８．で手続の種類が複数あった場合、種類ごとに記載して下さい。

◆英国法律事務所 A
The search for documents is conducted by the parties at their own premises. Documents
to be produced are only those within a party's possession or control.

The parties

legal representatives prepare the disclosure statement and oversee the exchange of
documents for inspection.

Please note also the requirements of the Practice

Direction 31B – Disclosure of Electronic Documents.
文書の捜索は、当事者が自身の施設において実施する。提出される文書は、当事者が所有
又は管理している文書のみである。当事者の法定代理人は、開示の陳述書を作成し、閲覧
のための文書の交換の監督を行う。また「実施細則 31B-電子文書の開示」の要件にも注意
されたい。
◆英国法律事務所 B
Production of Disclosure List:
The solicitors should take possession of all potentially relevant documents as early
as possible.

For this, either the solicitors respective clients send all the

potentially relevant files to the solicitors, or the solicitors visit the client
to review the files and taken the relevant documents into their possession.

It is

important to ensure that all places where potentially relevant documents may be kept
are searched; these will include the parties’ business premises but also, for
example, external storage facilities and external servers.

It is sometimes very

difficult to remove original documents from the place where they are kept (in
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particular for electronic documents), so copies may need to be taken instead.

The

parties may wish to engage the assistance of disclosure services providers, in
particular for electronic document collection.
Once the potentially relevant documents have been obtained, the documents are
reviewed to identify those documents that must be disclosed (for the type of
documents to be disclosed, see answer to question 11 below).

It is for the parties’

solicitors to decide which documents are relevant and disclosable (Koh Teck Hee v
Leow See Lim [1992]), and the solicitors should carefully go through the documents
disclosed to make sure, so far as possible, that no documents subject to the
disclosure obligations are omitted from the Disclosure List.

The review process

may be done manually, however, in instances where the number of documents to be
reviewed is large, the services of disclosure platform providers are often used.
Such disclosure platforms allow users to limit the review process to “responsive”
documents, i.e. documents which respond to particular criteria, for example contain
a particular keyword or created by a particular person.
Once all the relevant documents have been identified, the Disclosure List is produced
by the solicitor of each party, and signed by the person at each party having had
“hands-on” responsibility for the disclosure process.
The time period for inspection of disclosed documents is usually set in the order
for directions made at the CMC.

If a party wishes to inspect a document they must

given written notice and the party who disclosed the document must permit inspection
within 7 days.39

In practice, inspection is usually requested of most disclosed

documents and takes place by exchange of photocopies of the documents, with the
party’s solicitor requesting the copies and undertaking to pay reasonable copying
costs.

However, the party can request to examine the original document.

It is also

possible to provide electronic copies of disclosed documents and there are a number
of provisions specifically dealing with this.
開示リストの作成について：
ソリシタは、可能な限り早く、関連性のある可能性がある全ての文書を入手すべきである。
そのために、ソリシタは関連性のある可能性がある全ての書類を依頼者から手元に送る
か、書類の内容をチェックするために依頼者のもとに行き、関連性のある文書を入手すべ
きである。関連性のある可能性がある文書が保存されていると考えられる、全ての場所を
確実に探索することが重要である。このような場所のうちには、当事者の事務所が含まれ

39

CPR 31.15
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るが、他にも例えば外部の保管設備や外部のサーバーも含まれる。元の文書を保管場所か
ら動かすのが非常に困難な場合がある（特に電子文書の場合）ので、代わりに写しが必要
になるときもある。当事者は、特に電子文書を収集する場合には、開示サービス提供者に
よる支援を活用したいと考えるであろう。
関連性のある可能性がある文書を入手したら、当該文書については、それが開示されなけ
ればならない文書であるかどうかを判断するためのチェックがなされる（開示がなされる
べき文書の種類については、下の Q11 に対する回答を参照されたい）。どの文書が関連性
を有し開示されるかについて判断するのは当事者のソリシタである（Koh Teck Hee v Leow
Swee Lim [1992] 1 SLR 905.）。したがって、ソリシタは、可能な限り確実に、開示しな
ければならない文書を漏らさず全て開示リストに載せるために、開示される文書を慎重に
くまなく調べるべきである。しかしながら、この内容チェック手続は手作業となるため、
チェック対象となる文書が多量である場合、開示プラットフォーム提供者に作業をさせる
ことが多い。このような開示プラットフォームを用いることにより、
「適合（responsive）
」
文書、すなわち、例えば特定のキーワードを含むとか、特定の人物によって作成されたと
いった特定の基準を満たす文書だけをチェックすることが可能となる。
関連性のある文書が全て特定されたら、各当事者のソリシタは開示リストを作成し、各当
事者の disclosure に関して「実際的に」責任を負う者がそれに署名を行う。
開示された文書の閲覧に費やされる期間は、通常は、CMC において作成された方針に関す
る命令の中で決められている。当事者が文書について閲覧したいと考えるときは、書面に
よる通知が必要であり、この場合、文書を開示した側の当事者は、7 日以内の閲覧を認め
なければならない40。実務的には、通常は、開示された文書の大半に関して閲覧が求めら
れ、当事者のソリシタがコピーを求め、合理的なコピー代金を支払って、当該文書のコピ
ーを行う。もっとも、当事者本人も元の文書の点検を求めることができる。開示された文
書の電子コピーを提供することも可能であり、これに関して特に取り扱った規定が数多く
存在する。
◆英国法律事務所 C
標準証拠開示は、訴訟当事者間で行われ、書類開示（Disclosure）及び閲覧（Inspection）
の二つの手続から構成されている（Civil Procedure Rules 31.2,31.3）41。互いに、下記
の開示対象書類の一覧を相手方に示すのが「書類開示」手続である。相手方は、開示リス
トのうち、開示者にとって閲覧可能でかつ開示者が閲覧に異議の無い書類を閲覧する権利

40

CPR 31.15
Matthews and Malek 8.01; S Sime, A Practical Approach to Civil Procedure (18th ed. Oxford University Press
2015) 335; 前掲南 Law&Technology p39

41
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を有する（Civil Procedure Rules 31.3）。一般的には、開示者から相手方に書類のコピ
ーを交付する方法により閲覧させ（CD 等も可）42、電子的書類はメタデータ43を含めてオリ
ジナルの形式で提供する（Practice Direction31B 30(2),33）44。
当事者の申立を前提にする手続の場合は、それぞれの申立に対する裁判所命令に基づく方
法による。
その他の証拠開示の場合も閲覧に関する手続は同様である。
11. What evidence is collected through the disclosure procedure? Please also specify
the governing law and the applicable clauses.
* Please specify for each step involved in the procedure you mentioned in 8.
１１．Disclosure ではどのような証拠が収集されるのでしょうか？その根拠となる法律及
び条文も教えて下さい。
※８．で手続の種類が複数あった場合、種類ごとに記載して下さい。

◆英国法律事務所 A
Documents are collected in the disclosure procedure, as may be required by the order
of the court (e.g. as made at the first case management conference)

The provisions

of CPR 31 apply. A product or process description may be prepared as required by
paragraph 6.2 of the PDIP (see above under 2).
開示手続では、裁判所の命令で求められる文書が収集される（例えば、最初の CMC で求め
られる場合と同様）。CPR31 の規定が適用される。PDIP のパラグラフ 6.2 で求められると
おり、物・方法の説明が作成されることもある（上記の Q2 の回答を参照）。
◆英国法律事務所 B
The definition of “document” is very wide, and extends not only to paper items
but to anything in which information of any description is recorded.45

Therefore,

computerised records including electronic mail, SMS, voicemail, word processed
documents, tape recordings, computer disks and databases must be disclosed along
with other more conventional letters, faxes, invoices, internal memoranda, books,
records photographs, diaries, laboratory notebooks, agreements and handwritten

42
43
44
45

The White Book 2015 para31.15.5; 前掲南 Law&Technology p40
データについてのデータ（Practice Direction31B 5(7)）
前掲南 Law&Technology p40
CPR 31.4
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notes, irrespective of whether they are public, private or confidential.

In

addition to documents that are readily accessible from computer systems and other
electronic devices and media (such as mobile phones, notebooks and PDA devices),
the definition also includes those documents that are stored on servers and back-up
systems and electronic documents that have been “deleted”.

It also extends to

additional information stored and associated with electronic databases, such as
metadata and other embedded data, which is not typically visible on screen or a
print-out.

There is a whole Practice Direction dedicated to disclosure of

electronic documents and specifically how to manage this type of disclosure in an
efficient manner to give effect to the overriding objective.46
The duty to disclose is limited to documents in a party’s control, meaning: (a)
the document is or was in the party’s physical possession; (b) the party has or
has had a right to possession of it; or (c) the party has or has had a right to inspect
and take copies of it.47

However, it is important to note that the disclosure

obligation is ongoing and continues until the proceedings are concluded (CPR
31.11(1)); consequently it also extends to “new” documents coming into a party’s
control in the future.
The CPR sets out a variety of disclosure orders which can be made.
need not be any disclosure at all.

First, there

Second, a party can disclose the documents on

which it relies and request specific disclosure from another party.
disclosure can be given on an issue by issue basis.

Third,

Fourth, each party can disclose

any documents which it is reasonable to suppose may contain information which enables
that party to advance its own case or to damage that of another party or which leads
to an enquiry that has either of those consequences.
can take place (see below).

Fifth, “standard disclosure”

Sixth, any other order that the court considers

appropriate.48
The court generally prefers a proportionate approach and will seek to tailor the
scope of disclosure to the nature of the case.

The usual course in Patents Court

proceedings is for “standard disclosure” to take place. Standard disclosure
requires a party to disclose only the following documents: (a) the documents on which
s/he relies; (b) the documents which (i) adversely affect his or her own case, (ii)
adversely affect another party’s case, or (iii) support another party’s case; and
46
47
48

PD 31B
CPR 31.8
CPR 31.5(7)
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(c) the documents which s/he is required to disclose by a relevant Practice
Direction.49

In IPEC cases, disclosure is limited and only specific disclosure will

be ordered of a particular document or particular classes of documents, in relation
to one or more issues in the proceedings identified at the case management
conference.
There are particular rules in relation to standard disclosure in patent cases which
limit its scope. Practice Direction 63 sets out that standard disclosure does not
require the disclosure of documents in the following exempt classes:50
1. documents relating to the infringement of a patent by a product or process
if a product or process description is provided (see further below);
2. documents relating to any ground on which the validity of a patent is put in
issue, except documents which came into existence within the period beginning
two years before the earliest claimed priority date, and ending two years after
that date; and
3. documents relating to the issue of commercial success (instead the patentee
should serve a schedule providing various details such as sales of the article
or product, expenditure on advertising etc).51
When giving standard disclosure a party is required to make a reasonable search for
documents taking into account the number of documents involved, the nature and
complexity of the proceedings, the ease and expense of retrieval of any particular
document and the significance of any document which is likely to be located.

The

extent of the search must therefore be proportionate to the circumstances of the
case.

Where a party has not searched for a category or class of document on the

grounds it would be unreasonable then he must state this in the Disclosure Statement
and identify the category or class of document.52
「文書」の定義は非常に広範であり、紙によるものだけでなく、あらゆる内容の情報が記
録されているあらゆるものが文書に該当する53。したがって、電子メール、SMS、ボイス
メール、ワープロ化された文書、テープ録音、コンピュータディスク、データベースを含
むコンピュータ化された記録が、手紙、ファックス、請求書、社内メモ、書籍、記録写真、
日誌、研究ノート、契約書、手書きノートといったより伝統的なものといっしょに開示さ
49
50
51
52
53

CPR 31.6
PD 63 para 6.1
PD 63 para 6.3
CPR 31.7
CPR 31.4
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れることになる。ここでは、公文書であるか、私文書であるか、機密文書であるかは問わ
れない。また、コンピュータシステムやその他の電子機器、電子メディア（携帯電話、ノ
ートパソコン、PDA 機器など）からすぐにアクセスできる文書にだけでなく、サーバーや
バックアップシステムに保管された文書や、すでに「削除」された電子文書も「文書」に
含まれる。さらに、メタデータやその他の埋込データといった、電子的データベースに結
びつけられた追加的な保存情報で、通常なら画面で見ることができず印刷もされないもの
も「文書」とされる。電子文書の開示と、特に、効率的に最優先の目的を実施するように
この種の開示を行うことに関してまるごと当てられた実施細則がある54。
開示義務は、当事者の支配下にある文書に限られている。すなわち、(a) 当事者が当該文
書を物理的に所持している若しくは所持していた。(b) 当事者が当該文書を所持する権利
を有している若しくは有していた。(c) 当事者が当該文書を閲覧し写しを取る権利を有し
ている若しくは有していた。これらのいずれかの要件が満たされている必要がある55。も
っとも、開示義務は、訴訟が終結するまで存続するということに留意されたい（CPR
31.11(1)）。つまり、将来的に当事者の支配下に入ってきた「新しい」文書についても開
示義務は及ぶのである。
CPR は、さまざまな disclosure 命令について規定している。第一に、disclosure を全く
行わないという必要性がある場合がある。第二に、当事者は、自身の主張の根拠となる文
書を開示し、他の当事者に対して特定の文書の開示を求めることができる。第三に、争点
ごとにという基準に基づき disclosure が行われることがある。第四に、各当事者は、当
事者が訴訟を進めることあるいは他の当事者の立場を弱めることを可能にする情報、又は
このような帰結をもたらす審理に至る情報を含むと合理的に考えられる文書を開示する
ことができる。第五に、
「標準の disclosure」が行われることがある（下を参照されたい）
。
第六に、裁判所が適切と考えるその他のあらゆる命令である56。
裁判所は、一般的に均衡のとれたアプローチを好むので、disclosure の範囲を訴訟の性
質に適合させようとする。特許訴訟においては、通常は「標準の disclosure」が行われ
る。標準の disclosure においては、当事者が開示する必要があるのは、以下の文書だけ
である。(a) 自身の主張の根拠となる文書。(b) 次の 3 つのいずれかに該当する文書。(i)
自身の主張に不利に影響するもの。(ii) 他の当事者の主張に不利に影響するもの。(iii)
他の当事者の主張の裏付けとなるもの。(c) 関連した実施細則57によって開示が必要とさ
れている文書。IPEC での訴訟においては、disclosure は限定されており、CMC において
特定された訴訟の 1 つ以上の争点に関係した、特定の文書又は特定の種類の文書に関して

54
55
56
57

実施細則 31B
CPR 31.8
CPR 31.5(7)
CPR 31.6
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命令される特別の disclosure だけが行われる。
特許訴訟における標準の disclosure については、その範囲を限定する特殊ルールがある。
実施細則 63 は、以下の種類の例外文書については、標準の disclosure においては開示は
不要としている58。
1. 製品又は方法に関する説明が行われている場合の、製品又は方法による特許侵害に
関する文書（下を参照されたい）
2. 問題とされている特許の有効性の根拠に関係する文書。ただし、主張されている最
先の優先日の 2 年前から当該日の 2 年後までの期間において作成された文書は除
く。および、
3. 事業的成功に関する文書（もっとも、当該規定にもかかわらず、特許権者は、品目
又は製品の販売、広告費用などといった各種詳細について記した表を提出する必要
がある）59。
標準の disclosure が行われるとき、当事者は、関係文書の数量、訴訟の性質と複雑さ、
特定の文書を検索する難易度と費用、保管されている可能性が高い文書の重要性について
考慮して、合理的な探索を行うことが求められる。したがって、探索の範囲は、事案と均
衡性がとれたものでなければならない。当事者が、合理性を欠くという理由で、あるカテ
ゴリーやある種類の文書を探索しなかった場合、この者は開示陳述書の中でそのことにつ
いて述べ、当該カテゴリー又は当該種類の文書について特定しなければならない60。
◆英国法律事務所 C
標準証拠開示の場合61
以下の全てを開示の対象とする（Civil Procedure Rules 31.6）62。
①自らが立証に利用する予定であるもの
②自己の主張立証に不利益となり得るか、または相手方の主張立証に利益となるもの
③その他実務指針等で開示義務があるもの
進行協議命令により事案に即した具体的な開示書類が記載される。当事者は、証拠開示
手続にあたり合理的な調査義務を負う（Civil Procedure Rules 31.7）。
書類開示リストには、書類の性質によって以下の 3 分類に基づいて記載される63。

58

実施細則 63 のパラグラフ 6.1
実施細則 63 のパラグラフ 6.3
60
CPR 31.7
61
前掲南 Law&Technology p40
62
The White Book 2015 para31.6.3; Miller and others 18-141; Matthews and Malek para5.15, 5.16;少額訴訟手
続（Small claims track）の場合、自己の主張立証に利用する書類に限って開示すれば足りるのが通常である（Sime (n
15)339）。前掲南 Law&Technology p40
63
Miller and others para18-144; Matthews and Malek para8.03; 前掲南 Law&Technology p40
59
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①開示対象であり、かつ自らが管理64している書類であって、相手方の閲覧に供すること
に異議がない書類
②開示対象であり、かつ自らが管理している書類であるが、相手方の閲覧に供すること
を制限する権利または義務を有する書類、または
③開示の対象となるが、現在自らが管理していない書類。
「書類」には、広く「何らかの記述が記録されたあらゆるもの」
（Civil Procedure Rules
31.4）、および電子メールその他の電子的書類が含まれる（Practice Direction31B1）65。
その他の開示手続は、命令中に記載されたものが対象となる。
12. How is the evidence obtained through the disclosure procedure used in the court
proceedings? Please also specify the governing law and the applicable clauses.
１２．Disclosure で得られた証拠は裁判においてどのように利用されるのでしょうか？そ
の根拠となる法律及び条文も教えて下さい。

◆英国法律事務所 A
The documents produced may be referred to in one or more witness statements or experts
reports.

Individual documents may also be referred to in cross-examination of

witnesses.
提出された文書は、一以上の証人の供述書又は専門家の報告書で言及されることがある。
また個々の文書は、証人の反対尋問において言及されることもある。
◆英国法律事務所 B
A party to the proceedings to whom a document has been disclosed can refer to and
rely on that document in the proceedings (although confidentiality restrictions may
apply to some documents, see answer to question 13 below).

For example, the document

may provide evidence regarding the infringement or the validity of the patent.
A disclosed document may also serve as a basis to request a further order for specific
disclosure under CPR 31.12, which is an order relating to a specific document or class
of documents, or relating to the carrying of a particular search.
文書の開示を受けた訴訟当事者は、当該訴訟において当該文書に言及し、それに依拠する
ことができる（もっとも、いくつかの文書については、機密性の観点から制約が課せられ

64
65

所有する書類、閲覧・複製権ある書類（Civil Procedure Rules 31.8(2)）。前掲南 Law&Technology p40
The White Book 2015 para31.4.1; 前掲南 Law&Technology p40
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ることがある。下の Q13 に対する回答を参照されたい）
。例えば、当該文書を、特許侵害又
は特許の有効性についての証拠として用いることができる。
開示された文書は、CPR31.12 による特別の disclosure の命令をさらに求めるための根拠
として使用することもできる。この命令は、特定の文書又は特定の種類の文書について、
または特定の探索の実施についてのものである。
◆英国法律事務所 C
Disclosure で得られた証拠のみに特別の手続はない。
13. If the evidence obtained through the disclosure procedure contains any
confidential information (e.g. trade secrets), how is such confidential information
treated?
What penalties are provided for persons who have divulged confidential information
contained in the evidence? Please also specify the governing law and the applicable
clauses.
１３．Disclosure において、証拠に営業秘密等の秘密情報が含まれていた場合、それらの
秘密情報はどのように取り扱われるのでしょうか？

また、証拠に含まれる秘密情報を漏

らした者に対し、どのような罰則が設けられていますか？その根拠となる法律及び条文も
教えて下さい。

◆英国法律事務所 A
Generally there is an obligation on a party to whom a document has been disclosed
that they may use it only for the purpose of the proceedings in which it is disclosed
(CPR 31.22).
There are two forms of information that may additionally be protected during the
disclosure procedure: i) confidential information and ii) privileged information.
Confidential information:
Confidential information may be dealt with by use of a 'confidentiality club'. That
is by agreement or, in the absence of agreement, court order as to the specific terms
of confidentiality between the parties that only certain identified individuals are
able to see the documents disclosed, upon their signing a confidentiality
undertaking.
At the hearing of an application or at trial, if a party is concerned about
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confidentiality it can ask that the court sit in private (although the court will
be keen to keep this to a minimum) and seek orders to preserve confidentiality of
any documents read or referred to in open court. Otherwise, during hearings, the
confidentiality of such documents is protected from the public pro tempore by the
court. After the judgment in proceedings, the judge may order66

that certain

documents must remain confidential on a permanent basis.
Privileged information:
Documents that are protected by 'privilege' may be withheld from disclosure.
Privileged documents include: (1) records of communications between the party and
its legal advisors; (2) documents created for the purpose of the litigation; and
(3) 'without prejudice' communications between the parties with the intention of
settling a case. However, disclosure of a document cannot be refused merely on the
basis that it is confidential.
一般に、文書の開示を受けた当事者には、その開示がなされた訴訟手続のためにのみ、当
該文書を利用することが義務付けられる（CPR 31.22）。
開示手続において、追加で保護を受け得る情報には、①秘密情報と②秘匿特権情報の二つ
の形式がある。
秘密情報：
秘密情報は、
「限定開示（confidentiality club）」を利用して取り扱われることがある。
これは、当事者が合意により又は合意によらずに、一定の特定された個人については秘密
保持契約を結んだ上で開示された文書を閲覧することができるとする当事者間の具体的
な秘密保持条件についての裁判所命令である。
申立ての審問又は正式事実審理では、秘密保持を懸念する当事者は、裁判を非公開にす
るよう要請し（ただし、裁判所は非公開にすることを最小限に留めようとしている）、公
開裁判において読み上げられる又は言及される文書の秘密保全命令を求めることができ
る。これ以外では、審問において、裁判所によって暫定的に当該文書の秘密が公開せず
に保護される。訴訟手続において判決が出されると、裁判官は、一定の文書につき、恒
久的に秘密に保持しなければならない旨を命じることができる67。
秘匿特権情報：
「秘匿特権」で守られる文書は、開示されないことがある。秘匿特権の対象となる文書
には、①当事者とその法律顧問の間のコミュニケーションの記録、②訴訟のために作成
された文書、③和解を目的として当事者間でなされる「既得権を侵すことのない」コミ
ュニケーションが含まれる。ただし、機密性があるというだけでは、文書の開示を拒否
66
67

Under CPR 31.22(2).
Under CPR 31.22(2).
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することはできない。
◆英国法律事務所 B
Documents which contain commercially sensitive information and/or which are
confidential must still be disclosed.

In such a case it is usual to agree with the

other party (or to apply to the court for an order if agreement cannot be reached)
to have such documents treated as confidential and disclosed only to a limited number
of individuals who are part of a ‘confidentiality club’.

The limited ‘club’

of individuals usually includes the solicitors, barristers, and experts on either
side plus one or more individuals from within the parties.

The Court would only

very rarely limit the confidentiality club to exclude any individual from within
the parties, on the basis that someone will need to have access in order to instruct
the external lawyers, but it may make a limitation to include only in-house legal
counsel.

Confidentiality undertakings will need to be given by at least the

in-house individuals and experts involved before they are given sight of the
documents in question.

Signed confidentiality undertakings are not generally

expressly required from solicitors or barristers due to their obligations under
their rules of professional conduct, although written confirmation from the
solicitors that the documents will be treated by the solicitors and barristers as
confidential is usually obtained before providing copies.

The confidentiality club

regime can also be utilised for other forms of evidence, such as witness statements,
which include confidential information.

If parties to the confidentiality club

breach the undertakings they have given and divulge confidential information then
a claim may be brought against them for breach of the contractual undertakings as
well as, in the case of qualified lawyers, sanctions for professional misconduct.
It is also permitted to redact irrelevant material which is commercially sensitive
in a document to be disclosed, provided that the irrelevant parts of the document
can be covered up without destroying the sense of the document and making it
misleading.

Of course, the redactions must be limited to what is necessary and

cannot cover the information which has made the documents disclosable in the first
place.
If confidential disclosure documents need to be discussed during trial, a request
can be made for the court to hear that part of the case in private under CPR 39.2.
Alternatively, if it is possible to conduct the trial in public but confidential
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documents are read to or by the court or referred to, an application may be made
under CPR 31.22 to maintain the restriction on the use of disclosure documents that
are confidential (further information on CPR 31.22 can be found in Q14).
Similarly to disclosure documents, if a witness statement is referred to in court
at a hearing held in public then it will be open to inspection by third parties and
the restriction on use of the witness statement for purposes other than the
proceedings in which it is served under CPR 32.12 will terminate (further information
on CPR 32.12 can be found in Q14).

A party can make a request under CPR 32.13 and

CPR 32.12 that the statement is not open to inspection, or available for use outside
of the proceedings in which it is served if it contains confidential information,
but the usual course is to provide copies of the witness statement with the
confidential information redacted.
事業上取り扱いに注意を要する情報を含み、及び／又は、機密にされなければならない文
書も、やはり開示されなければならない。このような場合、通常は相手方との間で、上の
ような文書について機密文書として扱うこと、並びに「機密保持グループ」に属する限定
された個人に対してのみ開示するということの合意がなされる（あるいは、このような合
意が達成されなかった場合は、裁判所に対し、上記内容の命令を出すよう申し立てる）。
この限定された個人の「グループ」は、通常は、双方当事者側のソリシタ、バリスタ、専
門家に加えて、当事者の内部からの 1 名以上の個人を含んでいる。外部の弁護士に対して
指示を出すためには、誰かが文書にアクセスする必要があるから、裁判所が、当事者の内
部からの個人を機密保持グループから排除することは、非常に稀である。ただし、裁判所
がこれを企業内弁護士に限定することはある。少なくとも、社内の個人と、関与する専門
家に関しては、問題となる文書を閲覧するのに先立って、機密保持契約を結ぶ必要がある。
ソリシタとバリスタに関しては、彼らは専門職としての行動規範のもと守秘義務を負って
いるので、署名がなされた機密保持契約書は通常は明示的には要求されない。ただし、写
しを取るに先立って、ソリシタとバリスタが当該文書を機密文書として取り扱う旨の確認
書をソリシタから取ることが通常である。機密保持グループ制度は、証人の陳述書などの
ような、他の形態の証拠で機密情報を含むものに対しても活用することができる。機密保
持グループに属する者が機密保持契約に違反して機密情報を漏えいした場合、この者に対
して、機密保持契約違反に関する請求を行うことが可能であるし、弁護士資格を有する者
の場合であれば、それに加えて専門職としての非行に対する制裁を求めることもできる。
開示が予定されている文書の中に、訴訟とは無関係だが事業上取扱いに注意を要する資料
が含まれていた場合は、当該無関係部分につき、文書の意味を壊したりミスリーディング
にしたりすることなく隠すことができるのであれば、その部分を隠すことも認められてい
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る。もちろん、この隠す作業は、必要箇所だけに限定されなければならず、当該文書を開
示されるものとした主要原因となった情報について隠すことはできない。
公判において機密開示文書について議論する必要が生じた場合、CPR39.2 に基づき、裁判
所に対して、当該箇所について非公開で審理するよう申立てをすることができる。あるい
は、機密文書が裁判所に対して読み上げられたり、裁判所によって読み上げられたり、言
及されたりすることなく、公開された公判を行うことが可能なのであれば、CPR31.22 に
基づき、機密開示文書の使用に対する制約を維持するよう申立てることができる
（CPR31.22 に関する詳細な情報は、Q14 を参照されたい）。
開示文書と同様に、公開された法廷の審理において証人の陳述書に対する言及がなされた
場合、当該陳述書については第三者による閲覧がなされうるし、CPR32.12 に基づいて当
該陳述書がなされた訴訟以外の目的で使用することに対する制約は及ばなくなる
（CPR32.12 に関する詳細な情報は、Q14 を参照されたい）。当事者は、CPR32.13 及び
CPR32.12 に基づき、当該陳述書に機密情報が含まれている場合には、当該陳述書を閲覧
対象にせず、当該陳述書がなされた訴訟以外では使用しない旨の申立てをすることができ
る。しかし、通常は、証人の陳述書については、機密情報を隠した写しが提供される。
◆英国法律事務所 C
営業秘密・技術情報等も、開示・閲覧の対象に含まれる68。
しかし、これらの情報を含む書類については、裁判所が、閲覧可能な者を代理人や独立の
第三者である専門家に限定し（これらの閲覧可能な者を「confidentiality club」という）、
かつこれらの者に秘密保持誓約書の提出を命じることができる69。この場合、当事者の従
業員は閲覧可能な者に含まれないのが通常である。このような手法は、特に特許訴訟でよ
く利用される。被告の申立に基づいて、裁判所が営業秘密漏洩の危険を理由に認めた事例
もある70。また、弁論の全部又は一部を非公開で行ったり71、当事者の申立に基づき、開示
された証拠の訴訟後の一切の使用を禁止する命令も可能である（Civil Procedure Rules
31.22(2)）72。

68

Science Research Council v Nasse [1980] A.C. 1028, HL; Hollander (n 2) 167; 前掲南 Law&Technology p42
Warner-Lambert & Co v Glaxo Laboratories Ltd [1975] R.P.C. 354 ; Atari Inc v Philips Electronics and Associated
Industries Ltd [1988] F.S.R. 416; The White Book 2015 para31.3.37; Miller and others para18-149 ; Hollander
(n 2) 170-171; 前掲南 Law&Technology p42
70
Warner-Lambert (n 27); Roussel Uclaf v Imperial Chemical Industries Plc [1989] R.P.C. 59, CA; The White Book
2015 para2F-10.11; 前掲南 Law&Technology p42
71
Yates Circuit Foil Co v Electrofoils Ltd [1976] FSR 345; Lilly ICOS Ltd v Pfizer Ltd (No.2) [2002] EWCA Civ
2 [2002] F.S.R. 54; 前掲南 Law&Technology p42
72
Smith & Nephew Plc v Convatec Technologies Inc [2014] EWHC 146 (Pat); Lilly ICOS (n 50)など。但し、いずれ
も、Confidentiality Club を締結したうえで、営業秘密に係る書類も開示された。前掲南 Law&Technology p42
69
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裁判所の命令に違背した場合は、法廷侮辱行為に該当する可能性があり、最長 2 年の禁固、
罰金等の罰則が科される可能性がある73。
実務上、confidentiality club 外の者に対し一部墨消しを施した書面と、club 内の者用
に対し墨消しなしの書面の 2 種類を準備した上で、相手方に提供する74。
14. Can the evidence obtained through the disclosure procedure be used in countries
other than the United Kingdom?
If so, in which countries and under what conditions can it be used? Please also specify
the governing law and the applicable clauses.
１４．Disclosure で得られた証拠は英国以外でも利用できるのでしょうか？
YES の場合、どんな国でどんな条件で利用できるのでしょうか？その根拠となる法律及
び条文も教えて下さい。

◆英国法律事務所 A
Documents disclosed may only be used for the purposes of the proceedings, unless
the parties agree otherwise or the court gives permission75.

If a disclosed document

is 'read to or by the open court, or referred to at a hearing which is held in public",
the document may be used for other purposes unless the court makes an order
restricting or prohibiting its use.

Such orders are frequently sought and granted

in patent cases.
開示された文書は、当事者が別段の合意をするか、又は裁判所が許可を与えない限りは、
訴訟手続のためにのみ利用することができる76。開示された文書が「公開裁判で読み上げ
られるか、公開されるか、又は公開される審理において言及される場合には、裁判所がそ
の利用を制限又は禁止する命令を出さない限りは、当該文書は他の目的で利用することが
できる。特許訴訟では、この命令が申し立てられ、認められることが多い。
◆英国法律事務所 B
Under CPR 31.22, a party in receipt of a document that has been disclosed may only
use that document for the purpose of the proceedings in which it is disclosed; it
cannot be used in litigation in other jurisdictions.
73

The rule applies to protect

Civil Procedure Rules 31.23;Hollander (n 2) 199; D Eady and A T H Smith, Arlidge, Eady and Smith on Contempt
(4th ed. Sweet & Maxwell 2011) para11-89,14-8; 前掲南 Law&Technology p45
74
以上前掲南 Law&Technology p42
75
CPR 31.22 (1).
76
CPR 31.22 (1).
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not only the disclosed documents themselves, but also their contents.
However, the document may be used for other purposes if any of the following
conditions are met:
1. the document was read to or by the court or referred to at a hearing held in
public;
2. the court gives permission; or
3. the party who disclosed the document and the person to whom the document
belongs agree.
Therefore if a document obtained through disclosure is read by the court or referred
to at trial it can be used for purposes other than those proceedings.
However, even if a document has been read by the court or referred to at a hearing
which has been held in public then the court may make an order under CPR 31.22(2)
restricting, or even prohibiting, the further use of the document.

Any application

for such an order may be made by a party or by any person to whom the document belongs
(rule 31.22(3)).

These orders are often requested in regards to confidential

documents which have been referred to in a public hearing.

In Lilly Icos Ltd v Pfizer

Ltd (No 2) [2002] EWCA Civ 2, the Court of Appeal set out considerations that had
guided it in granting a partial order under CPR 31.22(2):


The court should start from the principle that very good reasons are required
for departing from the normal rule of publicity.



When considering an application in respect of a particular document, the court
should take into account the role that the document has played or will play
at trial.



In dealing with issues of confidentiality between the parties, the court must
have in mind any “chilling” effect of an order upon the interests of third
parties.



Simple assertions of confidentiality and of damage that will be done by
publication, even if supported by both parties, should not prevail. The court
will require specific reasons why a party would be damaged by the publication
of a document.



It is highly desirable, both in the general public interest and for simple
convenience, to avoid the holding of trials in private, or partially in
private.



Patent cases are subject to the same general rules as any other cases, but
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they do present some particular problems and are subject to some particular
considerations. Patent litigation is of peculiar public importance. This
means that the public must be properly informed; but it means at the same time
that the issues must be properly explored, in the sense that the parties should
not feel constrained to hold back from relevant or potentially relevant issues
because of (legitimate) fears of the effect of publicity.
Similar rules apply in relation to witness statement under CPR 32.12.

A witness

statement may only be used for the purpose of the proceedings in which it is served
unless the witness gives consent in writing to some other use of it, the court gives
permission or the statement has been put in evidence at a hearing held in public.
Even if a witness statement has been read by the court or referred to at a hearing
which has been held in public then the Court may make an order extending the
restriction under CPR 32.12 (2), and this preventing the further use of the witness
statement.

Any application for such an order may be made by the witness or the person

to whom the confidential information belongs.

These orders are often requested in

regards to witness statements containing confidential information which have been
referred to in a public hearing.
CPR31.22 により、開示がなされた文書を受け取った当事者は、当該文書の開示がなされ
た訴訟手続を進める目的でのみ、当該文書を使用することができる。このルールは、開示
された文書それ自体を保護するためだけでなく、その内容についても保護するために適用
される。
しかしながら、次の要件のいずれかが満たされるならば、当該文書については、他の目的
で使用することができる。
1. 公開された審理において、当該文書が裁判所に対して読み上げられた、若しくは、
裁判所によって読み上げられた、若しくは当該文書が言及されたこと。
2. 裁判所が許可を出したこと。又は、
3. 当該文書を開示した当事者と、当該文書が属する者が合意していること。
したがって、disclosure を通じて得られた文書が、審理において、裁判所によって読み
上げられたり、言及された場合には、当該文書を当該訴訟以外の目的で使用することがで
きる。
しかしながら、公開された審理において、文書が、裁判所によって読み上げられたり、言
及された場合であっても、裁判所は CPR31.22(2)に基づき、当該文書のさらなる使用を制
限し、又はさらに禁止する命令を出すことができる。当事者、又は当該文書が属するいか
なる者も、このような命令を求める申請を出すことができる（CPR31.22(3)）。これらの命
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令は、公開審理において言及された機密文書に関して申立てられることが多い。Lilly
Icos Ltd v Pfizer Ltd (No 2) [2002] EWCA Civ 2.において、控訴院は、CPR 31.22(2)
に基づく部分的（禁止／制限）命令を出すに当たっての指針となる考慮要素について示し
た。


裁判所は、公開という通常のルールから離れるためには極めて適切な理由が必要で
あるという原則を出発点とすべきである。



特定の文書との関係でなされた申立てについて考慮するにあたっては、裁判所は、
当該文書が公判において果たしてきた、あるいは今後果たす役割について考慮すべ
きである。



当事者間の機密性の問題について対処するに当たっては、裁判所は、命令が第三者
の利害に対して及ぼす「委縮的」効果について念頭に置かなければならない。



根拠もなく、機密文書であると断言するだけであったり、公開することで損害が生
じると断言するだけの場合、たとえ双方当事者がそれを支持していても、申立てを
認めるべきではない。裁判所は、文書の公開によって当事者が損害を受けるという
特定の理由を求めることになる。



一般公益にとっても単なる便宜上においても、公判の全部又は一部を非公開にする
ことは極力回避すべきである。



特許訴訟も、その他の種類の訴訟と同様の一般ルールに服する。しかし、特許訴訟
の場合、特有の問題があり、特別の配慮を要する。すなわち、特許訴訟は、特に公
共にとっても重要性があるので、公衆に対して適切に情報提供がなされなければな
らないということである。しかし、それと同時に、この問題に対しては、公開され
ることを（もっともなことではあるが）懸念するがゆえに、当事者が関連性のある
問題、又は関連性のある可能性がある問題に触れずに置かなければならないと感じ
るべきではないという意味において、適切な調査対処がなされなければならないと
いうことでもある。

CPR32.12 の証人の陳述書についても、同じルールが当てはまる。証人の陳述書は、それ
が提出された訴訟を遂行する目的でのみ使用することができる。この例外は、証人が他目
的の使用について書面で同意した場合か、裁判所が許可を与えた場合か、陳述書が公開の
審理において証拠として提出された場合である。
証人の陳述書が、公開された審理において、裁判所によって読み上げられた又は言及され
た場合であっても、裁判所は CPR32.12(2)により、制約を拡張する命令を出すことができ
る。これにより、証人の陳述書が将来的に使用されるのを防止することになる。このよう
な命令を求める申立ては、証人又は当該機密情報が属する者が行うことができる。これら
の命令は、公開審理において言及された、機密情報を含む証人の陳述書に関して申立てら
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れることが多い。
◆英国法律事務所 C
証拠開示の非開示者は、開示された証拠を当該手続以外の目的での利用をしない旨黙示の
誓約をしていると考えられており、法律上定める例外に該当する場合を除き、原則として、
他の訴訟に利用することはできない77。法律上定める例外とは、当該書面が公開の法廷で
読み上げられた場合、裁判所が特にこれを許可する命令を出した場合、または開示当事者
の合意がある場合である（Civil Procedure Rules 31.22）78。
15. Have any measures to prevent an abuse of the disclosure procedure (e.g. security,
penalty) been put in place?
If so, please specify such measures. Please also specify the governing law and the
applicable clauses.
１５．Disclosure の濫用を防止するための何らかの措置（例えば、担保、罰則等）は設け
られているでしょうか？
YES の場合、どんな措置でしょうか？その根拠となる法律及び条文も教えて下さい。

◆英国法律事務所 A
Parties in English proceedings are under a strict obligation to comply with their
disclosure obligations. Failure to do so is treated very seriously, and may result
in cost penalties, the striking out of a party's case, or even contempt of court.
英国の訴訟手続の当事者は、開示義務の遵守を厳格に義務付けられている。義務の不履行
に対しては、厳重に対処され、その結果、費用負担のペナルティが課されたり、当事者の
主張を認めなかったり、法定侮辱罪に問われることになることさえある。
◆英国法律事務所 B
If a party fails to comply with a rule, practice direction or court order (including
the obligation to give disclosure) it is open to the court under CPR 3.4(2) to make
an order that the statement of case of the defaulting party be struck out and
judgement be entered accordingly.

This measure will only be used in exceptional

cases where it is clear that the defaulting party has no intention of complying with

77
78

前掲南 Law&Technology p43
Matthews and Malek para19.03; 前掲南 Law&Technology p43
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his duties of disclosure.

Alternatively an order may be sought that unless the

original order is complied with within a set period, the statement of case of the
party in default will be struck out.

In addition, if an order under CPR 31 is not

complied with, any sanctions specified in that order will take effect unless relief
is sought by way of a separate application.

The court also has the power to make

an order that unless disclosure is provided by a certain date, the defaulting party
will be precluded from producing documents later and relying on them at trial.

Under

CPR 31.21 a party may not rely on any document which he fails to disclose or in respect
of which he fails to permit inspection without the permission of the court.
Generally the party in default will be ordered to pay the costs of any application.
The court may also draw adverse inferences at trial in relation to a failure to
disclose or produce documents for inspection and penalise the defaulting party in
costs.
If a party provides a false disclosure statement without an honest belief in its
truth then that individual is in contempt of court and is liable to a fine and/or
committal (i.e. imprisonment).

This is the only express provision which refers to

contempt in CPR part 31 but it is still open to the court to find a party who has
deliberately failed to provide disclosure in contempt although this is very rare.
Failure of a solicitor to comply fully with his duties regarding disclosure may
amount to professional misconduct and they could also be personally liable for costs.
In addition, where documents have been disclosed subject to an order that copies
may only be seen by lawyers and experts for a party, it is a contempt of court for
the solicitor to supply copies to his client, even if these documents are passed
on by mistake.
If a party breaches CPR 31.22 and uses the disclosed document other than for the
purposes of the proceedings between the parties the Court can impose a range of
sanctions.

Any improper use of disclosed documents may be restrained by injunction

or punished as contempt of court.

The Court may also strike out a claim which relies

on documents disclosed in earlier proceedings in breach of CPR 31.22 (IG Index plc
v Cloete [2013 EWHC 3789 (QB)) or indicate its disapproval of such action by an
appropriate costs order.
当事者が規則、実施細則又は裁判所の命令（開示義務を含む）に従わない場合、裁判所は
CPR3.4(2)に基づき、違反した当事者の陳述書を抹消した上で、それに応じた判断を下す
ことができる。当該方策は、違反した当事者が開示義務に従う意思がないことが明白であ

- 199 -

るという例外的な場面においてのみ用いることができる。あるいは、一定期間内に元の命
令に従わない限り、違反を犯した当事者の陳述書を抹消するという命令を出すこともでき
る。さらに、CPR31 に基づく命令が守られない場合には、別段の申立てがなされて救済が
求められない限り、当該命令において特定された制裁が発効する。裁判所は、一定期日ま
でに disclosure がなされない限り、違反した当事者は以後文書を作成提出することがで
きず、公判でそれに依拠することはできない旨の命令を出す権限も有する。CPR31.21 に
より、当事者は、開示しなかった文書又は閲覧をできる旨の許可を受けられなかった文書
について、裁判所の許可なしには依拠することができない。一般的には、違反をした当事
者は、あらゆる申立てについて費用を支払うよう命じられる。裁判所はまた、開示しなか
った又は閲覧のための文書を作成しなかったことについて、公判でこの者に対して不利な
推論をすることや、違反をした当事者に対して制裁を課することもできる。
当事者が、悪意をもって虚偽の開示陳述書を提出した場合、この者は法廷を侮辱したもの
として、罰金及び／又は収監（つまり禁固）に処せられる。これは、CPR31 において法廷
侮辱について言及した唯一の明文の規定である。もっとも、当事者が故意で開示を行わず
に侮辱したものかどうかを判断するのは裁判所であり、これは極めて稀なケースである。
ソリシタが disclosure に関するその義務を完全に遵守しなかった場合、専門職としての
非行に該当し、個人としても費用を支払う責任を負うことがある。さらに、写しについて
は弁護士か専門家しか見てはならないと命じられた上で開示された文書について、ソリシ
タがその写しをクライアントに提供した場合、たとえ不注意によるものであったとして
も、法廷を侮辱したものとされる。
当事者が CPR31.22 に違反して、開示された文書を訴訟遂行以外の目的のために使用した
場合、裁判所は一定種類の制裁を課することができる。開示された文書の不適切な使用に
関しては、禁止命令によって制止されるか、法廷に対する侮辱として処罰される。裁判所
は、訴訟のそれ以前の段階において CPR31.22 に違反して開示された文書については、そ
れに依拠した主張を抹消することや（IG Index plc v Cloete [2013] EWHC 3789 (QB)）、
費用に関する適切な命令を出して当該行為について承認しない旨を表示することができ
る。
◆英国法律事務所 C
訴訟関係者に対して一定の義務を課し、当該義務の不履行に対する制裁を設けるという、
二段階の濫用防止措置が設けられている。
義務の賦課79
（１）訴訟当事者

79

Matthews and Malek

para17.05; 前掲南 Law&Technology p43-
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・開示対象書類等の合理的な調査の義務（Civil Procedure Rules 31.7）80。
・宣誓署名
書類開示リストのフォームに、開示義務を理解した上で、調査対象書類の合理的な調査
義務を果たした旨の宣誓署名を行う（Civil Procedure Rules 31.10(5)(6)(7)）81。事案
の複雑さの程度、調査対象書類の量等によって、総合的に合理的な調査義務の履行があっ
たか否かが判断される（Civil Procedure Rules 31.7(2)）82。
（２）訴訟代理人
訴訟代理人弁護士は、依頼者に対して証拠開示義務および（Practice Direction31A4.4）、
電子的記録を含む関連書類一切の廃棄・隠匿を禁じるよう説明して理解を得る必要があり
（Practice Direction31B7）、保全措置を講じる義務も負う83。裁判所に対する代理人固有
の義務である84。バリスター及びソリシターの各行動倫理規則において、依頼者による証
拠開示の拒否に接した場合の代理人辞任義務を明文で定めている85。同規則違反に対する
懲戒の制裁もある。
制裁
（１）当該書面の使用の禁止
証拠開示義務違反のある当事者は、開示義務違反に関連する書類を、当該訴訟で使用でき
ない（Civil Procedure Rule31.21）86。
（２）「解除条件付き命令（‘unless order’）」および主張書面の却下
書類開示義務不履行の相手方が、履行の催告にも応じなかった場合は、主張書面の却下
（Civil Procedure Rules 3.4(2),3.8）87を含む裁判所命令を求める申立を行うことがで
きる88。裁判所は、弁論を経て、不履行に対する制裁と併せた証拠開示命令「解除条件付
き命令（‘unless order’）」（Practice Direction40B8.2）を発することが出来る89。同
制裁によれば、名宛人の当事者の主張書面が全て不提出とみなされる場合がある（Civil
Procedure Rules 3.8(1)）90。
（３）法廷侮辱
80

Matthews and Malek para18.01; 前掲南 Law&Technology p43
The White Book 2015 para 31.03; 前掲南 Law&Technology p43
82
Miller and others 18-141; 前掲南 Law&Technology p43
83
The White Book 2015 para31.10.6; Matthews and Malek para18.03; 前掲南 Law&Technology p44
84
CMCS Common Market Commercial Services AVV v Taylor [2011] EWHC 324 (Ch) para 14; Matthews and Malek
para18.02,18.03,18.07,18.09,18.10; 前掲南 Law&Technology p44
85
The Bar Standards Board, The Code of Conduct gC13
https://www.barstandardsboard.org.uk/media/1663630/bsb_handbook_sept_2015.pdf
Solicitors Regulation Authority Code of Conduct 2011 Chapter 5: Your client and the court O(5.1)-(5.6), IB(5.5)
http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/code/content.page Myers (n 70); 前掲南 Law&Technology p44
86
Miller and others para18-155; 前掲南 Law&Technology p44-45
87
Matthews and Malek para17.02; 前掲南 Law&Technology p44-45
88
Hollander (n 2) 179-181; Sime (n 15)357; 前掲南 Law&Technology p44-45
89
Hollander (n 2) 179-180; Sime (n 15)357; 前掲南 Law&Technology p44-45
90
Matthews and Malek para17.08,17.09
81
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裁判所命令に対する違反は、法廷侮辱として、最長 2 年の禁固、罰金等の罰則の対象にな
る可能性がある91。宣誓署名者が、合理的調査義務を履行していないなど宣誓署名違反が
あったと認められる場合、法廷侮辱行為として制裁を受ける可能性がある（Civil
Procedure Rules 31.23、81.17，81.18）92。
（４）費用負担
費用負担の裁判所命令は、実質的には制裁の性質を帯びると言うことも可能である93。
16. What would you mention as the unique characteristics of the disclosure procedure
when compared with systems for evidence collection available in other countries (US:
Discovery, DE: Inspection, FR: Seizure)?
１６．Disclosure を他の国の証拠収集制度（US: Discovery, DE: Inspection, FR: Seizure）
と比較した場合の特徴は何でしょうか？

◆英国法律事務所 A
As compared with US, no depositions and much more limited document production. As
compared with DE, the court will generally expect a product or process description
to be prepared provided the defendant has the information in its possession or
control.

As such, an inspection order will generally not be necessary.

As compared

with FR, orders similar to seisi are extremely unusual in the UK..
米国と比較した場合、デポジションはなく、文書提出の範囲が大幅に限定されている。ド
イツと比較した場合、被告が情報を自身で所有又は管理している場合には、裁判所は［被
疑侵害］物・方法の説明の作成を一般に期待する。したがって、Inspection 命令は、大抵
は不要である。フランスと比較した場合、差押のような命令は、英国では極めて珍しいも
のである。
◆英国法律事務所 B
A key element of the system of disclosure under the CPR is proportionality.

The

UK system seeks to strike a balance between the need to establish the facts and
limiting the cost of litigation.

The parameters of disclosure are usually tightly

controlled by the courts to ensure that the search for, and production of, documents

91

Civil Procedure Rules 31.23;Hollander (n 2) 199; Eady and Smith (n 31) para11-89,14-8; 前掲南 Law&Technology
p45
92
Miller and others para18-148; Eady and Smith (n 31) para11-63; 前掲南 Law&Technology p45
93
Matthews and Malek para17.38; 前掲南 Law&Technology p45
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is proportionate.
Another pillar of the UK disclosure system is that all relevant documents must be
disclosed.

Whilst this requirement is not as extensive as the US system which

requires all material which is reasonably calculated to lead to admissible evidence
to be disclosed it is a middle ground as compared to the French system that has no
obligation for full and frank disclosure or the German system where there is only
a requirement to submit the “complete” facts.

The UK Courts do have the power

to order search and seizure but, unlike in France, these types of orders are very
rare in patent cases.
Whilst the Court has ultimate control and oversight of the disclosure process, in
the UK there is a reliance on solicitors ensuring that their clients’ duties to
conduct disclosure searches in accordance with the rules are complied with.

This

reliance also means that sanctions are available against the solicitors as well as
the parties for failure to comply with the rules on disclosure.
The UK Courts are also trying to move away from having a single approach to
disclosure.

This flexibility is another key characteristic of the disclosure

process which appears to differ from other jurisdictions.

There are a number of

options which may be ordered from standard disclosure to very restricted disclosure
and the Courts are willing to limit disclosure taking into account the issues in
dispute and the value of the case.

The UK system also allows for more

straightforward cases to be dealt with by the Intellectual Property Enterprise Court
(IPEC) where no or only very limited disclosure is given and which, therefore, offers
litigants a less expensive forum to try their disputes.
CPR における disclosure 制度の重要な要素は、均衡性（proportionality）である。英国
の制度は、事実に立証する必要性と、訴訟費用を制限することとの均衡を目指すものであ
る。Disclosure の限界要素は、文書の探索と文書の作成提出が均衡を取れているように、
裁判所によって常に緊密にコントロールされている。
英国の disclosure 制度のもう一つの重要な要素は、関連性のある全ての文書が開示され
なければならないという点である。英国の制度における要件は、証拠として許容されると
合理的に考えられる証拠資料全てについて開示を求める米国の制度ほど広範なものでは
ないが、全面的で率直な開示を行う義務を課さない仏国の制度や、「完全な」事実の提出
しか求めない独国の制度と比べると、中間的なものであると言える。英国の裁判所は、探
索や保全を命令する権限を有するが、仏国とは異なり、特許訴訟においてはこの種の命令
は非常に稀である。
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裁判所は、disclosure を監視監督する最高主体であるが、英国では、ソリシタに対して
も、クライアントが規則を守って disclosure 探索を行う義務を果たすことを確保すると
いう任務が課せられている。これはすなわち、disclosure に関するルール違反がなされ
た場合、当事者にもソリシタにも制裁が課されるということも意味している。
英国の裁判所はまた、disclosure に対して固定的なアプローチを行うことをしないよう
に努めている。この点は、他の国と比べたとき、disclosure のもう一つの重要な特徴で
あると言える。標準の disclosure から、非常に限定的な disclosure まで、裁判所が出せ
る命令にはさまざまな選択肢がある。そのため、裁判所は争点や訴額を考慮して、
disclosure について制限を課す意向が強い。英国のシステムはまた、disclosure ができ
ないか、極めて限定的な disclosure しかできず、したがって紛争当事者にとっては紛争
解決にかかる費用が少なくて済む、IPEC による裁判も準備している。
◆英国法律事務所 C
Discovery と Disclosure は、Disclosure の場合裁判所の裁量が大きく開示の対象範囲が
限定されている点が大きく異なる。また、英国の場合は Deposition 手続はない。
Saisie や Inspection とは、Disclosure が相手方の敷地や施設内への立ち入りを伴わない
点で大きく異なる。
17. If you know of any academic theories (papers) or court judgments recently released
which advocate the introduction of a new system or improvement of the existing system
regarding evidence collection, please specify the source of these and describe the
outline. If you know of any arguments concerning these academic theories (papers)
or court judgments, please inform us of the pros and cons of the major opinions.
１７．新たな証拠集制度を導入したり、現行の証拠収集制度を改善すべきとする最近の学
説（論文）
・判例があれば、その出典と概要を教えて下さい。また、それらの学説（論文）・
判例に関する議論があれば、その賛否に関する主な意見を教えて下さい。

◆英国法律事務所 A
The disclosure process in England & Wales has already been modified by the
introduction of the reforms to civil procedure resulting from Sir Rupert Jackson’s
Review of Civil Litigation Costs (described in 2., above). These were introduced
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in April 2013. Sir Robin Jacob (a Lord Justice of Appeal) has also suggested (in
a dissenting opinion94) that disclosure on validity should be dispensed with entirely
in patent proceedings. The reasoning of Sir Robin is that the issue of validity is
typically decided on matters of expert evidence and virtually never turns on a
document found in disclosure. The counter-argument is that the principle of
disclosure is such a significant part of English litigation that it should not be
dispensed with. The Jackson reforms represent a compromise position between these
views.
イングランド及びウェールズの開示手続は、Sir Rupert Jackson の「民事訴訟費用の見直
し」
（上記の Q2 で説明した）による民事訴訟手続への改革の導入により、すでに変更され
ている。改革が導入されたのは、2013 年 4 月である。さらに Sir Robin Jacob（控訴院判
事）は、
（反対意見において95）特許訴訟においては特許の無効に関する開示は全面的に免
除すべきことも提案した。Sir Robin は、特許の有効性の問題は、通常は専門家の証拠に
基づき決定し、実際に、開示で発見される文書によって決まることは決してないとの理由
を示した。これに対しては、開示の原則は英国の訴訟において非常に重要な部分であり、
免除されるべきではないと反論があった。Jackson による改革は、これらの意見の中間で
妥協する立場を示している。
◆英国法律事務所 B
The disclosure system in the UK routinely comes under criticism for being too
extensive, time consuming and costly.
can dissuade litigants.

The cost of disclosure can be very high and

This is the case despite the court’s attempts to limit

disclosure and keep the exercise proportionate.

In 2013 a number of changes were

introduced as a result Lord Jackson’s review of civil litigation costs.

Even

following the Jackson reforms, which made standard disclosure no longer the default
position, in reality, for patent cases, standard disclosure is usually ordered.
Two pilot schemes were introduced into the CPR in October 2015 under Rule 51.2 which
are intended to streamline procedures in the High Court.

Both pilot schemes provide

for substantially limited disclosure in comparison to that under CPR 31.

Under the

shorter trials scheme, the parties initially only have to disclose those documents
they are seeking to rely on.
request additional documents.

94
95

Following this, the burden is on the other party to
Under the flexible trials scheme the parties only

Nichia Corp v Argos Ltd [2007] EWCA Civ 741.
Nichia Corp v Argos Ltd [2007] EWCA Civ 741.
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have to disclose those documents actually known to fall under the categories for
standard disclosure (i.e. there is no requirement to search for documents).

Whilst

these schemes are still in their infancy, it shows a desire to limit disclosure in
its standard form and to adopt an even more flexible approach which will allow the
costs of disclosure to be further reduced.
英国の disclosure 制度は、範囲が広すぎ、時間もかかり費用もかかるという批判を常に
浴びせられている。Disclosure の費用は非常に高額になることがあるため、紛争当事者
が断念することがある。裁判所が disclosure について制限をかけて、均衡のとれた実施
をしようと努めているにもかかわらず、である。2013 年に、ジャクソン卿による民事訴
訟費用に関する検討の結果として、数多くの改革が行われた。ジャクソン改革により、標
準の disclosure は既定のものではなくなったが、それでも実際には、特許訴訟において
は、標準の disclosure の命令が出されているのがほとんどである。
2015 年 10 月に、CPR に対して 2 つの試験的な計画が導入された。すなわち、CPR51.2 で
あり、これは高等法院における手続を合理化することを意図されたものである。これらの
試験的計画は、CPR31 による disclosure に比べ、相当に制限された disclosure を提供す
るものである。短縮された公判計画のもと、当事者は、最初は自分たちが依拠したいと考
えている文書を開示するだけでよくなった。その後、相手方が、文書の追加を申立てる必
要がある。柔軟性のある公判計画のもと、当事者は、標準の disclosure のカテゴリーに
属することがわかっている文書を開示するだけでよくなった（つまり、文書を探索するた
めの申立てが不要である）。これらの計画はまだ始まったばかりであるが、disclosure を
標準の形式に制限し、disclosure の費用をさらに削減するようなより柔軟なアプローチ
を採用しようという意向が現れている。
◆英国法律事務所 C
改善すべきという話は特に了知していない。2013 年に、メニュー一覧からどの範囲での証
拠開示を行うかを裁判所が選択できる制度が導入された改正が最も最新のものと思われる
96

。

但し、既存の制度のうち、以前は利用されていなかった手続が利用された事案があるなど、
実務上の取り扱いには一定の変化が認められる場合もある
（例えば、提訴前証拠開示手続）
。
No recent discussions about changing UK procedural rules regarding evidence
collection.

The biggest change was made in 2010 when the Intellectual Property

Enterprise Court (then named the Patents County Court) was revamped.

This provides

a new forum - with very limited evidence collection opportunities - in which patents

96

前掲南 Law&Technology p39
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can

be

litigated.

See

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/426123
/intellectual-property-enterprise-court-guide.pdf
The advantages are that no disclosure is given and evidence is limited to only the
very best points.

The prior art will also be limited.

It provides a low cost forum.

The disadvantages are that it allows parties to pursue spurious claims because the
costs of litigating in the Intellectual Property Enterprise Court is quite
manageable.

The disadvantage to both parties is the costs cap which is limited to

£50,000 recoverable by the winning party because the costs will usually exceed this
cap.
英国の証拠収集手続規則の変更に関する最近の議論はない。これまで最大規模の変更が行
われたのは 2010 年のことであり、これは知的財産企業裁判所（当時は、州特許裁判所と名
付けられた）の改革があった年である。これにより、証拠収集の機会が非常に限定的な、
特許の訴訟を提起することのできる新しい裁判所が成立した。
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/426123
/intellectual-property-enterprise-court-guide.pdf

を参照。

良い点は、開示が行われず、証拠が本当に最大の要点のみに限定されることである。先行
技術も限定される。そのため、低費用の裁判所を提供する。
悪い点は、知的財産企業裁判所での訴訟費用は対処可能な費用なので、当事者が誤った申
立てを追求することを可能にしているということである。両当事者にとって悪い点は、勝
訴者が回復可能な費用の上限が 50,000 ポンドまでに限定されているということである。定
低は、費用は、この上限を上回ることになる。
B. Questions concerning the status of use of the systems for evidence collection in
patent infringement lawsuits in the United Kingdom
B

英国の特許権侵害訴訟における証拠収集の利用実態に関する質問

18. Generally, out of the total number of patent infringement lawsuits, what do you
think is the percentage of the lawsuits for which a search order is issued before
proceedings have started (CPR 25.1(h); CPR7 "Anton Piller Order")?
１８．訴訟開始前の捜索命令（CPR 25.1(h)、CPR7
割合はどの程度と感じていますか？

全特許権侵害訴訟件数を 100 としてその割合はどの

程度ですか？
(

“Anton Piller Order“）がなされる

)%
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◆英国法律事務所 A
(exteremely rare 極めてまれ)%
◆英国法律事務所 B
[The following answers (18 to 26) are limited to disclosure and not other methods
of evidence collection.]
[以下の（Q18～Q26 まで）回答は、disclosure に関するものであって、その他の証拠収集
方法に関するものではない。]
Extremely unusual, <1%

(Please note that the correct reference is section 7(1) of

the Civil Procedure Act 1997, rather than CPR7.)
極めて稀であり、1%未満である（なお、CPR7 ではなく、1997 年民事訴訟法第 7 条(1)を参
照するのが正しいので、留意されたい）。
◆英国法律事務所 C
(0)%

(Please indicate the source of figure, if any)

Zero.

Search Orders are granted where there is evidence that the defendant will

destroy evidence, products or other documents if notified in advance of proceedings
being issued.

This is extremely rare in patent cases.

Neither I nor my partners

know of any patent cases where a Search Order has been granted in a patent infringement
action.

Search Orders are more common in trade mark cases (particularly

counterfeiting cases), copyright and breach of confidence cases.
ゼロである。訴訟手続の前に通知されると被告が証拠、製品又はその他の書類を破壊して
しまうという証拠がある場合に、捜索命令は認められる。特許訴訟では、このようなこと
は極めて稀である。私も、私のパートナーも、特許権侵害訴訟で捜索命令が認められた特
許訴訟については、承知していない。捜索命令は、商標訴訟（特に模倣品の訴訟）著作権
及び秘密保持契約の違反においてより一般的となっている。
19. As a search order is issued without notice to the alleged infringer, fulfillment
of strict requirements (probability of infringement of a right, serious damage,
probability of possession of evidence, and ease of destruction) is required. What
do you think of the necessity of fulfilling these strict requirements?
１９．捜索命令は、被申立人に通知されずに命令されるため、厳格な要件（権利侵害の蓋
然性、損害額が甚大、証拠を所持している蓋然性、廃棄処分の容易性）が求められますが、
これらの厳格な要件が求められることに関してどのようのお考えですか？
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◆英国法律事務所 A
The high hurdle that these conditions set quite properly reflects the highly
draconian nature of search orders and English judges are very reluctant indeed to
interfere with countervailing personal rights of property on the basis of a suspected
infringement. Quite rightly, the English court needs to be satisfied that there is
a good reason why the ordinary inter parties process for working out the appropriate
order for disclosure of documents should not be followed.
このように厳格な要件が設定されているのは、捜索命令の苛酷さを適切に反映している。
英国の裁判官は、侵害の疑いを根拠に、個人の財産権に対抗するものとして実際に介入す
ることには非常に消極的である。適切な文書開示命令を作成するための通常の当事者系手
続に従わない十分な理由があることを英国の裁判所が確信する必要があり、これはもっと
もなことである。
◆英国法律事務所 B
All requirements must be strictly fulfilled in order to ensure that a search order
is only granted if it is necessary for proper justice and on the balance of the
positions of both parties.
(i)

There are four key requirements:

the applicant must have an extremely strong prima facie case;

(ii) the respondent's actions must have resulted in very serious potential or actual
damage to

the applicant’s interests;

(iii) there must be clear evidence that the incriminating documents or things are
in the respondent's possession; and
(iv) there must be a real possibility that the respondent may destroy or dispose
of the material.
These requirements must be strictly fulfilled for two main reasons.

Firstly, an

application for a search order is usually made without notice meaning that the
respondent does not have a chance to represent himself and, therefore, the applicant
has to present his case for him via full and frank disclosure.

Secondly, a search

order can have a serious negative effect on a respondent, i.e., disruption of
business, loss of reputation, loss of revenue etc.
The respondent has one further form of protection which is that, in order to make
sure that the respondent can be properly compensated for any damage caused to him
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by the search order if incorrectly made, the applicant must give a cross-undertaking
in damages to the court.
適切な裁判のために必要で、双方当事者の立場のバランスに応じた探索の命令がなされる
ことを確実にするためには、全ての要件が厳密に満たされている必要がある。主要な要件
は次の 4 つである。
(i)

申立人が、一見して明白な主張をしていること。

(ii) 被申立人の行動が、申立人にとり非常に深刻な損害を与える可能性があった又は与
えたであろうこと。
(iii) 被申立人が、その原因となる文書又は物を所有していることを示す明白な証拠があ
ること。及び、
(iv) 被申立人が当該資料を破壊したり処分したりする現実的な可能性があること。
これらの要件が厳密に満たされなければならないのは、主に 2 つの理由からである。第一
に、探索の命令の申立ては、通常、通知なしに出されるので、被申立人としては、事前に
対応する機会がない。したがって、申立人としては、完全かつ率直な disclosure によっ
て、訴訟を行う必要があるということを示さなければならない。第二に、探索の命令は、
被申立人に対して深刻な不利な影響をもたらすことがある。すなわち、事業を中断させら
れたり、名声を失ったり、売上が減少したりなどである。
被申立人には、探索の命令が誤って出された場合にそれによってもたらされる損害につい
て適切に補償されることを確実にするために、もう一つの形態で保護を与えられている。
それは、申立人は、裁判所に対して損害の相互保証を行わなければならないということで
ある。
◆英国法律事務所 C
I don't understand this question.
この質問の意味が分からない。
20. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness and difficulties
of the search order system in the United Kingdom.
２０．英国の捜索命令の利用しやすさや困難性に関する考えをお聞かせください

◆英国法律事務所 A
It is well understood by practitioners in England & Wales that obtaining search orders
is very difficult. Their application is so rare outside counterfeit cases.
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Reliance

is instead placed on the general disclosure process, in particular the availability
of product and process descriptions for the purpose of infringement proceedings.
The latter option is perfectly adequate for this purpose.
イングランド及びウェールズの実務家には、捜索命令を得ることは非常に難しいことがよ
く理解されている。模倣品の事案以外では、捜索命令が申し立てられることは滅多にない。
この代わりに当てにされているのが、一般的な開示手続で、特に侵害訴訟手続のための商
品及び方法の説明が利用できるようになっている。この目的のためには、一般的な開示手
続で完全に十分である。
◆英国法律事務所 B
As with all processes in the UK courts, the system is reasonably user friendly and
there are no particular difficulties to note.

However, there are lengthy

requirements which applicants must adhere to during the search to make sure that
the search is carried out properly and fairly.

These requirements are detailed and

expensive, they include:
(i) full and frank disclosure of all evidence for and against the applicant’s case
(including the respondent’s case) - this takes a long time to put together and
present; and
(ii) the presence of a supervising solicitor during the search to ensure fair play
– the search can take many hours and the supervising solicitors fees can quickly
add up.
The main reason that search orders are so rare is the cost.

They were commonly used

in anti-counterfeiting but more recently such searches are able to be carried out
by state trading standards officers instead of solicitors because the government
pays rather than the applicant.
英国の裁判所における全ての手続と同様、disclosure はかなり利用しやすいものであり、
特筆すべき困難な点はない。しかしながら、申立人は探索の最中、当該探索が適切かつ公
正に遂行されていることを確保しなければならず、そのための長々しい要件がある。これ
らの要件は詳細で費用のかかるものであり、以下が含まれる。
(i) 申立人にとって（さらに被申立人にとって）有利になるものも不利になるものも含め
た全ての証拠を完全かつ率直に開示すること - これを収集して提示するためには長い期
間が必要になる。及び、
(ii) 探索の間は、公正な実施を確保するために、ソリシタの監督に服すること - 探索に
長時間がかかることがあるし、したがって監督するソリシタの料金がすぐに高騰すること
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がある。
探索の命令が出されることが非常に稀である主な理由は、そのコストである。探索の命令
は、一般には模倣品の阻止に用いられていたが、最近は、ソリシタではなく、国の取引基
準官（state trading standards officers）が実行することが多い。なぜなら、申立人よ
りも、政府の方が費用を支払って行おうとするからである。
◆英国法律事務所 C
Search Orders are only granted in very limited situations.

They are also extremely

expensive because of the requirement to have a Supervising Solicitor who must attend
the search of premises to ensure that the situation is not abused by the claimant's
solicitors.

Nowadays a lot of relevant evidence or documents are held on computer

so the costs of preserving, reviewing and managing this are extremely high.

We have

noted a significant decline in Search Orders in the last 10 years as budgetary
pressure is exerted on non-patent matters.
捜索命令は、非常に限られた状況でのみ認められる。また非常に費用がかかる。なぜなら、
原告のソリシタが状況を濫用しないように確保するために、監督者となるソリシタを施設
の捜索に同行させなければならないという要件があるからである。今日では、多くの証拠
又は書類がコンピュータに保存されているので、これを保存し、確認し、管理する費用は
非常に高くなっている。この 10 年間で、予算上の圧力が特許以外の事項に影響を与えて
いるために、捜索命令が大幅に減少していることに我々は気が付いた。
21. Generally, out of the total number of patent infringement lawsuits, what do you
think is the percentage of the lawsuits for which an order is issued for evidence
disclosure before an action is filed for proceedings for a patent infringement lawsuit
(CPR 31.16)?
２１．特許権侵害訴訟開始前の訴え提起前の証拠開示（CPR31.16）がなされる割合はどの
程度と感じていますか？

全特許権侵害訴訟件数を 100 としてその割合はどの程度です

か？
(

)%

◆英国法律事務所 A
(<1)%
◆英国法律事務所 B
Very unusual, <5 %
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非常に稀であり、5％未満である。
◆英国法律事務所 C
(1)%

(Please indicate the source of figure, if any)

I would say about 1%.

Again, it is very rare.

It might be used to discover the scope

of infringing activities to enable the claimant to decide whether to litigate.

See

the case below and the Judge's comment that the pre-action disclosure application
was 'unprecedented':
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2015/1094.html
約 1%だと言ってよいだろう。これもやはり、非常に稀である。訴え提起前の証拠開示は、
侵害活動の範囲を発見し、原告が訴訟を提起するかどうかを決定することができるように
するために利用されるかもしれない。下記の事件と、訴え提起前の証拠開示の申立てを「先
例がない」とした判事のコメントを参照。
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2015/1094.html
22. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness and difficulties
of the system of evidence disclosure before an action is filed (CPR 31.16) for
proceedings for a patent infringement lawsuit start.
２２．訴え提起前の証拠開示（CPR31.16）の利用しやすさや困難性に関する考えをお聞か
せください

◆英国法律事務所 A
Pre-action disclosure in patent actions is rarely sought. It is difficult to
demonstrate that pre-action disclosure is desirable to dispose fairly of the
anticipated proceedings or will assist in resolving the dispute without starting
proceedings.
特許訴訟における訴え提起前の開示が申し立てられることは滅多にない。想定される訴訟
手続について公平な処分がなされるために、訴え提起前の開示が望ましいこと、又は、訴
訟開始前に紛争を解決する役に立つことを立証するのは難しい。
◆英国法律事務所 B
As with all processes in the UK courts, the system is reasonably user friendly and
there are no particular difficulties to note.
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However, an order for disclose before

proceedings start will only be made if it will:
(i) dispose fairly of the anticipated proceedings;
(ii) assist the dispute to be resolved without proceedings; or
(iii) save costs.
This is rarely the case and, therefore, applications for these orders are not often
made.
英国の裁判所における全ての手続と同様、disclosure はかなり利用しやすいものであり、
特筆すべき困難な点はない。しかしながら、訴訟提起前の disclosure の命令は、それが
以下の要件のいずれかを満たす場合にのみ可能である。
(i) 予想される訴訟について公平な処理を行う。
(ii) 訴訟手続によることなく紛争解決を支援する。
(iii) 費用を節減する。
当該命令は稀であり、そのため、訴訟提起前の disclosure を求める申立てはあまりなさ
れていない。
◆英国法律事務所 C
It is good that the option is available to potential claimants.

But the difficulty

with pre-action disclosure is overcoming the immediate reaction that you are
embarking on a 'fishing expedition'.

It should only be used to save costs and

determine if a party can avoid litigation, rather than seeking wide-ranging documents
which might be useful where the claimant has already decided to litigate anyway.
その選択肢を原告となる者が利用できるのは良いことだ。しかし、訴え提起前の証拠開示
が難しいのは、「情報の探り出し」に着手するという迅速な対応を克服することである。
訴え提起前の証拠開示は、費用を節減し、当事者が訴訟を回避できるかを判断するために
のみ利用すべきであり、いずれにせよ訴訟を提起すると既に決めている場合に原告が有用
となり得るような幅広い書類を要求するために利用すべきではない。
23. Generally, out of the total number of patent infringement lawsuits, what do you
think is the percentage of the lawsuits for which an order is issued for evidence
disclosure against a person not a party before proceedings have started (CPR 31.17)?
２３．訴訟開始前の第三者に対する証拠開示命令（CPR31.17）がなされる割合はどの程度
と感じていますか？
(

全特許権侵害訴訟件数を 100 としてその割合はどの程度ですか？

)%

◆英国法律事務所 A
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(<1)%
◆英国法律事務所 B
Very unusual, <5%.
非常に稀であり、5％未満である。
◆英国法律事務所 C
Non-party pre-action disclosure is
jurisdiction.

available under the Norwich

Again, this is more common in non-patent cases.

Pharmacal

I would say zero%

of patent cases.
Non-party disclosure post-commencement of proceedings is also very uncommon.
think of only one instance in the last 15 years in a patent case.

I can

See:

http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2001/165.html
第三者に対する訴え提起前の証拠開示命令は、第三者情報開示（Norwich Pharmacal）の
権限の下で利用することができる。これも、特許以外の訴訟での方が一般的に利用されて
いる。特許訴訟ではゼロ％と言ってよいだろう。
訴訟手続開始後の第三者に対する証拠開示命令も非常に珍しい。この 15 年間で、特許訴
訟では一例だけ、思い出すことができる。
http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2001/165.html

を参照。

24. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness and difficulties
of the system of orders for evidence disclosure against a person not a party (CPR
31.17) before proceedings have started.
２４．訴訟開始前の第三者に対する証拠開示命令（CPR31.17）の利用しやすさや困難性に
関する考えをお聞かせください

◆英国法律事務所 A
Obtaining documents from third parties in patent cases is usually only sought to
prove infringement.

Often the third party will be based outside the UK.

If in the

US, the 1782 procedure (US Code) is often used. If in other countries the evidence
will be sought under a Letters of Request issued by the English court and addressed
to the court/authorities of the country concerned.
Exceptionally, third party disclosure have in the past been made (a jurisdiction
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originally exercised in a patents case97) to identify a party responsible for an
infringing act from a party who has innocently facilitated the infringement (in
Norwich Pharmacal it was identifying an importer). However, difficulties can arise
in establishing with confidence that a third party knows the person infringing rather
than someone who "may have" infringed98; the court will not allow a Norwich Pharmacal
order to be used by claimants as a general licence 'to fish' for information that
will do no more than potentially assist them to identify a claim or a defendant".
Such orders are rare.
特許訴訟において第三者からの文書の取得が求められるのは、通常は、侵害を証明する場
合に限られる。第三者は英国外に拠点を有していることが多い。米国にいる場合には、第
1782 条（28. U.S. Code）の手続がしばしば利用される。他の国にいる場合には、英国の
裁判所が該当国の裁判所／当局宛に発行する嘱託書（Letters of Request）により証拠が
請求される。
例外的な事例で、侵害行為の責任者（Norwich Pharmacal 事件では、輸入者と特定されて
いる）を特定するために、知らずに侵害の手助けをしてしまった者からの第三者開示が行
われたケースが過去にあった（特許訴訟で第一審管轄権が行使された）99。もっとも、第
三者が侵害を行った「可能性のある」者ではなく、侵害を行っている者を知っていること
について、確信をもって立証することは困難であるかもしれない100。裁判所は、訴権又は
被告を特定する役に立つ可能性があるにすぎない情報を「探し出す」包括的な許可を与え
るものとして、原告が Norwich Pharmacal 命令を利用することは認めないだろう。このよ
うな命令が出されることは滅多にない。
◆英国法律事務所 B
When considering applications for disclosure against persons not a party to
proceedings (“third parties”), it should be noted that the courts have confirmed
that CPR 31.17 only applies to proceedings that have started (Various Claimants v
News Group Newspapers Ltd and others [2013] EWHC 2119 (Ch) (12 July 2013)).
Pre-action disclosure against third parties before proceedings have started is
governed by case law.
In Existing Proceedings
Applications for third party disclosure in existing proceedings are made under CPR

97

Norwich Pharmacal Company & Ors v Customs And Excise [1973] UKHL 6.
Arab Satellite Communications Organisation v Saad Faqih & Anr [2008] EWHC 2568 (QB).
99
Norwich Pharmacal Company & Ors v Customs And Excise [1973] UKHL 6.
100
Arab Satellite Communications Organisation v Saad Faqih & Anr [2008] EWHC 2568 (QB).
98
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31.17. Applications must be highly focused and set out the specific documents or
sets of documents that are required by the applicant; speculative applications will
be refused. In order to successfully obtain an order under CPR 31.17, the applicant
must show that:
1) The documents sought are likely to support the applicant’s case or adversely
affect the case of one of the other parties to the proceedings; and
2) The disclosure is necessary in order to dispose fairly of the claim or to save
costs.
Such applications are user-friendly and governed by a clear set of rules, although
it should be noted that the costs of these applications (and of complying with any
court order) are normally paid by the applicant in full, unless the third party was
unreasonable/uncooperative.
Before Proceedings Have Started
Applications are made under the general discretion of the court. The principles the
court will consider when an applicant requests an order for pre-action disclosure
against a third party are set out in Norwich Pharmacal Co. & Others v Customs and
Excise Commissioners [1974] AC 133 (a patent case) and hence orders for pre-action
third party disclosure are called Norwich Pharmacal Orders (“NPOs”).
NPOs are sought where information from a third party is necessary for a potential
claimant to properly set out a case against a potential defendant. They are
considered to be a “last resort”, and are rare in practice. In order to obtain
an NPO, the applicant must show that:
1) There has been arguable wrongdoing by a different third party (not the
respondent);
2) The respondent is involved in or has facilitated the wrongdoing of that third
party, whether innocently or not (i.e. the respondent cannot purely be a
witness);
3) The respondent has the information requested;
4) The applicant requires the information requested to enable it to bring
proceedings; and
5) It is in the interests of justice to grant the order.
As applications for NPOs are governed by case law alone, the outcome is harder to
predict than an application under CPR 31.17. Primarily it is the fifth requirement
that often presents significant opportunity for argument; issues such as the scope
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of reputational damage to the respondent are often under consideration and what is
in the “interests of justice” can be argued in a number of ways. However, there
is still a known test that will be applied and applications are therefore reasonably
user-friendly.
訴訟当事者以外の者（
「第三者」）に対して disclosure をかける申立てがなされた場合
については、裁判所が、CPR31.17 は訴訟が開始した後にしか適用されないということを
確認している点が重要である（Various Claimants v News Group Newspapers Ltd and others
[2013] EWHC 2119 (Ch) (12 July 2013)）。第三者に対する訴訟提起前の disclosure につ
いては、判例法によって規律される。
現在進行中の裁判の場合
現在進行中の訴訟手続において、第三者に対する disclosure の申立ては、CPR31.17 に
基づいて行われる。申立人は、非常に集中して、自身が要求する特定の文書又は文書群を
提示する必要がある。思惑で動く申立人は、申立てを棄却されるだろう。CPR31.17 に基
づいて命令を得るためには、申立人は以下を示す必要がある。
1) 探索対象である文書が、申立人の主張を裏付けると思われる、又は相手方の主張に
不利な影響を与えると思われること。および、
2) 訴訟の公平な処理又は費用の節減のために、当該 disclosure が必要であること。
上の申立ては、利用しやすく、明文化されたルールによって規律されているが、第三者が
理不尽／非協力的でない限り、申立てのための（並びに裁判所の命令に従うための）費用
は通常、申立人が全額支払わなければならないという点には留意されたい。
訴訟提起前の場合
申立書は、裁判所の全般的な裁量に服して作成される。申立人が、第三者に対する訴訟提
起前の disclosure を申立てた場合に裁判所が考慮する原理については、Norwich
Pharmacal Co. & Others v Customs and Excise Commissioners [1974] AC 133.（特許訴
訟である）に述べられており、ここから、第三者に対する訴訟提起前の disclosure の命
令のことを Norwich Pharmacal Orders （「NPO」）と呼ぶ。
NPO の申立ては、原告となる予定の者が、被告となる予定の者に対して適切に主張を行う
ために、第三者からの情報が必要である場合に行われる。NPO は、「最後の手段」と考え
られており、実際に行われることは稀である。NPO を受けるためには、申立人は以下の全
てを示す必要がある。
1) （被申立人以外の）第三者による不正が疑われていること。
2) 被申立人が、善意悪意を問わず、当該第三者の不正に関与している又はそれを促進
してきていること（すなわち、被申立人は単なる目撃者ではありえないというこ
と）。
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3) 被申立人が、要求されている情報を有していること。
4) 申立人が、求められている情報によって訴訟を提起できるようになること。及び
5) 当該命令を出すことが正義に適うこと。
NPO の申立ては判例法によってのみ規律されるため、CPR31.17 に基づく申立てがなされた
場合に比べ、その結果は予測しにくい。最もよく問題になるのは、上の 5 番目の要件であ
る。被申立人の名声を損なう範囲といった問題がよく検討されており、何をもって「正義
に適う」と言えるかについては、多様な議論がありえるだろう。しかしながら、適用され
る判断基準がわかっているので、NPO の申立ては合理的で使用しやすい制度だと言える。
◆英国法律事務所 C
The Norwich Pharmacal jurisdiction is popular and useful in cases where the Defendant
tries to hide his identity or the infringing products are in the possession of an
innocent third party.

These tend not to be patent cases but trade mark, copyright

and breach of confidence cases.

The claimant must have a good arguable case against

the ultimate Defendant and give a cross-undertaking in damages and pay the costs
of the non-party. The difficulty is really in terms of expense for the Claimant but
this is necessary as you are involving an innocent party in litigation through no
fault of its own.
第三者情報開示命令（Norwich Pharmacal jurisdiction）は、被告が自身の身元を隠そう
とする場合や侵害であることを知らない第三者に侵害製品が所有されている場合に、好ま
れるし、また有用である。そのような場合は、特許訴訟ではなく、商標、著作権、秘密保
持違反の訴訟に該当する傾向にある。原告は最終的な被告に対して、十分に論証できなけ
ればならず、また損害賠償の相互保証を行い、当事者以外の費用を支払わなければならな
い。問題は、実際には原告の経費であるが、侵害であることを知らない者を、その者に過
失がないのに、訴訟に関与させるのであるから、必要経費だと言える。
25. We would like to ask you about evidence disclosure (CPR 31) after proceedings
have started.
If unreasonable burdens are required for search, the parties are exempted from the
duty of disclosure in consideration of such circumstances. Have you ever had any case
which you were exempted from the duty of disclsoure? What are the specific
circumstances under which you were exempted from the duty of disclsoure?
２５．訴訟開始後の証拠開示（Disclosure）（CPR31）に関してお伺いします。
探索に不合理な負担が掛かる場合はその事情を考慮して開示義務を免れることができま
す。開示義務を免れたことがありますか？具体的にどのような事情を理由として、開示
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義務を免れたことがありますか？

◆英国法律事務所 A
Particularly since the so-called Jackson reforms, the courts have scrutinized
requests for disclosure carefully, being under the duty of limit disclosure to what
is necessary to deal with the case justly (CPR 31.5(7)).

In a case in which we were

involved just 3 months ago, the court declined to make an order (at least for the
time being) precisely because the court was not satisfied such disclosure was
necessary.
特にいわゆる Jackson 改革以降、裁判所は、開示の対象を、その訴訟を公平に取り扱うた
めに必要な範囲に限定する義務を負っているので、開示の申立てについては慎重に吟味し
てきた（CPR 31.5(7)）。当事務所がほんの 3 ヶ月前に関与した事件では、裁判所は、その
ような開示が必要であることに納得していないことをまさに理由として、（少なくとも当
面については）命令を出すことを却下した。
◆英国法律事務所 B
In general, disclosure in the UK is much less extensive than discovery in US
proceedings. Recent reforms have allowed the court greater flexibility when making
orders for disclosure, for example limiting it (or dispensing with it altogether)
on an issue by issue basis. Further, prior to any court order being made there is
usually a constructive dialogue between the parties’ lawyers attempting to agree
on what disclosure order is appropriate; where the parties agree, the court will
rarely intervene. In patent cases, CPR 63 also imposes further limitations, for
example:
1) A defendant may choose to prepare a description of the product or process
alleged to infringe (known as a Product & Process Description (“PPD”))
instead of providing full documentary disclosure;
2) In relation to validity, documentary disclosure is limited to documents dated
between the day two years before the earliest claimed priority date and the
day two years after that date; and
3) Documents relating to the issue of commercial success are not discloseable.
On the above bases, Bristows has been involved in many cases where disclosure has
been limited in a variety of circumstances. Circumstances where a party is
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specifically exempted from certain disclosure obligations are accordingly extremely
rare – the ongoing dialogue between the parties, the court’s wide ranging powers
and the CPR’s requirement that disclosure be “proportionate” (in terms of time
and cost) all help to ensure this. For example, the parties’ lawyers will often
discuss the scope of proposed electronic searches (commonly done by reference to
key words, dates and other parameters) with their clients and with each other. If
the parameters resulted in such a large number of documents that it would be
impossible to undertake the disclosure exercise in a proportionate manner
(particularly, for example, if those documents required translation), then steps
would be taken to narrow the parameters.
We have also been involved in some cases where the parties have agreed to dispose
of disclosure entirely as it is not relevant to the issues in the case (for example,
where only a point of law is in contention – see the question relating to streamlined
procedure).
一般的に言って、英国の disclosure は、米国のディスカバリーよりもはるかに費用が
かからない。近年の改革により、裁判所は disclosure に関する命令を出すに当たり、よ
り柔軟な運用をできるようになった。たとえば、争点ごとにという基準に基づいて、争点
に関する disclosure に限定することができる（あるいは、disclosure をしないこともで
きる）。さらに、裁判所のあらゆる命令を出すのに先だって、双方当事者の弁護士の間で、
どのような disclosure の命令が適切であるかについて合意を行う試みをする建設的な対
話がなされるのが通常である。双方当事者が合意する場合には、裁判所は滅多に介入しな
い。特許訴訟に関しては、CPR63 がさらなる制約を課している。たとえば、以下の通りで
ある。
1) 被告は、文書を全て開示する代わりに、被疑侵害製品又は方法の説明（製品及び方
法の説明（PPD）として知られている）を準備することを選択することができる
2) 特許の有効性に関しては、開示される文書は、主張されている最先の優先日の 2
年前から当該日の 2 年後までの期間の文書に限定されている。及び
3) 事業的成功の問題に関する文書は、開示する必要がない。
以上のような理由から Bristows は、disclosure が様々な状況に限定された数多くの訴訟
に関わってきた。当事者が、一定の開示義務から特に免除されている状況は、極めて稀で
ある。このことは、当事者間での話し合いの進行、裁判所の広範な指揮権、CPR による
disclosure が「均衡的」
（時間においても費用においても）であるべきとの要請、これら
全てによって、確保されている。例えば、当事者の弁護士は、依頼者と、また弁護士同士
で、電子的探索（キーワード、日付、その他の検索パラメータに基づいて通常はなされる）

- 221 -

の範囲についてよく議論する。当該パラメータから非常に多量の文書がヒットして、均衡
性を保った disclosure を実施するのが不可能である場合（特に、例えば文書について翻
訳が必要であるときはそうである）
、パラメータを狭めることになる。
我々は、事案において disclosure が争点と無関係である（例えば、法的観点だけが争点
である場合 - 合理化された手続に関する質問を参照されたい）という理由で、当事者が
disclosure を全く行わないということで合意したケースにも関与したことがある。
◆英国法律事務所 C
No cases where the party to litigation was exempted from disclosure.

The

claimant

attempted to avoid disclosure in this case, but the Court of Appeal ruled disclosure
must be given:
http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2007/741.html
Each party must undertake a reasonable search and there are a number of factors which
influence the reasonableness of the search, including the ease and expense of
retrieval of a particular document.
Also, please note that in patent cases brought in the Intellectual Property
Enterprise Court, disclosure will only be ordered in rare cases.

The standard order

is for there to be no disclosure.
訴訟当事者が証拠開示を免除されることはない。この訴訟では、原告は証拠開示を回避し
ようとしたが、控訴院が証拠開示を行わなければならない旨、判示した。
http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2007/741.html
各当事者は、合理的な捜索を行わなければならない。探索の妥当性に影響を与える要素が
いくつかあり、それには、特定の書類の検索のしやすさや費用が含まれる。
また、知的財産企業裁判所に提起された特許訴訟では、証拠開示は、稀にしか命じられな
いことに留意されたい。標準的な命令は、証拠開示を行わないためのものである。
26. As special provisions for patent infringement lawsuits, the parties are exempted
from the disclosure of documents in which the alleged infringer describes the full
particulars of the product or process alleged to infringe, documents concerning the
validity of a patent (except those which came into existence within the period
beginning two years before the priority date and ending two years after that date)
and documents concerning commercial success (CPR63 Practice Direction 6.1 (1) to (3)),
which caused a reduction in the volume of disclosed documents in patent infringement
lawsuits. However, hasn't this exemption from the disclosure of documents caused any
inconvenience?
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２６．特許権侵害訴訟の特則として、被疑侵害者が被疑侵害物・方法に関して詳細に説明
した文書、特許権の有効性に関する文書（優先日の 2 年前から 2 年後までの文書を除く）
および商業的成功に関する文書の開示が免除されており（CPR63 Practice Direction
6.1(1)～(3)）、この免除により特許権侵害訴訟における文書開示の量が減少したとありま
すが、文書の開示の免除による不都合はありませんか？

◆英国法律事務所 A
If the Product description is prepared properly, it should not cause inconvenience
and in fact it is preferred.

Problems arise if the defendant's product description

does not comply with the requirements.

We have been involved in a case where the

parties have had to return to court (more than once) in order to require the defendant
to prepare a proper description. As far as the time limits on the production of
dcouments relating to invalidity, no inconvenience has been caused as far as we
recall.
物の説明が適切に作成されていれば、不都合は生じないし、また実際のところは望ましい。
被告の物の説明が、要件に準拠したものでない場合には、問題が生じる。適切な説明の作
成を被告に求めるために、当事者が裁判に回帰せざるを得ない（一度だけではない）ケー
スに当事務所は関与したことがある。私たちの記憶する限りでは、特許権の無効に関する
文書の提出期限については、不都合が生じたことはない。
◆英国法律事務所 B
These exemptions are discussed briefly in paragraph 25. The most significant one
is the provision of a PPD. In practice, PPDs are very common, in part because they
are actually encouraged by the courts. A PPD must be certified by an individual (with
the requisite knowledge) to be a true and complete description of the product or
process and it must be adequate to address all of the allegations made by the
claimant. If it is not adequate, then the PPD will need to be amended or the claimant
may apply to court for an order seeking the specific disclosure of any document(s)
it requires to cover the issues not addressed by the PPD (generally, a claimant may
apply for specific disclosure of any document if it believes that the document exists
and would either assist its case or hinder the defendant’s case, regardless of the
fact it is covered by an exemption).
If the defendant persistently fails to provide an adequate PPD or sufficient
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disclosure the Court may order that the defendant allows the claimant (or at least
the claimant’s lawyers and independent experts) to inspect the defendant’s product
or process and produce a report thereon.
As regards inconvenience, to an extent documentary disclosure suffers from the same
problem (in that documents can be missed out and the claimant is left potentially
needing to seek a court order to obtain them if they are not provided voluntarily).
It is also significantly more expensive, particularly for a Claimant which needs
to consider and sort through often thousands of superfluous documentation. PPDs,
and the other exemptions mentioned, help both claimants and defendants to keep the
costs associated with disclosure lower than they would otherwise be and to focus
the dispute on the information necessary to resolve it in a proportionate manner.
これらの免除については、Q25 に対する回答の中で簡潔に論じている。最も重要なものは、
PPD の規定である。実務的には、裁判所から推奨されるということもあって、PPD は非常
に一般的である。PPD は、（必要な知識を有する）個人によって、製品又は方法に関する
真実で完全な説明であることが保証されなければならず、原告によって主張されている侵
害について全て適切に応答するものでなければならない。もし適切でなければ、PPD は修
正する必要がある。さもなければ、原告は裁判所に対し、PPD が答えていない問題をカバ
ーする必要文書について、特別の disclosure の命令を申立てることになる（一般論とし
ては、原告は、文書が存在し、それが自身の主張を裏付ける又は被告の主張を妨げると考
える場合には、免除されているいないにかかわらず、あらゆる文書について特別の
disclosure を申立てることができる）。
被告がどうしても適切な PPD を提供しない又は十分な開示を行わない場合には、裁判所
は、被告が原告（あるいは少なくとも原告の弁護士又は独立した専門家）に対し、被告の
製品又は方法を検査してそれに関する報告書を作成することを認めるよう、命令を出すこ
とができる。
不都合に関して言うと、
（文書が見落とされた可能性があるし、それらが自発的に提供さ
れない場合、原告はそれを得るための裁判所の命令を求める必要があるという点におい
て）同じ問題について文書に関する disclosure と同程度の問題がある。それはまた、は
るかに高価である。特に、しばしば何千もの不必要な文書について検討し分類しなければ
ならないことも多い、原告にとってはそうである。PPD と上述の他の免除は、このような
免除を利用しない場合に比べ、原告と被告の双方に対して、disclosure に伴う費用を安
くし、また、均衡性のとれた仕方で紛争を解決するために必要な情報に基づいて紛争に集
中することを支援するものである。
◆英国法律事務所 C
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No, these rules are all aimed at reducing inconvenience.

The only downside can be

when the product and process description is incomplete - that might be because the
scope of Claimant's case on infringement is not entirely clear or settled at the
stage it is produced or because the information is outside the control of the
Defendant (e.g. he is a seller of the infringing product but not the manufacturer)
or the Defendant has not taken enough care to produce the product and process
description.
不都合はない。これらの規則は全て、不都合を低減するためのものである。唯一の欠点と
言えるのは、物・方法の説明が不完全な場合である。不完全な理由としては、原告の侵害
の主張の範囲が完全に明快ではないため、製造された段階で決められていないため、又は、
情報が被告の管理下にないため（例えば、被告が侵害製品の販売者だが、製造者でない場
合）、又は被告が十分に注意を払って物・方法の説明を作成しなかったため、などが考え
られる。
27. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness and difficulties
of the system of experiment in relation to application for "permission for experiment"
(CPR 63 Practice Direction 7.1 to 7.3) as a means for establishing a fact.
２７．立証手段として「実験許可」を求める申立（CPR63 Practice Direction 7.1～7.3）
ができますが、その利用しやすさや困難性に関する考えをお聞かせください

◆英国法律事務所 A
Although sometimes unavoidable to prove infringement, anticipation or
insufficiency, experiments can be expensive.

The party considering introducing

experimental evidence needs to think carefully whether that is necessary.

It is

important to remember that usually the other side will have the opportunity of
witnessing a repeat.

It is in the nature of experiment that it does not always work.

Note also previous work up and failed experiments may have to be disclosed together
with the successful one.
侵害、新規性の欠如（anticipation）又は不十分性の立証が不可避のときがあるとはい
え、実験は費用がかかることがあり得る。実験証拠の導入を検討している当事者は、そ
れが必要かどうかを慎重に考える必要がある。通常は、相手方が再現に立ち会う機会が
あることを忘れてはならない。実験の本質上、常に上手くいくとは限らない。また先行
研究や失敗した実験について、成功した実験と併せて開示する必要がある場合がある。
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◆英国法律事務所 B
It is common for the respondent not to admit the facts set out in a notice of
experiments (although unreasonably doing so can have negative costs consequences).
In such circumstances, the applicant must request permission from the court to rely
on the proposed experiments. Any grant of permission will often involve a direction
that the experiment be repeated in the presence of the respondent. It is therefore
important to ensure that all experiments devised are capable of being repeated
consistently.
Experiments in many cases turn out to be expensive and time-consuming and this can
often be disproportionate to the value they add to the case. Judges in the UK are
alive to the delay and cost that experiments cause and therefore they will consider
if the proposed experiments are reasonable and proportionate as well as the overall
cost-benefit in conducting the experiments. Further, any preliminary experiments
conducted prior to the notice of experiments being served are likely to have to be
disclosed (whether preliminary experiments are covered by legal privilege has been
a topic of debate, but it appears that where a notice of experiments is served the
courts take that as a waiver of privilege in relation to the proposed experiments).
被申立人が、実験の通知において記載された事実について認めないことは通例である（不
合理なやりかたでこのような行為に出ることは、不利な帰結をもたらすことがあるが）。
このような状況においては、申立人は裁判所に対し、提案した実験に依拠する許可を申立
てる必要がある。許可が出されるにあたっては、実験が被告の面前で繰り返されることを
指示することが多い。したがって、考案された実験が、何度も再現可能なものであること
を確保することが重要である。
多くの裁判において、実験はしばしば高価で時間を費やすものとなり、裁判に対してもた
らす価値とくらべて不均衡なものとなることが多い。英国の裁判官は、実験がもたらす遅
延と費用に対して敏感であり、提案された事件が合理的で均衡のとれたものであるかどう
か、並びに、実験を行うことの全体的な費用対効果について考慮を行う。さらに、実験の
通知の送達に先立ってなされたあらゆる予備的実験について、開示がなされる可能性があ
る（予備的実験が秘匿特権によってカバーされるかどうかについては争いがあるが、実験
の通知が送達された場合には、裁判所は、提案された実験との関係では特権の放棄と見る
であろう）。
◆英国法律事務所 C
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There are often disputes about the nature and scope of experiments.

Because of the

costs involved and the way in which experiments can be deployed, the process has
to be tightly controlled by the courts.

It is right that permission is required

and any experiments proposed to be conducted should be scrutinized by the court at
the earliest opportunity.
実験の性質と範囲を巡ってはしばしば論争がある。実験に伴う費用と実験を展開させ得る
方法のため、このプロセスは裁判所により厳格に管理される必要がある。許可が必要であ
り、実施すると申し立てた実験については、可能な限り早い機会に裁判所による検査を受
けなければならない。
28. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness and difficulties
of the expert witness system.
２８．専門家証人の利用しやすさや困難性に関する考えをお聞かせください

◆英国法律事務所 A
Please see 27.,
Q27 を参照されたい。
◆英国法律事務所 B
In the UK, the importance of expert evidence in patent cases cannot be overstated.
Each expert involved will prepare a detailed report on the relevant issues and have
an opportunity to reply to the report of the other party’s expert. In a typical
patent trial, over half of the time will be devoted to cross-examination of the
parties’ experts.
It is also crucial to appreciate that experts are independent of the parties. Their
duty is to the court and this overrides any obligation to the party who retained
them. Any expert who comes across as being partisan is likely to be heavily criticised
by the judge, and his views consequently given less weight.
In general, given the importance of expert evidence in the UK and the high amount
of refinement over many cases, the rules surrounding the use of expert witnesses
are clear and user-friendly.
英国での、特許訴訟における専門家による証拠の重要性については、特に強調すべきであ
る。裁判に関与した各専門家は、問題点について詳細な報告書を準備し、他方当事者の専
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門家による報告書に対して返答する機会を有する。特許訴訟の公判においては、通常、半
分以上の時間が双方当事者の専門家に対する反対尋問に費やされる。
専門家が当事者から独立した存在であるということも、しっかり認識すべき事柄である。
専門家の義務は、裁判所に対するものであり、専門家を雇った当事者に対する義務よりも
優越するものである。参加者として振る舞う専門家は、裁判官から厳しく批判されるであ
ろうし、したがってその見解には低い重要性しか与えられないだろう。
一般的に、専門家証人の利用に関するルールは、英国における専門家の証拠の重要性と、
数多くの訴訟によって高度に改善されていることからすれば、明快で利用しやすいものと
なっている。
◆英国法律事務所 C
あくまでも個人的な印象であるが、専門家証人は、英国の実務家にはかなり信頼されてい
る制度である。
優れた点として特に英国の実務家がよく述べるのは、当該紛争の対象となる技術分野その
ものに強い専門家が選ばれる点である。英国の実務家たちからは、「例えば化学の分野の
学位を持っているというだけでは当該紛争の対象となる技術そのものに詳しいとは限ら
ない」という話をよく耳にする。
日本の制度と比較した場合の問題点は、（１）当事者が選定するため、当該当事者の主張
に沿う陳述をし得る者が証人となる、そして（２）かかる人物を調査するための費用が膨
大になり得る、という二点ではないかと思われる。
もっとも、（１）については、当事者双方が同様に自らの主張に沿う証人を選任すること
が前提になっているため、むしろ、公開の法廷で徹底的に反対尋問を行って信用性を吟味
すればよい、そしてその方がフェアであり透明性が高い、裁判官もそのような姿勢で判断
することに慣れている、と述べる実務家も多い。
29. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness and difficulties
of the streamlined procedure introduced in April 2003 (paragraph 10 of the Patents
Court Guide).
２９．2003 年 4 月に導入された簡素手続（Patents Court Guide10）の利用しやすさや困
難性に関する考えをお聞かせください

◆英国法律事務所 A
The streamlined procedure adopted in April 2003 has tended to fall out of use since

- 228 -

its introduction, at least expressly. This is because the Patents Court has adopted
an increasingly active and flexible case management role at the CMC and other stages
of proceedings, in particular concerning accelerated proceedings. Furthermore, the
arrival of the Jackson reforms, particularly as regards the introduction of a 'menu'
of disclosure options, has arguably rendered the streamlined procedure redundant.
The restricted use of disclosure and cross-examination in the Intellectual Property
Enterprise Court also broadly reflects the original intention of the streamlined
procedure.
2003 年に採用された簡素手続は、その導入以来、利用されなくなってきている傾向があり、
少なくともその傾向が明らかになってきている。これは、CMC や他の訴訟手続の段階にお
いて（特に早期手続に関連して）、特許裁判所がますます積極的に柔軟な事件管理の役割
を担うようになっているからである。さらに、Jackson 改革の到来により、特に開示命令
の選択肢の「一覧表（menu）」の導入に関連して、簡素手続が不要なものとなったのは間
違いない。
知的財産企業裁判所（Intellectual Property Enterprise Court）において、開示及び反
対尋問の利用が制限されていることも、簡素手続の本来の目的を広く反映している。
◆英国法律事務所 B
In a patent case any party to apply (at any time) to the court for a streamlined
procedure (paragraph 7.6 of the Patents Court Guide, issued in October 2015).

The

streamlined procedure allows:
(a) all factual and expert evidence to be in writing;
(b) there be no requirement to give disclosure of documents;
(c) there be no experiments (although permission is always required anyway
to rely on experiments conducted for the purposes of litigation); and
(d) cross-examination at trial only be permitted on any topic or topics where
it is necessary and is confined to those topics;
or for any variant on the above.
By simplifying the directions to trial, and the trial itself, the streamlined
procedure can also result in a trial being fixed earlier, as trials are fixed by
reference to their length, with shorter trials being fixed earlier than longer ones
due to court availability.
Despite the introduction of the streamlined procedure over 10 years ago it is still
the exception in the Patents Court rather than the norm.
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It tends only to be ordered

where the parties are in agreement or where it is clear to the judge at the outset
that the case will turn on only a limited number of well-defined issues, often being
legal rather than factual issues.

Where there is likely to be a significant dispute

on the facts it is more likely that the streamlined procedure will not be adopted.
Another factor that will impact on whether the court considers the streamlined
procedure to be appropriate is the value of the case.

In Research in Motion v Inpro

Licensing, a case in which the Court ultimately decided that the streamelined
procedure was not appropriate, Lord Justice Jacob made the following non-binding
comments on use of the streamlined procedure:
“The decision to use that procedure must depend on all the circumstances of
the case, which in particular includes its commercial importance, degree of
complexity, the commercial and financial position of the parties and so on.
In essence the decision is one of proportionality. By saying this, it should
not be thought that I regard the streamlined procedure as one to be used rarely.
On the contrary there will be – or should be – plenty of smaller cases where
it will be the best way forward. And parties should always consider (and
discuss) whether it would be sensible to use it whatever the size of the case.”
(Research in Motion v Inpro Licensing [2007] EWCA Civ 51)
The streamlined procedure has been used for cases that involve a pure question of
law.

For example, in Synthon v Merz [2009] EWHC 656 (Pat), the case concerned the

question of whether as a matter of law a supplementary protection certificate, the
European version of a patent term extension, was available in certain (agreed)
factual circumstances.

No written or oral evidence was produced at trial.

A

similar example is Generics (UK) Ltd v Synaptech ([2009] EWHC 659 (Ch), which
concerned the correct term for a supplementary protection certificate.

The parties

agreed that there should be a streamlined procedure and there was no disclosure or
cross-examination, although both parties adduced written fact evidence.
The advantages of the streamlined procedure are clear in that they simplify the
directions to trial and the trial itself, meaning costs can be decreased and for
shorter trials, which in turn means they can be heard earlier.

The disadvantages

are that it will not afford parties the opportunity to fully attack the case put
by the other party, or develop the case in a manner that was not initially
contemplated, for example of new evidence or documents arise.
One notable success of the streamlined procedure is the introduction of the new rules
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for the Intellectual Property Enterprise Court (IPEC), which was previously the
Patents County Court. IPEC is suitable for cases of lower value and/or complexity
than those before the Patents Court, and has caps on recoverable damages and costs
as a result.

IPEC has adopted a form of streamlined procedure as its default

position, which means that the costs of patent litigation before IPEC are
significantly less than those in the Patents Court.

The purpose of case management

in IPEC is to bring the proceedings to a trial in a manner proportionate to the nature
of the dispute, the financial position of the parties, the degree of complexity of
the case, the importance of the case and the amount of money at stake.

In IPEC,

the Court will not order standard disclosure and at most specific disclosure will
be ordered in relation to specific issues that will need to be identified at the
case management conference.

IPEC will also limit the length of trial (nor more than

2 days in total) and cross-examination at trial, and may dispense with oral evidence,
i.e. cross-examination, and disclosure entirely.

Furthermore, IPEC will usually

require the patentee to rely on no more than three independently valid claims at
trial and restrict a party challenging validity to no more than three items of prior
art.
特許訴訟では、あらゆる当事者が、
（いつでも）裁判所に対し、簡素化された手続の申し
立てをすることができる（2015 年 10 月に出された特許訴訟ガイドのパラグラフ 7.6）。簡
素化された手続においては、以下の事柄、又はその派生事項が可能とされる。
(a) 事実に関する証拠と専門家の証拠の全てを書面で提出すること。
(b) 文書について開示する必要性がないこと。
(c) 実験を行わないこと（訴訟目的で行われた実験に依拠することの許可を要求す
ることはいつも可能であるが）。及び、
(d) 公判における反対尋問は、必要な論点についてのみ許容され、当該論点に限定
される。
この簡素化された手続は、公判における指針、並びに公判それ自体を簡略化することによ
り、裁判所が公判を早く開催し、より短期間に終了させることも可能にしている。
簡素化された手続が導入されたのは 10 年前であるが、それは特許訴訟においてはいまだ
に標準ではなく例外的手続に留まっている。簡素化された手続の命令は、双方当事者が合
意した場合や、当該訴訟は限られた数の確定した争点（多くの場合、事実に関する争点よ
りは法律に関する争点である）にしか関係しないということが訴訟開始時から裁判官にと
り明白な場合にしか出されない。事実に関して大きな争いがなされるようであれば、簡素
化された手続は採用されないであろう。
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裁判所が簡素化された手続が適切であるかどうかを検討するに当たり影響を及ぼすもう
一つの要素は、訴額である。Research in Motion v Inpro Licensing [2007] EWCA Civ 51
は、裁判所が最終的に、簡素化された手続は適切でないと判断した事件である。同事件に
おいて、ジェイコブ控訴院裁判官は、簡素化された手続の利用について、以下のようなコ
メント（拘束力はない）を述べた。
「この手続を利用するか否かを判断するに当たっては、事件に関する全ての環境に
ついて考慮しなければならない。特に、事業上の重要性、複雑さの程度、当事者た
ちの事業上及び経済上の地位、などである。当該判断は、本質的には均衡性の問題
である。これは決して、私が簡素化された手続について、稀にしか利用さるべきで
はないと見ているということではない。むしろ逆に、本件よりも小規模で、簡素化
された手続で処理されるにふさわしい事件は数多くあるだろうし、あるはずであ
る。当事者は、訴訟の規模にかかわらず、当該手続を利用するのが賢明かどうか、
常に検討（し、議論）すべきである。」
これまでのところ、簡素化された手続は、純粋な法律問題を含む訴訟において利用されて
きた。例えば、Synthon v Merz [2009] EWHC 656 (Pat)は、一定の（合意された）事実環
境において、補充的保護証明、EU における特許期間の延長を、法律問題として扱うこと
ができるかという問題に関係した訴訟であった。公判では、書証も口頭による証拠も提出
されなかった。同様の例は、Generics (UK) Ltd v Synaptech ([2009] EWHC 659 (Ch)で
ある。ここでは、補充的保護証明の正確な期間が問題とされた。双方当事者は、事実に関
する書証を提出していたものの、簡素化された手続を利用すべきだということで合意して
おり、disclosure も反対尋問もなされなかったのである。
簡素化された手続のメリットは明らかに、公判における指針と公判それ自体を簡略化する
ことのうちにある。すなわち、費用を節減して、公判期間を短縮する、したがって公判を
早期に開催するということである。簡素化された手続のデメリットは、当事者が相手方の
主張と全面的に論争する機会や、例えば新しい証拠や文書が出てきたなど、当初は考えて
いなかった仕方で自分の主張を展開する機会が与えられない点である。
簡素化された手続の注目すべき成功例は、IPEC（従来の州特許裁判所）のための新しいル
ールの導入である。IPEC は、特許裁判所で行われるものに比べて価値及び／又は複雑性
が低い訴訟に適している。その結果、回復可能な損害や費用について上限がある。IPEC
は、簡素化された手続が原則化されており、それはすなわち、そこでの特許訴訟の費用は、
特許裁判所で行われる訴訟の費用よりもはるかに低いということを意味する。IPEC にお
いて訴訟を取扱う目的は、紛争の性質、当事者の経済的立場、事案の複雑さの程度、訴訟
の重要性、問題となっている金額、と均衡性がとれたかたちで訴訟を行う点にある。IPEC
においては、裁判所は標準の disclosure は命令しない。せいぜい、CMC において特定さ
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れる必要のある特定の問題に関係して、特別の disclosure を命令するだけである。IPEC
はまた、公判の期間を制限し（全部で 2 日以内）、公判における反対尋問も制限し、口頭
の証拠すなわち反対尋問や、disclosure をなしで済ませることもできる。さらに、IPEC
は通常、特許権者は特許の有効性を主張する際に互いに独立した 3 個以下の根拠しか提出
することができず、特許の有効性について争う当事者も先行技術について 3 個以下しか提
出できないとする制限を行う。
◆英国法律事務所 C
Streamlined Procedure の手続（Patents Court Guide 7.6）については、Patents Court
で実際に利用された事例もあるが101、余り多く見当たらない。現在は Intellectual
Property Enterprise Court が活発に利用されているため、本手続の利用が適当な事案で
はむしろ Intellectual Property Enterprise Court の方で審理されることが多いのでは
ないかというのが実務家の意見である。
30. Have you ever used evidence you collected in the United Kingdom in a lawsuit you
filed in another country?
３０．英国で収集した証拠を他の国の裁判で利用したことがありますか？
□ We have used such evidence in a lawsuit filed in another country within the
EU borders. Name of the country: (

)

□ We have used such evidence in a lawsuit filed in another country outside the
EU boarders. Name of the country: (

)

□ We have not used such evidence in a lawsuit filed in another country within
the EU borders.
□EU 圏内の他の国の裁判で利用したことがある。国名：（
□EU 圏外の国の裁判で利用したことがある。国名：
（

）
）

□EU 圏内の他の国の裁判で利用したことがない
◆英国法律事務所 A
□ We have used such evidence in a lawsuit filed in another country within the
EU borders. Name of the country: (

)

□ We have used such evidence in a lawsuit filed in another country outside the
EU boarders. Name of the country: (

)

□ We have not used such evidence in a lawsuit filed in another country within
101

Mayne Pharma Pty Ltd v Pharmacia Italia SpA [2004] EWHC 2458 (Ch);
EWHC 1773 (Pat); [2006] F.S.R. 10
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Canady v Erbe Electromedizin GmbH [2005]

the EU borders.
We will consider this question further before our scheduled call.
電話でお話する予定の日までに、この問題についてはさらに検討したい。
◆英国法律事務所 B
☒ We have used such evidence in a lawsuit filed in another country within the
EU borders. Name of the country: (

)

□ We have used such evidence in a lawsuit filed in another country outside the
EU boarders. Name of the country: (

)

□ We have not used such evidence in a lawsuit filed in another country within
the EU borders.
◆英国法律事務所 C
☒ We have used such evidence in a lawsuit filed in another country within the
EU borders. Name of the country: (Yes, Germany)
☒ We have used such evidence in a lawsuit filed in another country outside the
EU boarders. Name of the country: (US)
☐ We have not used such evidence in a lawsuit filed in another country within
the EU borders.

31. Regarding systems for evidence collection in general, how much time and cost is
generally required to carry out the system in patent infringement lawsuits?
３１．証拠収集制度全般について、一般的に、特許権侵害訴訟における証拠収集には、ど
の程度の費用・期間がかかるのでしょうか？

◆英国法律事務所 A
Preparation of expert reports and the cross examination of experts in proceedings
in England & Wales is very time consuming and costly. These elements of a case
typically constitute a large portion of final costs.
イングランド及びウェールズにおける専門家報告書の作成と専門家の反対尋問には非常
に時間も費用もかかる。訴訟におけるこれらの要素が、通常は、最終費用の大部分を占め
ている。
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◆英国法律事務所 B
The cost of conducting a disclosure search will depend on the extent of the search,
in particular the number of documents that are identified at the document collection
stage.

With businesses producing almost all documents electronically, the

increased use of email as a method of communication and extensive electronic document
storage systems mean that many millions of documents can be collected at first.

Even

after applying automated document reduction techniques (see question 32), this may
result in thousand or tens of thousands of documents requiring manual review.
Therefore costs of disclosure can often exceed £100,000.

However, careful

management of the search and review process, in light of the need to do only a
reasonable and proportionate search under standard disclosure, as well as the limits
on disclosure in patent litigation matters means that in many cases it should be
possible to conduct the search and disclosure process for significantly less.
One additional contributing factor to giving disclosure in patent litigation matters
is the fact that documents that are required to be disclosed often contain highly
confidential technical information that is not relevant to the litigation in
question.

As it is acceptable to redact such information, even where copies of

documents are to be provided under terms of confidentiality, significant time is
often spent redacting documents to be disclosed and checking those redactions prior
to providing inspection copies.
Disclosure による探索を実施するための費用は、探索の程度、特に、文書を収集する段
階で特定された文書の数による。ほぼ全ての文書を電子的に作成する事業においては、通
信手段としての e メールと広範な電子文書保管システムの使用の増加により、数百万もの
文書が最初から収集されうる。文書を自動で減らす技術を用いた後であっても（Q32 を参
照されたい）
、何千又は何万もの文書が手作業でチェックされなければならないことにな
る。そのため、disclosure の費用は多くの場合 100,000 ポンドを超える。しかしながら、
探索とチェックを慎重に実施するためには、標準の disclosure において合理的で均衡性
のとれた探索だけを行う必要性があること、特許訴訟における disclosure に対する制約
を考慮すれば、多くの訴訟において、もっと少ない数の文書についてのみ探索と開示を行
うことが可能であるはずだと言える。
特許訴訟における disclosure について考慮すべきもう一つの要素は、開示する必要のあ
る文書の中に、当該訴訟と関係していない、高度な機密性のある技術情報が含まれること
が多いという点である。このような情報を隠すことは可能であるが、機密条項のもと、文
書の写しを提供する場合であっても、閲覧用の写しを提供する前に、開示される文書を隠
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すことと、当該隠し部分についてチェックすることに、かなりの時間が費やされることが
多い。
◆英国法律事務所 C
Evidence preparation and the trial itself are usually the most costly aspects of
any patent infringement and validity case.
between £250,000 and £1M.

In a High Court action, it would cost

Evidence preparation will usually take place over several

months.
特許権侵害及び有効性に関する訴訟において、証拠の準備とトライアルそのものが一般に
最も費用がかかる要素である。高等法院の訴訟では、訴訟費用は 25 万ポンド～100 万ポン
ドかかる。証拠の準備は、大抵は、数カ月に渡って行われることになる。
32. Regarding systems for evidence collection in general, which system is generally
petitioned for and how often does such petition take place? Also, how often is evidence
actually collected through that system?
３２．証拠収集制度全般について、一般的に、特許権侵害訴訟において、どのような証拠
収集制度がどの程度申立てられ、どの程度実際に証拠収集が実行されているのでしょう
か？

◆英国法律事務所 A
Expert evidence is almost always used and is usually critical.

The court's

permission is required to adduce expert evidence, but that is usually given.

The

court will usually expect justification if a party wishes to have permission to call
multiple experts.
専門家の証拠はほぼ必ず利用されており、通常は決定的に重要なものである。専門家の証
拠を提示するためには、裁判所の許可が必要だが、許可されるのが一般的である。当事者
が複数の専門家の召還許可を希望する場合には、裁判所は、正当な理由が示されることを
期待する。
◆英国法律事務所 B
The parties are usually free to choose their own system for collection and review
of hard copy and electronic documents within the scope of complying with their search
obligations.
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Where large numbers of electronic documents are to be collected and reviewed, it
is usual to use a specialist electronic disclosure platform to host the collected
documents so that after appropriate steps are taken to narrow the number of documents
requiring review, the manual review stage is managed in an efficient manner.
Furthermore, prior to review, a number of automated processes may be applied to
filter electronic documents collected in order to identify those that are most likely
to contain disclosable information.

In the past, the most common methods were: (i)

to limit documents to particular custodians, i.e. documents collected from, authored
by or sent from or to certain identified individuals; and (ii) to search documents
according to relevant keywords.

Nowadays more sophisticated systems may also be

used, including predictive coding to identify and prioritise for review the
documents that are most likely to be relevant.

This can make a significant

difference where tens or even hundreds of thousands of electronic documents are
collected from a client’s electronic document retention systems, particularly
where documents are not systematically filed.

This collection and filtering

process will be conducted by specialist IT consultants.

Although some larger law

firms have in-house capacity, this is usually outsourced to specialist electronic
disclosure providers.
An outline of the document collection and review process must be provided in the
disclosure statement when disclosure is given.

This will include information as

to how documents were automatically filtered prior to manual review.

The other

party may at this point challenge the appropriateness of the search conducted or
the methods used to limit the documents requiring manual review.

Furthermore, since

1 April 2013 parties must prepare a disclosure report setting out their position
on disclosure in advance of the case management conference, and thus significantly
before the search and review process takes place.

The purpose of introducing

disclosure reports was to allows the court to control and reduce the costs of
disclosure, and avoid later costly disputes about the scope of the disclosure search
after the search has been completed.
The report must describe where and with whom documents that may be relevant are or
may be located, and in the case of electronic documents describe how they are stored.
The report must also estimate the range of costs that could be involved in giving
disclosure, including costs of searching for and disclosing any electronically
stored documents.

The parties are also required to liaise before the case
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management conference with a view to discussing and seeking to agree a proposal in
relation to disclosure.
As a result, the parties’ proposals for conducting and giving disclosure are now
open to scrutiny by the other parties and the court in advance of disclosure itself.
Although the court is unlikely to decide which system a party should use to manage
disclosure it may make rulings on the locations from which documents are collected
and the appropriate measures taken to reduce the number of documents requiring review
prior to the searches being conducted.
当事者は通常、その探索義務の範囲にあるハードコピーと電子文書を収集しチェックする
に当たり、どのようなシステムを使うかについては自由に選ぶことができる。
多量の電子文書が収集されチェックされる場合、チェックを要する文書数が適切に減らさ
れた後で手作業によるチェックが効率的に行われるように、収集した文書を収容管理する
専門的な電子開示プラットフォームが利用されるのが通常である。さらに、チェック前に、
開示される情報を含む可能性が非常に高い電子文書を特定するために、収集した電子文書
について篩にかけるべく、自動化された数多くのプロセスが適用される。かつては、その
ようなフィルタリング方法としては、以下が非常に一般的であった。(i) 文書を特定の証
拠保持者（すなわち、文書が収集された者、文書を作成した者、又は送信した者）若しく
は一定の特定の者に限定する。及び、(ii) 関連性のあるキーワードに基づいて文書を探
索する。今日では、もっと進化した方法も使用されている。例えば、チェックのために関
連している可能性が非常に高い文書を特定し優先づけるために予測させるコード付けを
行うことがある。何万もの、さらには何十万もの電子文書を依頼者の電子文書保持システ
ムから収集した場合、特に、文書が体系的に整理されていない場合には、これは有効であ
り得る。文書の収集プロセスとフィルタリングプロセスは、専門の IT 業者が行う。いく
つかの大規模な法律事務所は自前でそのような機能を持っているが、通常は電子開示サー
ビスの専門家にアウトソーシングする。
文書の収集プロセスとチェックプロセスの概要は、disclosure を行った際の開示陳述書
の中で記載しなければならない。ここには、手作業によるチェック前に、文書がどのよう
に自動フィルタリングされたかについての情報も含まれる。相手方当事者はここで、行わ
れた探索の適切性、または、手作業によるチェックを要する文書を制限する方法の適切性
について争うことができる。さらに、2013 年 4 月 1 日以来、双方当事者は、CMC の前、し
たがって探索とチェックがなされるよりずっと前に、disclosure に関する自分たちの立
場について示した開示報告書を準備せねばならない。開示報告書制度を導入した目的は、
裁判所が、disclosure の費用をコントロールして節減し、探索がなされた後になってか
ら disclosure による探索の範囲について金のかかる紛争が生じるのを回避することを可

- 238 -

能にすることである。
開示報告書においては、関係性があると思われる文書が存在している又は存在するであろ
う場所と持ち主について記載せねばならず、電子文書の場合にはどのように文書が保管さ
れているかを記載しなければならない。当該報告書においては、disclosure を行うに当
たり発生しうる費用の範囲（電子的に保管された文書を探索し開示するための費用を含
む）についての見積もりも記載しなければならない。双方当事者はまた、disclosure に
ついて議論して提案の合意に達するために、CMC の前に連絡を取らなければならない。
この結果、disclosure の実施に関する当事者の提案は、disclosure それ自体に先だって、
相手方及び裁判所による精査に服することになる。裁判所が、当事者が disclosure を行
うに当たって利用すべきシステムについて判断する可能性は低いが、文書が収集される場
所や、チェックを要する文書の数を減らすための適切な方法について、探索がなされる前
に判断を行うことはある。
◆英国法律事務所 C
標準証拠開示も、PPD も、大多数の事案で利用されているという印象がある。
33. From the standpoint of a patentee's attorney, what are the good points, points
to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the systems for evidence collection in the United Kingdom?
３３．特許権者の代理人の立場から、英国の証拠収集制度の良い点、維持すべきと考えて
いる点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何
でしょうか？

◆英国法律事務所 A
The relative ease with which disclosure on infringement (e.g. product or process
description) can be obtained is valuable in appropriate cases.

.

Disclosure on validity, even limited to the four-year disclosure window (two years
before and after the priority date of the patent), is, however, of questionable value.
It is almost unknown for a document produced in this procedure to be determinative
of a case. Some patentees use this system to bring evidence of the difficulties the
inventor had in arriving at the invention, however this has no direct relevance to
validity other than 'on the equities'. It is to be hoped that the Jackson menu of
more limited disclosure options (see 2.) will be applied regularly by the court.
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侵害に関する証拠の開示（例えば、物又は方法の説明）が比較的簡単に認められることは、
適切な事件では、貴重なものである。
しかしながら、特許の有効性に関する開示は、開示された期間について 4 年に限定されて
いるにしても（特許の優先日の 2 年前から 2 年後まで）、有用であるか疑わしい。この手
続で提出された文書が、訴訟の行方を決定するものとなったという事例はほとんど知られ
ていない。特許権者の中には、この制度を利用して、発明者が当該の発明にたどり着くた
めに経験した困難に関する証拠を提出する者もいるが、「衡平さ（on the equities）」以
外では、有効性とは直接関連がない。開示命令の選択肢をより限定した Jackson 一覧表（Q2
を参照）が裁判所により定期的に適用されることが望まれる。
◆英国法律事務所 B
As disclosure on validity is limited to a four-year window straddling the priority
date the burden on a patentee for giving disclosure is limited.

Further, as the

English courts rarely place much weight on what the inventor did, certainly when
considering the question of inventive step, it may be proportionate to conduct a
fairly narrow search where it is unlikely that a wider search will identify relevant
documents.

Indeed, in the Nichia v Argos case ([2007] EWCA Civ 741) Lord Justice

Jacob, who was the leading patents judge in the Court of Appeal at the time,
considered that it was disproportionate in that case, and possibly more generally,
for a patentee to give disclosure of the inventor’s records.

Although the majority

of the Court of Appeal (in which three judges sit) did not agree with his view, the
case demonstrates that although a patentee will not usually be able to avoid
disclosure of the inventor’s records (where they are relevant) the court does not
often expect them to be of much use.
The availability of disclosure is also helpful to patentees asserting process
patents where limited information is available on the process used by the alleged
infringer and it is not possible to prove infringement solely on the basis of the
resulting product.

So long as a patentee has enough information to plead a case

that will not be struck out, which only means that the patentee has to show a real
rather than fanciful prospect of success at trial, the alleged infringer will have
to give disclosure of its process, whether by standard disclosure or by a product
or process description.
The introduction of disclosure reports has also helped in keeping costs down as
parties are able to make cost-effective proposals in advance of conducting the
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disclosure search.

As a result, a party can have confidence that its proposal has

the tacit approval of the other side and/or the court whereas previously it was
possible that a party would conduct a wider than necessary disclosure search in order
to avoid any potential sanctions after the event.
The main disadvantages of the English disclosure process for patentees remain ones
of cost and having to disclose what may be sensitive technical documents to the other
party, who will often be a commercial competitor of the patentee.

The Civil

Procedure Rules provide some restriction on use of disclosure documents outside the
English proceedings in which they are provided, and it may be possible to agree
confidentiality terms with the other side.

Nevertheless, once an important

document to the litigation has been read to or by the judge at trial (even if the
hearing is in private), the onus is on the party giving disclosure to persuade the
judge to maintain the restriction on subsequent use.

This disadvantage applies

equally to the alleged infringer.
特許の有効性に関する disclosure は、優先日の前 2 年と後 2 年の計 4 年間に限定されて
いるので、特許権者が disclosure を行う負担は制限されている。さらに、英国の裁判所
は、発明者が何を行ったかについて重視することは稀であるので、それとの均衡から、発
明の段階について検討する際には、関連性のある文書を特定するために広範な探索がなさ
れる可能性は低い。むしろ、探索の範囲は狭いであろう。実際、Nichia v Argos case [2007]
EWCA Civ 741 において、当時控訴院の首席特許裁判官だったジェイコブ控訴院裁判官は、
同事件において、さらにはおそらくより一般的に見ても、特許権者が発明者の記録に関し
て disclosure を行うのは均衡を失しているという見解を述べた。控訴院の多数派（裁判
官は 3 名である）はジェイコブ裁判官の意見に同意しなかったが、同事件は、以下を示し
ていると言える。すなわち、特許権者は常に発明者の記録（関連性が認められる）に関す
る disclosure を回避できるわけではないが、裁判所が当該記録の有用性が高いと期待し
ている場合は多くないということである。
被疑侵害者が実施している方法について入手できる情報が限定されている場合、
Disclosure を利用できることは、方法特許を主張する特許権者にとっても有用である。
なぜなら、侵害について立証するために、方法の結果としての製品にのみ依拠することは
不可能だからである。特許権者が、棄却されないような訴訟を提起するために十分な情報
を持つ（それは、特許権者は、主張に理由があるということを想像ではなく現実的に示さ
なければならないということを意味するだけではあるが）限り、権利侵害していると主張
されている者としては、標準の disclosure によって、又は製品若しくは方法の説明によ
って、方法の開示を行う必要がある。
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開示報告書制度の導入により、当事者は disclosure による探索を行うに先立って、費用
対効果に優れた提案をすることができるので、これも費用を節減するのに役立っている。
結果として、当事者は、自身の提案が相手方及び／又は裁判所の暗黙の承認を得ていると
いうことを確信することができる。以前は、事後的に制裁を受けることを回避すべく、必
要以上に広範な disclosure の探索を行うことがあった。
特許権者にとっての英国の disclosure の主要なデメリットは、それがいまだに費用のか
かるものであり、多くの場合自身にとっての競争者である相手方に対して、取扱いに注意
を要する技術文書を開示しなければならないという点である。CPR は、開示がなされた英
国の訴訟の外において開示文書を使用することに対する制約を規定しているし、他方当事
者と機密事項に関して合意することも可能である。とはいえ、（たとえ審理が非公開であ
ったとしても）公判において、ひとたび訴訟における重要文書が裁判官に対して読み上げ
られ、又は裁判官によって読み上げられたならば、Disclosure を行う当事者としては、
裁判官に対し、使用に対する制約を裁判後も継続するよう説得する負担を負うことにな
る。このデメリットは、被疑侵害者についても同様に成り立つ。
◆英国法律事務所 C
I don't understand this question.

Evidence is usually collected by the solicitors

who work with counsel to prepare it so that it is suitable for court use.

Opinion

evidence is given by the expert, usually working with the solicitors and counsel
to prepare it so that it is suitable for court use.
この質問の意味が分からない。証拠は、ソリシタが収集するのが一般的であり、ソリシタ
は弁護士と協力して、それが裁判で利用するのに適したものとなるように準備する。鑑定
書（Opinion evidence）は専門家が提供するもので、一般にソリシタと弁護士と協力して、
それが裁判で利用するのに適したものとなるように準備する。
34. From the standpoint of an alleged infringer's attorney, what are the good points,
points to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved
or difficult-to-use points of the systems for evidence collection in the United
Kingdom?
３４．被疑侵害者の代理人の立場から、英国の証拠収集制度の良い点、維持すべきと考え
ている点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は
何でしょうか？
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◆英国法律事務所 A
See under 33.
Q33 の回答を参照。
◆英国法律事務所 B
The ability of an alleged infringer to give disclosure on technical infringement
by way of a product of process description avoids the need to give more disclosure
regarding the product or process in question than is necessary.

This can also avoid

the costs associated with searching for documents.
Whilst disclosure from the patentee is often of limited importance in determining
the validity of a patent, forcing a patentee to give disclosure can be of assistance
in some cases, for example where a party seeking revocation is alleging that the
patent is insufficient because it does not (plausibly) work across the scope of the
claim.

The patentee’s disclosure may reveal examples falling within the claim that

do not work which can be of assistance on insufficiency, even if the examples postdate
the filing date.

Furthermore, if a patentee has no disclosure to give from the

inventor, it may cause the judge to think the patent is less worthy of protection,
even though in principle ‘armchair’ patents are allowable.
As for patentees, the major disadvantages of the English disclosure process for
alleged infringers are ones of cost and having to disclose what may be sensitive
technical documents to the other party who will often be a commercial competitor.
The Civil Procedure Rules provide some restriction on use of disclosure documents
outside the English proceedings in which they are provided and it may be possible
to agree confidentiality terms with the other side.

Nevertheless, once an important

documents to the litigation has been read to or by the judge at trial (even if the
hearing is in private), the onus is on the party giving disclosure to persuade the
judge to maintain the restriction on subsequent use.

As the alleged infringer’s

documents are more likely to be relevant to the dispute, given that the court rarely
finds that records of what the inventor did are relevant to the question of validity,
there is a greater chance that the restrictions are not maintained for the alleged
infringer’s documents.

Moreover, the alleged infringer’s documents are likely

to be more current than those of the patentee, which creates an imbalance in terms
of disclosing technically sensitive documents to the other side.
被疑侵害者は、製品又は方法に関する説明によって技術侵害に関して disclosure を行う
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ことができる。これにより、問題とされている製品又は方法につき、必要以上の
disclosure を行わなければならない事態を回避することができる。これはまた、文書の
探索に伴う費用の発生を防ぐことにもなる。
特許権者による disclosure は、特許の有効性について判断するにあたり、あまり重要性
をもたないことが多いが、特許権者に disclosure を強いることは、ケースによっては、
役に立つこともある。例えば、特許の取消を求めている当事者が、クレームの範囲におい
て当該発明は（うまく）機能しないから不十分であると主張するような場合である。特許
権者による disclosure は、このような主張に当てはまるような例を明らかにすることも
あり、たとえその例が出願日を後の日付にしたとしても、それがうまく機能せず、不十分
性について証明するのに、役にたつ。さらに、特許権者が発明者からの disclosure を行
うことができない場合は、裁判官に対し、理屈上はペーパーパテントも許容されるとはい
え、当該発明は保護に値しないという考えを抱かせるかもしれない。
特許権者にとってと同様、侵害していると主張されている者にとっても、英国の
disclosure の最大のデメリットは、費用がかかり、多くの場合自身にとっての競争者で
ある相手方に対して、取扱いに注意を要する技術文書を開示しなければならないという点
である。CPR は、開示がなされた英国の訴訟の外において開示文書を使用することに対す
る制約を規定しており、他方当事者と機密事項に関して合意することも可能である。とは
いえ、公判において（たとえ非公開であったとしても）ひとたび訴訟における重要文書が
裁判官に対して読み上げられ、または裁判官によって読み上げられたならば、Disclosure
を行う当事者としては、裁判官に対し、使用に対する制約を裁判後も継続するよう説得す
る負担を負うことになる。
これらのデメリットは、被疑侵害者についても同様に成り立つ。
裁判所が、発明者の記録が特許の有効性の問題に関係していると認定することは稀である
が、被疑侵害者の文書は、紛争に関係している可能性がもっと高い。そのため、上の使用
に対する制約の継続は、
（発明者や特許権者の文書に対してよりも）被疑侵害者の文書に
対してなされない可能性の方が高い。さらに、被疑侵害者の文書は、特許権者の文書より
も直近のものであることが多いので、取扱いに注意を要する技術文書を相手方に開示する
点に関しては、アンバランスが生じることになる。
◆英国法律事務所 C
I am not sure I understand the question.
この質問が理解できたか定かでない。
III. Damages
Ⅲ

損害賠償
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A. Questions concerning the systems for damages in patent infringement lawsuits in
the United Kingdom
A

英国の特許権侵害訴訟における損害賠償の制度に関する質問

35. What system for damages is available in patent infringement lawsuits in the United
Kingdom? Please also specify the governing law and the applicable clauses.
３５．英国の特許権侵害訴訟において、どのような損害賠償制度が存在するのでしょうか？
その根拠となる法律及び条文も教えて下さい。

◆英国法律事務所 A
Patents Act 1977 section 61(1)(c) provides for the availability of damages for patent
infringement.

Section 62 (restrictions on recovery of damages for infringement)

and section 63 (relief for infringement of partially valid patent) should also be
considered.

There is a body of case law setting out how damages for infringement

are to be assessed.
1977 年特許法第 61 条(1)(c)は、特許侵害に対する損害賠償の利用可能性が定められてい
る。第 62 条（侵害による損害の回収への制限）及び第 63 条（一部有効な特許の侵害に対
する救済）も考慮すべきである。侵害に係る損害賠償の査定方法を設定している判例法は
たくさんある。
◆英国法律事務所 B
Section 61 of the Patents Act provides that remedies for patent infringement can
include an injunction, an order for delivery up or destruction of infringing
products, an account of profits or damages (but not both), and a declaration of
validity.

Section 69 allows damages to be awarded following publication of a patent

application. Such damages are assessed on the same basis as other damages for
infringement, save that the defendant may avoid liability for infringement of the
patent application if he can prove that it would not have been reasonable to expect
that the patentee would get a valid claim covering his product/process.
The practice is to try liability first in a first round of proceedings and then,
providing liability is found, to proceed to a separate enquiry into damages or, at
the election of the successful claimant, the taking of an account of the defendant’s
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profits, but not both. The claimant is entitled to limited financial disclosure from
the defendant prior to making that election102.
These enquiries and accounts are rare in practice, as parties usually settle once
the case on liability has been determined conclusively.

However, should an enquiry

as to damages ensue, it is by way of written submission supported by a sworn
statement. The court will order disclosure and allow cross-examination of witnesses.
Unless there are exceptional circumstances, the court will not stay the enquiry,
even while an appeal is pending although the court may require the claimant to give
a cross-undertaking to the court to repay any sums found due.103

The same procedures

apply where a party that was the subject of an interim injunction claims damages
under the cross-undertaking that the patentee will have had to give to the court
in order to secure the interim injunction.104
特許法第 61 条は、特許権侵害に対する救済として、差止、侵害製品の放棄または破壊の
命令、利益の清算又は損害賠償（両方ともに請求することは認められない）、特許の有効
性の宣言、を規定している。同法第 69 条は、特許出願について、公刊がなされた後に損
害賠償を認める旨を規定している。被告としては、当該製品／方法をカバーする有効な特
許が得られることを予期するのが妥当ではなかったと立証できるならば、特許出願に関す
る権利侵害についての損害賠償責任を回避することができるが、この場合を除けば、この
ような損害賠償は、権利侵害に対するその他の損害賠償と同じ方法によって計算される。
裁判実務においては、訴訟の第一段階ではまず責任について検討し、責任が認められた場
合に、勝訴した原告の選択により、損害賠償又は被告の利益の清算（両方ともに請求する
ことはできない）について別個の審理を行う。原告は、当該選択を行う前に、被告の経済
的状態について、限定的ではあるが開示を受けることができる105。
責任に関する裁判が完了した場合、当事者は普通和解を行うので、損害賠償や利益の清算
に関する審理がなされるのは実務的には稀である。しかしながら、損害賠償に関する審理
がなされる場合には、それは宣誓陳述書によって裏付けられた文書提出によって行われ
る。例外的状況でない限り、裁判所は審理を延期することはない。たとえ上訴中で、裁判
所が原告に対し、原告が払い戻すべき金額について裁判所に相互保証するよう求める場合
であったとしてもである106。特許権者が仮差止請求を保証するために裁判所に対して相互

102

Island Records v Tring [1995] F.S.R. 560 .
e.g. Minnesota Mining & Manufacturing v Rennicks [1992] RPC 331 and Strix v Otter Controls [1995] RPC 675
104
See for example Servier v Apotex [2008] EWHC 2347 (Ch)
105
Island Records v Tring [1995] FSR 560.
106
例えば、Minnesota Mining & Manufacturing v Rennicks [1992] RPC 331.および Strix v Otter Controls [1995] RPC
675.
103
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保証をしていた場合の、仮差止請求を行っている当事者についても、同じことが適用され
る107。
◆英国法律事務所 C
侵害に基づく損害の賠償、または侵害者が侵害行為によって受けた利益の額のいずれか
を、勝訴した特許権者が選択して請求することが出来る。しかし、特許権者が取得し得る
のはいずれか一方のみであり、両方を取得することは出来ない。
Section 61, The Patents Act 1977
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/37/section/61
なお、特許権者は、上記いずれかの選択にあたって、侵害者の利益の額や販売数量等の証
拠開示を求めることができる108。
侵害者が、侵害行為があったとされた時点で特許権の存在につき善意、または悪意である
合理的理由がない旨、立証に成功した場合は、上記いずれの賠償も免れる（Section 62(1),
Patents Act 1977）。
一部のみ有効と判断された特許の侵害については、裁判所は、侵害者の悪意、クレームが
誠実かつ合理的スキル及び知識に基づくか否か、または訴訟提起が誠実だったか、などを
考慮して、損害の起算日および費用を算定することができる（Section 63(2), Patents Act
1977）。なお、これらの考慮要素は、
Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004
on the enforcement of intellectual property rights 第 13 条との整合性を図るために、
Intellectual Property (Enforcement, etc.) Regulations 2006/1028 によって導入され
たものである（第 3 条）
。
（以上、R Miller, G Burkill, HHJ C Birss, D Campbell, Terrell on the Law of Patents
(17th ed. Sweet and Maxwell 2010)

para19-34-19-36）

36. Please explain the purpose of the system for damages you mentioned in 35 above
and the background that led to the introduction of this system. Does this system
incorporate the purpose of prevention of infringement?
３６．３５．でお答え頂いた損害賠償制度の趣旨や制度導入の背景を教えて下さい。その
根拠となる文献も分かれば教えて下さい。また、侵害抑止という趣旨は、損害賠償制度に
組み込まれていますか。

107
108

例えば Servier v Apotex [2008] EWHC 2347 (Ch)を参照されたい。
Island Records v Tring [1995] F.S.R. 560 ; Miller and others para19-26
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◆英国法律事務所 A
Damages for patent infringement are compensatory, not punitive.

The system

incorporates the purpose of compensating the patentee for loss it has suffered by
reason of the infringement.
特許権侵害に係る損害賠償は、補償的賠償であって、懲罰的賠償ではない。損害賠償制度
には、侵害により特許権者が被った損失を補償する目的が盛り込まれている。
◆英国法律事務所 B
The objective of monetary compensation (“damages”) is to restore the claimant to
its would-be position, but for the infringement. Damages are not intended to penalise
the defendant and are limited to the losses that resulted as a natural and direct
consequence of the defendant’s acts.109

However, in some sectors, an order to pay

damages can amount to a sum that greatly exceeds the profits of the infringing
company. For example, in pharmaceutical cases, the damages suffered by an originator
company which has to date maintained a monopoly market and a high product price may
greatly exceed the profits of an infringing generic company, as such companies tend
to sell at much lower prices (as they have no R&D costs to recoup) and hence have
lower profit margins.
The alternative approach which a winning claimant may elect is an account of profits.
This would allow the claimant to recover the benefit (in terms of profit) that the
infringer has obtained as a result of the infringement.
A point of note is that the implementation of the IP Enforcement Directive (European
legislation) which was passed in order to harmonise law across Europe has introduced
some minor inconsistencies into the UK provisions.

The Directive has been

implemented in the UK by way of the Intellectual Property (Enforcement) Regulations
2006. Regulation 3(2) does not distinguish between compensatory damages and an
account of profits. The drafting arguably blends the two and therefore, contrary
to the established principles discussed above, may allow for the recovery of both
or an award that includes elements of both. It remains to be seen whether this
ambiguity will be addressed by the English Court, particularly in a case where it
would be appropriate and practicable to compensate the claimant and require the
defendant to surrender unfair profits.
Damages are not intended to prevent infringement (as discussed above, they are
109

Catnic Components v Hill & Smith (No. 2) (1983) FSR 512
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compensatory).

To prevent infringement, it is usual to apply for and obtain an

injunction (both preliminary and final injunctions are available).

A final

injunction is generally granted following the liability stage of proceedings, where
there is evidence of an actual or implied threat to infringe (evidence of actual
infringement is generally considered evidence of the infringers intention to
continue its infringing actions).

In addition, in the UK a party seeking to launch

a potentially infringing product has an onus to “clear the way”.

If it fails to

do so and a party can show a serious question to be tried and a likelihood of
irreparable harm (which is likely in the pharmaceutical field), it is possible to
obtain an interim injunction preventing a product launch pending a main trial,
although a cross-undertaking in damages will almost certainly need to be provided.
This injunction may be continued following the liability hearing, or alternatively
will be lifted in the case of a finding of invalidity/non-infringement, and damages
ordered against the patentee for the period of the injunction.
It is also important to note that while damages are compensatory, the losing party
to a litigation will not only be ordered to pay damages or account for its profits,
it will also be ordered to pay a significant portion of the legal costs of the
counterparty (further details in response to question 38).
金銭的補償（
「損害賠償」）の目的は、原告に対し、権利侵害がなければ有していたであろ
う地位を回復させることである。それは、被告に制裁を加えることが目的ではなく、被告
の行為からの自然的で直接的な帰結から生じた損失について限定される110。しかしなが
ら、いくつかのセクターにおいては、損害賠償をすべき旨の命令が、権利侵害を行った企
業の利益を大きく超過する金額に上ることがある。例えば、医薬品訴訟で、現在まで独占
市場と高価な製品価格を維持している創薬会社が損害を被ったケースであれば、損害賠償
額が、権利侵害を行ったジェネリック製薬会社の利益を大きく上回ることがある。という
のも、ジェネリック製薬会社は、創薬会社と比べると、（回収すべき研究開発費用がない
ので）製品にはるかに低い価格をつけて売り、少ない利幅しか得られないことが多いから
である。
勝訴した原告としては、利益の清算を選択することもできる。これは、権利侵害を行った
者が、当該侵害の結果として得た利得（利益の面で）につき、原告にその回復を認めるも
のである。
ここで重要なのは、ヨーロッパの法を調和させるために制定された知的財産権に関する施
行指令（EU の立法である）の実施により、英国独自の規定とは若干の齟齬が生じている
110

Catnic Components v Hill & Smith (No. 2) [1983] FSR 512.
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ということである。同指令は、2006 年知的財産権（施行）規則として英国で実施された。
同規則 3(2)は、損害の補償と利益の清算とを区別していない。原案においては、損害賠
償と利益の清算とがおそらく融合されており、その結果、上で論じた既成の原理とは反対
に、両者をともに回復することや、両者の要素を含む請求を行うことを認めることとなっ
たのである。この曖昧さについて英国の裁判所で対処されるかどうか、特に、原告に対し
て補償を行い、被告に対してその不正な利益を吐き出させることが適切で実行可能な訴訟
において、今後確認することになろう。
損害賠償は、権利侵害を防止するためのものではない（上述のように、損害を補償するた
めのものである）。権利侵害を防止するためには、通常は差止命令の請求がなされる（仮
差止と、裁判終了後出される差止命令の双方が可能である）。裁判終了後出される差止命
令は、一般に、権利侵害がなされる現実的なおそれ又は潜在的なおそれが存在するという
証拠がある場合（現実的な権利侵害の証拠とは、一般的に、侵害者が当該侵害行為を継続
する意思があることの証拠であると考えられている）に、責任について審理する段階の後
で出される。さらに、英国においては、権利侵害となる可能性がある製品を販売しようと
する者は、「障害物を取り除く」負担を負う。もしこの者がこれを果たすことができず、
当事者が訴訟で審理されるべき重大な問題と回復不可能なリスクの可能性について示す
ことができる場合には（特に製薬業界においては可能性が高い）、本案審理のあいだ製品
を販売させない仮差止命令を得ることが可能である（ただし、損害に関する相互保証の提
供がまず間違いなく必要にはなるだろう）。仮差止命令は、責任に関する審理の間継続し、
または、特許の有効性／権利侵害の不存在について事実認定がなされると解除され、差止
期間中に生じた損害については、特許権者に対して、損害賠償を行うべき旨の命令がなさ
れる。
損害賠償は補償的な意味合いのものであるが、敗訴者は、損害賠償又は利益の清算の命令
を受けるだけでなく相手方の訴訟費用のかなりの部分も支払うよう命じられるというこ
とにも留意されたい（詳しくは Q38 に対する回答の中で検討する）
。
◆英国法律事務所 C
損害賠償制度の基本は、被告による不法行為がなければ被らなかった損害の金銭的な補て
んとされているが、侵害者の利益をもって原告の救済措置とすることも可能であり、後者
は不当利得構成である111。
Yes, it would certainly discourage infringement.
compensate the Claimant.

The purpose of damages is to

The purpose of an account of the Defendant's profits is

111

Miller and others para19-42, 19-72; General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltd [1976] R.P.C.
197; Spring Form Inc v Toy Brokers Ltd [2002] F.S.R. 17
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to avoid unjust enrichment.
確かに、侵害抑止となるだろう。損害賠償の趣旨は、原告に補償を与えることである。被
告の利益の清算の趣旨は、不当に豊かになることを避けることになる。
37. How is the amount of damages generally calculated through the system you mentioned
in 35 above? For example, does the calculation take into consideration such aspects
as the contribution of the patent, factors other than the patent (e.g. brand power,
marketing capability), and prevention of infringement of the patent? If so, how?
Please also specify the governing law and the applicable clauses. Please also describe
the details of a system in which a third party is involved in the calculation process,
if any such system exists.
３７．３５．でお答え頂いた制度に基づき、損害賠償額はどのように算定されるのが一般
的でしょうか？

例えば、算定にあたって、特許権の貢献、特許権以外の要素（ブランド

力、販売能力等）、特許権の侵害抑止といった観点は考慮されますか？される場合、どのよ
うに考慮されますか？

また、それらの根拠となる条文や判例があれば教えて下さい。更

に、第三者が算定に関与する制度があればその詳細を教えて下さい。

◆英国法律事務所 A
In summary, if the patentee can show that it has lost sales of products by reason
of the infringement, it can potentially recover its lost profits on those lost sales.
To the extent that the patentee cannot show it has lost sales, damages will usually
be calculated on the basis of a reasonable royalty.

The court will assess what a

willing licensor and willing licensee would have agreed.

Damages will be assessed

in a process known as the enquiry as to damages and the court will make its assessment
based on the evidence that the parties submit. The court's approach is based in case
law, one of the more important decisions include that of the House of Lords (third
instance) in General Tire and Rubber Company v. Firestone Tyre and Rubber Company
Ltd [1976] R.P.C. 197.

A good illustration of the approach is the first instance

decision in Gerber Garment Technology Inc v Lectra Systems Ltd. [1997] R.P.C. 443.
要約すると、特許権者が侵害が原因となって製品の販売量が減ったことを証明できる場合
には、その販売量の喪失分について逸失利益を回収できる可能性はあるかもしれない。特
許権者が、販売量の喪失分を証明できない場合には、損害額は通常は、合理的実施料を基
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に算定される。裁判所は、ライセンス契約を結ぶ意思のあるライセンサーとライセンシー
が合意したと考えられる金額を算定する。損害額の調査（enquiry as to damages）と称
される手続において、損害額は査定され、裁判所は当事者が提示する証拠に基づいてその
査定を行う。この裁判所のアプローチは、判例法に基づくもので、その重要な判決の一つ
には、General Tire and Rubber Company v. Firestone Tyre and Rubber Company Ltd [1976]
R.P.C. 197 における貴族院（第三審）の判決が含まれる。このアプローチを取った好例は、
Gerber Garment Technology Inc v Lectra Systems Ltd. [1997] R.P.C. 443 における第
一審判決である。

◆英国法律事務所 B
Damages
The basic principles governing the recovery of damages in tort actions applies
without modification to the infringement of patents.112 These principles are: (1)
that the victim (i.e. the patentee) should be restored to the position he or she
would have been in if no wrong had been done; and (2) that the victim can recover
loss which is: (i) foreseeable; (ii) caused by the wrong; and (iii) not excluded
by public or social policy.
The principles derived from the leading case of Ultraframe v Eurocell are as follows
1. Damages are compensatory,
2. The claimant may only recover loss which was foreseeable, caused by the wrong
and not excluded from recovery by public or social policy,
3. The burden of proof rests with the claimant,
4. It is irrelevant that the defendant could have competed lawfully,
5. Where a claimant has exploited his patent by manufacture and sale he can claim
(a) lost profits on sales by the defendant that he would have made; (b) lost
profits on his own sales to the extent that he was forced by the infringement
to reduce his price; and (c) a reasonable royalty on sales by the defendant
which he would not have made
6. As to lost sales the court should form a general view as to what proportion
of the defendant’s sales the claimant would have made
7. The assessment of damages for lost profits should take into account the fact
that the lost sales are of “extra production” and that only specific extra

112

Gerber Garment v Lectra Systems Ltd (1995) RPC 383 and (1997) RPC 443
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costs (marginal costs) would have been incurred in making the additional sales
8. The reasonable royalty is one which a willing licensor and a willing licensee
would have agreed to (comparable licenses in the field as guide),
9. An alternative approach to determining a royalty rate is to assess the profits
that would be available to the licensee and apportion them between the licensor
and the licensee
10. Where damages are difficult to assess, the court should make the best estimate
it can having regard to all circumstances – common sense and fairness.
In terms of valuing a damages claim, the essential principles are that the patentee
has the burden of proving its loss, but that damages should be liberally assessed
against the infringer.113 The assessment of damages depends in part on the business
of the patentee.

Where a patentee licenses its patent, the determination of damages

is usually relatively simple, with damages assumed to be the royalties the infringer
would have to pay for a licence on the usual terms granted by the patentee.

Where

the patentee does not licence the patent and does not manufacture products according
to the patent, the usual approach is to assess damages on the basis of a reasonable
royalty, concluded between a willing licensor and a willing licensee.

Where a

patentee manufactures products according to the patent, damages will usually be
equivalent to the profit that would have been made had the patentee made the sale.
This means the patentee can claim lost profits on sales made by the infringer that
he would have made otherwise (and a reasonable royalty on all other infringing
sales).

He can also claim lost profit on his own sales if the infringement forced

the patentee to reduce its price.
It has been held that the loss of sales of non-patented products is not a direct
and natural consequence of the infringing act of the defendant, and the claimant
is therefore not entitled to recover in respect thereof.114 However, in Gerber
Garment v Lectra Systems,115 it was held that the successful claimant may be entitled
to damages for lost sales of ancillary and closely associated items to patented
products. In addition to conventional primary loss, the patentee also argued that
as a result of being able to build up a substantial business in the machines found
to have infringed during the subsistence of the patent, the infringers were better
113

General Tire & Rubber v Firestone Tyre & Rubber [1976] RPC 197
Ibid.
115
(1995) RPC 383 and (1997) RPC 443.
114

- 253 -

able to compete after expiration of the patent and had thus caused secondary loss
by establishing a “bridgehead” or “springboard” for post-expiration sales. The
court agreed, holding that the patentee could recover for the foreseeable damage
that would not have been suffered but for the infringing sales.
An innocent infringer is not liable in damages.116

However, the defendant must prove

that at the date of the infringement that he was not aware, and had no reasonable
grounds for supposing, that the patent existed.

The defence rarely succeeds, and

the practice of sending letters before action drawing a potential defendant’s
attention to patent rights negates any continuing ability to call on the defence.
However, marking the patentee’s goods with the word “patent” or “patented” is
insufficient notice of the existence of the patent unless the patent number is
included.
Account of Profits
An account of profits is very different from an inquiry as to damages and its purpose
is to deprive the infringer of the profits he has made by the infringement.

Any

losses the patentee has suffered are therefore irrelevant.
The principles which are summarised in Spring Form Inc v Toy Brokers Limited are
as follows:
1. Purpose is to deprive the defendant of the profits which he has improperly
made by wrongful acts committed in breach of the plaintiff’s rights and to
transfer those profits to the plaintiff
2. Only that part of the profit attributable to the infringement is to be
accounted for (contrast this

with damages assessment)

3. The claimant needs to show that the defendant would not have made the profit
but for its infringement
4. The profit is to be calculated by deducting the particular overheads which
relate to the product from the sales income – general overheads incurred in
any event are not to be deducted
5. Where the infringement was unintentional, the defendant is entitled to some
allowance for the expense incurred in designing the product and bringing it
to the market
6. Where there is more than one claimant only one account will be taken which
will be apportioned between the claimants

116

Section 62(1)
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7. The account extends to all infringers sued.
The request for an account of profits is in reality a relatively little-used remedy
which is perhaps surprising given that claiming damages will usually be unpalatable
to a patentee as disclosure of the claimant’s accounts will be required. The lack
of use seems to stem from fact that the patentee can only claim the profits the
defendant in reality made and therefore will receive nothing if the defendant made
a loss (even if such a loss was due to inefficiency).

In addition, there is also

a perception that the defendant can “massage” the figures (for example using
accountancy methods) so as to produce relatively low profits flowing from the
infringement, if not a loss. This is possible due to the complexities of calculating
an account of profits which involve identifying the portion of the profit of the
defendant generated by the infringement alone and the ability of the defendant to
deduct allowable costs; for example direct costs associated with the infringement
and overheads to the extent they have been increased by the infringement. For
example, whilst a number of factors led to the award made in the Celanese v BP
Chemicals case117, in that case the court held that the profits to be accounted for
amounted to just over £500,000 even though the patentee (to a process patent) had
claimed £136 million inclusive of interest, based on the financial disclosure
provided by the defendant regarding the operation of its infringing processes and
the sales of the resulting products.
損害賠償
不法行為訴訟における損害賠償の基本原理は、特許侵害の場合においても、修正はなされ
ない118。この原理とは、(1) 被害者（すなわち特許権者）は、当該侵害行為がなされてい
なければ有していただろう地位を回復すべきであること。及び、(2) 被害者が回復できる
損失は、(i) 予見可能な、(ii) 侵害行為によって生じた、(iii) 公共政策・社会政策に
よって排除されていないものであるということである。
リーディングケースである Ultraframe v Eurocell [2006] EWHC 1344.から生じた原理と
して、以下が挙げられる。
1. 損害が補償できるものであること。
2. 原告は、侵害行為によって生じた、公共政策・社会政策によって排除されていない、
予見可能な損害についてのみ回復することができる。
3. 立証責任は原告が負う。
4. 被告が合法的に競争できたであろうということは関係ない。
117
118

[1999] RPC 203
Gerber Garment v Lectra Systems Ltd [1995] RPC 383 and [1997] RPC 443
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5. 原告が製造販売によってその特許を実施していた場合には、この者は(a) 被告によ
る販売のために原告が失ったと考えられる利益、(b) 当該権利侵害によって原告が
自身の価格を下げざるを得ず、その限度で原告が自身の販売において失った利益、
及び、(c) 被告による販売に関して原告が得ていたであろう合理的実施料、につい
て請求することができる。
6. 失われた売上に関しては、裁判所は、被告の売上と、原告が達成していたであろう
売上との割合から概算すべきである。
7. 逸失利益に関する損害賠償額の算定においては、失われた売上は「追加製造」に属
するものであり、当該追加売上において特殊な追加費用（限界費用）が生じたであ
ろうということも考慮しなければならない。
8. 合理的実施料は、実施許諾を希望する特許権者と、その特許権者から実施許諾を希
望する者とが合意したであろう実施料のことである（同一分野における比較可能な
実施許諾が指針となる）
。
9. 実施料の率について決定する別の方法としては、被許諾者が得られたであろう利益
を算定し、それを許諾者と被許諾者との間で分配するものがある。
10. 損害額について算定するのが困難である場合には、裁判所は、全ての状況を考慮
して、常識と公平の観点から、最善の見積もりを行うべきである。
損害賠償額の算定においての基本原理は、特許権者がその損失について立証する責任を
負うが、当該損害賠償額は権利侵害者に対して寛大に算定されるべきではないというもの
である119。当該算定は、部分的には特許権者の事業に基づくものである。特許権者がその
特許について実施許諾を付与する場合、損害賠償額の決定は、当該特許権者認める通常の
条項に即して権利新会社が支払うべき実施料として額が算定されるから、比較的シンプル
である。特許権者がその特許について実施許諾を付与しておらず、当該特許に基づいて製
品を生産していない場合は、損害賠償額は通常、実施許諾付与を希望する特許権者と、そ
の特許権者から実施許諾を希望する者とが合意したであろう合理的実施料に基づいて算
定される。特許権者が当該特許に基づいて生産を行っている場合、損害賠償額は通常、当
該特許権者が販売をして得ていたであろう利益相当額として算定される。すなわち、特許
権者は、仮に権利侵害者が販売をしていなければ得ていたであろう利益（及び、他のあら
ゆる権利侵害となる販売に関する合理的実施料）を、この者による販売のために失った利
益として、請求することができるということである。特許権者はまた、当該権利侵害によ
って原告が自身の価格を下げざるを得なかった場合には、自身の販売において失った利益
も請求することができる。
119

General Tire & Rubber v Firestone Tyre & Rubber [1976] RPC 197
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特許が付与されていない製品の販売による損失は、被告による侵害行為の直接で自然な帰
結ではなく、したがって原告はそれについては回復することができないというのが、ずっ
と判例の立場である120。しかしながら、Gerber Garment v Lectra Systems 事件121におい
ては、勝訴した原告は、特許を付与された製品に付随して緊密に関連した品目に関して失
われた売上につき、損賠賠償を求めることができると判示された。特許権者は、伝統的な
一次損失についてだけでなく、特許の存続期間中に権利侵害を行ったと認定された機械に
よって実質的に事業を立ち上げることが出来た結果として、侵害者が当該特許の期間満了
後に高い競争力を持つことができ、期間満了後の販売のための「足掛り」「足場」を確立
したとして、それによって生じた二次侵害についても権利主張を行った。裁判所は、権利
侵害による販売が存在しなければ発生していなかったであろう予見可能な損害について
特許権者は回復できると判示した。
善意の権利侵害者は、損害賠償責任を負わない122。しかしながら、被告は、侵害がなされ
た時点において、自身が当該特許の存在について知らず、それが存在すると考える合理的
な理由もなかったということを立証しなければならない。このような抗弁が奏功すること
は稀である。訴訟前に、被告となる予定の者に対して、特許権について注意を喚起する文
書を送る慣行により、このような抗弁に頼ることはもはやできなくなる。もっとも、特許
権者の製品について「特許」「特許取得」といった言葉を付着するだけでは、そこに特許
番号が含まれていない限り、特許の存在に関する通知としては不十分である。
利益の清算
利益の清算は、損害賠償に関する審理とは大きく異なるものである。その目的は、侵害者
から、その侵害によって得た利益を剥奪することである。したがって、特許権者が被った
損失は無関係である。
ここでの原理については、Spring Form Inc v Toy Brokers Limited [2002] FSR 17 にお
いて、以下のように要約されている。
1. 利益の清算の目的は、被告から、原告の権利を侵害する不法な行為によって不適切
に獲得した利益を剥奪し、当該利益を原告に移転することである。
2. 当該侵害を原因として得られた利益部分についてのみ考慮される（損害賠償額の算
定と対照されたい）。
3. 原告は、被告がその侵害行為をしていなければ当該利益を得ていなかったであろう
ということを示す必要がある。
4. 当該利益については、売上収入から、当該製品に関係した特殊経費を控除すること
によって算定される。どうしても発生する一般経費は控除されない。
120
121
122

同上。
Gerber Garment v Lectra Systems Ltd [1995] RPC 383 and [1997] RPC 443.
特許法 62(1)
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5. 侵害行為が故意によらない場合、被告は、製品をデザインして市場に出す際に生じ
た費用につき、ある程度の減額を受けることができる。
6. 原告が複数である場合、清算は一つの利益についてのみなされ、それを原告間で分
配することになる。
7. 清算対象になる利益は、訴えられた全ての侵害者に関して及ぶ。
損害賠償請求は、原告の利益についての開示が必要になるので、特許権者にとっては通常
は好ましくない。このことからすれば、利益の清算が実際には比較的ほとんど利用されて
いないのは、おそらくは驚くべき事柄であろう。利益の清算が利用されていない理由は、
特許権者が、被告が実際に得た利益について主張できるだけであるため、被告が損失を受
けている場合には得るものがない（たとえこのような損失が、効率の悪さによるものであ
ったとしても）という点にあるだろう。さらに、被告としては、（例えば会計手法を利用
することにより）損失ではないにせよ、当該侵害から生じた利益について比較的低くする
数値を「改竄する」ことができるということもある。侵害のみによって被告に生じた利益
部分を特定する作業も含めて利益の算出が複雑であるということ、ならびに、被告が費用
を減額することができるという点も影響しているだろう。例えば、Celanese v BP
Chemicals 事件123においては、利益の算定において数多くの要素が提出されたが、
（方法
特許に関する）特許権者が、被告の経済状態に関する開示に基づき、侵害している方法の
実施とその結果としての製品の販売について利息も含めて 136,000,000 ポンドを請求し
ていたにもかかわらず、裁判所は利益の算定額はきっかり 500,000 ポンドであるとした。
◆英国法律事務所 C
・原告に生じた損害額（逸失利益）
・原告が同様の事案で通常締結するライセンス契約に基づくライセンス料相当額
・原告が損害の証明が困難かつ他にライセンス契約を締結していない場合は、「合理的な
ロイヤルティ」に基づき算定（不当利得の没収）
損害額の算定にあたっては、営業上の信用（goodwill）の毀損や株価の下落なども考慮可
能とされている（但し、立証の困難はあり得る。立証負担の軽減につき Q41 参照）。
また、当該特許に基づく製品のみならず、通常当該製品とともに購入される特許権の技術
範囲外の製品がある場合、後者の販売減少も損害として算入されると判断した判例がある
124

。

R Miller, G Burkill, HHJ C Birss, D Campbell, Terrell on the Law of Patents (17th
ed. Sweet and Maxwell 2010) para19-43-; Meters v Metropolitan Gas Meters [1911] 28

123
124

Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203
Gerber Garment Technology v Lectra Systems [1997] R.P.C. 443
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R.P.C. 157;General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltd [1976] R.P.C.
197;Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd (No.2) [1983] F.S.R. 512）
This is very complex law and damages/accounts cases are rare.
almost like a separate trial.

The procedure is

Each party appoints a financial expert (who are

generally even more expensive than the technical experts who have been engaged for
the liability trial).

Each side puts forward their arguments and expert opinions

regarding the amounts of money made and the relevant deductions which should be made.
The Judge then decides the final amount.
この事項は非常に複雑な法律であり、損害賠償／利得のケースは稀である。手続は、独立
したトライアルとほぼ同様である。各当事者は、財務専門家を任命する（一般に法的責任
を巡るトライアルのために雇われた技術専門家よりも費用がかかる）
。各サイドが、稼得
した金額及び行わなければならない関連控除について、自身の主張及び専門家の意見を提
示する。その後、判事が、最終的な金額を決定する。
38. Does the court order the losing party to pay the court cost and/or the attorney
fees for the other party?
If so, in which situation is the losing party ordered to pay, and what is the amount
ordered? Please also specify the governing law and the applicable clauses.
３８．裁判手数料と代理人弁護士費用はそれぞれ敗訴者が負担することが認められるので
しょうか？
YES の場合、それぞれどんな場合にどの程度の額が認められるのでしょうか？その根拠
となる法律及び条文も教えて下さい。

◆英国法律事務所 A
The court has a wide discretion when it comes to awarding costs, but the starting
point is that a party successful on all issues will usually be entitled to recover
all of its assessed costs from the losing party.

The situation becomes more complex

when one party has won on some issues and not on others.

In summary, the court in

those circumstances, tends to adopt an issues based approach, giving weight to the
party it considers to be "the overall commercial winner". There is a separate
proceeding called detailed assessment when the court potentially determines the
amount of the costs to be paid.

Often, after the court has made an order about costs,

the parties will negotiate over the precise figure without going through the entire
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detailed assessment process.

The basis of the courts approach to costs is set out

in the Civil Procedure Rules, supplemented by case law.
費用の裁定の問題に関しては、裁判所が広い裁量権を持っているが、全ての争点について
勝訴した者が通常はその算定された費用の全部を敗訴者から回収する権利を与えられる
ということが前提となっている。一方の当事者が争点の一部に関しては勝訴したが、残り
の争点に関して敗訴した場合には、状況はより複雑となる。要約すると、この場合に裁判
所は、争点ベースの判断を採用し、
「総合的に判断しての商業的勝者」と考えられる当事
者を重視する傾向にある。裁判所が支払われるべき費用の金額を決定する可能性がある場
合には、詳細な査定と呼ばれる独立した手続が存在する。費用に関する命令を裁判所がな
した後には、詳細な査定手続すべてを完了させる前に、当事者が正確な数値について交渉
することが多い。裁判所の費用へのアプローチの根拠は、民事訴訟規則に定められており、
判例法で補完される。
◆英国法律事務所 B
Generally, the court orders that the winning party recovers its costs from the losing
party, including court fees and attorney fees (Civil Procedure Rule 44).

However,

the court retains a wide discretion to order otherwise, and some apportionment may
be made where distinct parts of the case have been won by different parties, known
as the issue-based approach.125

Recent judicial comment has noted that an

issue-based approach is now the norm.126

The court may also have regard to the

conduct of the parties and any payment into court or offer to settle that may be
disclosed to the court after trial.127
The court may assess costs on one of two bases.128

Under the standard basis, the

recipient is only allowed those costs that were proportionately and reasonably
incurred.

Under the higher indemnity basis only unreasonable costs are disallowed,

there being no test of proportionality, and thus the indemnity basis is more generous
to the receiving party.
Where costs were not part of a costs budget (generally in cases worth over £10

125

Applied in patent cases such as SmithKline Beecham v Apotex [2005] FSR 24 and Monsanto v Cargill [2008] FSR
16
126
Floyd LJ in costs hearing for Research in Motion UK Ltd v Visto Corporation; Visto Corporation v Research
in Motion & Anor [2008] EWHC 819 (Pat), at para. 6; costs hearing undertaken following full trial [2008] EWHC
335 (Pat); [2008] Bus. L.R. D89. “In patent cases, an issue-based approach to costs is now the norm: see
Smithkline Beecham v Apotex [2004] EWCA Civ 1703 ; Actavis v Merck [2007] EWHC 1625 (Pat); Generics v Lundbeck
[2007] EWHC 1606 (Pat) and Monsanto Technology v Cargill International [2007] EWHC 3113 (Pat).”
127
CPR 44.2(4)
128
CPR 44.3(1)
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million), costs recovery on the standard basis generally equates to approximately
70% of the party’s total costs.
the amount to be paid.

Following a costs order, parties generally agree

However, if the parties cannot reach agreement, detailed

assessment proceedings are used to determine the appropriate amount.
Where a case is subject to the costs budgeting regime in the High court, recovery
may be higher or lower depending on whether the costs sought are detailed within
the court approved costs budget.
management.

A greater focus is now placed by the court on cost

Before the CMC the parties must now exchange and file costs budgets

verified by statements of truth.129

The cost budgeting applies to all patent cases

in the Patents Court with a value of £10 million or less130 but does not apply to
cases in the IPEC.131

Even in cases valued at more than £10 million the court has

discretion to order cost budgeting either of its own initiative or on the application
of a party.132
The cost budgets must be in accordance with Precedent H which is a prescribed schedule
of costs which sets out each party’s budget of anticipated costs for each stage
of the claim.133

A judge will assess the parties’ budgets at the CMC and make a

costs management order stating what is agreed between the parties at that stage and
for those parts that are not agreed record the court’s approval after making
appropriate revisions.134
Amendments to the agreed budget are possible after the CMC but must be carefully
monitored and parties must revise their budgets (upwards or downwards) where there
has been a significant change to the anticipated costs.135

Such amendments should

be submitted to the other party for agreement and, if not agreed, must be submitted
to the court with reasons for the change and the objections to the change of any
other party to the proceedings.136

The court will consider the facts and either

approve, vary or disapprove the revisions.

Such amendments should be made before

the costs are incurred so a degree of forward planning is required.
At the end of the proceedings, when assessing the costs to be awarded the court will

129
130
131
132
133
134
135
136

CPR 3.13
CPR 3.12
The Intellectual Property Enterprise Court Guide
PD 3E para 2
PD 3E para 6
CPR 3.15(2)
PD 3E para 7.6
PD 3E para 7.6
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have regard to the last agreed or approved budget for each phase of the proceedings
and will only depart from this budget if there is a good reason for doing so.137

As

a result, the accuracy of the budget that is agreed must be carefully considered.
As well as a costs management order, which aims to manage the cost of litigation
and generally keep the costs of the proceedings to a minimum whilst providing some
certainty on adverse costs exposure, the court may also make a cost capping order,
which is designed to limit further the amount of costs a party can recover.

This

additional order can be made at any stage in the proceedings.138
Alternatively, if a case is run in the Intellectual Property Enterprise Court (IPEC),
which is generally for simpler, lower value claims, there are costs caps.

Costs

orders in the IPEC multi-track are assessed summarily and are subject to a cap of
no more than £50,000 on the final determination of a claim in relation to liability
(which is actually made up of a number of smaller caps for each individual stage
of the proceedings), and no more than £25,000 on an enquiry as to damages or account
of profits.139 In the IPEC, costs are summarily assessed after trial.
Regarding specific cost sums, Jackson L.J. reviewed a small sample of 15 IP cases
between 1999 and 2007 ‘settled or taken to first instance trial by a leading IP
department from a City law firm’ (Final Report, 2009: 24). The sample reviewed the
costs data from the point of view of one firm representing the claimant in 10 cases
and the defendant in 5 cases. The costs data is therefore applicable only to one
side of the dispute. The sample was comprised of 12 patent cases, 2 trademark cases
and 1 design case (Final Report, 2009: Appendix 3). Within this sample of 15 IP cases,
3 patent cases were settled at an average cost of approximately £870,000 per case
(Final Report, 2009: Appendix 3). Of the 12 remaining IP cases which reached a
judgment, 9 of which were patent-related, the average cost was approximately
£650,000, with the cost ranging from £200,000 to £1.2million (Final Report, 2009:
Appendix 3). With respect to the reasons behind these high costs, Jackson L.J. (Final
report, 2009: 24) notes: “The costs incurred from the start of trial to judgment
or settlement averaged nearly 20% of the total costs of the cases. The trial costs
were a large proportion of the total costs due to the cross examination of the expert
witnesses.”
一般的には、裁判所は、勝訴者は敗訴者から、訴訟費用や弁護士費用を含めた費用を回復
137
138
139

CPR 3.18
CPR 3.19
CPR 45.30-45.32
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する旨の命令を出す（CPR44）。しかしながら、裁判所はこれと異なる命令を出す広範な裁
量権を有しており、訴訟において別々の部分について勝訴者が異なる場合、争点ごとにそ
れに応じたアプローチとして知られるような分配方法が採られる140。近年の法曹のコメン
トによれば、このような争点ごとのアプローチが、今日では標準になっているとされる141。
裁判所はまた、当事者の訴訟遂行や、裁判所に対する支払いについても命令を出すことが
でき、公判終了後に裁判所に対して開示される和解を促すこともできる142。
裁判所は、2 つの方法から 1 つを選んで算定を行う143。標準の方法によれば、均衡が取れ
合理的に生じた費用についてのみ受け取ることができる。賠償金がより高くなる方法によ
れば、均衡性については問わず、不合理な費用のみを排除するため、受け取る側としては
より都合がよい。
費用が費用予算の一部ではなかった場合（一般的には、10,000,000 ポンドを超える場合）
、
標準的ベースでの費用の回復は、一般的に、当事者の全費用の約 70％に相当する。費用
に関する命令に続き、双方当事者は、普通は支払額に同意する。しかし、双方当事者が合
意に達することができない場合には、分配割合を決定するために、詳細な算定手続きが用
いられる。
訴訟が、高等法院において費用予算の領域に服する場合、裁判所が認めた費用予算におい
て請求されている費用が詳述されているかどうかによって、回復額が高くなることも低く
なることもある。ここでは、裁判所による費用管理が重要である。CMC の前に、双方当事
者は、真実陳述書によって証明した費用予算を交換し、提出する144。費用予算は、特許裁
判所における 10,000,000 ポンド以下の全ての特許訴訟について適用されるが145、IPEC で
の訴訟については適用されない146。訴訟の価値が 10,000,000 ポンドを超える場合におい
ても、裁判所は、自発的にまたは当事者の申立てにより、費用予算の提出を命じる裁量権
を有する147。
費用予算は、訴訟の各段階において予想される各当事者の費用予算を定めた費用一覧表で
ある、様式Ｈに従っていなければならない148。裁判官は CMC において双方当事者の予算に
140

これが適用された特許訴訟としては、例えば SmithKline Beecham v Apotex [2005] FSR 24.や Monsanto v Cargill
[2008] FSR 16.がある。
141
Research in Motion UK Ltd v Visto Corporation; Visto Corporation v Research in Motion & Anor [2008] EWHC
819 (Pat) パラグラフ 6 の費用に関する審理におけるフロイド控訴院裁判官のコメント。費用に関する審理は、同事件
の公判（[2008] EWHC 335 (Pat); [2008] Bus. L.R. D89.）が全て終了した後に行われた。「特許訴訟では、費用につ
いては、争点ごとにそれに応じたアプローチを採るのが通例である。Smithkline Beecham v Apotex [2004] EWCA Civ
1703 ; Actavis v Merck [2007] EWHC 1625 (Pat); Generics v Lundbeck [2007] EWHC 1606 (Pat) および Monsanto
Technology v Cargill International [2007] EWHC 3113 (Pat)を見よ。」
142
CPR 44.2(4)
143
CPR 44.3(1)
144
CPR 3.13
145
CPR 3.12
146
IPEC ガイド
147
実施細則 3E パラグラフ 2
148
実施細則 3E パラグラフ 6
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ついて見積りを行い、この段階における当事者の合意事項を表明する費用管理命令を出
し、合意がなされなかった部分については、適切な修正を行った後で、裁判所の承認を記
録する149。
合意された予算について、CMC の後で修正を行うことも可能であるが、慎重にチェックが
なされる必要がある。また、当事者は、予想される費用に大きな変化があった場合、各自
の予算を（上方又は下方に）修正しなければならない150。当該修正は、相手方当事者に提
出してその合意を得る必要があり、もし合意が得られないのであれば、裁判所に対し、変
更の理由と、相手方による当該変更に対する異議を添えて提出しなければならない151。裁
判所は、さまざまな事実について考慮し、当該修正について承認、改変、あるいは不承認
を行う。この修正は、費用が発生する前に行われるべきであるので、ある程度の先をみた
計画が必要である。
訴訟の最後に、回復さるべき費用について算定するに当たり、裁判所は、訴訟の各段階に
関する最後に合意されたまたは承認された予算を考慮する。正当な理由がない限り、裁判
所は当該予算から離れることはできない152。その結果として、合意された予算の正確さに
ついて、慎重に検討されることになろう。
費用管理命令の目的は、訴訟費用を管理し、不利な費用が唐突に発生することをある程度
減らしつつ、訴訟費用を最低限に抑えることである。費用管理命令に加えて、裁判所は、
費用の上限を定める命令を出すこともできる。当該命令の目的は、当事者が回復できる費
用の額を限定することである。訴訟のいかなる段階においても、追加的な命令を行うこと
が可能である153。
あるいは、概して単純な事案で、訴訟額も低い IPEC における訴訟の場合も、費用には上
限がある。IPEC マルチトラック訴訟における費用命令は、概算で算定されており、
（訴訟
の各段階において設定されている、小さな上限額の合計でいうと）債務との関連のもと、
請求は最終的に 50,000 ポンド以下の上限に服し、損害賠償または利益の清算に関する審
理は 25,000 ポンド以下の上限に服する154。IPEC では、費用は裁判の後で、概算で算定さ
れる。
特別な費用の合計についていうと、ジャクソン控訴院裁判官は、1999 年から 2007 年まで
に「シティの法律事務所の先進的な知財部門によって和解がなされたまたは第一審が開か
れた」15 件の知財訴訟をサンプルとして検討した（2009 年最終報告：24）。当該サンプル
においては、10 件で原告を代理し、5 件で被告を代理した一事務所が見た費用のデータが

149
150
151
152
153
154

CPR 3.15(2)
実施細則 3E パラグラフ 7.6
実施細則 3E パラグラフ 7.6
CPR 3.18
CPR 3.19
CPR 45.30～45.32
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検討された。したがって、この費用データは、紛争の一方当事者にとってのそれである。
サンプル 15 件のうち 12 件が特許訴訟、2 件が商標訴訟、1 件は意匠訴訟であった（2009
年最終報告：補遺 3）。また、3 件の特許訴訟については、各案件につき平均約 870,000
ポンドで和解がなされた（2009 年最終報告：補遺 3）。残り 12 件については判決がなされ
たが、特許に関連した 9 件においては、平均費用は約 650,000 ポンドであり、下は 200,000
ポンドで上は 1,200,000 ポンドであった（2009 年最終報告：補遺 3）。このように費用が
高額である理由について、ジャクソン控訴院裁判官は、以下のように述べている（2009
年最終報告：24）。
「訴訟の開始から判決もしくは和解までに生じる費用は、平均すると訴
訟の全費用の約 20％を占めている。費用全体において、公判での費用が高い割合を占め
ている理由は、そこで専門家証人への反対尋問が行われる点にある。
」
◆英国法律事務所 C
諸費用は、敗訴者負担が原則である（但し、裁判所は負担の有無および額の決定につき、
大きな裁量を有する）（Senior Courts Act s51; Civil Procedure Rules 44.2）。諸費
用には、弁護士報酬および提訴にかかるいわゆる印紙代を含む（Civil Procedure Rules
44.1）。
費用の算定方式は 2 種類ある。標準ベースの場合は、裁判所の裁量により当該事案に相応
の額を算出し、損失補償ベースの場合は、事案に相応か否かは問わず、当該支出額が合理
的な範囲であれば認められる（Civil Procedure Rules 44.3） 。
39. Does the court award punitive damages?
If so, in which situation are punitive damages awarded and what is the amount awarded?
Please also specify the governing law and the applicable clauses.
If not, what is the underlying idea for not awarding punitive damages?
３９．懲罰的賠償は認められるのでしょうか？
YES の場合、どんな場合にどの程度の額が認められるのでしょうか？その根拠となる法
律及び条文も教えて下さい。
NO の場合、どんな思想が基にあって認められていないのでしょうか？

◆英国法律事務所 A
The court in the UK does not award punitive damages for patent infringement.
英国の裁判所は、特許権侵害に対して懲罰的賠償は認めていない。
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◆英国法律事務所 B
Generally additional or exemplary damages are not available under UK patent law.155
However, a recent decision of the House of Lords156 suggests that exemplary damages
may be available in three defined circumstances:
(1) Oppressive, arbitrary or unconstitutional actions by the servants of government,
(2) Where the defendant's conduct has been calculated by him to make a profit for
himself which may well exceed the compensation payable to the plaintiff, or
(3) Where a statute expressly authorises the same.
Costs may be awarded on an indemnity basis if justified by the party’s behaviour
in the litigation.
The provision for the award of damages for “moral prejudice” to the claimant, as
inserted into English law, but not defined, in Article 13(1)(a) of the IP Enforcement
Directive (2004/48/EC)157 and Regulation 3(2)(b) of the implementing Regulations (SI
2006/ 1028) might suggest a punitive element to be factored into the calculation
of damages. However, recent case law158 has indicated that the award of damages for
moral prejudice will be rare and will usually only apply where there is either no
compensation or where the compensation would be disproportionate to the overall
damage suffered, such as in the event of significant emotional stress.
英国の特許法においては、一般的に、追加的または懲罰的な損害賠償請求はできない159。
しかしながら、近年の貴族院判決160は、以下の 3 つの限定的場面において懲罰的損害賠償
も可能であることを示唆している。
(1) 公務員による、抑圧的で、恣意的で、憲法に違反した行動がなされたとき。
(2) 被告の行動が、原告に対する補償額を超えるような利益を得ることを目論んでなされ
たものであるとき。又は、
(3) 法令が懲罰的損害賠償請求を明示的に認めているとき。
訴訟における当事者の行動からして正当化される場合には、費用は減額されることがあ
る。
知的財産権の施行に関する指令161（2004/48/EC）13(1)(a)により、原告の「精神的損害」
に関する損害賠償請求についての規定が、英国法に挿入されたが定義されてはいない。施

155

Catnic Components (No. 2), supra.

156
157
158

Kuddas v Chief Constable of Leicestershire [2002] 2 A.C. 122.
Directive on the enforcement of intellectual property rights (2004/48/EC)
Jodie Aysha Henderson v All Around the World Recordings Ltd ([2014] EWHC 3087)

159

上掲 Catnic Components (No. 2)事件

160

Kuddus v Chief Constable of Leicestershire [2002] 2 A.C. 122.
知的財産権の施行に関する指令（2004/48/EC）

161

- 266 -

行規則（SI 2006/1028）3(2)(b)は、損害賠償額の計算において、懲罰的な要素も考慮さ
れうることを示唆している。しかし、近年の判例法理では162、精神的損害に関する損害賠
償請求が認められたケースは稀であり、深刻な情動ストレスが発生したような、補償がな
されていない場合や、全体的な損害に対して補償が均衡を失しているような場合において
のみ、適用される。
◆英国法律事務所 C
法律上の根拠はないが、判例法上認められる余地はある。従前は判例上も認められないと
考えられていたが、2002 年の判例変更で可能とされる余地が生じた。判例上の要件は、
（１）
公務員による威圧的、恣意的、かつ違憲的な行為に基づく場合、（２）被告が、原告に対
して支払うべき損害賠償額を遥かに超えた利益を取得することを企図し、かかる企図に基
づく行為である場合、または（３）法律上明文の規定がある場合である（以上 R Miller, G
Burkill, HHJ C Birss, D Campbell, Terrell on the Law of Patents (17th ed. Sweet and
Maxwell 2010) para19-58）（Rookes v Barnard (No.1)[1964] A.C. 1129, HL; Kuddus v Chief
Constable of Leicestershire [2001] UKHL 29; [2002] 2 A.C. 122, HL）。
40. What would you mention as the unique characteristics of the system for damages
available in the United Kingdom when compared with similar systems available in other
countries (US, DE, FR, etc.)?
４０．他の国（US, DE, FR, etc.）の損害賠償制度と比較した特徴は何でしょうか？

◆英国法律事務所 A
Damages are assessed by a judge on the basis of substantial fact and expert evidence
in the enquiry as to damages. There are no jury awards.

A large proportion of the

enquiries as to damages are settled before court decision.
損害額は、損害額の調査においての実質的な事実及び専門家の証拠に基づき、裁判官が算
定する。陪審員による裁定は行われない。損害額の調査の大部分は、判決が出される前に
確定される。
◆英国法律事務所 B
As English lawyers we are unable to provide detailed comments on the systems in the

162

Jodie Aysha Henderson v All Around the World Recordings Ltd [2014] EWHC 3087
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US, DE, FR etc, but have sought to identify any key differences as we see them.
The IP Enforcement Directive163 was aimed at harmonising IP protection and
enforcement throughout the EU.

Recital 26 of the Directive states that the aim is

to compensate an injured party for prejudice suffered as a result of infringement,
and goes on to say that the amount of damages awarded should be calculated by
reference to loss of earnings, unfair profits and, where appropriate, moral
prejudice caused to the right holder. The recital continues by noting that the goal
“is not to introduce an obligation to provide for punitive damages but to allow
for compensation based on an objective criterion...”.
Article 13(1) of the Directive confirms this stated objective by providing that
damages shall be such as to compensate the right holder for the “actual prejudice
suffered”. Article 13 (1)(b) provides that as an alternative to calculation of
damages by reference to lost profits, unfair profits or moral prejudice, judicial
authorities may set damages on the basis of a fictional fee or royalty that would
have been due had the infringer obtained a licence to use the intellectual property
right.
As a result of this harmonisation, European jurisdictions such as France, Germany
and the UK currently work under the same framework, generally calculating damages
on the basis of either a lost royalty/licence analogy, patentee’s lost profits,
or allowing an account of profits.
A key difference between the European and US position, is that punitive damages are
generally not available in Europe, as damages are intended to compensate the patentee
and place them in the position that they would have been in had the infringement
not occurred. This contrasts with the position in the US, where the patent holder
is entitled to actual damages, which may encompass lost profits and can be no less
than a reasonable royalty for infringement. In addition, we understand that a patent
holder who can demonstrate that the infringement was wilful may also be able to
receive up to treble damages.

In addition, as a general observation, it seems that

US damages tend to be much greater than those awarded in Europe, perhaps as a result
of awards by juries.

163

Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of

intellectual property rights. There is currently a public consultation about the evolution and modernisation
of this Directive.
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我々は英国の弁護士であるため、米国、独国、仏国などに特許侵害訴訟について詳しく述
べることはできないが、わかる限りで、重要な差異を指摘しておく。
知的財産権の施行に関する指令164は、EU 全体における知的財産権の保護と実施を調和さ
せることを目指したものであった。同指令の第 26 リサイタルは、その目的として、権利
侵害の結果として精神的損害を受けた当事者に対して補償を与えることを挙げ、さらには
損害賠償額の計算は、失われた収入、不正な利益、ならびに、それが適切な場合において
は権利者に対して生じた精神的損害を参照してなされるべきであると述べている。同リサ
イタルは、続けて、その目的は「懲罰的損害賠償を規定する義務を導入するものではなく、
客観的基準に基づいた補償を可能にすること……」であると述べている。
同指令第 13(1)条は、損害賠償は、権利者に対して「実際に生じた損害」を補償するよう
なかたちでなされるべきだと規定するかたちで、上述の目的について確認している。同第
13(1)(b)条は、（第 26 リサイタル、第 13(1)(a)条の）逸失利益、不正な利益、精神的損
害を参照しての損害賠償額の計算方法に対する代替的な計算方法として、司法当局は侵害
者が当該知的財産権を使用するための実施許諾を取得していたら支払義務を負っていた
と考えられる料金又は実施料に基づいて、損害賠償額を算定することができると規定して
いる。
調和化の結果として、仏国、独国、英国といったヨーロッパの裁判所では、失われた実施
料／ライセンスの類推、特許権者の逸失利益を基礎にして損害賠償額を算定し、又は利益
の清算を認めるという同一の枠組みに即して業務が行われている。
ヨーロッパと米国の大きな違いは、ヨーロッパでは懲罰的損害賠償は一般に認められず、
損害賠償の目的は、特許権者に対して補償を与え、権利侵害が生じていなければ有してい
たであろう地位を回復させることだという点である。これは、米国のシステムとは対照的
である。米国では、特許権者は、逸失利益を含み、侵害に対する合理的実施料を超えるこ
ともある、実際に生じた損害について補償を受ける。さらに、侵害が意図的になされたと
いうことを立証できた特許権者は、三倍額賠償を受け取ることができる。一般論としては、
米国の損害賠償制度においては、おそらくは陪審員による判断ゆえに、ヨーロッパよりも
はるかに高額の賠償額が認められる傾向があるように思われる。
◆英国法律事務所 C
The amounts awarded in the UK are lower than in the US.

They are similar to those

awarded in DE and FR.
英国で認められる損害賠償額は、米国よりも低額である。独国や仏国で認められているも
164

知的財産権の施行に関する 2004 年 4 月 29 日付の欧州議会及び欧州理事会の指令 2004/48/EC。現在、当該指令の発

展とアップデートに関する意見聴取がなされている。
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のと同様である。
41. If you know of any academic theories (papers) or court judgments recently released
which advocate that the amount of damages should be increased from the perspective
of preventing infringement, or that the patentee's burden of proof of the amount of
damages should be reduced, please specify the source of these and describe the outline.
If you know of any arguments concerning these academic theories (papers) or court
judgments, please inform us of the pros and cons of the major opinions.
４１．侵害抑止といった観点から損害賠償額を高く認定すべきとする最近の学説（論文）・
判例や、特許権者による損害賠償額の立証負担を軽減すべきとする最近の学説（論文）
・判
例があれば、出典と概要を教えて下さい。また、それらの学説・判例に関する議論があれ
ば、その賛否に関する主な意見を教えて下さい。

◆英国法律事務所 A
We are not aware of any theories or judgments on this issue as far as the UK is
concerned.
英国に関しては、上記についての学説や判例について、我々は承知していない。
◆英国法律事務所 B
We are not aware of any recent academic theories (papers) or court judgments
advocating that the amount of damages should be increased to prevent infringement
or that the patentee's burden of proof of the amount of damages should be reduced.
As discussed above, damages in the UK are usually awarded on a compensatory basis,
which is generally considered to be a fair result for the injured party. Such
decisions are even seen in cases in which there has been wilful infringement, which
in the US would often spark a far higher award of damages.

For example, in Xena

Systems Limited v .(1) Cantideck (2) Conquip Industrial [2013] EWPCC 1 the Judge
declined to award damages for unfair profits and moral prejudice on the basis that
in the circumstances to do so would be to simply punish the defendants, rather than
to compensate the claimant.

Should a patentee wish to limit its evidential burden,

it can seek an account of profits instead of damages.
The AIPPI committee on “Punitive damages as a contentious issue of IPR” in
September 2005, suggested that punitive damages in IP cases may serve as “a

- 270 -

distraction from the financial relief of the greatest importance, namely a
realistic, and generous, approach to awards of damages and the availability of
accounts of the defendant’s profits” resulting in more complicated litigation
which could increase costs. In addition, the AIPPI study committee noted that a
higher award of punitive damages would seem tantamount to rewarding the proprietor
of the IP right for his rights having been infringed; a result that it does not
consider desirable.
侵害行為を防止するために損害賠償額を増加させるべきであるとか、損害賠償額に関する
特許権者の立証の負担を軽減させるべきであるなどと主張した最近の学説（論文）または
判例については知らない。上で論じたように、英国における損害賠償は常に、被害を受け
た当事者に対して公平な帰結をもたらすと考えられるような、補償的なものである。侵害
が意図的になされ、米国であれば往々にしてもっと高額の損害賠償がなされるような事案
においても、このような判断がなされている。例えば、Xena Systems Limited v (1)
Cantideck (2) Conquip Industrial [2013] EWPCC 1 において、裁判官は、不正な利益と
精神的損害に対する賠償を認めなかった。その理由は、このような賠償を認めることは、
原告に対して補償を与えるというよりは、単に被告を罰することになるというものであっ
た。特許権者が立証の負担について限定したいのであれば、損害賠償請求ではなく、利益
の清算を選ぶことが可能である。
2005 年 9 月の「知的財産権における論争点としての懲罰的損害賠償」に関する AIPPI の
委員会は、知的財産権訴訟における懲罰的損害賠償は、「最も重要な経済的回復、すなわ
ち現実的で寛大な損害の回復を受け、被告の利益の清算を利用できることから逸脱してし
まう」ことになり、費用を増加させる可能性のある、より複雑な訴訟を招く結果になるこ
とを示唆した。AIPPI 研究委員会はさらに、懲罰的損害賠償の額が高くなると、知的財産
権者にとり、その権利が侵害されたことに対して褒賞を与えるのと同じことになってしま
い、これは望ましい結果とは思われないと述べた。
◆英国法律事務所 C
No.
ない。
B. Questions concerning the status of use of the systems for damages in patent
infringement lawsuits in the United Kingdom
B

英国の特許権侵害訴訟における損害賠償の利用実態に関する質問

42. Generally, out of the total number of patent infringement lawsuits, what do you
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think is the percentage of the lawsuits in which the amount of damages claimed by
the patent holder is calculated based on the following options?
４２．権利者が主張する損害賠償額の算定根拠について、全訴訟件数を 100 としてその根
拠割合は一般的にはどの程度だと感じていますか？（
□ Patentee's lost profits: (
□ Reasonable Royalty: (
□ Infringer's profits: (
□ Other: (

)%

)%
)%

)%

□

逸失利益（

□

合理的実施料（

）％

□

侵害者利益

）％

□

その他

（

）内にお答えください。

）％
（
）％

◆英国法律事務所 A
□ Patentee's lost profits: ()%
□ Reasonable Royalty: ()%
□ Infringer's profits: (5)%
□ Other: (

)%

◆英国法律事務所 B
 Patentee's lost profits: 47.5%
 Reasonable Royalty: 47.5%
 Infringer's profits: 5%
 Other: 0%
There are very few reported UK patent cases on damage awards, because most disputes
are settled before cases reach a formal damages enquiry due to the high time and
financial expense involved in an inquiry for damages. Therefore we are unable to
provide accurate figures on the above.

Our instinct is reflected above and

summarised as follows: there are very few cases where an account of profits (i.e.
calculation based on the infringers profits) are sought.

Instead, patentees tend

to claim damages, which are calculated based on the patentee’s lost profits in
instances where the patentee is a manufacturer and a reasonable royalty where he
routinely licences his patent, is required to offer a FRAND licence or simply does
not manufacture.
英国の特許訴訟で、損害賠償額について報告されているものはごく僅かである。その理由
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は、損害賠償に関する審理に伴う時間と経済的費用が大きいため、ほとんどの紛争は、裁
判所で損害賠償に関する正式な審理が完了する前に和解がなされて決着づけられる点にあ
る。そのため、我々としては、上の質問に対して正確な数値を答えることはできない。上
の回答は直感的なものであるが、以下のように要約できる。利益の清算（侵害者の利益に
基づいて計算がなされる）が請求されたケースは、非常に数少ない。特許権者はむしろ、
特許権者が製造者である場合にはその逸失利益に基づいて計算された、特許権者がその特
許を普段からライセンスしていて FRAND 特許を提供している必要があるかまたは単に生産
を行っていない場合には合理的実施料に基づいて計算された、損害賠償請求を行う傾向が
ある。
◆英国法律事務所 C
☐ Patentee's lost profits: (
☐ Reasonable Royalty: (

)%

☐ Infringer's profits: (
☐ Other: (

)%

)%
)%

(Please indicate the source of figures, if any)

It is too difficult to give these percentages with any precision because so few cases
reach this stage.

Most parties settle after liability has been determined - either

at first instance or on appeal.
この段階まで行きつく訴訟がわずかなので、正確にこの割合を示すのは難しすぎる。ほと
んどの当事者は、第一審又は控訴審で、責任に関する判決が出た後に和解する。
43. Why is the calculation method you mentioned in 42 above preferred?
４３．４２．で最も利用されていると回答された制度・算定方法制度・算定方法が好まれ
る理由は何でしょうか。

◆英国法律事務所 A
In most cases, the lost profit to the patentee is easier to calculate than an
infringer's profits. Damages claimed solely on a reasonable royalty are relatively
uncommon because in most cases to come before the Patents Court, the patentee will
be claiming it has lost sales by reason of the infringement. Lost sales will often
provide the patentee with a higher damages recovery than would be the case on the
basis of a reasonable royalty.

But see the General Tire case referred to above.

Often there is an issue between the parties as to the extent to which the infringer's
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sales have caused lost sales to the patentee.

To the extent that the patentee cannot

show the infringer's sales have caused lost sales to the patentee, it will recover
damages on a reasonable royalty basis.

Please see the Gerber

case referred to above

as a good example.
ほとんどの場合、侵害者の利益よりも、特許権者の逸失利益の方が計算しやすい。損害額
を合理的実施料にのみ基づいて請求する方法は、あまり一般的ではない。なぜなら、特許
裁判所に提訴されるほとんどのケースで、特許権者は、侵害が原因となって販売量の喪失
を主張するからである。販売量の喪失分に基づく方が、合理的実施料に基づく場合よりも
特許権者が回収できる損害額が高いことが多い。ただし、上記の General Tire 事件を参
照されたい。侵害者の販売によって特許権者の販売量の喪失が生じた範囲については、当
事者間で争われることが多い。特許権者が、侵害者の販売によって、特許権者に販売量の
喪失が生じたことを証明できない場合には、特許権者は、損害額を合理的実施料に基づき
回収することになる。このことを示す好例として、上記の he Gerber 事件を参照されたい。
◆英国法律事務所 B
The claimant is entitled to choose whether he can claim an account of profit or
damages. Under the principle in Island Records v Tring, the defendant is obliged
to disclose relevant information which should be sufficient to allow the claimant
to make an informed choice.
Damages are preferred due to the possibility of “massaging the figures” on an
account of profits, such that the infringer’s profit is negligible; while damages
are often a more lucrative remedy and may reflect not only trading losses but other
forms of damage suffered. This is even more emphatic in the area of pharmaceuticals,
where the greatly discounted sale price of generics usually renders the profit, and
by extension the amount that can be awarded under an account of profits, very low.
The patentee’s profit recoverable as damages typically represents a much greater
figure than the infringer’s profits which would be recoverable under an account
of profits.
原告は、利益の清算または損害賠償を請求できる場合、いずれかを選択することができる。
被告は、Island Records Ltd v Tring International Plc. [1996] 1 WLR 1256 の原理に
従い、原告が情報を得て選択することができるのに十分なだけの、関連性のある情報を開
示する義務を負う。
損害賠償請求が好まれる理由は、利益の清算の場合、侵害者の利益はごく僅かであるかの
ように、「数値を改竄する」可能性があることによるものである。損害賠償請求は、より
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有利な救済であることが多く、事業上の損失だけでなく、他の種類の被った損害について
も反映させることができる。これは特に、製薬業界において顕著である。ジェネリック薬
品の場合、販売価格は大幅に値下げすることになるので、利益を非常に低いものとし、さ
らには利益の清算において受けられる金額も非常に低いものとする。特許権者が損害賠償
により回復できる利益は、利益の清算により回復できる侵害者の利益に比べ、通常ははる
かに大きなものである。
◆英国法律事務所 C
It will depend.

The winning patentee will usually obtain disclosure (Island Records

v Tring) after liability has been determined which will enable him to assess sales
of the infringing products and the revenue and costs attributable to them.

Depending

on that information, he will elect for either damages or an account of profits.
それは場合による。勝訴した特許権者は、通常は、責任を巡る判決が出た後で、証拠開示
を認められる（Island Records v Tring）ので、侵害製品の販売量や収入、それらに起因
する費用について査定することができる。そうした情報に応じて、特許権者は、損害賠償
又は利益の清算のいずれかを選択することになる。
44. Generally, out of the total number of patent infringement lawsuits, what do you
think is the percentage of the lawsuits in which an injunction and/or damages are
claimed?
４４．一般的に、特許権侵害訴訟において差止及び損害賠償はそれぞれどの程度の割合で
請求されるのでしょうか？全体を 100 としてその割合を（
Injunction and damages: (

)%

Injunction (without damages): (

)%

Damages (without injunction): (

)%

□差止＋損害賠償（

）内にお答えください。

）％

□差止（損害賠償は請求なし）（

）％

□損害賠償（差止は請求なし）（

）％

◆英国法律事務所 A
Injunction and damages: ()%
Injunction (without damages): ()%
Damages (without injunction): (<10)%
Sometimes proceedings are brought when the defendant is only threatening to infringe
(quia timet) and, unless the defendant has started selling by the time an injunction
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been granted, no damages will be sought. If the patent has expired b the time of
judgment an injunction may not be sought (subject to "springboard" arguments).
被告に侵害するおそれしかない場合に、差止手続が申し立てられることがあるが（予防的
差止）、差止が認められた時点までに被告が販売を開始しない限りは、損害賠償を求めるこ
とはできない。判決の時点までに、特許が失効してしまった場合には、差止命令を求める
ことはできない（「スプリングボード」理論による）。
◆英国法律事務所 B
Injunction and damages: 90%
Injunction (without damages): 5%
Damages (without injunction): 5%
An injunction is generally available as of right to prevent infringement.

As a result,

generally both an injunction and damages are claimed, even in circumstances where
a patentee generally licences.
差止命令は、一般に、侵害を防止するための権利として利用できるものである。その結果、
一般的には差止命令と損害賠償の双方が主張され、特許権者が通常ライセンス付与を行う
ような状況においてすらそうである。
◆英国法律事務所 C
Injunction and damages: (100)%
Injunction (without damages): (

)%

Damages (without injunction): (see below)%
(Please indicate the source of figures, if any)
Although injunctions are discretionary, the only cases in which an injunction will
not be granted are where the patent has expired.
差止は裁量に委ねられるものであるとはいえ、差止が認められないケースは、特許が失効
している場合のみである。
45. Among the patent infringement lawsuits in the past five years in which hefty
damages were awarded, please mention the top five cases in terms of the amount of
damages awarded and specify the case number, the amount of damages, the basis for
calculation (e.g. lost profits, royalties), and the technical field for each case.
４５．最近５年間の特許権侵害訴訟において、認められた損害賠償額が高額な事件につい
て、損害賠償額の面で上位の５事件の事件番号・損害賠償額・算定根拠（逸失利益、ライ
センス料等）
・技術分野を教えて下さい。
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◆英国法律事務所 A
Most usually, damages are settled between the parties and the amount is confidential.
There is a therefore a lack of information regarding damages.
損害賠償額については、当事者間で解決され、その金額が秘密であることがほとんどであ
る。そのため、損害賠償額に関する情報がない。
◆英国法律事務所 B
As discussed above, in the majority of the cases the parties settle once the main
topic of infringement has been determined.

The examples below relate to recent

damages awarded under a cross-undertaking following a wrongly granted injunction,
and can be used as an indication of the Courts approach.
1. AstraZeneca AB, AstraZeneca UK Ltd v KRKA dd Novo Mesto, Consilient Health Ltd
[2015] EWCA Civ 484
Award: £27 million. It is said to be the largest award ever made by the Patents Court
upon an inquiry of this kind.
Basis for calculation: Damages under a cross-undertaking – injunction,
compensatory.
Technical field: Pharmaceuticals industry
2.

Les Laboratoires Servier & Anor v Apotex Inc & Ors (Rev 1) [2014] UKSC 55

Award: £17.5 million (damages) plus interest of approximately £2.1 million, to be
split 90/10 between Apotex Inc and Apotex UK.
Basis for calculation: Damages under a cross-undertaking – injunction
Technical field: Pharmaceuticals industry
Other cases include:
3. Fabio Perini SpA v LPC Group Plc [2012] EWHC 911 (Ch)
Award: over €3 million Euro. This is derived as follows: €2.5m based on 65% chance
of supplying lines worth €3.825m, plus a sum to be calculated representing 65% of
specifically identified but unquantified lost profits on additional sales and on
aftersales (to be calculated by the parties after judgement); and €0.5m based on
a 25% chance of supplying a speculative line worth €2.157m) plus a sum to be
calculated representing 55% of specifically identified but unquantified lost
profits on aftersales (to be calculated by the parties after judgement)
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Basis for calculation: Damages (lost profit)
Technical field: Mechanical engineering (Paper converting mechanism)
4. Xena Systems Limited v Cantideck, Conquip Industrial [2013] EWPCC 1 - (“Rolling
platform”).
Award: £233,986.76 plus interest losses of 8%.
Basis for calculation: Damages (lost profit)
Technical field: Construction industry
An older case that relates to the question of final damages or an account of profits
is as follows:
5. Gerber Garment Technology v Lectra Systems Ltd [1996] EWCA Civ 1245
Award: US $5,482,585
Basis for calculation: Damages (lost profit)
Technical field: Mechanical engineering (Computer assisted manufacturing/ cutting
of fabric)
上で検討したように、大部分の訴訟においては、メインの争点である侵害についての判断
がなされると、当事者は和解を行っている。以下の例は、不当に差止命令がなされた後に
相互保証が行われて損害賠償がなされた最近の事案に関するものである。これらは、裁判
所のアプローチを示すものとして使用することができる。
1. AstraZeneca AB, AstraZeneca UK Ltd v KRKA dd Novo Mesto, Consilient Health Ltd
[2015] EWCA Civ 484
損害賠償額：27,000,000 ポンド。特許裁判所がこの種の審理を行ったケースでは、過
去最大の損害賠償額である。
計算方法：相互補償に基づく損害賠償――差止命令、補償
分野：製薬業界
2.

Les Laboratoires Servier & Anor v Apotex Inc & Ors (Rev 1) [2014] UKSC 55
損害賠償額：17,500,000 ポンド（損害として）並びに 2,100,000 ポンドの利息の賠償

を認め、これらは Apotex Inc と Apotex UK との間で 90：10 の割合で受け取ることとなっ
た
計算方法：相互補償に基づく損害賠償――差止命令、補償
分野：製薬業界
他の事例としては、以下がある。
3. Fabio Perini SpA v LPC Group Plc [2012] EWHC 911 (Ch)
損害賠償額：3,00,000 ユーロ以上。この数値は、以下のようにしてもたらされた。
3,825,000 ユーロの価値を持つ供給ラインの 65％と、これに加えて、追加的販売と事後的
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販売に関する数量化できないが特定された逸失利益（判決後に当事者間で計算する）の
65％として 2,500,000 ユーロ。2,157,000 ユーロの価値を持つ投機ラインの 65％と、これ
に加えて、事後的販売に関する数量化できないが得意された逸失利益（判決後に当事者間
で計算する）の 65％として 500,000 ユーロ。
計算方法：損害賠償（逸失利益としての）
分野：機械技術（紙加工機械）
4. Xena Systems Limited v Cantideck, Conquip Industrial [2013] EWPCC 1 - (“Rolling
platform”).
損害賠償額：233,986.76 ポンドおよび 8％の利息
計算方法：損害賠償（逸失利益としての）
分野：建設業界
最終的な損害賠償または利益の清算の額に関する、もう少し古い判例としては、以下が
挙げられる。
5. Gerber Garment Technology v Lectra Systems Ltd [1996] EWCA Civ 1245
損害賠償額：5,482,585 ドル
計算方法：損害賠償（逸失利益としての）
分野：機械技術（コンピュータ支援による生地の製造／切断）
◆英国法律事務所 C
2014 年 12 月 18 日
Adaptive Spectrum and Signal Alignment, Inc. v British Telecommunications plc [2014]
EWHC 4194 (Pat)
通信
仮処分の一時停止と引き換えに、被告が一時停止となる期間が継続する限り毎週 100,000
ポンドの支払いを命じられた事案。このうち、70,000 ポンドは損害賠償の支払いに替える
ものとし、仮に後の裁判で損害賠償額がこれを下回る場合は減額分の返還が認められると
された。
2014 年 10 月 29 日
Les Laboratoires Servier v Apotex Inc [2014] UKSC 55; [2015] A.C. 430; [2014] 3 W.L.R.
1257; [2015] 1 All E.R. 671; [2014] Bus. L.R. 1217; [2015] R.P.C. 10
医薬
2008 年に特許侵害に基づく損害として 1750 万ポンドの支払い命令が出された後、紛争の
対象である特許が英国では無効とされ、被告が当該損害賠償の返還を求めた事案で、権利
者側が被告の製造行為が英国外の国では侵害と認められたことを理由にこれを拒否して
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行った控訴が最高裁では認められなかった。
2014 年 7 月 3 日
SDL Hair Ltd v Next Row Ltd [2014] EWHC 2084 (IPEC)
美容器具
根拠を欠く特許侵害の警告により被った損失の額として、40,500 ポンドの損害賠償が命じ
られた事案。
2014 年 1 月 24 日
AstraZeneca AB, AstraZeneca UK Ltd v KRKA dd Novo Mesto, Consilient Health Ltd [2014]
EWHC 84 (Pat)
医薬
後に非侵害が認定された行為に対する仮処分によって被った損失の補償として、2700 万ポ
ンド超の損害賠償が命じられた事案。2015 年 5 月 21 日控訴審でも同様の判断がなされた。
2013 年 1 月 18 日
Xena Systems Ltd v Cantideck [2013] EWPCC 1 [2013] F.S.R. 41
建築用機械
逸失利益として 233,986.76 ポンドおよびこれに対する 2007 円 11 月 30 日以降 8%の利息が
損害賠償として命じられた事案。
2012 年 4 月 4 日
Fabio Perini SPA v LPC Group plc
[2012] EWHC 911 (Ch)

[2012] R.P.C. 30

機械
損害賠償の本旨は損害の補てんであり被告の処罰ではない、と述べ、原告の販売機会喪失
という観点から最大限の損害額推計し（被告１につき約 382 万ユーロ、被告２につき約 215
万ユーロ）、これらに実際の契約獲得の可能性（それぞれ 65％および 25%）を加味して算
定した。
46. From the standpoint of a patentee's attorney, what are the good points, points
to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the system for damages in the United Kingdom?
４６．特許権者の代理人の立場から、英国の損害賠償制度の良い点、維持すべきと考えて
いる点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何
でしょうか？

- 280 -

◆英国法律事務所 A
In general the system of separate damages proceedings following the liability
proceedings is a good point.

Whilst the principles on which the court proceeds are

well established, the decision of the court in a particular case can be difficult
to predict, as any assessment is very heavily fact and evidence based.

The enquiry

as to damages is an expensive process.
一般に、侵害責任手続の後に独立した損害賠償手続があるシステムとなっているのが良い
点だ。裁判を進めるにあたっての原則が確立されている一方で、特定の訴訟においては、
事実と証拠を非常に重視して査定が行われるので、裁判所の判決を予測しがたい場合もあ
り得る。損害額の調査は費用のかかる手続である。
◆英国法律事務所 B
The advantages of the system for damages in the United Kingdom are several. Firstly,
the nature of the split between liability and quantum means that the trial focussing
on liability is faster, cheaper and more streamlined. Secondly, the patentee can
elect whether they would prefer damages to be calculated with reference to a
reasonable royalty/lost profits, or alternatively an account of profits. Since the
patentee can make this election after disclosure of the relevant financial
information, this can allow it to make the best choice. In addition, the UK systems
has provision for interim payments of damages, which may benefit a claimant’s cash
flow given that damages enquiries can be both costly and lengthy. Further, UK damages
enquiries are extremely thorough, with the aim that all the facts of the
circumstances are known.
On the reverse, there are also disadvantages associated with the UK system for
damages. It is a highly adversarial system, and is often lengthy and expensive. Both
the defendant and the claimant may have extensive disclosure obligations, which may
be seen as unfair for a winning patentee. Whilst the thorough nature of a UK damages
enquiry can be seen as a positive thing, it may necessarily involve the services
of financial and accounting experts, which further increases the expense.
It should be noted that the expense and time involved in a damages enquiry often
encourages settlement and cooperation between the parties, which may also be viewed
as an advantage of the UK system.
英国における損害賠償制度のメリットは、以下である。第一に、責任の問題と金額の問題
とが区別されており、責任の問題に集中する公判は、より迅速で、安価で、簡素化された
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紛争解決が可能である。第二に、特許権者は、合理的実施料／逸失利益として計算した金
額の損害賠償を求めることもできるし、利益の清算を求めることもできる。特許権者は、
関連した経済的情報が開示されてからこの選択をすることができるので、最善の選択をす
ることができると言える。また、英国のシステムは損害賠償に関する中間払いを認める規
定を置いているので、損害賠償の審理が高額で長期に渡るような場合には、これにより原
告のキャッシュフローは改善するであろう。さらに、英国の損害賠償の審理は、状況に関
する全ての事実が解明されることを目指しており、非常に徹底している。
反面、英国の損害賠償制度にはデメリットもある。これは高度な当事者主義制度であり、
往々にして長い期間と高い費用を要する。被告も原告も広範な開示義務を負い、勝訴した
発明者にとっては不公平に思われるだろう。英国の損害賠償の審理の徹底した性格は、有
利な点として見ることが可能であるが、必然的に財務や会計に関する専門家にも仕事をさ
せることになり、そのために費用をさらに上昇させることになる。
損害賠償の審理において発生する費用と時間は、往々にして当事者間で和解や協調を促す
ので、それは英国の制度のメリットとして見ることもできるであろう。
◆英国法律事務所 C
The damages related procedures in the UK are poor because they are so expensive and
it is like re-litigating the case all over again.

This is hard on the patentee who

has probably spent considerable sums pursuing the case on the merits and although
costs are recoverable there is s still a shortfall.

The only advantage is that it

encourages settlement.
英国の損害賠償制度は不十分である。なぜなら、非常に費用がかかり、再び一から訴訟し
直すのと同じだからである。これは、恐らく本案訴訟を追求するために相当な金額を費や
した特許権者にとっては酷である。費用を取り戻せるとはいえ、やはり不足分がある。唯
一の利点は、この制度が和解を推進するということである。
47. From the standpoint of an alleged infringer's attorney, what are the good points,
points to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved
or difficult-to-use points of the system for damages in the United Kingdom?
４７．被疑侵害者の代理人の立場から、英国の損害賠償制度の良い点、維持すべきと考え
ている点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は
何でしょうか？
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◆英国法律事務所 A
These will generally be the same as stated in 46.
概ね Q46 に記載した回答と同じ。
◆英国法律事務所 B
General advantages and disadvantages of the damages system in the United Kingdom
have been discussed above in (46), and apply equally to the circumstances described
here.
英国の損害賠償制度のメリットとデメリットに関する概説は、Q46 ですでに行った。本質
問についてもこれが同様に当てはまる。
◆英国法律事務所 C
See above. The major disadvantage on the Defendant is that he will have to undertake
most of the disclosure and work defending the quantum action.
上記を参照。被告側にとっての主な悪い点は、被告が証拠開示と損害賠償訴訟で抗弁する
作業の大部分を引き受けなければならないことである。
IV. Question concerning the patent infringement lawsuit system in Japan
Ⅳ

日本の特許権侵害訴訟システムに関する質問

48. Please tell us about what you think are the good or bad points of the patent
infringement lawsuit system in Japan.
４８．日本の特許権侵害訴訟システムで良い又は悪いと考えている点についてお聞かせ願
います。

◆英国法律事務所 A
We have limited experience of patent infringement lawsuits in Japan.
日本における特許権侵害訴訟についてはあまり経験がない。
◆英国法律事務所 B
As English lawyers we are unable to provide detailed comments on the patent
infringement lawsuit system in Japan.
我々は英国の弁護士であるため、日本における特許侵害訴訟について詳しく述べることは
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できない。
◆英国法律事務所 C
証拠収集制度に関して、英国と比較した場合、日本には当事者が利用可能な選択肢が少な
いように感じる。
英国では、提訴前から判決後まで利用可能な様々な手段が用意されており、ある一手段が
不都合でも、他の手段を選択することが可能であり、またその取捨選択は代理人の腕の見
せ所でもあるように思う。また、制裁手段も各種用意され、不履行や命令違反の深刻さの
程度に応じて異なる制裁を課すことが可能である。さらに、裁判所に大きな裁量が与えら
れており、事案に応じた証拠開示および制裁が可能である点で、日本の制度よりも柔軟か
つ均衡のとれた制度設計になっているような印象を受ける。
費用負担について、敗訴者負担制度そのものの是非はさておき、日本でも、運用の変更に
よって、勝訴者が弁護士費用をある程度回収し、費用倒れに終わることを少しでも回避す
ることが可能ではないかと考える。英国では、費用負担の計算は相当厳密に行っており、
準備にかかる時間等を勘案すると、英国の制度をそのまま導入することには必ずしも積極
的に賛成できない。しかし、日本でも、弁護士費用は損害の一部として認定されるのであ
って、裁判所から当事者にこの点に関する損害の立証を促すことによって、実質的には実
費ベースに近い損害の認定を行う運用も可能と考える。
特許訴訟に限らないが、日本の制度が優れている点として、係属部制が挙げられる。英国
の場合、係属部制を取らないため、同一書類を複数回準備する必要が生じる場合があり、
時間、手間、及び使用される紙の量も、日本の数倍になるという印象がある。
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【ドイツ企業】
I. Questions concerning experience in patent infringement lawsuits
Ⅰ

特許権侵害訴訟の経験に関する質問

1. Have you filed a patent infringement lawsuit with the German court in the past
five years?
１．ドイツの裁判所において、過去５年間、特許権侵害訴訟を提起したことはありますか？
□

Yes.

・Why did you file a patent infringement lawsuit with the German court?
・特許権侵害訴訟をドイツの裁判所で提起した理由は何ですか？
□

No.

◆ドイツ企業 A
☒

Yes.

・Why did you file a patent infringement lawsuit with the German court?
侵害がドイツであったため、ドイツで提訴した。
複数国で侵害があっても、ドイツは市場が大きく経験も多いため、ドイツを選ぶ。
提起が比較的簡単という理由もある。
□

No.

◆ドイツ企業 B
☒

Yes.

・Why did you file a patent infringement lawsuit with the German court?
Because of a German patent infringer and we felt that the German court is the
appropriate forum
ドイツ特許が侵害され、ドイツの裁判所が適切な法廷だと考えたため。
□

No.

◆ドイツ企業 C
□

Yes.

・Why did you file a patent infringement lawsuit with the German court?
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☒

No.

2. Have you put off filing a patent infringement lawsuit with the German court after
considering it in the past five years?
２．ドイツの裁判所に、過去５年間、特許権侵害訴訟の提起を検討したが提起しなかった
ことはありますか？
□ Yes.
・Why did you put off filing a patent infringement lawsuit with the German
court?
・特許権侵害訴訟をドイツの裁判所で提起を見送った理由は何ですか？
□ No.
◆ドイツ企業 A
☒ Yes.
・Why did you put off filing a patent infringement lawsuit with the German
court?
案件による。
ただ、どの裁判所に経験の度合いがどれくらいあるかという観点で考えると、ドイツの裁
判所で行うという結論になることが多い。
□ No.
◆ドイツ企業 B
□ Yes.
・Why did you put off filing a patent infringement lawsuit with the German
court?
☒ Not yet, but we are considering to use another court than the German court
being the more appropriate forum.
◆ドイツ企業 C
☒ Yes.
・Why did you put off filing a patent infringement lawsuit with the German
court?
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□ No.
3. Has the possibility been hinted at that you might face a patent infringement lawsuit
filed from a patentee with the German court, or have you actually faced such a patent
infringement lawsuit as an alleged infringer, in the past five years?
３．

特許権者から、ドイツの裁判所において、過去５年間、特許権侵害訴訟の提起を示

唆されたり、実際に被告として訴訟を提起されたことはありますか？
□ Yes. The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has been
hinted at.
□ Yes. We have actually faced a patent infringement lawsuit.
□ The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has never been
hinted at nor have we actually faced a patent infringement lawsuit.
□特許権侵害訴訟の提起を示唆されたことがある。
□実際に、特許権侵害訴訟の提起されたことがある。
□特許権侵害訴訟の提起を示唆されたことも、実際に特許権侵害訴訟の提起を示唆
されたこともない。
◆ドイツ企業 A
□ Yes. The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has been
hinted at.
☒ Yes. We have actually faced a patent infringement lawsuit.
□ The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has never been
hinted at nor have we actually faced a patent infringement lawsuit.
◆ドイツ企業 B
☒ Yes. The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has been
hinted at.
☒ Yes. We have actually faced a patent infringement lawsuit.
□ The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has never been
hinted at nor have we actually faced a patent infringement lawsuit.
Comment: Quite often patent lawsuits are considered to be business tools as
a lever.
◆ドイツ企業 C
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□ Yes. The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has been
hinted at.
□ Yes. We have actually faced a patent infringement lawsuit.
☒ The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has never been
hinted at nor have we actually faced a patent infringement lawsuit.
II. Questions concerning the status of use of the systems for evidence collection
in patent infringement lawsuits in Germany
Ⅱ

ドイツの特許権侵害訴訟における証拠収集の利用実態に関する質問

A. Claim for information (Section 140b)
A.情報請求（第 140b 条）
4. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness and difficulties
of the system of claim for information.
４．情報請求制度の利用しやすさや困難性に関する考えをお聞かせください

◆ドイツ企業 A
4. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness and difficulties
of the system of claim for information.
ディスカバリほどの負担はない。
相手が情報を出したくない場合、情報を得るのは難しい。
◆ドイツ企業 B
The claim for information could be more user-friendly. In other countries you have
processes like disclosure (UK, CA) or discovery (US) or saisie-contre facon (BE,
FR).
情報請求は、もっと利用しやすくできると思われる。他の国では、disclosure（英国、カ
ナダ）や discovery（米国）、saisie-contre facon（ベルギー、フランス）といったプロ
セスがある。
◆ドイツ企業 C
-
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B. Inspection system (Sections 140c and 140d)
B. 査察制度（第 140c,d 条）
5. Please tell us about the user-friendliness, difficulties, advantages, and
disadvantages of the inspection system.
５．査察制度の利用しやすさや困難性、メリット、デメリットに関する考えをお聞かせく
ださい

◆ドイツ企業 A
5. Please tell us about the user-friendliness, difficulties, advantages, and
disadvantages of the inspection system.
よい点は、簡単にできること。役に立つと聞いている。
◆ドイツ企業 B
From my personal experience I can say that the inspection was granted easily. This
is based on one experience, but I cannot generalize this statement.
個人的な経験からは Inspection は容易に認められたと言うことができる。この発言は一
度の経験に基づいたものだが、一般化して述べることはできない。
◆ドイツ企業 C
From the standpoint of a patentee, our company has not needed the inspection system
yet, since in our industry it is possible to buy the infringing products on the market
and then conduct reverse engineering in order to prove the infringing activity.
特許権者の立場から、弊社はまだ査察制度が必要になったことがない。なぜなら当業界で
は、市販されている侵害製品を購入してリバースエンジニアリングをすることで侵害活動
を立証できるためである。
6. Please tell us about your ideas concerning the good and bad points of the
"Dusseldorf Model" (operational practice of the procedures for claiming inspection).
６．「デユッセルドルフモデル」（査察の請求手続の運用実務）の良い点、悪い点に関する
考えをお聞かせください。
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◆ドイツ企業 A
使いやすい。メリットがあるという人もいる。
◆ドイツ企業 B
No personal experience
個人的に経験したことがない。
◆ドイツ企業 C
See above. However, a potential bad point of the “Dusseldorf Model” is that – from
the standpoint of an alleged infringer – it can be difficult to safeguard the alleged
infringer’s interest in protecting its confidential information.
前述の通り。しかし、「デユッセルドルフモデル」が潜在的に持つ悪い点は（被疑侵害者
の立場から）
、秘密情報保持の観点において、被疑侵害者の利益の保護が難しいことであ
る。
C. Expert opinion system
C. 鑑定制度
7. Have you ever felt anything about the quality or unevenness of the quality of the
experts appointed by the court?
７．裁判所の任命による鑑定人の質や質のばらつきに関して感じることはありますか？

◆ドイツ企業 A
専門家は、技術的な点で当事者同士で決着できない場合に、裁判所が定める。
専門家の質は、判事の経験の豊富さによる。判事が技術分野をよく理解していれば、採用
される専門家の質も高い。逆に、判事が技術分野をよく知らないと、採用される専門家の
質も低い。なぜならば、技術分野に詳しいということは、その技術分野に精通した人も知
っている可能性が高いからである。
◆ドイツ企業 B
Need to follow up – Court appointed experts possess solid scientific knowledge and
court appointed experts are more the exception than the rule.
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追跡調査が必要だ。裁判所が任命した鑑定人は、確かな科学的知見を持っていた。裁判所
が任命した鑑定人というのは、ルールというよりも例外といえる。
◆ドイツ企業 C
8. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness, difficulties,
advantages, and disadvantages of the expert opinion system.
８．鑑定制度の利用しやすさや困難性、メリット、デメリットに関する考えをお聞かせく
ださい

◆ドイツ企業 A
時々専門家が見つからないことがある。特に過去前例がない特殊な技術分野の場合。
独立した立場の専門家がいない。専門家は大学教授が採用されることが多い。技術の経験
が豊富なため。
◆ドイツ企業 B
See Q 7
Q7 を参照。
◆ドイツ企業 C
D. Order to submit a document
D. 文書提出命令
9. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness, difficulties,
advantages, and disadvantages of the order to submit a document system.
９．文書提出命令の利用しやすさや困難性、メリット、デメリットに関する考えをお聞か
せください

◆ドイツ企業 A
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難しくはない。裁判所が提出命令を出せば通常出てくる。困難性は特にない。
◆ドイツ企業 B
User-friendly because well regulated, it is fine as it is.
適切に規制されているので、利用しやすい。現状のままで良い。
◆ドイツ企業 C
This order is rarely applied by the German courts.
この命令が独国の裁判所で適用されることは滅多にない。
E. Protective order
E. 秘密保持命令
10. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness, difficulties,
advantages, and disadvantages of the protective order system.
１０．秘密保持命令の利用しやすさや困難性、メリット、デメリットに関する考えをお聞
かせください

◆ドイツ企業 A
米国では、弁護士の秘匿特権がある。
ドイツでは、提出を命ぜられたらたいてい提出される。
時として鑑定人（専門家）の見解を聞くのこともあるが、ケースとしては少ない。
◆ドイツ企業 B
User-friendly and well respected, no improvement needed from my perspective
利用しやすく、評判がいい。個人的には、改善する必要はないと考える。
◆ドイツ企業 C
A disadvantage is that a protective brief needs to be filed with every single district
court that has a chamber dealing with patent infringement matters. However, this
disadvantage will probably be overcome as soon as the envisaged electronic filing
system is implemented.
デメリットは、特許侵害事件を取り扱う部（chamber）を持つ地方裁判所すべてに事前反
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論書を提出しなければならないことである。しかし、このデメリットはおそらく、想定さ
れている電子提出制度が実施されればすぐに克服されるだろう。
F. The whole of the systems for evidence collection
F.

証拠収取制度全般

11. Have you ever used evidence you collected in Germany in a lawsuit you filed in
another country?
１１．ドイツで確保した証拠を他の国の裁判で利用したことがありますか？
□ We have used such evidence in a lawsuit filed in another EU member country.
Name of the country: (

)

□ We have used such evidence in a lawsuit filed in another non-EU country. Name
of the country: (

)

□ We have not used such evidence in a lawsuit filed in another EU member country.
(

)
□ No.
□EU 圏内の他の国の裁判で利用したことがある。国名：（
□EU 圏外の国の裁判で利用したことがある。国名：
（

）
）

□EU 圏内の他の国の裁判で利用したことがない
□ない
◆ドイツ企業 A
□ We have used such evidence in a lawsuit filed in another EU member country.
Name of the country: (

)

□ We have used such evidence in a lawsuit filed in another non-EU country. Name
of the country: (

)

□ We have not used such evidence in a lawsuit filed in another EU member country.
(

)
☒ No.

◆ドイツ企業 B
☒ We have used such evidence in a lawsuit filed in another EU member country.
Name of the country: (Spain – evidence was in Gemany スペイン – 証拠はドイツで確
保した)
☒ We have used such evidence in a lawsuit filed in another non-EU country. Name
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of the country: (USA – evidence was in Germany 米国 – 証拠はドイツで確保した)
□ We have not used such evidence in a lawsuit filed in another EU member country.
(

)
□ No.

◆ドイツ企業 C
□ We have used such evidence in a lawsuit filed in another EU member country.
Name of the country: (

)

□ We have used such evidence in a lawsuit filed in another non-EU country. Name
of the country: (

)

□ We have not used such evidence in a lawsuit filed in another EU member country.
(

)
☒ No.

12. From the standpoint of a patentee, what are the good points, points to be
maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the systems for evidence collection in Germany?
１２．特許権者の立場から、ドイツの証拠収集制度の良い点、維持すべきと考えている点
又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何でしょ
うか？

◆ドイツ企業 A
ドイツの証拠収集制度はかなりよく、証拠収集は難しくない。
特許権はそれぞれの地域ごとに成立するため、証拠収集も地域ごとに行う。日本で裁判す
るなら日本で集めた証拠で行うことになるし、ドイツならドイツでということになる。と
きとして、フランスで製造、ドイツで販売されるような場合は、国境を越えて証拠収集を
行うこともあるが、通常は国ごとに行われる。
◆ドイツ企業 B
Sufficient legal tools to enjoy the assistance of the German court (Hague convention)
ドイツの裁判所を支援するものとして十分な法的手段（ハーグ証拠収集条約）
◆ドイツ企業 C
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See above: In our industry it is possible to buy the infringing products on the market
and then conduct reverse engineering in order to prove the infringing activity.
In general, the system for evidence collection works quite well in Germany.
前述の通り。当業界では、市販されている侵害製品を購入してリバースエンジニアリング
をすることで、侵害活動を立証することができる。
一般に、独国の証拠収集制度は非常にうまく機能している。
13. From the standpoint of an alleged infringer, what are the good points, points
to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the systems for evidence collection in Germany?
１３．被疑侵害者の立場から、ドイツの証拠収集制度の良い点、維持すべきと考えている
点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何でし
ょうか？

◆ドイツ企業 A
12.参照。
◆ドイツ企業 B
Cannot provide any comment because of lack of experience
経験したことがないので、意見を述べることができない。
◆ドイツ企業 C
See above.
前述の通り。
III. Questions concerning the status of use of the systems for damages in patent
infringement lawsuits in Germany
Ⅲ

ドイツの特許権侵害訴訟における損害賠償の利用実態に関する質問

14. Please tell us about your ideas concerning the advantages and disadvantages of
separating the declaration of the duty to pay damages and the determination of the
amount of damages.
１４．損害賠償支払義務の宣言と損害額の認定を分けるメリット、デメリットに関する考
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えをお聞かせください。

◆ドイツ企業 A
分かれているのは、原則よい。
法的には、まず侵害の有無を争い、次にどの商品が対象なのか証拠を出して損害賠償額を
争う、という２ステップとなっている。
しかしながら、損害賠償額の算定においては、全ての商品について証拠を調べて立証しな
くてはならないが、多くの場合それは難しい。
手続を一本化し、同様の製品で損害を認定をするとやりやすいかもしれない。
◆ドイツ企業 B
I personally prefer the split of damage order and damage amount. It saves time and
costs in case there is no damage order.
個人的には、損害賠償命令と、損害額とを分ける方が好ましい。損害賠償命令が出されな
い場合に、時間と費用が節約できる。
◆ドイツ企業 C
The separation of these two aspects enables the parties to conclude a settlement
before entering into the second stage of the proceedings, i.e. the determination
of the amount of damages.
これら 2 つの側面を分けることで、訴訟の第 2 段階、すなわち損害額の認定に移る前に両
当事者が和解を成立させることが可能になっている。
15. Please tell us about the criteria for judging whether to file another action or
enter into settlement in order to determine the amount of damages after the liability
for damages is declared, as well as your ideas concerning the advantages and
disadvantages of each choice.
１５．損害賠償責任の確認後に損害額の認定のために別訴する場合と和解する場合、どち
らを選択するかの判断基準とそれぞれのメリット・デメリットに関する考えをお聞かせく
ださい。

◆ドイツ企業 A
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通常は、片方が負けそうな時、侵害が認定される前に和解する。この場合、裁判所が損害
賠償額を決める必要はない。
◆ドイツ企業 B
I only can speculate on this part because of the lack of knowledge. If I had enough
evidence on the profit of the infringer I would use those numbers as part of a court
action.
これについては、知識がないので推測するしかない。侵害者の利益に関する証拠が十分に
ある場合には、訴訟の中でその数値を利用するだろう。
◆ドイツ企業 C
Generally speaking, a settlement is recommended, since it is difficult, time / cost
consuming and tedious to determine the amount of damages.
一般的に言って、損害額の認定は困難かつ時間とコストがかかり、うんざりするため、和
解が推奨される。
16. Please tell us about your opinions concerning payment by the losing party of the
attorney fees for the other party.
１６.

弁護士費用の敗訴者負担に関するご意見をお聞かせください。

◆ドイツ企業 A
訴訟費用の敗訴者負担は、よい制度。
弁護士費用だけでなく、関連する費用も負担する。
勝訴者にとっては、訴訟がなければお金が発生しなかった、という考え方が基になってい
る。
訴訟費用の敗訴者負担がなくなると、トロールの活動を助長することになる。
◆ドイツ企業 B
That part is well acceptable and much more beneficial compared to US courts were
the losing party is paying only a very small amount. Personally, no change necessary
敗訴者負担については容認できる。また、敗訴者が少額しか負担しない米国の裁判制度に
比べれば、はるかに有益だと思う。個人的には、変更する必要はないと思う。
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◆ドイツ企業 C
This is a fair approach, since it can be a deterrent against nuisance suits.
迷惑な訴訟の抑止力となりうるので、公正なアプローチである。
17. There is the idea of the system of punitive damages. Please tell us about your
opinions thereon.
１７．懲罰的賠償制度という考え方がありますが、それに関するご意見をお聞かせくださ
い。

◆ドイツ企業 A
懲罰的賠償は、あってもいいと思う。
どの程度の額にするかは問題。原告にライセンスする意向があったか否かによって大きく
変わってくる。
◆ドイツ企業 B
Personally, I am against the punitive damage system. I regard it as an unjustified
punishment.
個人的には、懲罰的損害賠償制度には反対である。懲罰的損害賠償は不当な処罰だと考え
る。
◆ドイツ企業 C
Since there is no discovery in Germany, it would be difficult to prove that the
infringer acted willfully. In general, the current German approach without punitive
damages is preferred.
独国には開示手続がないため、侵害者が故意に侵害行為をしたことを立証するのは困難で
あろう。一般に、懲罰的賠償制度のない現在の独国のアプローチの方が望ましい。
18. From the standpoint of a patentee, what are the good points, points to be
maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the system for damages in Germany?
１８．特許権者の立場から、ドイツの損害賠償制度の良い点、維持すべきと考えている点
又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何でしょ
うか？
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◆ドイツ企業 A
侵害と損害賠償額を別々に争う点はよい。
敗訴者が全てのコストを支払う払う点もよい。
◆ドイツ企業 B
I prefer the damage to be calculated on the basis of the profit made by the infringer
and access to this information should be easily obtainable.
I will explain the process of claiming damages in more detail.
損害額を侵害者の利益を基に算定するのが好ましい。この情報には、容易にアクセスする
ことができる。
損害賠償請求手続についてより詳しく説明するつもりだ。
◆ドイツ企業 C
If the amount of damages is calculated based on license fee considerations, it is
a good point that the license fee determined by the court can be slightly higher
than the usual license fee (since different from a license, the infringer has no
contractual obligations and does not bear the risk of paying license fees for an
invalid patent).
It is, however, difficult to prove loss of profits, since the patentee has to prove
the causality of the infringement for his loss of profits which in most cases is
very difficult. In addition, he has to disclose his calculation of profits.
With respect to calculating damages based on the infringer’s profit, causality also
has to be proven by the patentee. As far as the infringer’s profit is caused by
other factors, the court has to consider this in favor of the infringer.
損害賠償額が実施料の対価に基づいて計算される場合、裁判所が決定する実施料が通常の
実施料よりも若干高額になることが良い点である（なぜなら、実施許諾とは異なり侵害者
は契約上の義務がなく、無効な特許に対する実施料を支払うリスクがないため）。
しかし、利益の損失を証明することは困難である。なぜなら特許権者は利益の損失と侵害
の因果関係を証明しなければならず、それは多くの場合非常に困難なためである。さらに、
利益の計算方法も開示しなければならない。
侵害者の利益に基づく損害賠償額の計算でも、特許権者によって因果関係が証明されなけ
ればならない。侵害者の利益が他の要因によって発生している限り、裁判所はこれを侵害
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者側に有利なものとして考慮しなければならない。
19. From the standpoint of an alleged infringer, what are the good points, points
to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the system for damages in Germany?
１９．被疑侵害者の立場から、ドイツの損害賠償制度の良い点、維持すべきと考えている
点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何でし
ょうか？

◆ドイツ企業 A
懲罰的賠償がない点はよくない。
◆ドイツ企業 B
See 18.
Q18 を参照。
◆ドイツ企業 C
IV. Question concerning the patent infringement lawsuit system in Japan
Ⅳ

日本の特許権侵害訴訟システムに関する質問

20. Please tell us about what you think are the good or bad points of the patent
infringement lawsuit system in Japan.
２０．日本の特許権侵害訴訟システムで良い又は悪いと考えている点についてお聞かせ願
います。

◆ドイツ企業 A
日本では経験がない。
特許庁の知り合いから、日本の特許訴訟では無効判断により権利者が負けがちだという話
を聞いた。日本では特許を取るのが世界的にも難しいと言われているのに、それでも無効
になってしまうというのは驚きだ。
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◆ドイツ企業 B
Good points: very much structured like the German system – clear structure and
straight forward,
I see an improvement on the part of the court hearings which are short and without
significance until you are invited to the main hearing.
良い点：ドイツの制度と構造が非常に似通っていて、明確な構造で分かりやすい。
裁判所での弁論が短く、公判に招かれなければ意味がないという点を改善すべきだと思
う。
◆ドイツ企業 C
According to statistics, Japan is not an attractive venue for patent litigation:
First, the courts find a high number of patents invalid. Second, for matters of
infringement, the courts are still relatively reluctant to affirm equivalent
infringement.
統計によると、日本は特許訴訟地として魅力的な場所ではない。第一に、裁判所は多数の
特許を無効と認定している。第二に、侵害事件において、裁判所は未だに均等侵害の認定
に比較的消極的である。
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【ドイツ法律事務所】
I. Patent infringement lawsuits in general
Ⅰ

特許権侵害訴訟全般

1. How do you think patent infringement disputes are generally resolved? Out of the
total number of patent infringement lawsuits, what do you think is the percentage
of the disputes resolved in the following forms?
１．特許権侵害はどのように解決するのが一般的だと感じていますか？全体を 100 として
その割合を（

）内にお答えください。

□ Litigation: by a court judgment: (
□ Litigation: by a settlement: (
□ Conciliation/mediation (ADR): (
□ Other (

): (

□訴訟：判決による終結（

）％

□訴訟：和解による終結（

）％

□調停（ADR 等）（

)%
)%
)%
)%

）％

□その他（

）（

）％

◆ドイツ法律事務所 A
Please note that because of the bifurcation system in Germany, statistics on the
success rate of infringement proceedings are not very reliable as they only show the
success rate of infringement proceedings, but not the outcome of the often parallel
revocation proceedings. Hence, it is difficult to draw any general conclusions from
the infringement success rates.
Nevertheless, we can offer the following statistica on the outcome of infringement
proceedings based on the data from the Regional Court Düsseldorf in the years 2012
– 2014:
ドイツは分離審理方式（bifurcation）を取っているので、侵害訴訟手続の成功率に関する
統計は、並行して進むことの多い取消訴訟の結果について示さず、こうした手続それ自体
の成功率しか示していないため、信頼性にやや欠ける点に注意されたい。したがって、侵
害訴訟手続の成功率から何らかの一般的な結論を導くことは難しい。
とはいえ、2012 年から 2014 年までのデュッセルドルフ地方裁判所のデータを基に、侵害
訴訟の結果に関する以下の統計を提示することができる。
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Kind

of 2012

2012

2013

2013

2014

2014

2012

2012 –

termination

(Anzahl) %

(Anzahl) %

(Anzahl) %

-2014

2014

終結の種類

（件数）

（件数）

（件数）

(Anzahl)

(%)

（件数）
Judgment

236

54

238

57

258

51

732

54

12

3

4

0,2

28

6

44

3

27

104

25

170

34

391

29

16

71

17

47

9

188

14

判決
Court
settlement
裁判による和
解
Withdrawal of 117
complaint
不服申立ての
取下げ
Other

70

その他

◆ドイツ法律事務所 B
□ Litigation: by a court judgment: (80-90)% (no statistical data –
estimation)
□ Litigation: by a settlement: (10-20)% (no statistical data – estimation)
note: a settlement may come after a first judgement on either infringement
or validity
□ Conciliation/mediation (ADR): (< 1)% (no statistical data – estimation)
□ Other (

): (

)%

◆ドイツ法律事務所 C
□ Litigation: by a court judgment: ( 60 )%
□ Litigation: by a settlement: ( 35 )%
□ Conciliation/mediation (ADR): ( 1 )%
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□ Other (withdrawal): ( 4 )%
II. Evidence collection
Ⅱ

証拠収集

A. Questions concerning the systems for evidence collection in patent infringement
lawsuits in Germany
A

ドイツの特許権侵害訴訟における証拠収集の制度に関する質問

2. Please specify the law governing the inspection procedure and the applicable
clauses.
２．Inspection の根拠となる法律及び条文を教えて下さい。
Section 140c of the Patent Act, Section 809 of the Civil Code
ドイツ特許法 140C 条、民法 809 条
◆ドイツ法律事務所 A
The inspection is primarily governed by Sec. 140c Patent Act which constitutes the
right to request inspection. Such a right is also constituted by the general rule
Sec. 809 Civil Code. The latter one is relevant in cases where there is no illegal
patent use (e.g. Sec. 33 Patent Act).
The enforcement of this right is governed by the general provisions of the Civil
Procedure Code. Since the applicant can choose between main proceedings and
provisional measures (cfr. Sec. 140c para. 3 Patent Act), the applicable provisions
depend on this choice. If the applicant chooses the (faster) way of provisional
measures Sec. 935 et seqq. Civil Procedure Code apply.
The inspection via provisional measures is very favorable for the patentee. It is
therefore the most frequent option because it is usually ordered ex parte, i.e.
without hearing of the opponent. Otherwise, the opponent would be warned and could
arrange for the inspection. For the same reason, main proceedings aimed at an
inspection are very rare, i.e. limited to cases where such a risk does not exist,
e.g. in case of retention obligations. However, if the inspection is – as usually
– ordered ex parte the court particularly has to consider the matter of
confidentiality and arrange protective measures like secrecy obligations (cfr. Sec.
140c para. 3 sent. 2 Patent Act)
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In both cases (main proceedings and provisional measures) the execution of the
decision of the court is governed by Sec. 883 and 890 Civil Procedure Code.
この査察は主に査察を請求する権利に関する特許法第 140c 条によって規律されている。
一般法である民法第 809 条もこうした権利について定めている。民法の規定は、特許の不
正使用が存在しない事件に関係してくる（例えば、特許法第 33 条）。
この権利の行使は、民事訴訟法の一般規定によって規律されている。申立人は本案訴訟か
仮処分かを選べるため（特許法第 140c 条第 3 項を参照）
、適用条文は申立人の選択に応じ
て決まる。申立人が（迅速な）仮処分を選んだ場合、民事訴訟法の第 935 条以下が適用さ
れる。
仮処分による査察は、特許権者に極めて有利である。したがって、これは、通常、一方的
に、すなわち相手方当事者が審問されることなく命じられるため、最も好まれる選択肢で
ある。それ以外の選択肢では、相手方当事者が警告を受け、査察を受けるための準備をす
ることができる。同じ理由から、査察を目的として本案訴訟を進めることは極めて稀であ
る。すなわち、保存義務がある場合など、そのようなリスクが存在しない事件に限定され
る。しかしながら、査察が、一般にそうであるように、一方的に命じられた場合、裁判所
は、なかんずく、秘密保持の問題について考慮し、守秘義務など、保全措置を講じなけれ
ばならない（特許法第 140c 条 3 項第 2 文を参照）。
（本案訴訟と仮処分の）いずれの場合も、裁判所の決定の執行は、民事訴訟法の第 883 条
と第 890 条によって規律される。
◆ドイツ法律事務所 B
Section 140(c) of the Patent Act, Section 809 of the Civil Code
◆ドイツ法律事務所 C
Section 140(c) of the Patent Act, Section 809 of the Civil Code
3. In addition to the inspection procedure, what kind of system for evidence
collection is available? Please also specify the governing law and the applicable
clauses.
If there is more than one system, please specify all.
３．Inspection 以外にはどのような証拠収集制度が存在するのでしょうか？その根拠とな
る法律及び条文も教えて下さい。
※複数存在する場合には全てお答え下さい。
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◆ドイツ法律事務所 A
Independent evidentiary proceedings according to Sec. 485 et seqq. Civil Procedure
Code.
Submission of documents according to Sec. 140c Patent Act and Sec. 810 Civil Code)
Submission of documents according to Sec. 142 Civil Procedure Code
Criminal investigation proceedings
Border seizure according to Regulation (EU) No. 608/2013 and Sec. 142a and 142b Patent
Act
民事訴訟法第 485 条以下に従った独立証拠調べ。
特許法第 140c 条及び民法第 810 条に従った文書の提出
民事訴訟法第 142 条に従った文書の提出
刑事捜査手続
欧州議会及び理事会規則(EU)第 608/2013 号及び特許法第 142a 条及び第 142b 条に従った
国境での押収
◆ドイツ法律事務所 B
・production of documents Section 142, 144 ZPO (Code of Civil Procedure)
・witness evidence Section 373 – 401 ZPO
・system of burden of proof Section 286 ZPO
・ドイツ民事訴訟法（ZPO）第 142 条、第 144 条の文書提出命令
・ドイツ民事訴訟法第 373 条～第 401 条の証人尋問
・ドイツ民事訴訟法第 286 条の自由心証主義
◆ドイツ法律事務所 C
・Section 485 of the German Code of Civil Procedure
・Sections 142, 144 of the German Code of Civil Procedure
・Art. 43 TRIPS
・Public prosecution
・EC-Directive 1206/2001 (Establishing evidence outside of Germany)
・28 U.S.C. § 1782 (US mutual judicial assistance)
・ドイツ民事訴訟法第 485 条
・ドイツ民事訴訟法第 142 条、第 144 条
・TRIPS 第 43 条
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・公訴
・民事又は商事事件における証拠調べの領域での構成国の裁判所間の協力に関する 2001
年５月 28 日の理事会の（EG）Nr.1206/2001 規則（ドイツ国外における証拠の立証）
・合衆国法典第 28 巻第 1782 条（米国との相互の司法共助）
4. What is a difference between the inspection procedure and the other system(s) for
evidence collection you mentioned in 3 above?
４．Inspection と３．でお答えいただいた証拠収集制度との関係性を教えて下さい。
Relationship with the independent evidentiary proceedings (Section 485 of the Code
of Civil Procedure)
独立証拠調べ（民事訴訟法 485 条）との関係について
◆ドイツ法律事務所 A
Relationship with the independent evidentiary proceedings (Sec. 485 Code of Civil
Procedure)
Generally the enforcement of Sec. 140c Patent Act and the independent evidentiary
proceedings according to Sec. 485 et seqq. Civil Procedure Code are two independent
ways for the patentee (or another entitled person, e.g. licensee) to obtain an
inspection. The difference is that in the former case (Sec. 140c Patent Act) the
patentee enforces his own right to collect information and evidence which he can
then in a further step present to the court within an infringement action. In contrast
to that, in case of independent evidentiary proceedings, the court itself takes the
evidence, but already before the initiation of main proceedings.
In most cases it is necessary and appropriate to combine both systems though: If
the subject of the inspection is not publicly available, but can only be inspected
in the facilities of the alleged infringer, and the patentee wants to initiate
independent evidentiary proceedings, the independent evidentiary proceedings order
has to be combined with a connivance order based on Section 140c para. 3 Patent Act
(= „Düsseldorf model“), because the former does not include any connivance orders
which, however, are necessary in this (standard) scenario.
However, if the requirements are met, an inspection according to Sec. 140c Patent
Act could also be enforced without independent evidentiary proceedings.
Advantages of independent evidentiary proceedings:
・Sufficient probability of patent infringement is not required – in contrast to
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Sec. 140c Patent Act. However, as mentioned above, usually the independent
evidentiary proceedings order has to be combined with a connivance order based on
Sec. 140c Patent Act which as such requires the likelihood of an infringement, cfr.
the answer to question 8.
・The expert’s opinion resulting from the inspection can immediately be used in
the infringement proceedings.
Advantage of Sec. 140c Patent Act:
According to the Higher Regional Court Düsseldorf (OLG Düsseldorf, decision dated
17.1.2014 – I-2 W 43/13), Sec. 883 para. 2 Civil Procedure Code applies if the right
to demand inspection is enforced, but the subject of the inspection is not to be
found. That means that the patentee can demand an affidavit of the alleged infringer
stating that he is not in possession of the object and does not know where it is.
The other evidence collection systems:
Submission of documents according to Sec. 140c Patent Act and Sec. 810 Civil Code
The documents have to be shown to the patentee so he can take notice of the content.
Submission of documents according to Sec. 142 Civil Procedure Code
An order according to Sec. 142 Civil Procedure Code requires pending court
proceedings, a party referring to that document and the relevance of the document
for the outcome of the proceedings. However, if the requirements of Sec. 140c Patent
Act are not met, the order cannot be enforced against the will of the defendant.
Preliminary criminal proceedings
The prosecutor investigates the case (e.g. via inspection and/or seizure) on his
own account. However, prosecutors suffer from high workload and are – according to
experience – often not very proactive in prosecuting patent infringement cases.
Furthermore, criminal sanctions require that there has been wilful infringement
(which is difficult to prove). Furthermore, it is not the function of the prosecution
authorities to collect evidence for civil proceedings.
Border seizure
The Border seizure can only take place in the scope of responsibility of the customs
authorities. Its main purpose is not to prepare the enforcement by the entitled person
(patentee) in infringement proceedings, but to immediately enforce intellectual
property rights at the borders by keeping infringing products away from the European
single market. The seized goods are not handed out to the patentee since Art. 19
para. 2 sent. 2 of the Regulation (EU) No. 608/2013 does not apply in case of patents
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(but only on counterfeit and pirated goods).
Relationship with the independent evidentiary proceedings (Sec. 485 Code of Civil
Procedure)
一般に、特許権者（又は、実施権者など、他の権利者）にとって、特許法第 140c 条の執
行と、民事訴訟法第 485 条以下に従った独立証拠調べとが、それぞれ、査察を認められる
二つの方法である。前者（特許法第 140c 条）の場合、特許権者が、情報と証拠を収集す
る自らの権利を行使し、その先の段階として、侵害訴訟の枠内において情報と証拠を裁判
所に提示する点に違いがある。それとは対照的に、独立証拠調べの場合、裁判所自身が（た
だし、本案訴訟が開始される前に）証拠を採取する。
大半の事件では、次の方法により、両方の制度を組み合わせることが必要かつ妥当である。
査察する対象が公開されておらず、被疑侵害者の施設内でしか査察できず、特許権者が、
独立証拠調べを開始したい場合、独立証拠調べの命令に、特許法第 140c 条第 3 項に基づ
いた黙認命令を組み合わせなければならない（=「デュッセルドルフモデル」）。というの
も、この（標準的な）シナリオで必要とされる黙認命令が前者には含まれないためである。
しかしながら、この要件を満たす場合には、独立証拠調べを行うことなく、特許法第 140c
条に従った査察も強制することができる。
独立証拠調べのメリット
・特許法第 140c 条とは対照的に、特許権侵害の十分な可能性が必要とされない。しかし
ながら、独立証拠調命令は、上述のように、通常、それ自体では侵害の可能性を必要とす
る特許法第 140c 条に基づいた黙認命令と組み合わせなければならない（Q8 への回答を参
照）。
・侵害訴訟では、査察の結果を報告する専門家の意見書を直ちに利用できる。
特許法第 140c 条のメリット
デュッセルドルフ高等裁判所（OLG Düsseldorf、2014 年 1 月 17 日付判決第 I-2 W 43/13
号）によれば、査察を請求する権利が行使されたものの、査察の対象が見つからなかった
場合、民事訴訟法第 883 条第 2 項が適用される。このことは、被疑侵害者がその物体を所
持せず、どこにあるかも知らない旨の宣誓供述書を特許権者が被疑侵害者に要求できるこ
とを意味する。
他の証拠収集制度
特許法第 140c 条及び民法第 810 条に従った文書の提出
特許権者が文書の内容に注目できるよう、その文書を特許権者に示さなければならない。
民事訴訟法第 142 条に従った文書の提出
民事訴訟法第 142 条に従った命令を申し立てるためには、裁判所において係属中の訴訟手
続、その文書に言及する当事者及び訴訟手続の結果に関係する文書であることが必要とさ
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れる。しかしながら、特許法第 140c 条の要件を満たしていない場合には、被告の意思に
反してその命令を執行することはできない。
暫定的刑事訴訟
検察官が、（例えば査察や押収により）自分の責任で事件を捜査する。しかしながら、検
察官は、仕事量の多さに悩まされており、これまでの経験によれば、特許権侵害事件を起
訴することにそれほど熱心ではない場合が多い。さらに、刑事罰を科すためには、（立証
することが困難な）故意侵害が存在する必要がある。さらに、民事訴訟手続のための証拠
を収集することは検察当局の仕事ではない。
国境での押収
国境での押収は、関税当局の責任の範囲でしか行うことができない。その主な目的は、侵
害訴訟における権利者（特許権者）による執行の準備をすることではなく、侵害品を欧州
単一市場から排除することで国境において知的財産権を直ちに行使することにある。欧州
議会及び理事会規則(EU)第 608/2013 号の第 19 条第 2 項第 2 文は（模倣品と著作権侵害品
にのみ適用され）特許事件には適用されないため、押収した物品は、特許権者に引き渡さ
れない。
◆ドイツ法律事務所 B
(i) inspection proceedings are in practice separate pre-trial proceedings by way
of ex parte preliminary injunctions (although not limited to this) whereas the other
means are part of regular main proceedings
(ii) inspection involves a Court appointed expert
(iii) inspection proceedings result in an expert report in the form of a comprehensive
infringement opinion
(iv) inspection proceedings are conceived after the proceedings for preserving
evidence section 485 – 494a ZPO
(i) Inspection は、実際には、一方的な仮処分（これに限定されないが）による独立した
裁判前の手続である。これに対し、2．で回答した他の手段は、通常の本案訴訟手続きの
一部である。
(ii) Inspection には、裁判所が指名する専門家も関与する。
(iii) Inspection については、専門家が侵害に関する包括的な意見書にまとめる。
(iv) Inspection は、ドイツ民事訴訟法第 485 条～第 494a 条の独立証拠調べとして考案さ
れたものである。
◆ドイツ法律事務所 C
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1) Section 140(c) of the German Patent Act
Following Directive 2004/48/EC (Enforcement Directive), the right of inspections
was included as a special statutory provision in Section 140(c) of the German Patent
Act on September 1st, 2008. It relates to both objects and documents but does not
affect the general rules under Sections 809 and 810 of the German Civil Code and
states that an action may be brought against anyone who, with a sufficient degree
of probability, uses a patented invention contrary to Sections 9 to 13 of the German
Patent Act, by the proprietor of the right or by another party entitled ordering
them to submit a document or have an object inspected that is within his power of
disposal, provided this is necessary to substantiate its claims for patent
infringement.
2) Section 485 of the Code of Civil Procedure, Section 809 of the German Civil Code
According to German procedural law there is a special procedure (independent evidence
procedure) for securing evidence in urgent matters, pursuant to Section 485 of the
Code of Civil Procedure, which can only be ordered by a judge. Section 485 of the
Code of Civil Procedure comprises of a mechanisms which allows evidence to be heard
before legal proceedings are brought. Section 809 of the German Code in connection
with Section 485 of the German Code of Civil Procedure is applicable in cases if
any of the conditions set out in Section 140(c) of the German Patent Act is not met,
in particular if there is a lack of probability of the use of the patented inventions.
3) Sections 142, 144 Code of Civil Procedure, Art. 43 TRIPS
Further, Sections 142, 144 Code of Civil Procedure in connection with Art. 43 TRIPS
can be taken into account, which enable the court, during an ongoing legal dispute,
to order a visual inspection or appraisal by an expert and, for this purpose, to
demand the submission of objects or documents. According to ECJ case law the courts
are obliged to take the content of TRIPS into account as far as possible when applying
national law.
4) Public prosecution
Establishing facts can also be conducted by public prosecutor´s office. Although
in practice public prosecution are only rarely pushed through by the authorities,
it might be worthwhile to file a complaint with the prosecutor´s office to request
a search and seizure of objects at short notice, for example at trade fairs, in order
to obtain documentation on possibly infringing products.
5) EC-Directive 1206/2001
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Please refer to Questions 14 below.
6) 28 U.S.C. § 1782
Please refer to Questions 14 below.
1) ドイツ特許法第 140c 条
ドイツ特許法第 140c 条は、2004 年の欧州指令（Directive2004/48/EC。エンフォースメン
ト指令）を受けて、inspection の権利を規定する特別な条文として、2008 年 9 月 1 日に
同法に追加されたものである。この条文は、有体物と文書の双方に関わるが、ドイツ民法
第 809 条、第 810 条の一般ルールに影響を及ぼすものではない。ドイツ特許法第 140c 条
は、特許付与された発明を、十分に確実性をもってドイツ特許法第 9 条から第 13 条まで
の規定に違反して実施しているいかなる者に対しても、当該権利の保有者又は文書を提出
すること若しくは自身の処分権の下にある物の検査をすることを命じる権利を有するそ
の他の者は、特許権が侵害されているという主張の正当性を実証するために必要である場
合には、訴訟を提起することができると規定している。
2) 民事訴訟法第 485 条、ドイツ民法第 809 条
ドイツの訴訟法は、緊急時において証拠を確保するための特別の手続として、民事訴訟法
第 485 条の独立証拠手続を置いている。これは、裁判官によって命令されることによって
のみ実行可能な手続である。民事訴訟法第 485 条は、訴訟が提起される前に証拠調べを行
うことを可能にする制度である。ドイツ特許法第 140c 条に挙げられた要件が満たされな
い場合、特に、特許付与された発明の実施についての蓋然性が欠けている場合に、ドイツ
民法第 809 条とドイツ民事訴訟法第 485 条を組み合わせて適用することができる。
3) 民事訴訟法第 142 条、第 144 条、TRIPS 第 43 条
さらに、TRIPS 第 43 条と組み合わせた民事訴訟法第 142 条、第 144 条についても検討する
ことができる。これは、裁判所が、係属中の訴訟において、専門家による目視検査又は鑑
定を命じ、当該目的のために有体物又は文書の提出を求めることを認める条文である。欧
州司法裁判所の判例法によれば、裁判所は、国内法を適用するに当たっては、可能な限り
TRIPS の内容について考慮しなければならないとされている。
4) 公訴
証拠の立証は、検察庁によって行うこともできる。実務的には、当局が公訴を推進するこ
とは稀であるが、例えば取引の公正に関して、侵害している可能性のある製品に関する証
拠を得るために、検察庁に対して、目的物について即時に捜索差押を行うようにとの申立
てを行うことは意義のあることであろう。
5) 民事又は商事事件における証拠調べの領域での構成国の裁判所間の協力に関する 2001
年５月 28 日の理事会の（EG）Nr.1206/2001 規則
後述の Q14 を参照されたい。
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6) 合衆国法典第 28 巻第 1782 条
後述の Q14 を参照されたい。
5. Please explain the purpose of the inspection procedure and the background that
led to the introduction of this system, including a difference from the power to
inspect under Section 809 of the Civil Code. Please also specify the references that
explain these matters.
５．Inspection の趣旨や制度導入の背景について、民法 809 条の査察権との違いを含め教
えて下さい。その根拠となる文献も分かれば教えて下さい。
There was a rule that the right holder who files an action is responsible for evidence
collection.
However, following the EU Directive issued in 2004 (Directive2004/48/EC, Article
6), the inspection procedure was introduced.
従来、訴訟提起をする場合、証拠の収集は本来権利者側が負担すべきものとの考えに基づ
いていた。
近年、2004 年の欧州指令（Directive2004/48/EC 6 条)を受け、Inspection が設けられた。
◆ドイツ法律事務所 A
Purpose: As a principle of German Civil, law the plaintiff bears the burden of proof
for all circumstances which are necessary to establish his claim.
Therefore the patentee has to collect all the evidence which is necessary to prove
the infringement. This can be very difficult or even impossible if the infringement
takes place in the sphere of the infringer so that there is no public access, e.g.
in case of processes running inside manufacturing machines. The inspection is a
possibility for the patentee to obtain the information and evidence he needs to
investigate whether there is a patent infringement and, if so, to prove it.
Background of the introduction: The background of the introduction of Sec. 140c
Patent Act was the implementation of the Enforcement Directive 2004/48/EC into German
law.
However, please note that already at that time the current inspection system has
already been established by the jurisdiction of the infringement courts, in
particular by the Regional Court Düsseldorf. Back then it was based on Sec 809 Civil
Code and the provisions from the Civil Procedure Code, in particular Sec. 485.
Therefore, with the introduction of Sec. 140c Patent Act, the case law was confirmed
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by the legislator and officially codified.
Difference from the right to demand inspection under Sec 809 Civil Code:
According to the Federal Court of Justice there is no difference regarding the
inspection.
趣旨：ドイツ民法の原則として、原告の請求を立証することが必要とされるあらゆる状況
のもとで原告が立証責任を負う。
したがって、特許権者は、侵害を証明するのに必要なあらゆる証拠を収集しなければなら
ない。例えば、製造機械内で使われている方法など、侵害者の影響圏内で侵害が行われて
おり、公開されていない場合、証拠の収集が極めて困難であるか不可能な場合さえある。
査察は、特許権者が、特許権侵害が行われているかどうかを捜査し、また、行われている
場合には、これを立証するのに必要な情報と証拠を入手する機会である。
制度導入の背景：特許法第 140c 条の導入の背景として、執行指令第 2004/48/EC 号をドイ
ツ法として国内法化する目的があった。
しかしながら、その当時、侵害裁判所の裁判管轄、特にデュッセルドルフ地方裁判所によ
って現在の査察制度がすでに確立されていた点に注意されたい。その当時、査察制度は、
民法第 809 条と、民事訴訟法の規定、特に第 485 条に基づいていた。従って、特許法第 140c
条が導入されたことにより、判例法が立法者によって確認され、正式に法典化された。
民法第 809 条に基づく査察請求権との違い
連邦裁判所によれば、両者の査察に違いはない。
◆ドイツ法律事務所 B
Section 140c has been introduced with the transposition of the enforcement directive
into German law in 2008. The content of this section endorses a prior judicial
practice developed by the Court in Düsseldorf. This prior practice had been based
on a combination of the rules on preservation of evidence (section 485 – 494a ZPO)
and on preliminary injunction (section 935 ZPO) (cf. Kühnen, GRUR 2005, 185).
The main difference compared to section 809 – which is still applicable – is that
section 140c specifically defines the inspection as a right of the patentee based
on a certain level of indication of patent infringement. By contrast, section 809
BGB only states a general rule without giving specific guidance on the conditions
for application in the field of patent infringement.
ドイツ特許法第 140c 条は、2004 年の欧州指令（Directive2004/48/EC 6 条)を受けて、2008
年に追加された条文である。同条文の内容は、デュッセルドルフ裁判所がそれまでに行っ
ていた実務上の取扱いを認めるものである。当該取扱いは、独立証拠調べに関する規定（ド
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イツ民事訴訟法第 485 条～第 494 条 a）と、仮処分に関する規定（ドイツ民事訴訟法第 935
条）を併合したものに基づくものであった（cf. Kühnen, GRUR 2005, 185）
ドイツ民法第 809 条（現在も適用できる）と比べたときの大きな違いは、以下である。ド
イツ特許法第 140c 条は、inspection について、特許権侵害がなされていることが十分に
確実である場合の、特許権者の権利として特に定義している。これに対し、ドイツ民法第
809 条は、特に特許権侵害の分野への適用条件に関して具体的に指針を定めるものではな
く、一般的なルールについてのみ規定している。
◆ドイツ法律事務所 C
There was a rule that the right holder who files an action is responsible for evidence
collection. However, following the Enforcement Directive, the inspection procedure
was introduced as a special statutory provision. Section 140(c) of the German Patent
Act is the result of the implementation of Articles 6 and 7 of the Enforcement
Directive, however, it does not affect the general rules under Sections 809 and 810
of the German Civil Code.
Before the commencement of the Enforcement Directive, the inspecting party, because
of the confidentiality interest of the infringer, was, according to the old case
law relating to Section 809 of the German Civil not allowed to make substantive
intrusions, which were seen merely in the dismantling of parts or the commission
or decommissioning of a device. Further, there is also a need to balance the interest
of the respective parties. However, even before implementation of Section 140(c)
German Patent Act in the more recent case law the FCJ had already referred to the
fact that the infringer did not simply have to accept damage to its property, but
that in many cases there was not actually any threat of damage. Further, it also
had to be borne in mind that the inspecting party has to pay compensation for any
damage caused and the inspection can in this respect be made under the condition
of a security bond.
There was a rule that the right holder who files an action is responsible for evidence
collection. し か し な が ら 、 エ ン フ ォ ー ス メ ン ト 指 令 を 承 け た 特 別 な 規 定 と し て 、
inspection 手続が導入された。ドイツ特許法第 140c 条は、エンフォースメント指令第 6
条と第 7 条を国内法化した産物である。ただし、それはドイツ民法第 809 条と第 810 条の
一般ルールに影響を及ぼすものではない。
エンフォースメント指令の施行前は、inspection を行う当事者は、侵害者の秘密保護のた
め、ドイツ民法第 809 条に関連した古い判例法に従い、部品を分解し、又は機械の作動と
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停止を見ることができるだけで、物品について立ち入った inspection を行うことは許さ
れていなかった。さらに、各当事者の利害のバランスを取る必要性もある。しかし、ドイ
ツ特許法第 140c 条が施行される前においてすら、連邦裁判所は近年の判例において、侵
害者はその財産に対する損害をただ受忍しなければならないわけではなく、それどころ
か、多くの場合において損害のおそれは生じていないということをすでに述べていた。さ
らに、inspection を行う当事者は、発生した損害について賠償しなければならず、この点
については、保証を付けることを条件として inspection を実施することも可能だという
ことも念頭に置くべきである。
6. When can an inspection be demanded, and when is it conducted? Please also specify
the governing law and the applicable clauses.
If there is any difference between the case where an inspection is conducted in
combination with independent evidentiary proceedings and the case where it is
conducted independently, please explain such difference.
６．Inspection は、いつ申立てが可能であり、いつ行われるのでしょうか？その根拠とな
る法律及び条文も教えて下さい。また、独立証拠調べと併合した場合と、併合しない場合
で違いがあれば、その違いについても教えて下さい。
Before the institution of a lawsuit:
After the institution of a lawsuit:
訴訟開始前の場合
訴訟提起後の場合
◆ドイツ法律事務所 A
Before the filing of an infringement action:
An inspection can be demanded at any time. The execution takes place after the
decision of the court. In case of provisional measures, the court will decide as
soon as possible.
In this regard there is no difference between the independent evidentiary proceedings
and the inspection according to Sec. 140c Patent Act.
After the filing of an infringement action:
The inspection according to Sec. 140c Patent Act can be demanded at any time, the
execution takes place after the decision of the court. In case of provisional measures
the court will decide as soon as possible.
After the filing of an infringement action independent evidentiary proceedings can
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be demanded only within the scope of Sec. 485 para. 1 Civil Procedure Code, i.e.
if the opponent agrees or if there is a certain risk that the evidence gets lost
or the use of the evidence will be hindered.
侵害訴訟を提起する前
査察は随時請求できる。執行は裁判所の決定後に行われる。仮処分の場合、裁判所は可及
的速やかに決定する。
この点に関して、独立証拠調べと特許法第 140c 条に従った査察とに違いはない。
侵害訴訟を提起した後
特許法第 140c 条に従った査察は随時請求でき、執行は裁判所の決定後に行われる。仮処
分の場合、裁判所は可及的速やかに決定する。
侵害訴訟の提起後、民事訴訟法第 485 条第 1 項の範囲内でのみ、すなわち、相手方当事者
が同意した場合又は証拠が失われるか若しくは証拠の利用が妨げられる一定のリスクが
存在する場合にのみ、独立証拠調べを請求できる。
◆ドイツ法律事務所 B
section 140c PatG
Before the institution of a lawsuit:
・sufficient likelihood of infringement
・device/machine to be inspected etc. in possession of the defendant
・inspection required for establishing infringement
・inspection not out of proportion
After the institution of a lawsuit:
as above
The difference between both situations relates to the implementation via the rules
on preservation of evidence. Before the institution of a lawsuit the inspection may
be implemented based on sect. 485(2) ZPO whereas after the institution of a lawsuit
the inspection could be implemented based on section 485 (1) ZPO. In the first case,
the inspection would be granted already if it may contribute to avoiding a lawsuit
(which is almost always fulfilled) whereas in the second case it would only be ordered
if the other side agrees or if there is a risk of removal or modification of the
evidence.
ドイツ特許法第 140c 条
訴訟開始前の場合
・権利侵害がなされていることが十分に確実であること
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・inspection の対象となるべき装置／機械などを被申立人が所有していること。
・権利侵害の立証のために inspection が必要であること
・inspection が均衡を失したものでないこと
訴訟提起後の場合
上述の通り。
提訴前の inspection と提訴後の inspection の違いは、独立証拠調べに関する規定と関係
している。提訴前の inspection はドイツ民事訴訟法第 485 条第 2 項に基づいて実施され
るが、提訴後のそれは同法第 485 条第 1 項に基づいている。また、提訴前の inspection
は、訴訟を回避するのに役立つ可能性があれば（これは大抵の場合、該当している）認め
られるのに対し、提訴後のそれは、相手方が同意した場合、又は証拠の持ち去りや改ざん
のおそれがある場合にのみ認められる。
◆ドイツ法律事務所 C
1) After the institution of a lawsuit:
Either by way of 1) action on the merits or 2) request for a PI order.
The inspection claim can initially be asserted in main action proceedings, whereby,
in the first step, the defendant is requested to tolerate the inspection by a court
expert and (thereafter) the handover of the expert opinion. However, the disadvantage
of main action proceedings are of course the considerable amount of time that they
take, the loss of any element of surprise (on the part of the infringer) and the
fact that the inspection is often only intended to provide a sufficient basis for
infringement proceedings, that is why a legal action for inspection should not be
combined with a request for injunctive relief.
Thus, in our view, it is more preferable to start preliminary injunction proceedings.
Also in the latter, if the product is no publicly accessible, the owner of the product
to be inspected has to be ordered to tolerate the inspection.
2) Before the institution of a lawsuit:
In addition, the independent evidence procedure pursuant to Section 485 of the German
Code of Civil Procedure can by initiated, according to which the substantive
inspection claim according to Section 140(c) of the German Patent Act and Section
809 of the German Civil Code is not asserted, but instead an inspection is ordered
on separate procedural grounds under the premises of Section 485 of the German Code
of Civil Procedure. It is an extremely utilitarian way of establishing the facts
and/or evidence and particularly advantageous, amongst other things because it can

- 318 -

be carried out under minimal factual conditions, in particular:
・the risk that the evidence to be inspected will be lost (Section 485(1) of the
German Code of Civil Procedure)
・the petitioner has a legal interest in asserting any evidence, the law specifying
as a standard example the case where the evidence procedure may possibly be used
to avoid a legal dispute (Section 485(2) of the German Code of Civil Procedure)
Further, no examination of sufficient substantiation is carried out to determine
whether the alleged design of a product of the inspection proves to exist, there
is in fact any infringement of the scope of protection of the patent justifying a
claim.
Furthermore, if the infringing party refuses to permit the inspection measures, in
particular by not granting access to its business premises, a search order can be
obtained from the court and enforced if necessary with the help of a bailiff and
the police (Sec. 758(a) of the German Code of Civil Procedure; please note: exclusive
jurisdiction, which is different from the jurisdiction for patent litigation
matters, is given at the location in which the search should be carried out, Sec.
758(a)(1) of the German Code of Civil Procedure).
1) 訴訟提起後：
1) 本案訴訟又は 2) 仮処分命令の申立てによる。
Inspection の申立ては、最初は、本案の訴訟手続の中で行うことができる。それにより、
被告はまず、裁判所が選任した専門家による inspection と（その後の）専門家の意見書
を受け入れる必要がある。しかしながら、本案訴訟手続には、以下のようなデメリットが
ある。それは当然ながら相当な時間を要するものであり、（侵害者の側に対して）不意打
ち的性格による損失をもたらし、また、侵害訴訟を提起するための十分な根拠を得るだけ
のために inspection が申立てられることも多い。したがって、inspection の申立ては、
差止命令の申立てと併合してなされるべきではない。
したがって、我々の考えとしては、仮差止請求を行うことがもっと好ましい。仮差止請求
においても、一般人が製品にアクセスできない場合においては、inspection の対象となる
製品の所有者が当該 inspection を受忍すべき旨の命令が出される必要がある。
2) 訴訟提起前：
さらに、ドイツ特許法第 140c 条とドイツ民法 809 条による物品の inspection が主張され
ず、ドイツ民事訴訟法第 485 条の規定による独立した手続を根拠として inspection が命
令された場合、同法第 485 条による独立証拠手続を開始することができる。これは、事実
及び／又は証拠について立証するための非常に効果的な方法であり、最低限の事実しかな
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い場合においても実施できるという点において、なかんずく以下の場合において非常に有
効である。
・inspection の対象となる証拠が失われるリスクがある場合（ドイツ民事訴訟法第 485 条
第 1 項）
・申立人が、証拠調べを主張する法的利益を有する場合。法は、このような場合の標準的
な例として、当該証拠手続が訴訟の回避に役立ち得る場合を挙げている（ドイツ民事訴訟
法第 485 条第 2 項）。
さらに、Inspection の対象となる製品の被疑侵害デザインの存在が立証されるかどうかを
判断するために、十分な立証がなされたかの検討がなされない場合にも、事実上、特許の
保護範囲に対する何らかの侵害があったとされ、訴えが正当化される。
さらに、侵害者の側が、特に事業の基礎となる事物に対するアクセスを認めないことによ
り inspection を拒否するのであれば、裁判所による捜索命令を得ることができ、それは
必要な場合には執行官と警察官の支援により実施することができる（ドイツ民事訴訟法第
758a 条。捜索がなされる場所に関する排他的管轄権は、特許訴訟に関する管轄権とは異な
るものであるので、留意されたい。ドイツ民事訴訟法第 758a 条第 1 項）。
7. Who demands an inspection, what is the relevant authority, and how a demand should
be filed? Please also specify the governing law and the applicable clauses.
If there is any difference between the case where an inspection is conducted in
combination with independent evidentiary proceedings and the case where it is
conducted independently, please explain such difference.
７．Inspection は、誰がどの機関に対してどのように申し立てるのでしょうか？その根拠
となる法律及び条文も教えて下さい。また、独立証拠調べと併合した場合と、併合しない
場合で違いがあれば、その違いについても教えて下さい。
The inspection procedure is initiated when the patentee files a demand with the court
for an inspection to investigate the goods suspected of infringing the patent, etc.
特許権者が、被疑侵害品等を調査するための査察を、裁判所に対して申し立てることによ
り開始される。
◆ドイツ法律事務所 A
Who?
According to Sec. 140c para. 1 sent. 1 Patent Act the inspection can be demanded
by the patent owner or “other entitled persons”, i.e. every person who is entitled
to file an infringement action (e.g. licensees or assignees).
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In this regard there is no difference between the independent evidentiary proceedings
and the inspection according to Sec. 140c Patent Act.
Which authority?
The application for an inspection always has to be addressed to the court which is
or would be competent for the main proceedings (cfr. Sec. 937 para. 1 Civil Procedure
Code regarding provisional measures based on Sec. 140c para. 1 and 3 Patent Act and
Sec. 486 para. 1 and 2 Civil Procedure Code regarding independent evidentiary
proceedings). According to Sec. 143 Patent Act the competence for patent infringement
proceedings always lies with the Regional Courts.
Content of the application
The required content of the application depends on whether the applicant seeks
“just” an inspection under Sec. 140c Patent Act (via main proceedings or
provisional measures) or wants to initiate independent evidentiary proceedings.
1. “Just” Sec. 140c Patent Act
The application has to contain
・the parties
・the subject of the demanded inspection
・the means which are necessary for the inspection and the evidence collection, i.e.
what the inspecting person shall be allowed to do during the inspection (since the
opponent can prohibit any act in his facilities or with his property that is not
explicitly allowed by the order it is very important to list all steps which are
necessary to conduct the inspection, e.g. turn on the computer, enter the password,
stop/start the machine etc.)
・the facts based on which the court can decide whether the requirements of Sec.
140c para. 1 Patent Act (cfr. answer to question 8) are met
(regarding main proceedings cfr. Sec. 253 para. 2 Civil Procedure Code, regarding
provisional measures cfr. Sec. 936, 920 para. 1, 2 Civil Procedure Code)
2. Independent evidentiary proceedings
The application has to contain
・the parties
・the fact to be proved, i.e. that the embodiment falls in the scope of protection
of the patent
・the intended means of evidence (expert’s opinion)
・the facts based on which the court can decide whether the requirements of Sec.
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485 para. 1 or 2 Civil Procedure Code are met
(cfr. Sec. 487 Civil Procedure Code)
In the event that the alleged infringer refuses the inspection, the competent Local
Court (as an exception in patent matters not the Regional Court!) has to order the
searching of the facilities according to Sec. 785a, 802 Civil Procedure Code.
申立人
特許法第 140c 条 1 項第 1 文によれば、特許権者又は「他の権利者」すなわち侵害訴訟を
提起できる権利を有する一切の者（例えば実施権者又は譲受人）が査察を請求できる。
この点に関して、独立証拠調べと特許法第 140c 条に従った査察とに違いはない。
請求する相手当局
査察の申立ては、常に、裁判管轄権を現在備えているか、将来備える裁判所に行わなけれ
ばならない（特許法第 140c 条第 1 項及び第 3 項に基づいた仮処分に関する民事訴訟法第
937 条第 1 項及び独立証拠調べに関する民事訴訟法第 486 条第 1 項及び第 2 項）。特許法第
143 条によれば、特許権侵害訴訟の裁判管轄権は、常に地方裁判所にある。
申立ての内容
申立てに必要とされる内容は、申立人が特許法第 140c 条に基づいた査察「のみ」を求め
るのか、独立証拠調べを開始したいのかに左右される。
1. 特許法第 140c 条「のみ」
申立書に以下の内容を記載しなければならない
・当事者
・査察を請求する対象
・査察を行い、証拠を収集するために必要な手段、すなわち、査察する間に査察する者に
認めるべき行為（相手方当事者は、自らの施設又は地所内において、命令により明示的に
許されていない一切の行為を禁止できるため、例えば、コンピュータの電源を入れる、パ
スワードを入力する、機械を停止／始動するなど、査察を行うのに必要なあらゆる措置を
一覧にすることが極めて重要である）。
・特許法第 140c 条第 1 項の要件（Q8 への回答を参照）を満たしているかどうかを裁判所
が判断する根拠になる事実
（本案訴訟については民事訴訟法第 253 条第 2 項、仮処分については民事訴訟法第 936 条、
第 920 条第 1 項及び第 2 項を参照）
2. 独立証拠調べ
申立書に以下の内容を記載しなければならない。
・当事者
・証明すべき事実、すなわち、実施例が特許の保護範囲内にあること
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・予定している証拠形態（専門家の意見書）
・民事訴訟法第 485 条第 1 項又は第 2 項の要件を満たしているかどうかを裁判所が判断す
る根拠になる事実
（民事訴訟法第 487 条を参照）
被疑侵害者が査察を拒否した場合、管轄する区裁判所（特許関連では例外的であるが、地
方裁判所ではない！）が、民事訴訟法第 785a 条及び第 802 条に従った施設の捜索を命じ
なければならない。
◆ドイツ法律事務所 B
The inspection is requested by the potential plaintiff in a patent infringement case.
The inspection can be requested by
・a separate complaint to the Court having jurisdiction or
・by preliminary injunction proceedings
potentially combined both potentially with a request for an order to preserve
evidence to the Court having jurisdiction.
The main difference between the independent inspection and the combination of
inspection and order to preserve evidence is that in the first case the evidence
is collected by the party (or a party expert) whereas in the second case the evidence
is collected by a Court appointed expert. The value of evidence established based
on a Court appointed expert opinion may be higher than the value of mere party
evidence.
Inspection は、特許権侵害訴訟において原告となるべき者の申立てによってなされる。
Inspection の申立ては、
・管轄権を有する裁判所に対する独立した訴訟の提起
・仮処分
によってなされ、いずれも、管轄権を持つ裁判所に対する独立証拠調べの命令の申立てと
併合して行うことができる。
Inspection 単独の場合と、独立証拠調べと inspection を併合した場合の大きな違いは、
前者においては証拠が一方当事者（又は当事者が選任した専門家（party expert））によ
って収集されるのに対し、後者においては証拠が裁判所が任命した専門家によって収集さ
れる点である。裁判所が任命した専門家の意見書に基づき立証された証拠の価値は、当事
者が収集した証拠よりも価値が高いと考えられる。
◆ドイツ法律事務所 C
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The inspection procedure is initiated when the patentee files a request with the
court for an inspection to investigate the goods suspected of infringing the patent,
etc.
The court ruling on the main action in which a legal dispute is already pending or
is to be made pending has jurisdiction to decide on the evidence order (Section 486(1)
and 486(2) of the German Code of Civil Procedure). Thus, a competent court in respect
of the inspection request is therefore wherever a patent infringement action may
be filed.
The inspection procedure is initiated when the patentee files a request with the
court for an inspection to investigate the goods suspected of infringing the patent,
etc.
訴訟がすでに係属している又は係属される予定の本案に関する判断を行う裁判所が、独立
証拠手続に関して判断する管轄権を有する（ドイツ民事訴訟法第 486 条第 1 項、第 486 条
第 2 項）。したがって、特許侵害訴訟の提起がなされる裁判所が、inspection の申立てに
関する管轄権を有する。
8. Please explain the conditions under which an inspection is permitted. If an
inspection is not permitted, what kind of opportunity is available to the patentee
to file an objection? Please specify the law governing the inspection procedure and
the applicable clauses.
If there is any difference between the case where an inspection is conducted in
combination with independent evidentiary proceedings and the case where it is
conducted independently, please explain such difference.
８．Inspection について、申立てが認められる条件を教えて下さい。また、申立てが認め
られなかった場合、申立人にはどのような反論の機会が与えられるのでしょうか。その根
拠となる法律及び条文も教えて下さい。また、独立証拠調べと併合した場合と、併合しな
い場合で違いがあれば、その違いについても教えて下さい。
Requirements for provisionally permitting an inspection before the filing of an
action, and the applicable clauses
Validity of the patent
Suspicion of patent infringement
Allegation that the alleged infringer possess the objects or documents demanded
Necessity of an inspection
Necessity of security
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訴訟提起前の仮処分が認められる要件、根拠となる条文
特許の有効性
特許権侵害の疑いについて
被疑侵害者が、申立人が求める物品や文書を保持していること
査察の必要性
担保の必要性について
◆ドイツ法律事務所 A
Requirements of Sec. 140c para. 1 Patent Act
・sufficient probability of patent infringement
・power of disposition of the alleged infringer (possession)
・necessity of the inspection, i.e. there has to be no other way for the patentee
to obtain the information/ evidence (e.g. the item is not publicly available, test
purchase is not possible)
・appropriateness of the inspection
In general, provisional measures require urgency. However, for example the Higher
Regional Court Düsseldorf states that because of Sec. 140c para. 3 Patent Act urgency
is not required for provisional measures regarding inspections.
Independent evidentiary proceedings are ordered if the requirements of Sec. 485 para.
1 or 2 Civil Procedure Code are met.
Additional requirements of Sec. 485 para. 1 Civil Procedure Code:
・either approval of the opponent or
・risk that the evidence gets lost or the use of it will be hindered (usually the
latter one is the case excerpt if a retention obligation exists)
Cumulative requirements of Sec. 485 para. 2 Civil Procedure Code (applicable only
before the filing of an infringement action):
・the subject to be examined by the technical expert has to be listed in Sec. 485
para. 2 Civil Procedure Code (e.g. the status of an item)
・legal interest of the applicant
If the independent evidentiary proceedings are combined with an order based on Sec.
140c para. 1 and 3 Patent Act (“Düsseldorf model”) the requirements of both
provisions (Sec. 140c para. 1 Patent Act and Sec. 485 para. 1 or 2 Civil Procedure
Code) have to be met.
Ways to appeal a declining decision
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Declining decision in main proceedings  appeal according to Sec. 511 et seqq. Civil
Procedure Code
Declining decision regarding provisional measures:
- decision without oral hearing  immediate appeal according to Sec. 567 et seqq.
Civil Procedure Code (cfr. Sec. 567 para. 1 no. 2 Civil Procedure Code)
- decision after oral hearing  appeal according to Sec. 511 et seqq. Civil Procedure
Code
Declining decision regarding independent evidentiary proceedings  immediate
appeal according to Sec. 567 et seqq. Civil Procedure Code (cfr. Sec. 567 para. 1
no. 2 Civil Procedure Code)
However, please note that the matter of appeal has very little practical relevance
since usually there is no official declining decision to appeal (if the court rejects
an application for an ex parte order the rejection normally happens in an informal
way, i.e. the court usually informs the applicant via phone that it does not intend
to grant the request and the applicant then withdraws the request).
特許法第 140c 条第 1 項の要件
・特許権侵害の十分な可能性
・被疑侵害者の処分権（占有）
・査察の必要性、すなわち、特許権者にとって、情報／証拠を入手する他の方法が存在し
ないこと（例えば、その物品が公開されていないか、試験的な購入が不可能であること）
・査察の妥当性
仮処分には、一般に、緊急性が必要とされる。しかしながら、例えば、デュッセルドルフ
高等裁判所は、特許法第 140c 条第 3 項の規定により、査察に関係する仮処分には緊急性
が必要とされないと述べている。
民事訴訟法第 485 条第 1 項又は第 2 項の要件を満たしている場合に独立証拠調べを命じる。
民事訴訟法第 485 条第 1 項の追加的要件
・相手方当事者の承諾又は
・証拠が失われるか若しくは証拠の利用が妨げられるリスクのいずれか（保存義務が存在
する場合を除いて通常は後者である）
民事訴訟法第 485 条第 2 項の累積的要件（侵害訴訟の提起前にのみ適用される）
・技術専門家によって検査される対象は、民事訴訟法第 485 条第 2 項に記載されている必
要がある（例えば物品の状態）
・申立人の法律上の利益
独立証拠調べに特許法第 140c 条第 1 項及び第 3 項に基づいた命令を組み合わせた場合（「デ

- 326 -

ュッセルドルフモデル」
）、（特許法第 140c 条第 1 項と民事訴訟法第 485 条第 1 項又は第 2
項の）両方の規定の要件を満たさなければならない。
却下・棄却を上訴する方法
本案訴訟における却下・棄却 → 民事訴訟法第 511 条以下に従った上訴
仮処分に関係する却下・棄却
- 口頭審理を経ない決定 → 民事訴訟法第 567 条以下に従った即時抗告（民事訴訟法第 567
条第 1 項第 2 号）
- 口頭審理後の決定 → 民事訴訟法第 511 条以下に従った抗告
独立証拠調べに関係する決定の却下・棄却 → 民事訴訟法第 567 条以下に従った即時抗告
（民事訴訟法第 567 条 1 項 2 号）
しかしながら、通常は、抗告の対象となる正式な却下・棄却が存在しないため、実際には、
抗告が問題となるのは極めて稀である（裁判所が、一方的命令を求める申立てを却下・棄
却する場合、そうした却下・棄却は、通常、非公式に行われる。すなわち、請求を認容す
るつもりがないことを裁判所が申立人に電話で伝え、申立人が請求を取り下げる）点に注
意されたい。
◆ドイツ法律事務所 B
conditions under which inspection is granted (sect. 140c PatG):
・sufficient likelihood of infringement
・device/machine to be inspected etc. in possession of the defendant
・inspection required for establishing infringement
・inspection not out of proportion
In case of both a request by a complaint (see 7) above) and by preliminary injunction
the patentee may file an appeal against a decision rejecting the inspection.
Inspection が認められるための要件は、以下の通りである（ドイツ特許法第 140c 条）。
・権利侵害がなされていることが十分に確実であること
・inspection の対象となるべき装置／機械などを被申立人が所有していること。
・権利侵害の立証のために inspection が必要であること
・inspection が均衡を失したものでないこと
通常の訴訟において inspection の申立てがなされた場合（Q7 を参照）も、仮処分におい
て申立てがなされた場合も、特許権者は、inspection を却下する決定に対しては不服を申
立てることができる。
◆ドイツ法律事務所 C
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Requirements for provisionally permitting an inspection before the filing of an
action, pursuant to Section 140(c) of the German Patent Act:
- Suspicion of patent infringement (certain degree of probability of infringement)
- Allegation that the alleged infringer possess the objects or documents demanded
(power of disposal)
- Necessity of an inspection (proportionality)
- Necessity of security
- Consideration of the confidentiality interest of the infringer
Requirements for provisionally permitting an inspection before the filing of an
action, ドイツ特許法第 140c 条によれば、
- Suspicion of patent infringement（特許を侵害していることが十分に確実であること）
- Allegation that the alleged infringer possess the objects or documents demanded
（管理権限）
- Necessity of an inspection（均衡性）
- Necessity of security
- 侵害者の機密保持の必要性の考慮
9. Who conducts the inspection procedure? Please also specify the governing law and
the applicable clauses.
If there is any difference between the case where an inspection is conducted in
combination with independent evidentiary proceedings and the case where it is
conducted independently, please explain such difference.
９．Inspection は誰が実行するのでしょうか？その根拠となる法律及び条文も教えて下さ
い。また、技術専門家の権限について、独立証拠調べとの違い、独立証拠調べと併合した
場合との違いについて
A technical expert appointed by the court
At the request of the patentee, the patentee or its attorney or patent attorney may
be allowed to attend the inspection.
裁判所に任命された技術専門家
申立人の申立てにより、申立人、その代理人の弁護土又は弁理士の立会いが許可されるこ
ともある。
◆ドイツ法律事務所 A
Sec. 140c Patent Act
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In general, Sec. 140c para. 1 Patent Act entitles the patentee (or licensee) to
conduct the inspection himself. However, this right has little practical meaning
since the inspection is usually based on independent evidentiary proceedings (see
below) and the court always has to consider the matter of confidentiality (cfr. Sec.
140c para. 3 sent. 2 Patent Act).
Independent evidentiary proceedings
The technical expert appointed by the court conducts the inspection. By request based
on Sec. 140c Patent Act the attorneys of the patentee or an expert appointed by the
patentee can be allowed to attend the inspection. Nevertheless, the confidentiality
interests of the opponent have to be taken into consideration and usually require
that only the patentee’s attorney under a strict duty of confidentiality (also
towards their own client) are allowed to be present during the inspection.
特許法第 140c 条
一般に特許法第 140c 条第 1 項は、自分で査察する権利を特許権者（又は実施権者）に認
めている。しかしながら、査察は、通常、独立証拠調べに基づいて行われ（以下を参照）
、
裁判所は、常に、秘密保持の問題を考慮しなければならない（特許法第 140c 条 3 項第 2
文を参照）ため、この権利には、実用上、ほとんど意味がない。
独立証拠調べ
裁判所の任命した技術専門家が査察を行う。特許法第 140c 条に基づいた請求により、特
許権者の弁護士又は特許権者の任命した専門家に対し、査察に立ち会うことを認めること
ができる。とはいえ、秘密保持による相手方当事者の利益について考慮しなければならず、
その必要上、通常は、（自分の依頼人へのものも含めた）厳格な守秘義務のもとで特許権
者の弁護士にのみ査察に立ち会うことを認める。
◆ドイツ法律事務所 B
A technical expert appointed by the court, typically a patent attorney or university
professor.
At the request of the patentee, its attorney and/or patent attorney may be allowed
to attend the inspection.
A technical expert appointed by the court, 通常は弁理士か大学教授である。
At the request of the patentee,特許権者の弁護士及び／又は弁理士が inspection に立
ち会うことができる。
◆ドイツ法律事務所 C
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A technical expert appointed by the court.
At the request of the patentee, the patentee or its attorney or patent attorney may
be allowed to attend the inspection. As regards the differences please refer to
Questions 3 and 4 above.
A technical expert appointed by the court.
At the request of the patentee, the patentee or its attorney or patent attorney may
be allowed to attend the inspection.差異に関しては、上記の Q3 と Q4 を参照されたい。
10. Where and how is the inspection procedure conducted, and whom does it involve?
Please also specify the governing law and the applicable clauses.
Please explain the duty to cooperate imposed on the respondent subject to the
inspection?
１０．Inspection は、誰に対してどのような場所・手法で実行されるのでしょうか？その
根拠となる法律及び条文も教えて下さい。また、Inspection を受け入れる側にはどのよう
な協力義務が課せられるのでしょうか。
Within the facilities of the respondent
相手方の施設内部
◆ドイツ法律事務所 A
Where?
The inspection takes place wherever the specified item is located. This will often
be in the facilities of the alleged infringer or at their booth at a trade fair etc.
How?
How the inspection is conducted in detail depends on the order of the court which
partly depends on the application. In general, the inspection can include every mean
that is necessary to obtain the required information and evidence. This can, for
example, be the taking photos, videos and screenshots or the running and looking
into machines.
However, the inspection is limited to the items specified in the order. Sec. 140c
Patent Act does not give the right to search the facilities of the alleged infringer.
For that reason it is – as mentioned above – very important to be diligent and careful
and precise when drafting the application.
Whom does it involve?
・the inspecting person (normally a technical expert either appointed by the court
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or the patentee)
・potentially the attorneys of the patentee (see above)
・the alleged infringer who has to connive at the inspection, e.g. in his facilities
・the defendant’s attorneys (usually the court order states that the defendant can
demand to postpone the inspection for two hours in order to seek legal advice)
Duty to cooperate
In general there is no duty at all for the infringer except if there is a connivance
order. However, according to Sec. 883 para. 2 Civil Procedure Code the patentee can
– as mentioned above – demand an affidavit of the alleged infringer stating that
he is not in possession of the item and does not know where it is if the item is
not to be found during the enforcement of an inspection based on Sec. 140c Patent
Act.
査察を行う場所
指定された物品が存在する任意の場所で査察を行う。被疑侵害者の施設又は見本市のブー
ス等になる場合が多い。
査察方法
査察の詳細な実施方法は、裁判所の命令に左右され、この命令は、一面において、申立て
に左右される。一般に、必要な情報及び証拠を入手するために必要な一切の手段を査察に
含めることができる。これは、例えば、写真、動画及びスクリーンショットの撮影でも、
又は機械の稼働又は詳しい検査でもよい。
しかしながら、査察は、命令に明記された物品に限定される。特許法第 140c 条では、被
疑侵害者の施設を捜索する権利を与えていない。こうした理由から、前述のように、申立
書を注意深く、慎重に、かつ正確に記載することが極めて重要である。
査察を行う者
・査察を行う者（通常は、裁判所又は特許権者が任命した技術専門家）
・特許権者の弁護士が行う可能性もある（上記を参照）
・例えば自分の施設など、査察において黙認しなければならない被疑侵害者
・被告の弁護士（裁判所の命令には、通常、被告が、法律上の助言を求めるために査察を
2 時間延期するよう要求できると記載されている）
協力する義務
黙認命令がある場合を除き、侵害者には一切義務がない。しかしながら、民事訴訟法第 883
条第 2 項によれば、特許権者は、上述のように、特許法第 140c 条に基づいた査察を強行
している間に物品が見つからなかった場合、被疑侵害者がその物品を所持せず、どこにあ
るかも知らない旨の宣誓供述書を被疑侵害者に要求できる。
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◆ドイツ法律事務所 B
Within the facilities of the respondent specifically named in the inspection order.
Participants:
・Court appointed expert
・bailiff
・attorney of claimant / patent attorney (optional)
・attorney / patent attorney of respondent (optional)
The duty of cooperation is specifically defined in the Court order and the scope
depends on each case. Typically it would include not to remove or modify the
relevant device/machine, to allow the expert inspect the machine in use, take
pictures, disassemble, make tests, take samples.
Within the facilities of the respondent Inspection の命令の中で明示されたものであ
る。
Inspection に参加する者：
・裁判所が任命した専門家
・執行官
・申立人の弁護士／弁理士（任意）
・被申立人の弁護士／弁理士（任意）
裁判所の命令において協力義務を具体的に定義し、その範囲は各事例に応じて決定
する。通常は、協力義務のうちには、関連した装置／機械について持ち去ったり改造
したりすることを禁止したり、専門家が使用中の機械について検査し、写真を撮り、
分解し、試験し、サンプルを採ることを認めたりすることが含まれる。
◆ドイツ法律事務所 C
Within the facilities of the respondent (infringer).
Within the facilities of the respondent（侵害者）
11. What evidence is collected through the inspection procedure? Please also specify
the governing law and the applicable clauses.
１１．Inspection ではどのような証拠が収集されるのでしょうか？その根拠となる法律及
び条文も教えて下さい。
After finishing an inspection, the technical expert submits an opinion to the court
to report the results of the inspection.
査察が完了すると、技術専門家は、査察の結果を報告するための意見書を、裁判所に提出
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する。
◆ドイツ法律事務所 A
Inspection under Sec. 140c Patent Act
The patentee or his private experts can take photos and videos of the embodiment.
Further these experts can inspect the embodiment and testify as witnesses. An expert
opinion which can be used as evidence in accordance with Sec. 402 et seqq. Civil
Procedure Code cannot be obtained by an expert not appointed by court.
However, as mentioned above usually the inspection is based on independent
evidentiary proceedings (see below) which, hence, is practically more relevant.
Independent evidentiary proceedings
The independent evidentiary proceedings normally result in an court appointed
expert’s opinion within the meaning of Sec. 402 et seqq. Civil Procedure Code.
特許法第 140c 条に基づく査察
特許権者又は同人の専門家は、実施例の写真及び映像を撮影することができる。さらに当
該専門家は、実施例を査察し、証人として証言することができる。民事訴訟法第 402 条以
下に従って証拠として利用できる専門家の意見書は、裁判所により任命されていない専門
家からは取得することができない。
ただし、上述のとおり、通常は、実務により関連してくる査察は独立証拠調べ（下記参照）
に基づくものである。
独立証拠調べ
独立証拠調べにより、通常は、民事訴訟法第 402 条以下の意味における裁判所が任命した
鑑定人の鑑定書が作成される。
◆ドイツ法律事務所 B
140c PatG:
・Technical information in any form of medium
・commercial information
・bank/financial information
ドイツ特許法第 140c 条：
・あらゆる媒体形式における技術情報
・取引上の情報
・銀行／財務に関する情報
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◆ドイツ法律事務所 C
After finishing an inspection, the technical expert submits a written report/opinion
to the court to report the results of the inspection where appropriate including
photographs and video recordings. Further, respondent (infringer) might request a
hearing of the technical expert.
Inspection の終了後、技術に関する専門家は、inspection の結果について報告するため、
それが適切な場合には写真やビデオ録画も含めた報告書／意見書を裁判所に提出する。さ
らに、被申立人（侵害者）は、技術に関する専門家に対する尋問を求めることができる。
12. How is the evidence obtained through the inspection procedure used in the court
proceedings? Please also specify the governing law and the applicable clauses.
If there is any difference between the case where an inspection is conducted in
combination with independent evidentiary proceedings and the case where it is
conducted independently, please explain such difference.
１２．Inspection で得られた証拠は裁判においてどのように利用されるのでしょうか？そ
の根拠となる法律及び条文も教えて下さい。また、独立証拠調べと併合した場合と、併合
しない場合で違いがあれば、その違いについても教えて下さい。

◆ドイツ法律事務所 A
Photos and videos are taken as evidence via visual examination (cfr. Sec 371 et seqq.
Civil Procedure Code)
Witnesses are taken as evidence via hearing (cfr Sec 373 ff Civil Procedure Code)
Expert opinions are either given in an oral hearing (cfr. Sec. 402 et seqq. Civil
Procedure Code) or submitted in written form and then explained in an oral hearing
(Sec. 411 Civil Procedure Code).
写真及び映像は、目視検査を通じて、証拠とみなされる（民事訴訟法第 371 条以下）。
証言は、審問を通じて証拠とみなされる（民事訴訟法第 373 条以下）
専門家の意見書は、口頭審理において提供されるか（民事訴訟法第 402 条以下参照）、又
は文書により提出された後に、口頭審理において説明される（民事訴訟法第 411 条）。
◆ドイツ法律事務所 B
independent inspection (section 140c PatG):
The result of the inspection would be either documentary evidence (copy, photo) or
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an opinion from a party expert.
inspection combined with measure to preserve evidence (section 140c PatG, 485ff ZPO):
The result of the inspection is a report by the Court appointed expert on the question
of infringement.
In both cases the result of the inspection may be filed in support of the infringement
argument by plaintiff in patent infringement action. The value of the evidence is
different and the opinion by a Court appointed expert may be stronger evidence than
evidence collected by the party (or party expert) directly.
Inspection 単独の場合（ドイツ特許法第 140c 条）
：
Inspection の結果は、証拠書類（コピー、写真）または当事者が選任した専門家からの意
見としてまとめられる。
証拠保全措置と併合された inspection の場合（ドイツ特許法第 140c 条、ドイツ民事訴訟
法第 485 条以下）：
Inspection の結果は、裁判所が選任した専門家による侵害に関する報告としてまとめられ
る。
いずれの場合も、inspection の結果は、原告が特許侵害訴訟において侵害の主張を裏付け
るために提出することができる。しかし、証拠の価値は異なり、裁判所が任命した専門家
の意見は、当事者（又は当事者が選任した専門家）が収集した証拠よりも強力な証拠とさ
れることがある。
◆ドイツ法律事務所 C
As usual in every civil court proceeding, according to Sections 355 to 484 German
Code of Civil Procedure (General regulations on taking evidence). In order to impede
the performance of the inspection, the individual means of preserving the evidence
should be included in the request, e.g. the taking of photographs/film, the operating
and shutting down of machinery, screenshots of control system/panel and the like.
あらゆる民事訴訟における通常の処理同様、ドイツ民事訴訟法第 355 条から第 484 条（証
拠の収集に関する一般規制である）に従う。Inspection を適切に実施するために、証拠を
保全するための個別の手段、例えば写真／動画の撮影、機械の作動と停止、コントロール・
システム／パネルのスクリーンショットなどといったものを申立てに含めるべきである。
13. If the evidence obtained through the inspection procedure contains any
confidential information (e.g. trade secrets), how is such confidential information
treated?
What penalties are provided for persons who have divulged confidential information
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contained in the evidence? Please also specify the governing law and the applicable
clauses.
１３．Inspection において、証拠に営業秘密等の秘密情報が含まれていた場合、それらの
秘密情報はどのように取り扱われるのでしょうか？また、証拠に含まれる秘密情報を漏ら
した者に対し、どのような罰則が設けられていますか？その根拠となる法律及び条文も教
えて下さい。
When a technical expert's opinion does not affect any legitimate trade secrets held
by the respondent, the opinion is disclosed to the patentee without limitation. For
example, if the respondent does not seek protection of its trade secrets or seeks
protection by unreasonable means, the technical expert's opinion is disclosed to
the patentee without limitation.
When the opinion suggests patent infringement, even if the respondent seeks
protection of its trade secrets, the court determines that the patentee's interest
prevails over the respondent's interest. However, if the opinion contains
descriptions concerning the respondent's trade secrets which are irrelevant to
establishment of the allegation of infringement, such descriptions are allowed to
be blacked out before the opinion is disclosed to the patentee.
When the opinion does not suggest patent infringement, priority is given to the
respondent's interest in protecting its trade secrets by keeping the opinion
undisclosed. In this case, the patentee's attorney or patent attorney is obliged
to keep the facts they have come to know during the procedure for evidence collection
undisclosed forever.
意見書が相手方の正当な営業秘密に影響を与えない場合、意見書は無制限で申立人に公開
される。例えば、相手方が、営業秘密の保護を求めない場合又はこれを不合理な方法で求
める場合には、技術専門家の意見書は制限なしで申立人に公開される。
意見書が特許侵害を示唆する場合には、相手方が営業秘密の保護を求めたとしても、裁判
所は、通常、申立人の利益が優先すると判断する。しかし、意見書の一部に、侵害事実の
証明とは無関係の、相手方の営業秘密に関する記載がある場合には、意見書が申立人に公
開される前に該当部分を黒く塗り潰すことが許容される。
意見書が特許侵害を示唆しない場合には、原則として、意見書を公表しないという相手方
の営業秘密の利益が優先される。この場合、申立人の弁護士又は弁理士は、証拠収集手続
過程で知った事実を永久に開示してはならない。165

165

クラウス・グラビンスキー「ドイツ特許訴訟における査察命令および証拠収集手続の概要」L&T No.59 48 頁（2013
年）
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◆ドイツ法律事務所 A
If confidentiality matters are concerned in independent evidentiary proceedings
combined with a connivance order based on Sec. 140c Patent Act a procedure consisting
of two stages applies:
1) The expert’s opinion is disclosed to the alleged infringer and to the patentee’s
attorneys who are bound to secrecy.
2) The alleged infringer has to argue and to show credibly that confidentiality
matters are concerned.
a) If he fails  Disclosure of the expert’s opinion and cancellation of the
obligation of secrecy
b) If he succeeds  Disclosure of a blackened version of the expert’s opinion if
that does not distort the relevant content. Otherwise the court has to weigh the
disclosure interest of the patentee against the confidentiality interest of the
alleged infringer. The result of this weighting mainly depends on the existence of
a patent infringement: If the report shows a patent infringement the disclosure
interest of the patentee prevails. If not, the confidentiality interest prevails.
The decision of the court is subject to appeal for both sides according to Sec. 567
para. 1 no. 2 Civil Procedure Code.
Penalties
The dissemination of confidential information is criminal under Sec. 203 para. 1
no. 3 Criminal Code (regarding attorneys) and – after a confidentiality order of
the court – under Sec. 353d no. 2 Criminal Code. The maximum penalty is imprisonment
of one year, but also a fine is possible.
秘密保持の問題が、特許法第 140c 条に基づく黙認命令と併合した独立証拠調べに関係す
る場合には、次の二段階で構成される手続が適用される。
1)被疑侵害者及び秘密保持義務を課される特許権者の弁護士に対し、専門家の意見書を開
示すること
2) 被疑侵害者は、秘密保持の問題が絡んでいることを納得のいくように主張し、証明し
なければならない。
a) 証明できない場合  専門家の意見書の開示及び守秘義務の取消し
b) 証明できた場合  関連する内容が歪曲されないときは、専門家の意見書を黒く塗り
つぶしたものを開示。そうでない場合には、裁判所は、特許権者にとっての開示の利益と、
被疑侵害者にとっての秘密保持の利益を考量しなければならない。この考量の結果は、主
に特許権の侵害の存在の有無に応じて決まる。報告書から特許権侵害が証明される場合に
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は、特許権者にとっての開示の利益が優先される。特許権侵害が証明されない場合には、
秘密保持の利益が優先される。民事訴訟法第 567 条第 1 項第 2 号に基づき、両当事者は、
裁判所の判決に対して上訴することができる。
罰則
秘密情報の開示は、（弁護士に関する）刑法第 203 条第 1 項第 3 号に基づき、また裁判所
が秘密保持命令を出した後は、刑法第 353d 条第 2 号に基づき犯罪である。最高刑は、1 年
の自由刑だが、罰金刑に処すこともできる。
◆ドイツ法律事務所 B
The protection of confidential information is secured with the following steps in
case of an inspection combined with measure to preserve evidence:
・In a first stage the information obtained through inspection is available only
to the Court appointed expert and the attorneys for claimant (no disclosure to
claimant)
・After the expert has sent the report to the Court, respondent has the opportunity
to object specific confidentiality concerns which are examined by the Court. The
expert report is released to the claimant after a weighing of interests between the
confidentiality concerns of respondent and the interest of claimant to obtain
evidence. An important factor is the result of the expert opinion: if the expert
finds infringement, the likelihood of a release is higher than if the expert denies
infringement. The Court may decide to release only parts of the expert report or
remove confidential content selectively.
証拠保全措置と併合された inspection の場合、秘密情報の保護は、以下のステップによ
り確保される。
・まず、inspection によって得られた情報は、裁判所によって任命された専門家と、申立
人の弁護士のみが利用することができる（申立人には開示されない）
・専門家が裁判所に報告書を送付した後に、被申立人は、個別の秘密保持の懸念について
異議を申立てることができ、裁判所はそれらを検討する。専門家の報告書については、被
申立人の秘密と、原告が証拠を得ることの利益を比較考量した上で、原告に公表される。
ここでの重要な要素は、専門家の意見がもたらす結果である。専門家が侵害を認める場合
には、専門家が侵害を否定する場合と比べ、報告書が原告に公表される可能性は高くなる。
裁判所は、報告書の一部だけを公表することや、秘密部分を選択して削除することを決定
することもある。
◆ドイツ法律事務所 C
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When a technical expert's opinion does not affect any legitimate trade secrets held
by the respondent, the opinion is disclosed to the patentee without limitation. For
example, if the respondent does not seek protection of its trade secrets or seeks
protection by unreasonable means, the technical expert's opinion is disclosed to
the patentee without limitation.
When the opinion suggests patent infringement, even if the respondent seeks
protection of its trade secrets, the court determines whether the patentee's interest
prevails over the respondent's interest. However, if the opinion contains
descriptions concerning the respondent's trade secrets which are irrelevant to
establishment of the allegation of infringement, such descriptions are allowed to
be blacked out before the opinion is disclosed to the patentee.
When the opinion does not suggest patent infringement, priority is given to the
respondent's interest in protecting its trade secrets by keeping the opinion
undisclosed. In this case, the patentee's attorney or patent attorney is obliged
to keep the facts they learned during the procedure for evidence collection
undisclosed forever.
14. Can the evidence obtained through the inspection procedure be used in countries
other than Germany?
If so, in which countries and under what conditions can it be used? Please also specify
the governing law and the applicable clauses.
１４．Inspection で得られた証拠はドイツ以外でも利用できるのでしょうか？
YES の場合、どんな国でどんな条件で利用できるのでしょうか？その根拠となる法律及
び条文も教えて下さい。

◆ドイツ法律事務所 A
The use in foreign countries depends on the respective foreign law.
The German law does not per se forbid the use of the evidence in other countries:
However, if there is a confidentiality order to be observed (see above under question
13) the evidence may, of course, not be used in Germany and neither anywhere else.
外国で使用できるかについては、それぞれの国の法律による。
ドイツの法律自体は、他の国で得られた証拠の使用を禁じていない。しかしながら、秘密
保持命令を守らなければならない場合には（上記 Q13 の回答を参照）、当然ながら、その

- 339 -

証拠はドイツ及びその他のどこの国においても使用することができない。
◆ドイツ法律事務所 B
From a German point of view there is no limitation regarding the use of the evidence
collected in the inspection proceedings, to the extent such evidence is released
to the parties. Whether or not such evidence may be used in other countries is thus
a matter of foreign law in the respective country.
ドイツにおいては、inspection で収集された証拠が当事者に公表されている限り、その使
用について制限はない。したがって、当該証拠が他国で使用できるかどうかというのは、
その国の法律次第である。
◆ドイツ法律事務所 C
This is not covered by German law and therefore depends on EU and foreign law
regulations. E.g. according to Section 28 U.S.C § 1782 (mutual judicial assistance)
German courts only on specific reasons can refuse to take into consideration evidence
that has been collected in US discovery proceedings.
Further, EC Regulation 1206/2001 aims to make it easier to take evidence in another
EU Member State (excluding Denmark). It applies in civil and commercial matters where
the court of a Member State:
・requests the competent court of another Member State to obtain evidence;
・requests permission to gather evidence themselves in another Member State.
The request should be made to obtain evidence which is intended for use in judicial
proceedings, commenced or contemplated.
これについては、ドイツの法律では規定されていないので、EU 及び外国の法による規制に
服する。例えば、合衆国法典第 28 巻第 1782 号（相互の司法共助）によれば、ドイツの裁
判所は、米国のディスカバリー手続において収集された証拠につき、特別の理由がない限
り、それを考慮することを拒否することはできない。
さらに、民事又は商事事件における証拠調べの領域での構成国の裁判所間の協力に関する
2001 年５月 28 日の理事会の（EG）Nr.1206/2001 規則は、EU の他の加盟国（デンマークを
除く）における証拠収集の容易化を目指している。同規則は、民事訴訟及び商事訴訟にお
いて、加盟国の裁判所が以下を行うときに適用される。
・管轄権を有する他の加盟国の裁判所に対して、証拠の取得を求める場合。
・当該裁判所自らが、他の加盟国において証拠を収集することの許可を求める場合。
当該要求は、すでに提起された又は提起が検討されている訴訟手続において使用するため
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の証拠を取得する目的でなされるべきである。
15. Have any measures to prevent an abuse of the inspection procedure (e.g. the time
limit for filing an action after demanding an inspection, requirement of security,
penalties for an abuse of collected evidence) been put in place?
If so, please specify such measures. Please also specify the governing law and the
applicable clauses.
１５．Inspection の濫用を防止するための何らかの措置（例えば、提訴するまでの期限、
担保の必要性、証拠収集を濫用した者に対する罰則等）は設けられているでしょうか？
YES の場合、どんな措置でしょうか？その根拠となる法律及び条文も教えて下さい。

◆ドイツ法律事務所 A
In case of independent evidentiary proceedings, the alleged infringer can demand
that the main proceedings have to be initiated within a time period to be determined
by the court (cfr. Sec. 494a Civil Procedure Code)
Regarding an order based on Sec. 140c Patent Act the alleged infringer can claim
damages caused by the inspection if it is found that there was no patent infringement
(cfr. Sec. 140c para. 5 Patent Act)
独立証拠調べでは、被疑侵害者は、裁判所が決定する期間内に本案訴訟が提起されるよう
要求することができる（民事訴訟法第 494a 条を参照）。
特許法第 140c 条に基づく命令に関して、被疑侵害者は、特許権侵害がなかったことが確
認された場合には、査察によって被った損害についての補償を要求することができる（特
許法第 140c 条第 5 項を参照）。
◆ドイツ法律事務所 B
section 140c (1) PatG
Inspection procedure requires that claimant establishes that inspection is necessary
for establishing infringement. If infringement may be examined based on public
information the inspection request is not granted.
section 140c (2) PatG
Inspection procedure may not be granted if abusive (disproportionate)
section 494a ZPO
If combined with a measure to preserve evidence, the Court may order on request of
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respondent that the claimant has to file main proceedings within a certain deadline.
Non-compliance with such deadline will lead to cost reimbursement claims by
respondent against claimant (section 494a (2) ZPO)
ドイツ特許法第 140c 条第 1 項
Inspection は、権利侵害の立証のために inspection が必要であるということを申立人が
証明していることを要件とする。公開されている情報に基づいて権利侵害を審理できると
きは、inspection は認められない。
ドイツ特許法第 140c 条第 2 項
濫用的な（均衡を失した）Inspection は認められない。
ドイツ民事訴訟法第 494a 条
証拠保全措置と併合される場合、裁判所は、被申立人からの申出により、申立人に一定期
間内に本案訴訟を提起すべきことを命じることができる。当該期間内に提訴がされない場
合、被申立人は申立人に対し、費用の償還請求を行うことができる（ドイツ民事訴訟法第
494a 条（2）
）。
◆ドイツ法律事務所 C
The likelihood of an abuse of the inspection procedure is very low due to the careful
consideration of the competent courts before granting a respective inspection order.
Further, if the inspection reveals that there is no patent infringement, the
defendant can oppose the toleration order and further might by entitled to claim
for damage compensation (Section 140(c)(5) of the German Patent Act). The
incorrectness of the allegation of infringement has to be proven by the party being
inspected.
Inspection の命令を出すに当たっては、管轄権のある裁判所が慎重な検討を行うので、当
該制度が濫用される可能性はきわめて低い。また、inspection によって特許侵害はなされ
ていないことが判明した場合には、被告は inspection を受忍すべき旨の命令に不服を申
し立てることができ、さらに、損害賠償請求をすることができる（ドイツ特許法第 140c
条第 5 項）。特許権侵害の主張が誤っていることの立証は、inspection の対象となる側の
当事者が行わなければならない。
16. What would you mention as the unique characteristics of the inspection procedure
when compared with systems for evidence collection available in other countries (US:
Discovery, GB: Disclosure, FR: Seizure)?
１６．Inspection を他の国の証拠収集制度（US: Discovery, GB: Disclosure, FR: Seizure）
と比較した場合の特徴は何でしょうか？
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◆ドイツ法律事務所 A
In our opinion the German system offers a particularly well balanced compromise
between the evidence collection interest of the patentee and the confidentiality
interest of the alleged infringer.
私たちの考えでは、ドイツの証拠収集制度は、特許権者の証拠収集の利益と、被疑侵害者
の秘密保持の利益とのバランスが特にうまく取られた妥協案を示すものである。
◆ドイツ法律事務所 B
The result of the inspection procedure, if combined with an order for preserving
evidence, will result in a comprehensive opinion on infringement by a Court appointed
expert.
証拠保全命令と併合される場合、Inspection の結果は、裁判所が任命した専門家が侵害に
ついての包括的な意見書にまとめる。
◆ドイツ法律事務所 C
A centerpiece of the Enforcement Directive (Article 7) is to regulate the
preservation of evidence and proof of purchase, which is basically now in the
accordance with the French model “saisie contrefaçon” which makes it significantly
easier for the patentee as regard preparation of patent infringement proceedings.
As regards the US discovery proceedings it is hardly comparable with the inspection
procedure in Germany. The pre-trial discovery in US patent litigation is notorious
for being time-consuming and expensive. Further, the scope of discovery is very broad
in comparison to other countries. Basically, the US Federal Rules of Civil Procedure
allow discovery into any unprivileged matter which might be relevant to the claim
or defense of a party. Therefore, parties can obtain documents and information which
appear not tangentially related to the claim while in German inspection procedures
the scope of the inspection is limited by the actual questions pre-formulated by
the court, although the inspection itself is not only limited to just a look at the
object in dispute (like a machine) (please refer also to Question 21 below as regards
the scope of the inspection procedure). E.g. if the court – following the request
of the patentee – has only mentioned the independent claim of the patent in dispute
in the order, the court expert must not include dependant claims in his inspection.
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エンフォースメント指令の核心（第 7 条）は、購入の証拠記録の保全を規制する点にある。
これは、基本的には、特許権者に対し、特許権侵害訴訟の準備を大いに容易にする制度で
あるフランスの‟saisie contrefacon”にあわせたものである。
米国のディスカバリー手続は、ドイツの inspection とはほとんど比較対象にならない。
米国の特許訴訟で公判前に行われるディスカバリーは、時間と金銭を費やす制度として悪
名高い。さらに、ディスカバリーの範囲は、他国の制度と比べて非常に広範である。基本
的に、連邦民事訴訟規則は、原告の主張又は被告の抗弁に関係していると思われる、秘匿
特権の対象外であるいかなる事物についてもディスカバリーを許容するものである。した
がって、双方当事者は、主張との関係性が薄いと思われる文書や情報についても取得でき
ることになる。これに対し、ドイツの inspection は、それ自体は（機械のような）紛争
の対象物に対して一瞥することに限定されるものではないが、その範囲は、裁判所があら
かじめ表明した現実の質問によって制限されている（inspection 手続の射程については、
下記の Q21 を参照されたい）。例えば、裁判所が、特許権者からの申立てを承けて、争わ
れている特許の独立クレームについてのみ命令の中で言及している場合には、裁判所が選
任した専門家は、inspection において、従属クレームを含めてはならない。
17. If you know of any academic theories (papers) or court judgments recently released
which advocate the introduction of a new system or improvement of the existing system
regarding evidence collection, please specify the source of these and describe the
outline. If you know of any arguments concerning these academic theories (papers)
or court judgments, please inform us of the pros and cons of the major opinions.
１７．新たな証拠集制度を導入したり、現行の証拠収集制度を改善すべきとする最近の学
説（論文）
・判例があれば、その出典と概要を教えて下さい。また、それらの学説（論文）・
判例に関する議論があれば、その賛否に関する主な意見を教えて下さい。

◆ドイツ法律事務所 A
To our knowledge, there are no relevant tendencies questioning or challenging the
well established system.
私たちの知っている限りでは、この確立した制度を疑問視したり、これに対して異議が唱
えられたりする傾向はない。
◆ドイツ法律事務所 B
According to our perception the current system is widely considered as well
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functioning and we are not aware of initiatives or relevant opinions advocating an
amendment.
我々の理解では、現行のシステムはうまく機能していると広く認識されている。改正を提
唱する取組みや関連意見については、承知していない。
◆ドイツ法律事務所 C
n.a.
B. Questions concerning the status of use of the systems for evidence collection in
patent infringement lawsuits in Germany
B

ドイツの特許権侵害訴訟における証拠収集の利用実態に関する質問

18. Generally, out of the total number of patent infringement lawsuits, what do you
think is the percentage of the lawsuits in which a claim for information is filed
(Section 140b)?
１８．情報請求（第 140b 条）がなされる割合はどの程度と感じていますか？

全特許権侵

害訴訟件数を 100 としてその割合はどの程度ですか？
(

)%

◆ドイツ法律事務所 A
There is no reliable data available in this regard.
これに関して信頼に足るデータを入手することができない。
◆ドイツ法律事務所 B
(close to 100100 に近い)% (no statistical information – estimation 統計的情報はな
く、推測である)
◆ドイツ法律事務所 C
( 95 )%
19. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness and difficulties
of the system of claim for information.
１９．情報請求制度の利用しやすさや困難性に関する考えをお聞かせください
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◆ドイツ法律事務所 A
The system works and is used frequently in main proceedings regarding patent
infringement.
情報請求制度はうまく機能しており、特許権侵害に関する本案訴訟において頻繁に利用さ
れている。
◆ドイツ法律事務所 B
From the plaintiff's perspective the amount of information available under section
140b PatG is rather satisfactory. The difficulties from a plaintiff's perspective
reside in the means of control and the enforcement of the claim:
・In case that the defendant does not provide full information, section 888 ZPO
provides for the possibility to request fines against the defendant. In case that
there should be an indication that the information provided is not established with
sufficient case by the defendant, the plaintiff may request that defendant confirms
the correctness of the information on oath (section 259 BGB).
・The enforcement of the right to obtain information may take too long as Court action
is required.
申立人の立場からは、特許法第 140 b 条に基づき入手できる情報の量は、満足のいくもの
である。申立人の立場から見ると、情報のコントロール手段と情報請求権の行使に困難性
がある。
・被申立人が全ての情報を提供しない場合、ドイツ民事訴訟法第 888 条は、当該被申立人
に対して制裁金を課することがあると規定している。提供された情報について、被申立人
が十分な証明をできていない場合、申立人は被申立人に対し、宣誓させた上で、当該情報
の正確性の確認を申し立てることができる（ドイツ民法 259 条）。
・情報入手権を行使するには、裁判所の活動が必要となるため、非常に長い時間がかかる。
◆ドイツ法律事務所 C
In principle, the system of claim for information is good and it is easy to get a
respective decision which orders the infringer to disclose information (in main
proceedings; if a PI order is requested an obvious infringement is required).
However, the problems usually begin when the patentee requests the infringer to
disclose the information. Although the case law provides that the disclosure of
information needs to be done immediately and complete and correct, in particular
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in form of copies of orders, invoices, delivery notes, customs documents and the
like as proof of the statements made, many times the infringers don’t comply with
the above mentioned provisions. However, (i) the patentee might request an affidavit
(in analogous application of Section 259(2) of the German Civil Code) to be provided
by the infringer in respect of the completeness of the information, if there is a
reason to assume that the statements provided were not compiled with the necessary
care, (ii) the patentee might request the court to order a fine if the infringer
refuses to provide full and correct information or not within a short deadline,
further (iii) according to Section 140(b)(5) of the German Patent Act, where
information is provided incorrect or incomplete on purpose, damage have to be paid
to the patentee.
基本的には、情報を請求するためのこの制度は優れており、侵害者に対して情報の開示を
命ずる裁判所の決定を容易に得ることができる（これは本案訴訟においての話である。仮
処分命令の申立てがなされている場合は、明白な侵害が必要である）。しかし、特許権者
が侵害者に対して情報の開示を要求するときは、常に問題が生じる。判例法によれば、情
報の開示は、即時かつ完全かつ正確に行われなければならない。特に、発注書、請求書、
納品書、税関書類、陳述書の証拠としての類似書類の写しのかたちを採るものについては
そうであるとされる。だが、多くの場合、侵害者はこのようなルールには従わないもので
ある。そこで、(i)提出された陳述書につき、必要な注意が払われていないと考える理由
があるときには、特許権者は、侵害者が情報の完全性に関する宣誓供述書（ドイツ民法第
259 条第 2 項類推適用）を提出するよう求めることができる。(ii)侵害者が完全で正確な
情報の提出を拒むとき又は短期間の提出期限までに提出しないときは、特許権者は、裁判
所に対し、罰金命令を出すよう求めることができる。(iii)さらに、ドイツ特許法第 140b
条第 5 項によれば、不正確又は不完全な情報が故意に提供されたときは、特許権者に対し
て損害賠償がなされなければならない。
20. Generally, out of the total number of patent infringement lawsuits, what do you
think is the percentage of the lawsuits in which the inspection system is used
(Sections 140c and 140d)?
２０．査察制度（第 140c,d 条）が利用される割合はどの程度と感じていますか？
権侵害訴訟件数を 100 としてその割合はどの程度ですか？
(

)%

◆ドイツ法律事務所 A
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全特許

There is no reliable data. A particular problem regarding inspections is that – as
mentioned above – a declined application for an inspection usually never becomes
public.
信頼に足るデータがない。査察に関して特に問題であるのは、上記で述べたように、査察
の申立てが却下された場合には、通常はそれが決して公表されないことである。
◆ドイツ法律事務所 B
(<10)% (no statistical information – estimation 統計的情報はなく、推測である)
◆ドイツ法律事務所 C
( 5 )%
21. Generally, what is the subject of an inspection? How is the subject identified?
２１．査察の対象はどのようなものが一般的ですか？

その対象の特定はどのようにして

行うのが一般的ですか？

◆ドイツ法律事務所 A
Every item or procedure can be the subject of an inspection. It has to be specified
in the application and in the order so precisely that at the moment of the inspection
it is clear to what the order refers.
あらゆる物品又は手続が査察の対象となり得る。対象は申立書及び命令に明記し、査察の
時点において、命令で何に言及されているかが明快となるように正確なものでなければな
らない。
◆ドイツ法律事務所 B
・Technical information in any form of medium
・commercial information
・bank/financial information
・あらゆる媒体形式における技術情報
・商業情報
・銀行／財務に関する情報
◆ドイツ法律事務所 C
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As a matter of principle, all objects can be inspected and all measures applied that
are expedient and necessary to clarify and/or prove the alleged infringement in the
specific case.
Possible objects of an inspection include devices, procedures, means for carrying
out a
process, products of the process, substances, substance mixtures and intermediate
products. The same applies to corresponding documents such as design drawings, user
instructions, installation plans, measurement charts or the like. The objects of
the inspection must, however, be specified as precisely as possible in the request
for inspection, since the inspection cannot be used for a “discovery” of evidence
(Ausforschungsbeweis).
基本的には、あらゆる有体物について inspection を行うことができ、特定の事例におい
て主張されている侵害行為について解明及び／又は立証するために具合がよく必要なあ
らゆる方策を使用することができる。
Inspection の対象となりうるものとしては、機械、方法、方法の実施手段、方法による製
品、物質、混合物、中間生産物が含まれる。デザインの図面、ユーザー説明書、導入計画
書、測定チャートやこれと同様の対応書類も同様である。しかしながら、inspection は証
拠の「発見（ディスカバリー）」のために用いることはできない（「探索的証拠開示」
Ausforschungsbeweis の禁止）ので、Inspction の対象物は、申立書の中で可能な限り正
確に特定されなければならない。
22. Who is generally permitted to attend an inspection? (multiple answers allowed)
２２．一般的に査察に立ち会いを許可される者は誰ですか？（複数回答可）

◆ドイツ法律事務所 A
If the subject of the inspection is not publicly available only the persons named
in the court order are allowed to attend the inspection within the facilities of
the alleged infringer (cfr. the answers to questions 9 and 10)
査察の対象が公表されない場合には、裁判所命令に記載された者のみが、被疑侵害者の施
設内の査察に参加することが認められる（Q9 及び Q10 への回答を参照）。
◆ドイツ法律事務所 B
・Court appointed expert
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・bailiff
・attorney of claimant / patent attorney (optional)
・attorney / patent attorney of respondent (optional)
・裁判所が任命した専門家
・執行官
・申立人の弁護士／弁理士（任意）
・被申立人の弁護士／弁理士（任意）
◆ドイツ法律事務所 C
- technical expert appointed by the court
- attorney at law and patent attorney of the patentee (if requested)
- attorneys of the respondent/infringer
- 裁判所によって任命された技術に関する専門家
- 特許権者の特許弁護士及び弁理士（申立られた場合）
- 被申立人／侵害者の弁護士・弁理士
23. Please tell us about the user-friendliness, difficulties, advantages, and
disadvantages of the inspection system.
２３．査察制度の利用しやすさや困難性、メリット、デメリットに関する考えをお聞かせ
ください

◆ドイツ法律事務所 A
The – in our opinion well balanced and elaborate – system works very well and is
used frequently.
私たちがうまくバランスが取れ、精巧なものだと考えているこの査察制度は、非常にうま
く機能しており、頻繁に利用されている。
◆ドイツ法律事務所 B
The main route for implementing the inspection is the combination with a preliminary
injunction and measure to preserve evidence:
advantages (plaintiff's view)
・low threshold for likelihood of infringement
・fast decision on request to grant inspection (1-2 days)
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・low Court fees
・right of proposal for Court appointed expert by claimant
・surprise effect of inspection
・qualified expert report as a work product
Inspection を実施する主要な方法は、仮処分と証拠保全措置を併合するものである。
利点（申立人にとっての）
・侵害のおそれの判断基準が低い
・申立てを行ってから inspection が認められるまで早い（1～2 日間）
・訴訟費用が安い
・申立人には、裁判所により任命される専門家の候補を提案する権利があること
・被申立人に対する inspection の不意打ち効果
・ワークプロダクト（職務活動の成果）として適格な専門家報告書が作成されること
◆ドイツ法律事務所 C
Advantages:
・In many cases the inspection order will be issued within only a few days after
filing of the request.
・The inspection itself can be carried out immediately after it has been ordered,
with the assistance of a court bailiff and if necessary with the assistance of the
police if the alleged infringer refuses to grant access to its facilities.
・In principle, there is no hearing of the alleged infringer before the order is
issued. This means that the alleged infringer can be “surprised”, and therefore
is precluded from the manipulation or destruction of the evidence.
Disadvantage:
・Depending on whether the alleged infringer files an appeal against the released
decision, the release proceedings can typically take three to six months from the
filing of the application for the release of the expertise.
・The provisions concerning the costs to be borne in inspection proceedings are
complicated: in principle, if the patent infringement has been confirmed on the basis
of the inspection, the alleged infringer bears the costs of the proceedings, however,
if the inspection does not prove the patent infringement the costs are borne by the
patentee, who is also obliged to refund the respondent for any losses incurred by
the inspection, e.g. compensation for economic losses caused by a stoppage of the
production.
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メリット：
・多くの場合、inspection の命令は、申立てがなされてからわずか数日で出される。
・inspection それ自体は、命令が出されてから即時に実施することができる。被疑侵害者
が、その施設に対するアクセスを拒む場合には、執行官の支援を受けられるし、必要であ
れば警察の支援も受けられる。
・原則的に、命令が出される前に、被疑侵害者からの聴取手続はない。これはすなわち、
被疑侵害者に対する「不意打ち」となり得るので、したがって、証拠の改竄や破壊ができ
ないということを意味する。
デメリット：
・被疑侵害者が、提出された専門家の意見に対して不服を申立てた場合、意見提出手続は
通常、専門家意見の提出を申請した日から 3 ヶ月から 6 ヶ月を要する。
・inspection 手続に関する費用について規定した条文は複雑である。原則的には、
inspection に基づいて特許権侵害が確証された場合、被疑侵害者は、inspection 手続の
費用を負担する。しかし、inspection によって特許権侵害が証明されなかった場合、当該
費用は特許権者が負担する。特許権者はまた、例えば製造の停止によって生じた経済的損
失の補償など、inspection によって被申立人に対して生じた損失について償還する義務も
負う。
24. Please tell us about your ideas concerning the good and bad points of the
"Dusseldorf Model" (operational practice of the procedures for claiming inspection).
２４．「デユッセルドルフモデル」
（査察の請求手続の運用実務）の良い点、悪い点に関す
る考えをお聞かせください。

◆ドイツ法律事務所 A
A good point regarding the “Düsseldorf model” is the weighing of interests
(disclosure interest versus confidentiality interest, see above).
On the other hand it is argued that the obligation of secrecy against the own client
conflicts with the basic professional concept of the attorney (cfr. Müller-Stoy GRUR
2010, 267, 270). However, in our opinion it is the only way to balance the interests
of both sides since there is no discovery in Germany. It is the applicant’s choice
to either not enforce his patent right or to accept that inspection can only take
place when the confidentiality interests of the defendant are sufficiently secured
until the court decides about the use the evidence and the maintenance of the
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confidentiality obligations.
「デュッセルドルフモデル」の良い点は、利益の比較衡量が行われるという点である（開
示の利益

対

秘密保持の利益。上記参照）。

一方、自身の依頼人に対する守秘義務が弁護士の職業上の基本概念と対立するという主張
がある（Müller-Stoy GRUR 2010, 267, 270 参照）。しかしながら、ドイツには Discovery
はないので、これは両者の利益のバランスを取る唯一の方法だと考える。自己の特許権を
行使しないのか、又は、裁判所が証拠としての使用と秘密保持義務の維持に関して判断を
下すまでは、査察が実行されるのが、被告の秘密保持の利益が確実に守られる場合に限ら
れることを受け入れるのかは、申立人の選択に委ねられている。
◆ドイツ法律事務所 B
same as 23
Q23 の回答と同じ。
◆ドイツ法律事務所 C
The so called Duesseldorf Model was basically the approach, first established by
the competent court in Duesseldorf, to combine the regular request for inspection
pursuant to Section 809 of the Civil Code in combination with Section 485 of the
German Code of Civil Procedure by way of preliminary injunction, which is now
statutory law (Section 140(c) of the German Patent Act), based on the implementation
of the Enforcement Directive.
いわゆるデュッセルドルフ・モデルを初めて確立したのはデュッセルドルフの管轄裁判所
であるが、これは、民法第 809 条に基づく inspection の通常の申立てを、仮差止手続に
おいてドイツ民事訴訟法第 485 条と組み合わせたものであり、現在はエンフォースメント
指令の国内法化により条文化されている（ドイツ特許法第 140c 条）。
25. Generally, out of the total number of patent infringement lawsuits, what do you
think is the percentage of the lawsuits in which expert opinion proceedings are
carried out by a court-appointed expert?
２５. 裁判所の任命による鑑定人による鑑定がなされる割合はどの程度と感じています
か？
(

全特許権侵害訴訟件数を 100 としてその割合はどの程度ですか？
)%

◆ドイツ法律事務所 A
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We estimate that in less than 10 % of patent infringement proceedings expert opinions
are really used as evidence – please note: only an expert appointed by the court can
give an expert’s opinion within the meaning of Sec. 402 et seqq. Civil Procedure
Code. An opinion by a technical expert appointed by one party does not count as
evidence.
専門家による意見書が本当に証拠として利用されるのは、特許権侵害訴訟の 10%未満だと
推定する。ここで、裁判所の任命による専門家だけが、民事訴訟法第 402 条以下の意味に
おける専門家による意見書を提供することができる。一方の当事者の任命による技術専門
家の意見書は、証拠とはみなされない。
◆ドイツ法律事務所 B
(<15)%
◆ドイツ法律事務所 C
( 4 )%
26. Have you ever felt anything about the quality or unevenness of the quality of
the experts appointed by the court?
２６．裁判所の任命による鑑定人の質や質のばらつきに関して感じることはありますか？

◆ドイツ法律事務所 A
No – the German system of expert’s opinion aims at the neutrality of the expert.
ない。ドイツの専門家の意見書制度は、専門家の中立性を目的としている。
◆ドイツ法律事務所 B
(i) combination of technical skill and understanding of patent law approach rarely
found
(ii) use of experts generally not useful to make technical situation clearer
Both (i) and (ii) in our view explain the low number of cases that are decided based
on expert opinions.
(i)
(ii)

技術的熟練と特許法に対するアプローチの理解を併せ持った者がほとんどいない。
概していうと、専門家を利用しても、専門的な問題の解明を進めるのに役立たない
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ことが多い。
我々は、専門家の意見に基づいて判断された裁判が少ない理由は、(i)(ii)の双方にある
と考えている。
◆ドイツ法律事務所 C
Only some times. More often the problem is to find a technical expert in the respective
technical field who never worked for either one of the parties. Usually, if the court
intents to appoint a technical expert the parties are invited to submit names of
competent experts in the respective technical fields. In some cases the court refers
to experts listed with the Chamber of Industry and Commerce or experts already known
to the court which are publicly appointed and sworn experts.
そのような経験をしたのは、何回かだけである。多くの場合、問題はむしろ、当該専門分
野において、当事者のいずれか一方のために仕事をしたことのない、技術に関する専門家
を見つけ出すことである。通常、裁判所が技術に関する専門家を任命しようとする場合は、
双方当事者に対し、当該専門分野における業務遂行能力のある専門家の氏名の提出を求め
る。裁判所は、商工会議所でリストアップされた専門家や、裁判所がすでに知っている公
認専門家である専門家を指名することがある。
27. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness, difficulties,
advantages, and disadvantages of the expert opinion system.
２７．鑑定制度の利用しやすさや困難性、メリット、デメリットに関する考えをお聞かせ
ください

◆ドイツ法律事務所 A
In our opinion, the elaborate system works very well.
私たちの考えでは、この精巧な制度は、非常に上手く機能している。
◆ドイツ法律事務所 B
(i) expert opinion without real cross-examination and challenge by second expert
on the same level often produces unsatisfactory quality
(ii) controversial fact pleadings by parties appears to provide more efficient
results than expert based system (UK) with not less quality
(i)

同レベルの他の専門家による異議や反対尋問を経ない専門家意見は、往々にして満
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足な質に至っていないことが多い。
(ii)

専門家を利用したシステム（英国）よりも、賛否両論はあるが、当事者による訴答

（fact pleadings）の方がより効率的で、質的にも劣らない結果をもたらすと思われる。
◆ドイツ法律事務所 C
In our view, there are no real disadvantages. Sometimes the technical experts delay
the proceedings for a reasonable time which might be a disadvantage for the patentee
if he is basically looking for a quick decision.
我々の考えでは、現実的なデメリットはない。ときどき、技術に関する専門家が、手続を
かなり遅延させることがある。これは、迅速な判断を基本的に求める特許権者にとっては、
デメリットになろう。
28. Generally, out of the total number of patent infringement lawsuits, what do you
think is the percentage of the lawsuits in which an order to submit a document is
issued?
２８．文書提出命令が発令される割合はどの程度と感じていますか？

全特許権侵害訴訟

件数を 100 としてその割合はどの程度ですか？
(

)%

◆ドイツ法律事務所 A
There’s no reliable data available in this regard.
これに関して信頼に足るデータを入手することができない。
◆ドイツ法律事務所 B
(<3)%
◆ドイツ法律事務所 C
( 4 )%
29. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness, difficulties,
advantages, and disadvantages of the order to submit a document system.
２９．文書提出命令制度の利用しやすさや困難性、メリット、デメリットに関する考えを
お聞かせください
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◆ドイツ法律事務所 A
The – in our opinion well balanced and elaborate – system works very well and is
used frequently.
私たちがうまくバランスが取れ、精巧なものだと考えているこの査察制度は、非常にうま
く機能しており、頻繁に利用されている。
◆ドイツ法律事務所 B
(i) section 142, 144 ZPO provide a flexible basis for document inspection; however,
the Court practice is extremely restrictive and not user friendly, as order to present
evidence is practically almost excluded
(ii) cases in which document production would be key are rather rare
(i)

ドイツ民事訴訟法第 142 条、第 144 条は、文書の inspection につき柔軟な運用を行

う根拠となる。しかしながら、裁判実務では、文書提出命令はほどんど出されることがな
く、非常に限定的で利用しにくいものとなっている。
(ii)

文書提出が裁判で核心的な役割を果たすような事例は稀である。

◆ドイツ法律事務所 C
If there is the probability of patent infringement on a commercial scale, Section
140(c) of the German Patent Act extends to claiming the rendering of account also
of banking, financial and commercial documents. While this seems to be very extensive
as regards the protection of trade and business secrets, the practical significance
of the claim for rendering of account will primarily be to clarify the extent of
a claim by examining an invoice drawn up by the infringer instead of banking
documents.
事業的規模での特許権侵害の可能性がある場合には、ドイツ特許法第 140c 条は、銀行、
財務、事業に関する文書についても証拠収集を求めることを認めている。これは、商取引
や事業に関する秘密保護という点からしたら非常に広範なものであるように見えるが、証
拠収集を求めることの実務上の意義は主に、銀行書類よりはむしろ侵害者が作成した請求
書を吟味することにより、請求の範囲を明確にする点にある。
30. Generally, out of the total number of patent infringement lawsuits, what do you
think is the percentage of the lawsuits in which a protective order is issued to
protect trade secrets?

- 357 -

３０．営業秘密の保護がなされる割合はどの程度と感じていますか？

全特許権侵害訴訟

件数を 100 としてその割合はどの程度ですか？
(

)%

◆ドイツ法律事務所 A
There’s no reliable data available in this regard.
これに関して信頼に足るデータを入手することができない。
◆ドイツ法律事務所 B
(<15)%
◆ドイツ法律事務所 C
( 2 )%
31. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness, difficulties,
advantages, and disadvantages of the protective order system.
３１．
「秘密保持命令」の利用しやすさや困難性、メリット、デメリットに関する考えをお
聞かせください

◆ドイツ法律事務所 A
The system is well established and elaborate. In our opinion, a good balance is found
between both side’s interests.
この制度は確立されており、精巧なものである。私たちの考えでは、両者の利益の中間と
すればよいバランスとなる。
◆ドイツ法律事務所 B
There is no US-style protective order. The only order to keep information
confidential is
・ temporary order within inspection proceedings until Court has decided on
confidentiality concerns
・order to exclude the public from the hearing and from file inspection – however,
no confidentiality in relation to other party
difficulties:
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・confidential information used in proceedings cannot be protected from other side
and no practically relevant means to restrict use of such information
・problems arise when information obtained in parallel proceedings in the US under
protective order shall be used in Germany: German law is not compatible with the
typical requirements of US protective order
advantages:
・ compared to US proceedings there are rarely debates between the parties on
confidentiality regime of information filed in the proceedings
ドイツには、米国型の秘密保持命令はない。情報の秘密を保持するための命令は、以下
だけである。
・inspection 手続において、裁判所が秘密について判断を下すまでの一時的命令
・口頭弁論と包袋の inspection につき、傍聴を認めない旨の命令。ただしこの場合、相
手方との関係では秘密は保持されない。
困難性：
・手続において使用される秘密情報は、相手方からは保護されないので、当該情報の使用
について制限する方法が事実上存在しない。
・ドイツ法は、米国の秘密保持命令の通常の要件とは相いれないので、米国の秘密保持命
令に相当する手続において情報を取得しそれが利用される場合、問題が生じる。
利点：
・米国の手続に比べると、手続中に秘密情報が出てきた場合に当事者間で争いが生じるこ
とは稀である。
◆ドイツ法律事務所 C
The party being inspected (infringer) bears the burden of allegation and proof to
assert their claim for confidentiality interests. The court need to balance the
interest of the parties taking into account all of the interest that may possibly
be damaged on either side, with respect to the interests of the petitioner demanding
disclosure and the confidentiality interest of the infringer. Therefore, in
principle, it is recommendable for the infringer to blacken a version of the expert
opinion such that no trade secrets are shown. However, whether sufficient
confidentiality interest exists is assessed after the time at which a decision has
to be made on the release of the court expert opinion.
Inspection を受ける側の当事者（侵害者）は、自身の秘密を保護する利益があることにつ
いて主張立証責任を負う。裁判所は、開示を求める申立人の利益と、侵害者の秘密保護の
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利益の観点から、各当事者の損なわれる可能性のある利益について考慮して、当事者たち
の利害のバランスを取る必要がある。したがって、原則的には、侵害者に対し、営業秘密
をわからなくするために、専門家の意見書を塗りつぶすことを認めるのが望ましい。しか
しながら、裁判所の選任した専門家の意見が提出された後にならないと、機密保持のため
の十分な必要性があるかどうかの判断はできないという問題はある。
32. How much time and cost is generally required to carry out the system for evidence
collection in patent infringement lawsuits? Please be specific regarding the
inspection procedure in particular.
３２．一般的に、特許権侵害訴訟における証拠収集には、どの程度の費用・期間がかかる
のでしょうか？特に Inspection について回答願います。

◆ドイツ法律事務所 A
The effort mainly depends on the patent claims and the details to be inspected. Hence,
a general answer is not possible.
It can, though, be said that especially the practical preparations can be very time
consuming because they require:
・the exact description of the steps to be conducted (see above)
・the coordination of the applications at two different courts (the Regional Court
for the inspection order and – in case of refusal by the defendant – the Local Court
for the searching order, cfr. answer to question 7)
証拠収集の労力は、主に査察の対象となる特許クレームとその細部に応じて異なってく
る。よって、一般的に回答するのは不可能である。
とはいえ、特に実際の準備には、以下のことが必要となるので、非常に時間がかかると言
うことができる。
・実行されるステップの正確な説明（上記を参照）
・二つの異なる裁判所での申立ての調整（査察命令については地方裁判所で、被告が拒否
する場合、捜索命令については区裁判所である（Q7 への回答を参照）。
◆ドイツ法律事務所 B
(i) Preparation of inspection request requires time similar to preparation of a
patent infringement complaint, depending on complexity of the matter this may take
between several days and several weeks. Typical cost may vary between € 5.000 and
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€ 30.000,(ii) Decision on and enforcement of inspection may take few days
(iii) Expert opinion may be available after several weeks –several months, cost of
the Court appointed expert in the range pf € 5000,- – 10.000,(i) inspection の申立てを準備するためには、特許侵害訴訟の準備をするのにかかるのと
同じくらいの時間が必要になる。事案の複雑さにより、数日間から数週間かかることがあ
る。一般的な費用は、5,000 ユーロ～30,000 ユーロである。
(ii) inspection を決定して執行されるまでには数日間かかる。
(iii) 専門家の意見が利用できるようになるには数週間から数カ月間かかる。裁判所が任
命する専門家の費用は 5,000 ユーロ～10,000 ユーロである。
◆ドイツ法律事務所 C
The cost risk depends strongly on the economic significance of the action on the
merits for patent infringement, with the same amount at issue determining the
calculation of the statutory court and attorney fees. Example: a regular value of
dispute in German patent infringement proceedings will be assessed between EUR
500,000 and EUR 5,000,000 (in exceptional circumstances up to EUR 30,0 Mio.) which
results in a cost risk for inspection proceedings in the range from EUR 50,000 to
EUR 250,000. However, one has to keep in mind that inspection proceedings can also
help to avoid an action on the merits based on patent infringement, which could be
considerably more expensive. The time required to carry out the inspection procedure
is different from case to case and depends inter alia from the availability of the
competent technical expert, the court´s workload and the complexity of the object
to be inspected and other parameters, therefore, a delay of six to twelve month is
probable.
費用のリスクは、大部分、特許権侵害の本案審理の経済規模による。法定の裁判費用と弁
護士費用の計算においても、本案審理の経済規模ということは問題になる。例：ドイツの
特許権侵害訴訟において争われる額は、通常 500,000 ユーロから 5,000,000 ユーロの間で
見積もられ（例外的な場面においては、30,000,000 ユーロに至ることもある）
、ここでは
inspection 手続のための費用のリスクは 50,000 ユーロから 250,000 ユーロに上る。しか
しここでは、inspection 手続は、それよりもはるかに高額な費用がかかる特許権侵害訴訟
を回避するために役立ち得るということを忘れてはならない。inspection 手続を実施する
ために必要な期間は事案によって異なり、とりわけ、業務遂行能力のある技術に関する専
門家を利用できるかどうか、裁判所の仕事量、inspection の対象の複雑性その他の要素に
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よるので、6 ヶ月から 12 か月の遅延が生じることがある。
33. Which system for evidence collection is generally petitioned for and how often
does such petition take place? Also, how often is evidence actually collected through
that system? Please be specific regarding the inspection procedure in particular.
３３．一般的に、特許権侵害訴訟において、どのような証拠収集制度がどの程度申立てら
れ、どの程度実際に証拠収集が実行されているのでしょうか？特に Inspection について回
答願います。

◆ドイツ法律事務所 A
There is no reliable data available in this regard.
これに関して信頼に足るデータを入手することができない。
◆ドイツ法律事務所 B
The main system for evidence collection is the inspection procedure; other means
are practically irrelevant. Inspection proceedings may be requested in <10% of the
infringement litigation cases (estimation)
証拠収集をするための主要な制度は、inspection である。他の制度は、実務的には重要で
はない。Inspection の申立てがなされているのは、侵害訴訟の 10％未満であろう（推測
だが）。
◆ドイツ法律事務所 C
Section 140(c) of the German Patent Act in connection with Section 485 of the German
Code of Civil Procedure. The independent evidentiary proceeding in Germany is mainly
used as a legal tool to avoid construction court proceedings. However, the number
of request for inspection procedure in patent infringement cases is still low. Since
the civil courts in Germany are not obliged to publish statistical information the
total number of cases cannot be stated.
ドイツ特許法第 140c 条とドイツ民事訴訟法第 485 条を組み合わせたシステムがよく利用
されている。ドイツにおける独立証拠手続は主に、本案訴訟を回避するための法的手段と
して利用される。もっとも、いまだに。特許侵害訴訟において inspection の申立てがな
されることは少ない。ドイツの民事裁判所は統計情報を公開する義務を有していないた
め、訴訟の総数について答えることはできない。
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34. From the standpoint of a patentee's attorney, what are the good points, points
to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the systems for evidence collection in Germany?
３４．特許権者の代理人の立場から、ドイツの証拠収集制度の良い点、維持すべきと考え
ている点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は
何でしょうか？

◆ドイツ法律事務所 A
The – in our opinion well balanced and elaborate – system works very well and is
used frequently.
私たちがうまくバランスが取れていて、精巧なものだと考えているこの査察制度は、非常
にうまく機能しており、頻繁に利用されている。
◆ドイツ法律事務所 B
good points:
・inspection proceedings combined with preliminary injunction and order to preserve
evidence
・efficiency of the system (time, cost) due to low relevance of document discovery
and expert witnesses
to improve
・limited document disclosure on specific request
・regime to protect confidential information in Court
良い点:
・仮処分と証拠保全命令を併合した inspection は良い制度である。
・文書証拠の開示や専門家の証言の比重が低いので、（時間、費用において）効率的なシ
ステムである。
改善すべき点：
・申立てを行っても、文書の開示が認められることは限定的である。
・裁判において秘密情報を守る制度
◆ドイツ法律事務所 C
In summary, inspection proceedings are a rapid instrument requiring a limited effort
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that provides the patent holder lacking sufficient evidence with an effective tool
for acquiring the information and evidence needed to prove a patent infringement.
要約するならば、inspection 手続は、十分な証拠を有していない特許権者が、多大な労力
を費やすことなく、特許権侵害を立証するための情報と証拠を収集するために効果的な、
迅速な手段である。
35. From the standpoint of an alleged infringer's attorney, what are the good points,
points to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved
or difficult-to-use points of the systems for evidence collection in Germany?
３５．被疑侵害者の代理人の立場から、ドイツの証拠収集制度の良い点、維持すべきと考
えている点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点
は何でしょうか？

◆ドイツ法律事務所 A
In our view, the system is very well balanced since it also takes into consideration
the interests of the alleged infringer such as confidentiality matters.
私たちの考えでは、ドイツの証拠収集制度は非常に良くバランスが取れている。同制度で
は、秘密保持の問題といった被疑侵害者の利益も考慮されているからである。
◆ドイツ法律事務所 B
good points
・efficiency of the system (time, cost) due to low relevance of document discovery
and expert witnesses
・document disclosure obligation rare
to improve
・regime to protect confidential information in Court
良い点
・文書証拠の開示や専門家の証言の比重が低いので、（時間、費用において）効率的なシ
ステムである。
・文書提出義務が課せられるのは稀である。
改善すべき点
・裁判において秘密情報を守る制度
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◆ドイツ法律事務所 C
From the standpoint of an alleged infringer´s attorney the bad point is that an
inspection order based on Sec. 485 et seqq. of the German Code of Civil Procedure
cannot be challenged as such. The infringer is even not allowed to claim that he
has not been heard.
However, the party being inspected may file a request to hear the court expert (good
point). Further, if the court decides that the expert opinion is to be made available
to the patentee (at all or in part) then the decision can be contested by the infringer
through appeal (pursuant to Sec. 567(1)(2) of the German Code of Civil Procedure).
Furthermore (good point), the infringer can file a request that the patentee shall
be set a deadline for filing an infringement action (Sec. 494(a)(1) of the German
Code of Civil Procedure).
In addition, the toleration order (including the decision on costs) – based on Sec.
140(c) of the German Patent Act – can be challenged by the infringer (good point)
(pursuant to Sec. 924, 936 of the German Code of Civil Procedure). However, the
inspection will probably already be enforced once the decision is challenged.
Nevertheless, according to Sec. 140(c)(5) of the German Patent Act, the infringer
might be entitled to claim for damages if it turns out that a patent infringement
has neither been committed nor threatened.
被疑侵害者の弁護士の立場にとって不利なことは、ドイツ民事訴訟法第 485 条以下によっ
てなされる inspection の命令に対しては、異議を唱えることができないという点である。
侵害者は、聴取がなされていないという不服を申立てることもできない。
しかしながら、inspection を受けた当事者は、裁判所が選任した専門家について尋問する
ことを求めることができる（これは重要な点である）。さらに、裁判所が専門家の意見書
について、（その全部又は一部につき）特許権者が閲覧できると判断した場合には、侵害
者は上訴を通じて当該判断について争うことができる（ドイツ民事訴訟法第 567 条第 1 項
及び第 2 項）。
さらに（これも重要な点であるが）
、侵害者は、特許権者が inspection における証拠調べ
の終了後定められた期間内に特許権侵害訴訟を提起するよう求めることができる（ドイツ
民事訴訟法第 494a 条第 1 項）。
加えて（これもまた重要な点であるが）、ドイツ特許法第 140c 条に基づく、inspection を
受忍すべき旨の命令（費用に関する決定を含む）については、侵害者は不服を申立てるこ
とができる（ドイツ民事訴訟法第 924 条、第 936 条）。もっとも、当該不服申立てがなさ
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れる時点では、inspection はすでに実施されているであろう。それでも、ドイツ特許法第
140c 条第 5 項によれば、特許侵害がなされておらず、そのおそれもないことが判明した場
合には、侵害者は損害賠償請求をすることができる。
III. Damages
Ⅲ

損害賠償

A. Questions concerning the systems for damages in patent infringement lawsuits in
Germany
A

ドイツの特許権侵害訴訟における損害賠償の制度に関する質問

36. What system for damages is available in patent infringement lawsuits in Germany?
Please also specify the governing law and the applicable clauses.
３６．ドイツの特許権侵害訴訟において、どのような損害賠償制度が存在するのでしょう
か？

その根拠となる法律及び条文も教えて下さい。

Section 139 of the Patent Act
ドイツ特許法 139 条
◆ドイツ法律事務所 A
Section 139 para. 2 Patent Act constitutes a right for the patentee to claim damages
caused by a patent infringement. Damages can be claimed only in main proceedings
(not via provisional measures). The procedure is governed by the general provisions
of the Civil Procedure Code.
特許法第 139 条第 2 項は、特許権侵害行為から生じた損害の賠償を請求する特許権者の権
利を定めている。損害賠償の請求は、（仮処分によってではなく）本案訴訟においてのみ
することができる。民事訴訟法の一般規定が手続の根拠となる。
◆ドイツ法律事務所 B
Section 139 (2) PatG
damages for infringement if based on fault or negligence
ドイツ特許法第 139 条第 2 項
故意又は過失に基づく場合は，侵害に対して損害賠償をする義務を負う。
◆ドイツ法律事務所 C
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Section 139(2) of the German Patent Act
37. Please explain the purpose of the system for damages you mentioned in 36 above
and the background that led to the introduction of this system. Does this system
incorporate the purpose of prevention of infringement?
３７．３６．でお答え頂いた損害賠償制度の趣旨や制度導入の背景を教えて下さい。その
根拠となる文献も分かれば教えて下さい。また、侵害抑止という趣旨は、損害賠償制度に
組み込まれていますか。

◆ドイツ法律事務所 A
The main purpose of damage claims in German civil law is to place the claimant in
the same position as if the damaging accident hadn’t occurred (principle of
restitution in rem). Since the patent infringement as damaging accident cannot be
undone, the restitution has to be obtained via financial compensation. The patent
infringement courts have therefore developed different ways of calculation which
are by now codified in Sec. 139 para. 2 sent. 2 and 3 Patent Act. The codification
also served the implementation of Art. 13 Enforcement Directive 2004/48/EC.
ドイツ民法における損害賠償の主な趣旨は、損害事故が起こらなかった場合と同じ立場に
原告を置くこと（対物的原状回復の原則）である。損害事故としての特許権侵害は元へ戻
すことができないので、金銭的な補償によって原状回復が取得されなければならない。し
たがって、特許権侵害裁判所は、さまざまな算出方法を発展させており、これらがすでに
特許法第 139 条第 2 項第 2 文及び第 3 文に盛り込まれている。この成文化によって、執行
指令第 2004/48/EC 号第 13 条が国内法化されることにもなった。
◆ドイツ法律事務所 B
The purpose of section 139 (2) is the indemnification of the patentee for any damage
caused to him by the patent infringement. The prevention of future infringement is
not part of the ratio underlying this provision. The provision is base on the general
idea of indemnification for damage caused by fault or negligence (section 249 BGB).
ドイツ特許法第 139 条第 2 項の趣旨は、特許侵害によって被った損害について、特許権者
に補償を与えることである。将来の侵害抑止は、本条の規定が定められた理由ではない。
本条は、故意又は過失によって生じた損害について補償を与えるという考えに基づくもの
である（ドイツ民法第 249 条）。
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◆ドイツ法律事務所 C
The purpose of a claim for damages is to compensate the actual economic damage
suffered by the patentee because of the patent infringement. The provision of 139(2)
of the German Patent Act is the implementation of Art. 13(1) of the Enforcement
Directive and is therefore to be interpreted in the light of the Directive.
損害賠償請求の趣旨は、特許権の侵害により特許権者が被った実際の経済的な損害を賠償
することにある。ドイツ特許法第 139 条(2)は、エンフォースメント指令第 13 条（1）を
国内法化したものなので、同指令に鑑みて解釈されなければならない。
38. How is the amount of damages generally calculated through the system you mentioned
in 36 above? For example, does the calculation take into consideration such aspects
as the contribution of the patent, factors other than the patent (e.g. brand power,
marketing capability), and prevention of infringement of the patent? If so, how?
Please also specify the governing law and the applicable clauses. Please also describe
the details of a system in which a third party is involved in the calculation process,
if any such system exists.
３８．３６．でお答え頂いた制度に基づき、損害賠償額はどのように算定されるのが一般
的でしょうか？

例えば、算定にあたって、特許権の貢献、特許権以外の要素（ブランド

力、販売能力等）、特許権の侵害抑止といった観点は考慮されますか？される場合、どのよ
うに考慮されますか？

また、それらの根拠となる条文や判例があれば教えて下さい。更

に、第三者が算定に関与する制度があればその詳細を教えて下さい。
The amount of damages may be calculated on the basis of the following:
(1) Patentee's lost profits
(2) Infringer's profits
(3) Licensing royalty
When infringement is found in an infringement lawsuit, the infringer is obliged to
provide the patentee with the information necessary for calculating the amount of
damages (e.g. the sales volume of the infringing products and the profit ratio).
In infringement lawsuits in Germany, the patentee generally seeks only a declaration
of the infringer's liability for damages, and does not seeks a determination on the
amount of damages. In most cases, the parties reach a settlement on the amount of
damages after a judgment is rendered. It is very rare for a separate action to be
filed to determine the amount of damages.
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損害賠償額の算定方法としては、以下が挙げられる。
(1) 権利者の逸失利益
(2) 侵害者の利益
(3) ライセンス相当料
侵害訴訟において侵害が認められると、侵害者は権利者に対して損害賠償額を算定するた
めに必要となる情報（侵害品の販売数量や利益率等）を提供する義務を負う。
ドイツの侵害訴訟では、通常、損害賠償責任の確認しか請求されず、損害賠償額の判断は
請求されない。損害賠償額については、侵害訴訟の判決後に当事者間で和解することが多
く、別訴が起こされることは極めて少ない。166
◆ドイツ法律事務所 A
The amount of damages may be calculated on the basis of the following:
(1) Patentee's lost profits (Sec. 249 and 252 Civil Code)
(2) Infringer's profits (Sec. 139 para. 2 sent. 2 Patent Act)
(3) Licensing royalty (Sec. 139 para. 2 sent. 3 Patent Act)
When infringement and liability of the infringer is found in the infringement
proceedings, according to Sec. 259 Civil Code the infringer is obliged to provide
the patentee with the information necessary for calculating the amount of damages
(e.g. the sales volume of the infringing products and the profit ratio).
In infringement proceedings in Germany in a first step only the obligation of the
infringer to pay damages is ordered. Then follows the financial reporting according
to Sec. 259 Civil Code. In the next step, the determination of the amount would be
ordered based on separate proceedings, which can be very burdensome However, in many
cases, the parties reach a settlement on the amount of damages before or after the
financial reporting.
The amount of damages may be calculated on the basis of the following:
(1) Patentee's lost profits (民法第 249 条及び第 252 条)
(2) Infringer's profits (特許法第 139 条第 2 項第 2 文)
(3) Licensing royalty (特許法第 139 条第 2 項第 3 文)
侵害訴訟において侵害及び侵害者の責任が認められると、民法第 259 条により、侵害者は
特許権者に対して損害賠償額を算定するために必要となる情報（侵害品の販売数量や利益
率等）を提供する義務を負う。

166

法務省大臣官房司法法制部「ドイツ連邦共和国における知的財産訴訟制度（特許訴訟制度）の調査結果（報告）」8
頁（2013 年度調査結果）
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ドイツの侵害訴訟では、まずは侵害者の損害賠償支払義務のみが命じられる。
次に、民法第 259 条に従って財務報告が行われる。その次に、個別の手続に基づき、損害
賠償額の判断が命じられるが、これは非常に手間がかかる可能性がある。しかしながら、
損害賠償額については、財務報告が行われる前後に、当事者間で和解することが多い。
◆ドイツ法律事務所 B
section 139 (2) PatG, 249 BGB
The plaintiff may chose between the following options:
(1) Reasonable royalty
For past acts of use a royalty may be applied which corresponds to the royalty that
reasonable parties may have concluded, no punitive element.
(2) Infringer's profits
Turnover minus variable costs of infringer result in an infringer's profit. The
damage amount will be determined as a share of the infringer's profit that may be
attributed to the use of the patent.
(3) Patentee's lost profits
Profit that the patentee would have been able to make but for the infringement (high
threshold for causal link between infringement and lost profit).
After a finding of infringement the plaintiff will have to file new Court action
for determination of a specific amount of damages. The damages will be fixed by the
Court. The Court may appoint a Court expert to provide guidance for the determination
of the damage amount.
ドイツ特許法第 139 条第 2 項、ドイツ民法第 249 条
原告としては、以下の選択肢から選ぶことができる。
(1) 合理的実施料
過去の実施行為については、合理的な当事者であれば締結したと考えられる実施許諾契約
の実施料に相当する実施料を適用することができる。懲罰的な要素はない。
(2) 侵害者の利益
侵害者の売上高から可変費用を控除したものが、その利益である。侵害者の利益のうち、
特許権の実施による部分を、損害額とする。
(3) 特許権者の逸失利益
侵害がなければ特許権者が得られたであろう利益（侵害と逸失利益との間の因果関係につ
いては、高い基準が設定されている）
侵害を発見したら、特許権者は損害額を決定するために新しく訴訟を提起する必要があ
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る。損害額は、裁判所によって決定される。裁判所は、損害額の決定に関する指針を提供
する専門家を任命することができる。
◆ドイツ法律事務所 C
The amount of damages can be calculated on the basis of the following three methods:
1) Patentee's lost profits;
2) Infringer's profits;
3) Licensing royalty.
When infringement is found in an infringement lawsuit, the infringer is obliged to
provide the patentee with the information necessary for calculating the amount of
damages (e.g. the sales volume of the infringing products and the profit ratio).
In patent infringement lawsuits in Germany, the patentee (in a first step) generally
seeks only a declaration of the infringer's liability for damages, and does not seek
a determination on the amount of damages. In most cases, the parties reach a
settlement on the amount of damages after a judgment is rendered. It is very rare
for a separate action to be filed to determine the amount of damages. Thus, the concept
of damages is very rarely tested (to our knowledge below 5% of all cases), so that
case law is limited on all aspects concerning damages in patent infringement cases.
損害賠償額の算定方法としては、以下が挙げられる。
1) 権利者の逸失利益
2) 侵害者の利益
3) ライセンス相当料
侵害訴訟において侵害が認められると、侵害者は権利者に対して損害賠償額を算定する
ために必要となる情報（侵害品の販売数量や利益率等）を提供する義務を負う。
ドイツの侵害訴訟では、通常、（第一段階では）損害賠償責任の確認しか請求されず、
損害賠償額の判断は請求されない。損害賠償額については、侵害訴訟の判決後に当事者間
で和解することが多く、別訴が起こされることは極めて少ない。したがって、損害賠償の
概念が判断されることは非常に稀であるので（我々の承知しているところでは、全訴訟の
5%未満）、侵害訴訟における損害賠償のあらゆる側面で、判例法は限られている。
39. Does the court order the losing party to pay the court cost and/or the attorney
fees for the other party?
If so, in which situation is the losing party ordered to pay, and what is the amount
ordered? Please also specify the governing law and the applicable clauses.
３９．裁判手数料と代理人弁護士費用はそれぞれ敗訴者が負担することが認められるので
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しょうか？
YES の場合、それぞれどんな場合にどの程度の額が認められるのでしょうか？その根拠
となる法律及び条文も教えて下さい。
The losing party may be ordered to pay both.
何れも認められる。
◆ドイツ法律事務所 A
In each litigation, the court has to issue a cost decision. The losing party will
be ordered to pay the court fees and the attorney fees of the other party, Sec 91
et seqq. Civil Procedure Code. The amount of the court fees is determined by the
Court Fees Act (GKG), the amount of the reimbursable attorney fees is determined
by the Attorneys’ Compensation Act (RVG). Both depend from the value in dispute.
それぞれの訴訟において、裁判所は、費用の決定を出さなければならない。敗訴者に裁判
手数料と相手方の代理人弁護士費用を負担することが命じられる（民事訴訟法第 91 条以
下）。裁判手数料の金額は、裁判所費用法（GKG）により決定され、賠償され得る代理人弁
護士費用の金額は、弁護士報酬法（RVG）により決定される。いずれの金額も、訴額に応
じて決定される。
◆ドイツ法律事務所 B
The winning party has a claim for cost reimbursement against the losing party. The
cost reimbursement will always be ordered and is a mandatory part of the decision
on infringement. The amount of cost reimbursement is typically the entire Court fees
paid by the winning party and a portion of the attorney fees of the winning party,
depending on the value in dispute. The reimbursement for attorney fees (including
patent attorney) in a patent infringement case may be up to ~ € 1mio for both
infringement and nullity proceedings.
勝訴者は、敗訴者に対し、費用の償還を請求できる。費用の償還の命令は必ず出され、侵
害に関する判断の必須部分である。償還される費用の額は、通常は、勝訴者が支払った訴
訟費用の全額と、勝訴者が支払った弁護士費用（訴額による）の一部である。特許侵害訴
訟における弁護士費用（弁理士費用を含む）の償還額は、特許侵害訴訟においても特許無
効訴訟においても、1,000,000 ユーロまでの範囲である。
◆ドイツ法律事務所 C
The losing party is regularly ordered to pay the statutory courts fees and attorney
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fees to be calculated based on the value in dispute.
敗訴者は、通常は、法定の裁判手数料及び弁護士費用の支払いを命じられる。これらの費
用は、訴額に基づき計算しなければならない。
40. Does the court award punitive damages?
If so, in which situation are punitive damages awarded and what is the amount awarded?
Please also specify the governing law and the applicable clauses.
If not, what is the underlying idea for not awarding punitive damages?
In particular, please be specific regarding the relationship with general damages
under the Civil Code.
４０．懲罰的賠償は認められるのでしょうか？
YES の場合、どんな場合にどの程度の額が認められるのでしょうか？その根拠となる法
律及び条文も教えて下さい。
NO の場合、どんな思想が基にあって認められていないのでしょうか？
特に、民法上の一般的な損害賠償との考え方とはどのような関係になっているでしょう
か。

◆ドイツ法律事務所 A
The German civil law including the patent law does not provide punitive damages.
The reason for that is the aforementioned principle of restitution in rem. The main
purpose of damage claims is to place the claimant in the same position as if the
damaging accident hadn’t occurred. Nevertheless the calculation based on the
infringer’s profits also serves the sanction and thereby prevention of patent
infringements. This is, however, rather a side effect.
Furthermore it has to be considered that, if the calculation is based on the typical
licence fees, the infringer may not be put in a better position than the user who
seeks a licence agreement before he start to use the teaching of the patent. In fact,
it is argued (by patentees) that the infringer should have to pay an extra
“infringer’s royalty” pr surcharge in addition to the amount of a normal licence
fee. The Higher Regional Court Düsseldorf has therefore submitted the question
whether this would comply with the Enforcement Directive (especially Art. 13) to
the CJEU (cfr. the decision dated 16.10.2014, ref. I-15 U 21/14).
In contrast, it is the main purpose of the criminal law to sanction and thereby
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prevent. This distribution of functions is another reason for the decision against
the establishment of punitive damages.
特許法を含むドイツ民法は、懲罰的賠償を規定していない。
この理由としては、前述の対物的原状回復の原則が挙げられる。損害賠償請求の主な趣旨
は、損害事故が起こらなかった場合と同じ立場に原告を置くことである。とはいえ、侵害
者の利益に基づいた算出も制裁となり、したがって特許権侵害の抑止となっている。ただ
し、これはむしろ副次的な影響である。
さらに考慮されなければならないのは、典型的なライセンス料に基づいて算出が行われる
場合には、特許の教示を使用し始める前に実施許諾契約を求める使用者よりも侵害者が良
い立場に置かれないようにすることである。実際、（特許権者からは）侵害者は、通常の
ライセンス料額に加えて追加の「侵害者ライセンス料」と課徴金を支払うべきだとする主
張がある。このため、デュッセルドルフ高等裁判所は、この主張が、執行指令（特に第 13
条）に従ったものとなるのかどうかという問題を CJEU（欧州司法裁判所）に提出した（2014
年 10 月 16 日付判決、ref. I-15 U 21/14 を参照）。
対照的に、刑法の主な趣旨は処罰し、それによって抑止することである。このような役割
が割り当てられていることが、懲罰的賠償が認められていないもう一つの理由となってい
る。
◆ドイツ法律事務所 B
There are no punitive damages. The underlying idea is that damages in civil law are
meant to repair the damage actually suffered (section 249 BGB).
懲罰的損害賠償制度は存在しない。この根底にあるのは、民法における損害賠償とは、実
際に生じた損害を補填するものだという考えである（ドイツ民法第 249 条）。
◆ドイツ法律事務所 C
No punitive damages.
懲罰的損害賠償の制度はない。
41. What would you mention as the unique characteristics of the system for damages
available in Germany when compared with similar systems available in other countries
(US, GB, FR, etc.)?
４１．他の国（US, GB, FR, etc.）の損害賠償制度と比較した特徴は何でしょうか？
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◆ドイツ法律事務所 A
In our opinion one good point of the German system for damages is the balance between
the interests of all parties. Furthermore we think that the German system offers
– in contrast to other (also European) states – a very efficient procedure.
我々の意見としては、ドイツの損害賠償制度の良い点の一つは、当事者全ての利益のバラ
ンスが考慮されることである。ドイツの制度は、さらに他の諸国（欧州を含む）とは対照
的に、非常に効率的な手続となっていると考える。
◆ドイツ法律事務所 B
No punitive element and high relevance of reasonable royalty as a basis for
calculation.
懲罰的な要素を含まず、合理的実施料が、計算の基礎としてよく利用される。
◆ドイツ法律事務所 C
There are jurisdictions like the US, in which, compared to Germany, the main purpose
of a patent infringement procedure seems to be to collect damages from the asserted
infringer as quickly as possible while the injunctive relief seems to be of less
importance. In Germany, however, typically the injunctive relief is more important
than to get indemnification for the harm which the infringer might have done to the
patentee by selling patent infringing products.
Further, in order to allow the patentee to decide on which method he wishes the
respective damages to be calculated, the court will in a first step order the
infringer to disclose each and every figure that may be relevant under any one of
the methods of calculating damages. In particular, the respective infringer will
have to disclose in detail the quantity of products manufactured and/or sold,
imported or exported, the respective prices, profits, direct costs (such as costs
of material and labor, or of components bought) and the extent and means of
advertising, and to submit (all) the relevant documents of evidence within the scope
of the provision of disclosure.
Following the review of this information, the patent owner will be able to determine
which method for the calculation of damages will be the most beneficial one with
respect to the patent infringer and the amount for damages that he may claim. In
many cases, it is possible to reach an out-of-court settlement between the parties
as regards the amount of damages payable by the infringer at this stage. In case
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such a settlement cannot be reached, the amount awarded will be determined by the
court in a separate second procedure (assessment procedure).
ドイツと比べて、米国のように、侵害訴訟の主な目的が、被疑侵害者から可能な限り迅速
に損害を取り戻すことにある一方で、差止が重視されていないように思われる国がある。
もっとも、ドイツでは、特許権侵害製品を販売することで侵害者が特許権者に対して与え
得た損害について補償を得るよりも、通常は差止を認められることの方が重要である。
さらに、それぞれの損害の算定について、どの方法で行われることを希望するかの決定を
特許権者に委ねることを認めるためには、裁判所は、まずは、いずれの損害の算定方法を
用いるにしても関連する可能性の高いありとあらゆる数値について、侵害者に開示するよ
う命令する。特に、それぞれの侵害者は、製品の製造量及び／又は販売量、輸入量若しく
は輸出量、それぞれの価格、利益、直接経費（原料費、人件費又は購入した部品の費用等）
及び宣伝広告の量及び手段の詳細を開示し、かつ、開示規定の範囲内の証拠の関連書類を
（全て）提出しなければならない。
この情報の確認後、特許権者は、特許権侵害者及び自身の請求可能な損害賠償額に関連し
て、いずれの損害賠償の算定方法が最も有益となるかを決定することができる。多くの場
合、この段階において侵害者が支払うべき損害賠償額に関して、当事者間で和解すること
ができる。和解に至ることができない場合、認められる損害賠償額は、独立した第二の訴
訟手続（査定手続）において裁判所により決定されることになる。
42. If you know of any academic theories (papers) or court judgments recently released
which advocate that the amount of damages should be increased from the perspective
of preventing infringement, or that the patentee's burden of proof of the amount of
damages should be reduced, please specify the source of these and describe the outline.
If you know of any arguments concerning these academic theories (papers) or court
judgments, please inform us of the pros and cons of the major opinions.
４２．侵害抑止といった観点から損害賠償額を高く認定すべきとする最近の学説（論文）・
判例や、特許権者による損害賠償額の立証負担を軽減すべきとする最近の学説（論文）
・判
例があれば、その出典と概要を教えて下さい。また、それらの学説・判例に関する議論が
あれば、その賛否に関する主な意見を教えて下さい。

◆ドイツ法律事務所 A
As mentioned above (Question 40) there is a referral pending before the CJEU regarding
the question whether an “infringer royalty” should be added to the normal license
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fee when the damages are calculated on that basis.
前述のように（Q40）、損害賠償を実施料に基づき算出する場合の、通常の実施料に「侵害
者実施料」を加算すべきかどうかの問題については、欧州司法裁判所に付託して、結果を
待っているところである。
◆ドイツ法律事務所 B
※追って回答
◆ドイツ法律事務所 C
n.a.
該当しない
B. Questions concerning the status of use of the systems for damages in patent
infringement lawsuits in Germany
B

ドイツの特許権侵害訴訟における損害賠償の利用実態に関する質問

43. Generally, out of the total number of patent infringement lawsuits, what do you
think is the percentage of the lawsuits in which the amount of damages claimed by
the patent holder is calculated based on the following options?
４３．権利者が主張する損害賠償額の算定根拠について、全訴訟件数を 100 としてその根
拠割合は一般的にはどの程度だと感じていますか？（
□ Patentee's lost profits: (
□ Reasonable Royalty: (
□ Infringer's profits: (
□ Other: (

）内にお答えください。

)%

)%
)%

)%

□

逸失利益（

）％

□

合理的実施料（

）％

□

侵害者利益

）％

□

その他

（

（

）％

◆ドイツ法律事務所 A
Since there is no reliable data available we cannot offer percentages. Nevertheless
it can be stated that the calculation based on the patentee’s lost profits is rather
unusual. Normally it only applies in markets with a very little number of players,
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e.g. the pharma industry. The other two options are both frequently used and normally
both of them lead to similar results.
信頼に足るデータが利用できないため、割合を示すことができない。とはいえ、特許権者
の逸失利益を算定根拠とするのは、一般的ではない。通常は、この算定方法が適用される
のは、参加者の数が非常に少ない市場の場合だけである（例えば、医薬品産業）
。他の二つ
の算定根拠は、どちらも頻繁に利用されており、通常はどちらで算定しても、同じような
結果になる。
◆ドイツ法律事務所 B
□ Patentee's lost profits: (<5)%
□ Reasonable Royalty: (~70)%
□ Infringer's profits: (~25)%
□ Other: (

)%

◆ドイツ法律事務所 C
□ Patentee's lost profits: ( 20 )%
□ Reasonable Royalty: ( 70 )%
□ Infringer's profits: ( 10 )%
□ Other: ( 0 )%
44. Why is the calculation method you mentioned in 43 above preferred?
４４．４３．で回答された制度・算出方法が好まれる理由は何でしょうか。

◆ドイツ法律事務所 A
The two options (license royalties and infringer’s profits) because that way the
patentee does not have to disclose his calculation (see below, question 45).
ライセンス相当料と侵害者利益の二つの方法。その理由は、この方法を使えば、特許権者
は、自身の行った算出方法を開示しなくてすむからである（下記の Q45 を参照）。
◆ドイツ法律事務所 B
The method of calculation is chosen by the plaintiff. The reasonable royalty appears
to be the method of calculation that can be established the easiest, in particular
if license agreements for the technology involved are available. Patentee's profit
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method has a very high threshold of a causal link; infringer's profit requires
determination of the value of the patent in realizing the profit identified an may
be difficult to assess.
計算方法は、原告が選択する。合理的実施料は、最も容易な計算方法であると思われる。
特に、関連する技術について実施許諾契約が締結されていて、この実施料を利用できる場
合はそうである。特許権者の逸失利益に基づく算定方法では、因果関係の証明が大きな難
題となる。侵害者の利益に基づく算定方法では、侵害者が特定された利益を得ていた際の
特許の価値について判断しなければならず、評価が難しいと考えられる。
◆ドイツ法律事務所 C
While the license analogy (Reasonable Royalty) is probably the easiest way to
establish damages, sometimes choosing the method of establishing damages based on
lost profits may result in the largest possible amount of damages.
Section 252 of the German Civil Code provides that lost profit is considered to be
the profit, which could probably be expected “in the normal course of events”.
The lost profits not only include the profit that would have been obtained if the
patentee himself had achieved the sales of which he has been deprived by the actions
of the infringer. Rather, the lost profits also involve a reduction in profits
suffered by the patentee as a result of reducing his own prices in order to maintain
his market position. On the other hand, the patentee must prove that he would have
made a certain profit without the infringing activity of the infringer. In other
words: The patent owner must establish a causal link between his lost profit and
the individual infringer's activity.
Further, as regards the infringer´s profit the amount to be surrendered is limited
to the extent that it is based on the infringement.
ライセンスモデル（合理的実施料）はおそらく損害賠償額を確定する最も簡単な方法であ
るだろうが、逸失利益に基づき損害賠償額を確定する方法を選ぶことで、損害賠償額が考
えられる最高額になり得ることがある。
ドイツ民法第252条は、逸失利益とは、おそらくは「通例」予期され得る利益であると見
なされると定めている。逸失利益には、特許権者自身が侵害者の行為によって奪われた販
売を達成した場合に、取得されたはずの利益のみを含むのではなく、市場における地位を
維持するために価格を下げた結果として、特許権者が被った利益の削減分も含まれる。一
方、特許権者は侵害者の侵害活動がなければ特定の利益を得たはずであることを証明しな
ければならない。換言すれば、特許権者は、自身の逸失利益と個別の侵害者の活動の因果
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関係を立証しなければならない。
さらに、侵害者の利益に関して、引き渡されなければならない金額は、それが侵害を原因
としている範囲に限定される。
45. Is it necessary to disclose the "patentee's profits per unit volume" for the
purpose of calculating the patentee's lost profits?
４５．逸失利益の算出のために「権利者の単位数量当たりの利益」の開示は必要ですか？
□ Necessary
If so, how are the patentee's trade secrets including such "profits
per unit volume" protected?
その場合、
「権利者の単位数量当たりの利益」などの営業秘密の保護はどの
ように行われていますか？
□ Not necessary
◆ドイツ法律事務所 A
☒

Necessary – according to the Federal Court of Justice (Decision

Tolbutamid) it is necessary that the patentee discloses all information
necessary to calculate his lost profits.
If so, how are the patentee's trade secrets including such "profits
per unit volume" protected?
There is no protection of trade secrets. Hence, this option is not very
favorable for the patentee who is, however, free to choose a different
calculation method.
営業秘密は保護されない。したがって、この算出方法は他の算出方法を自由に選
択することができる特許権者にはあまり好まれていない。
□ Not necessary
◆ドイツ法律事務所 B
☒ Necessary
If so, how are the patentee's trade secrets including such "profits
per unit volume" protected?
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No protection available in regard to other side. Access by third parties may
be protected by excluding the public from the oral hearing and from file
inspection.
相手方に対して利用できる秘密保護制度はない。第三者に対しては、口頭弁論と
包袋の inspection につき非公開とすることで、秘密を保護することができる。
□ Not necessary
◆ドイツ法律事務所 C
☒ Necessary
If so, how are the patentee's trade secrets including such "profits
per unit volume" protected?
In order to claim lost profits in damages, the patentee must prove that he
would have made this profit had the patent not been infringed. Section 252
of the German Civil Code sets a lower level of proof for loss of earnings
and the court may estimate the damage under Civil Procedure Rules (Section
287). Still, the level of proof required remains high (please also refer to
Question 44). If the evidence of loss of earnings is accepted, the patentee
must also prove the share of profit to prove the actual loss suffered. To
that extend he must disclose fully his method of calculating his profit.
損害賠償において逸失利益を請求するためには、特許権者は、特許権が侵害され
なかったならば、自身がこの利益を得たことを証明しなければならない。ドイツ
民法第 252 条は、収入の損失については、低い立証基準を定めており、裁判所は、
民事訴訟規則に基づき損害を見積もることができる（第 287 条）。求められる立証
基準はやはり高いままである（Q44 も参照）、収入の損失の証拠が認められた場合、
特許権者は、実際に被った損失を立証するために利益分配についても証明しなけ
ればならない。この範囲において、特許権者は、自身の利益の算定方法を完全に
開示しなければならない。
□ Not necessary
46. Is there any system for facilitating establishment of the causal relationship
between the infringement act and the profits?
４６．侵害行為と利益の因果関係の立証を容易にする制度はありますか？
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◆ドイツ法律事務所 A
No – the causation always has to be proved.
ない。因果関係は必ず立証されなければならない。
◆ドイツ法律事務所 B
There is no specific system other than the general means of evidence: documentary
evidence, expert, witness.
証拠に関する一般的な方法しか許容されていない。すなわち、文書証拠、専門家、証人で
ある。
◆ドイツ法律事務所 C
Please refer to Question 44 above.
Further, as regards the calculation method of infringer´s profit, the German Federal
Supreme Court confirmed that the patent owner may recover the infringer’s profit
in so far, and only in so far, as it results from the use of the patent (judgment
of 24. July 2012, file reference X ZR 51/11, bottle carrier).
上記 Q44 を参照されたい。
さらに、侵害者の利益の算定方法に関して言えば、ドイツの連邦最高裁判所は、利益が特
許の実施の結果として生じた限りにおいて、またその範囲内に限ってのみ、侵害者の利益
を取り戻すことができることを確認した（2012 年 7 月 24 日の判決、書類照会番号 X ZR
51/11, ボトルキャリアー)。
47. How is an amount equivalent to a reasonable royalty calculated?
Is there any database that can be used for calculating an amount equivalent to a
reasonable royalty?
４７．合理的な実施料相当額の算出方法はどのようにされるのでしょうか？
合理的な実施料相当額の算出に利用できるようなデータべースは存在しますか？

◆ドイツ法律事務所 A
There is no database, but there are several publications, e.g. Lizenzgebühren
(“license royalties”) by Groß/Strunk and Lizenzsätze für technische Erfindungen
(“license royalties for technical inventions”) by Hellebrand/Himmelmann.
デ ー タ ベ ー ス は な い が 、 Groß/Strunk 著 の Lizenzgebühren （「 実 施 料 」） や
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Hellebrand/Himmelmann 著の Lizenzsätze für technische Erfindungen (「技術発明の実
施料」)などの出版物がいくつか出されている。
◆ドイツ法律事務所 B
The main basis for calculation are the facts presented by the parties, in particular
existing license agreements in the technical field.
If no other information is available, the Court may look at determining a fair portion
of the profit made with the infringing profit, the rule of thumb is that 30% of the
profit may be reasonable as a royalty in normal license agreements.
The collection of decisions from the Arbitration Board of the German PTO in employee
invention matters may serve as a guideline because the employee inventor remuneration
often requires a determination of a reasonable royalty.
合理的実施料の計算の主な基礎となるのは、双方当事者が提出する事実である。特に、技
術分野における既存の実施許諾契約が重要となる。
他の情報が利用できない場合、裁判所は、当該侵害によって生じた利益のうち公正と考え
られる部分を判断することがある。大体のところ、通常のライセンス契約においては、利
益の 30％が合理的実施料だとされる。
ここでは、ドイツ特許商標庁内仲裁所の従業員発明の問題における判断の蓄積が、指針と
して有用である。従業員発明者に対する報酬の計算においては、合理的実施料の判断が必
要になることが多いからである。
◆ドイツ法律事務所 C
To establish the appropriate license fee the royalty rate upon which the license
analogy is based must be established. According to recent case law the determination
of a license fee is not only based on what reasonable parties of a license contract
would have agreed prior to the patent´s use. Rather, the royalty is established
according to objective criteria using hindsight. This can give rise to considerable
gaps to what would have in fact been agreed on the market (arm’s-length
negotiations). All value- determinative factors have to be taken into consideration.
Accordingly, the percentage calculated for the royalty depends on the technical field
and the usual royalties in the industry involved. Other factors for the determination
of the royalty percentage are, in particular, the importance of the invention
vis-à-vis the prior art, the closeness of the infringing product to the patented
original and the possibility and costs of designing around the invention. Often,
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case law and previous decisions of the Arbitration Board of the German Patent and
Trademark Office can be considered to determine reasonable reference volume and
license rate. In principle, German courts tend to grant license fees in the range
between 2 and 12 percent. In the field of pharmaceutical patent infringement the
royalty fees granted tend to be rather at the upper than the lower end of this range,
in the field of telecoms they can also be significantly lower.
適切な実施料を確定するためには、ライセンス相当料の算定の基礎となる実施料率が確定
されなければならない。最近の判例によれば、実施料はライセンス契約の合理的な当事者
が特許権の実施前に合意したはずの金額に基づいて決定されるだけではなく、後知恵を利
用して客観的な基準に従って確定される。これによって、実際に市場において合意された
はずの金額と相当な格差が生じる可能性がある（独立当事者間の交渉）。価値を決定する
ような全ての要素が考慮されなければならない。したがって、実施料について算定される
割合は、その技術分野と関連業界で一般的な実施料によって決まる。実施料のパーセンテ
ージを決定する別の要素としては、特に、先行技術に対しての発明の重要性、侵害製品の
特許で保護される原製品への近接性、発明を迂回して設計する可能性及び費用がある。判
例法及びドイツ特許商標庁の仲裁部のこれまでの決定が合理的な基準量や実施料率を判
断するにあたり、しばしば検討されることがある。原則として、ドイツの裁判所は、2～
12％の実施料を認める傾向にある。医薬品の特許権侵害の分野では、認められた実施料は、
この範囲の下限よりも上限に近い方にあり、電気通信の分野では、著しく低い方にある傾
向がある。
48. Generally, out of the total number of patent infringement lawsuits, what do you
think is the percentage of the lawsuits in which an injunction and/or damages are
claimed?
４８．一般的に、特許権侵害訴訟において差止及び損害賠償はそれぞれどの程度の割合で
請求されるのでしょうか？全体を 100 としてその割合を（
Injunction and damages: (

)%

Injunction (without damages): (

)%

Damages (without injunction): (

)%

□差止＋損害賠償（

）％

□差止（損害賠償は請求なし）（

）％

□損害賠償（差止は請求なし）（

）％

◆ドイツ法律事務所 A
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）内にお答えください。

We estimate that in 90 % of the patent infringement main proceedings injunction and
damages are claimed – in the remaining 10 % of cases injunction is not claimed because,
for example, the patent already expired (hence, just damages). On the other hand,
in preliminary proceedings only injunction can be claimed.
特許権侵害訴訟の本案手続の 90％において、差止及び損害賠償が請求されていると推定す
る。残りの 10％の訴訟では、特許がすでに失効している等の理由（よって損害賠償のみの
請求）から、差止は請求されていない。一方、仮処分手続では、差止のみ請求することが
できる。
◆ドイツ法律事務所 B
This is for main action (not: preliminary injunction proceedings):
Injunction and damages: (~80)%
Injunction (without damages): (<5 )%
Damages (without injunction): (~15)%
◆ドイツ法律事務所 C
Injunction and damages: ( 100 )%
Injunction (without damages): ( 0 )%
Damages (without injunction): ( 0 )%
49. Have you ever obtained a declaration of the duty to pay damages (reaching the
stage in which the infringer's liability in damages is declared)? If so, please
specify the percentage representing your experience.
４９．損害賠償支払義務の宣言（訴訟で損害賠償責任の確認まで）を得たことがあります
か？ある場合、その割合を（

）内にお答えください。

□ Yes
⇒What steps have you taken after obtaining a declaration? Choose all the
options that apply and specify the percentage.
□ Also filed a request for a calculation report (all information necessary
for calculating the actual amount of damage), and then reached a settlement
between the parties on the amount of damages
(

)%

□ Reached a settlement between the parties, without requesting a
calculation report
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(

)%

□Filed a separate action to seek damages
□ Also filed a request for a calculation report and used the report
to calculate the amount of damage

(

)%

□ Have never used a calculation report in combination with a
declaration of the duty to pay damages

(

)%

□ No
□ある
⇒その後の対応として、経験があるものを選択し、全体を 100 としてそれぞれの
割合もお聞かせください。(複数回答可)
□計算報告の請求（実損額を算出するために必要なすべての情報の
提供）を求め、その後、損害賠償額は当事者間で和解したことがある
（

）％

□計算報告の請求を求めることなく当事者間で和解したことがある
（

）％

□損害賠償の金銭請求を別訴したことがある。
□計算報告も請求して損害額の算出にその請求報告を利用したこ
とがある

（

）％

□計算報告は併用したことはない

（

）％

□ない
◆ドイツ法律事務所 A
As mentioned above, the next step would be to enforce the financial reporting
according to Sec. 259 Civil Code and calculate the amount of damages. Subsequently
often a settlement is reached.
上述したとおり、次に行われるのは、民法第 259 条に基づき財務報告を実行させ、損害賠
償額を算定することである。その後は、和解することが多い。
◆ドイツ法律事務所 B
☒ Yes
⇒What steps have you taken after obtaining a declaration? Choose all the
options that apply and specify the percentage.
☒ Also filed a request for a calculation report (all information necessary
for calculating the actual amount of damage), and then reached a settlement
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between the parties on the amount of damages
(<20)%
☒

Reached a settlement between the parties, without requesting a

calculation report
(<20)%
☒ Filed a separate action to seek damages
☒ Also filed a request for a calculation report and used the report
to calculate the amount of damage

(60)%

□ Have never used a calculation report in combination with a
declaration of the duty to pay damages

(

)%

□ No
◆ドイツ法律事務所 C
☒ Yes
⇒What steps have you taken after obtaining a declaration? Choose all the
options that apply and specify the percentage.
□ Also filed a request for a calculation report (all information necessary
for calculating the actual amount of damage), and then reached a settlement
between the parties on the amount of damages
(
□

)%

Reached a settlement between the parties, without requesting a

calculation report
(

)%

□Filed a separate action to seek damages
□ Also filed a request for a calculation report and used the report
to calculate the amount of damage

(

)%

□ Have never used a calculation report in combination with a
declaration of the duty to pay damages

(

)%

□ No
50. Please tell us about your ideas concerning the advantages and disadvantages of
separating the declaration of the duty to pay damages and the determination of the
amount of damages.
５０．損害賠償支払義務の宣言と損害額の認定を分けるメリット、デメリットに関する考
えをお聞かせください。
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◆ドイツ法律事務所 A
In our opinion this system is favorable because it streamlines the infringement
proceedings. Furthermore without the enforcement of the financial reporting it is
not possible to calculate the amount anyway.
私たちの考えでは、これは望ましい制度である。その理由は、この制度によって、侵害手
続が簡素化されるからである。さらに、財務報告が実行されなければ、いずれにせよ、損
害額を算定することはできない。
◆ドイツ法律事務所 B
advantage:
・focus on claim construction and infringement in first round
disadvantage
・from a plaintiff's perspective: long timelines until an enforceable amount can
be recovered
利点：
・第一段階では、クレームの解釈と侵害の問題に集中できる。
短所：
・原告にとっては、強制力を持つ決定により損害賠償額を回復できるまでに長時間かかる。
◆ドイツ法律事務所 C
The advantages are that inter alia due to the split of the proceedings the average
duration of a patent infringement case before a German District Court is about 1
year (depending on the workload of the court). Further, for the calculation of the
actual damages the patentee need to know the underlying facts. Thus, the preparatory
claim for information is needed to enable the patentee to choose the right method
of damage calculation and to actually calculate the damage to be paid by the
infringer.
メリットは、とりわけ、これらの手続が分かれているので、ドイツ地方裁判所で審理され
る特許権侵害訴訟の平均的な期間が約 1 年（裁判所の作業量によって異なる）となってい
ることである。さらに、実際の損害を算定する場合、特許権者は、基礎となる事実を知る
必要がある。このため、特許権者が損害について的確な算定方法を選び、侵害者が支払う
べき損害賠償額を実際に算定することができるようにするためには、事前の情報請求が必
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要とされる。
51. Please tell us about the criteria for judging whether to file another action or
enter into settlement in order to determine the amount of damages after the liability
for damages is declared, as well as your ideas concerning the advantages and
disadvantages of each choice.
５１．損害賠償責任の確認後に損害額の認定のために別訴する場合と和解する場合、どち
らを選択するか判断基準とそれぞれのメリット・デメリットに関する考えをお聞かせくだ
さい。

◆ドイツ法律事務所 A
This question always depends on the particular case and can, hence, not be answered
in general.
この問題は、常に個別の事案に応じて決定されるものであるので、一般的に回答すること
はできない。
◆ドイツ法律事務所 B
In our experience the choice depends entirely on the relation between the parties
and the potential exposure of the defendant. Given the timelines, settlement would
always be worth trying as a first step and filing new proceedings would typically
only come as a second step after settlement has failed.
我々の経験では、この選択は、当事者間の関係と、被告が明らかになる可能性による。必
要な時間のことを考えると、和解は第一段階でまず試みる価値のあるものであり、訴訟は
通常、和解が成立しなかった後の第二段階としてのみなされる。
◆ドイツ法律事務所 C
It is always recommendable to start with out of court negotiations regarding damage
compensation in order to avoid another time- and cost consuming court action. Only
if the infringer refuses to pay any damages or disputes the calculation of damages
by the patentee the filing of the (second) court action should be considered. Further,
since separate damage compensation court actions are very seldom in Germany the
courts are somewhat inexperienced in this regards. This also applies to the
applicable royalty rates which are as a matter of fact more or less only familiar
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within the respective industry rather than known to the judges.
新たに時間や費用のかかる訴訟を避けるためには、まずは損害賠償に関して法廷外で交渉
することから始めることが常に推奨される。侵害者が損害賠償の支払いを拒絶するか、又
は特許権者による損害賠償額の算定方法に異議を唱えて初めて、（第二）の訴訟を提起す
るかを検討すべきである。さらに、ドイツでは、個別に損害賠償訴訟が行われることは、
非常に珍しいので、この件では、やや経験不足である。また、実際のところは、判事に知
られていないで、程度の差はあるが各業界内でのみ知られている実施料率についても同様
である。
52. Generally, out of the total number of court judgments, what do you think is the
percentage of the judgments in which the losing party is ordered to pay the attorney
fees for the other party (Section 140e)?
５２．弁護士費用の敗訴者負担（第 140e 条）について、全判決数を 100 としてそれが認め
られる割合は一般的にはどの程度だと感じていますか？（
□ The total amount of the attorney fees: (
□ A reasonable portion (approx.
(

）内にお答えください。
)%

%) of the amount of the attorney fees:

)%
□ Other amount: (
□弁護士費用全額

)%
（

）％

□弁護費用中合理的な額。認められたのは何％程度か（
□その他（

）

（

）％

）％

◆ドイツ法律事務所 A
As mentioned above, the reimbursable amount is determined by law (RVG) and the losing
party is always ordered to bear it. If no party wins completely, both parties have
to pay an amount proportionate to their rate of underlying.
上述のとおり、賠償が認められ得る金額は、法律により判断される。また必ず敗訴者が負
担を命じられる。どちらの当事者も全面的に勝訴しなかった場合には、両当事者は、それ
ぞれの基礎料金（rate of underlying）に応じた金額を支払わなければならない。
◆ドイツ法律事務所 B
□ The total amount of the attorney fees: (<50)%
□ A reasonable portion (approx. €25.000-80.000) of the amount of the attorney
fees: (>50)% note: this entirely depends on the value in dispute set for the case
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□ Other amount: (

)%

◆ドイツ法律事務所 C
☒ The total amount of the attorney fees: ( 100 )%
□ A reasonable portion (approx.
(

%) of the amount of the attorney fees:

)%
□ Other amount: (

)%

53. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness, difficulties,
advantages, and disadvantages of the system for payment by the losing party of the
attorney fees for the other party.
５３．弁護士費用の敗訴者負担の利用しやすさや困難性、メリット、デメリットに関する
考えをお聞かせください

◆ドイツ法律事務所 A
It can be seen as a problem that especially in the area of patent law the actually
paid attorney fees are much higher than the reimbursable amounts, in particular if
the value in dispute is rather low. This means that even if a party succeeds, the
party has to bear their major part of their attorneys costs by itself.
特に、特許法の分野においては、とりわけ訴額が低めの場合に、実際に支払った弁護士費
用が、賠償され得る金額よりもはるかに高いことを問題だと見ることができる。つまり、
勝訴者であっても、自身の弁護士費用の大半を自己負担しなければならないということで
ある。
◆ドイツ法律事務所 B
The current system appears to strike a good balance between a reasonable degree of
reimbursement (preventing frivolous claims) and limiting legal expenses to a
reasonable amount compared to other jurisdictions ( UK).
現行の制度は、合理的な程度の償還を認めること（意味に乏しい訴訟を防ぐ）と、他の国
の裁判（英国）と比べて訴訟費用を合理的な金額に収めることを、うまくバランス取って
いるように思われる。
◆ドイツ法律事務所 C
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In our view, the German system of cost reimbursement is advantageous. According to
Section 91(2) of the German Code of Civil Procedure in all proceedings, the statutory
fees and expenditures of the attorney of the prevailing party, calculated on the
basis of the value in dispute, are to be compensated. Further, where each of the
parties has prevailed for a part of its claim, but has not been able to enforce another
part of its claim in the dispute, the costs are to be cancelled against each other,
or they are to be shared proportionately. If the costs have been cancelled against
each other, the parties shall bear the court costs at one half each (Section 92 of
the German Code of Civil Procedure).
我々の見解では、ドイツの費用償還制度は良い点がある。ドイツ民事訴訟法第 91 条（2）
によれば、全ての訴訟手続において、法定の手数料及び勝訴者の弁護士の費用は、訴額に
基づき算定され、これが賠償されなければならない。さらに、各当事者が自己の主張の一
部のみを認められたものの、係争中の主張の別の一部については執行できない場合には、
相互に費用を取り消すか、又は均衡が取れるように分担される。相互に費用が取り消され
た場合、当事者は、それぞれが半分の裁判費用を負担する（ドイツ民事訴訟法第 92 条）。
54. There is the idea of the system of punitive damages. Please tell us about your
opinions thereon.
５４．懲罰的賠償制度を設けるという考え方がありますが、それに関するご意見をお聞か
せください。

◆ドイツ法律事務所 A
This is a point of discussion as can be seen from the CJEU referral decision by the
Higher Regional Court Düsseldorf (as “infringer’s surcharge” to some extent
comprises an element of punitive damages). However, most infringements take place
due to negligent behaviour of the defendant (e.g. no sufficient freedom to operate
before launching a product). It is rare that patent infringements are committed
intentionally. Hence, punitive damages seem to be over the top for the standard cases
of infringement.
デュッセルドルフ高等裁判所が欧州司法裁判所に付託するとの判決を出したことから、こ
れは議論のある点だということが分かる（「侵害者の課徴金」はある程度、懲罰的賠償の
要素を含むため）。しかしながら、侵害のほとんどは、被告の過失行動（製品を販売する
までは十分に自由実施できない等）が原因で起こる。特許権侵害が故意に行われることは
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滅多にない。よって、標準的な侵害事件であれば、懲罰的損害は行き過ぎだと思われる。
◆ドイツ法律事務所 B
The personal view on punitive damages is that this is not adapted to the "normal"
patent infringement by competitors. In piracy cases (intentional, planned copying)
punitive damages may be justified and may serve as deterrent to potential infringers.
個人的な見解としては、懲罰的損害賠償は、競争者による「通常の」特許侵害については
適合しない。これに対し、不正コピー（意図的で計画的な模倣）の場合は、懲罰的損害賠
償も正当化され得るし、侵害を企む者を抑止する効果があるだろう。
◆ドイツ法律事務所 C
The German law of damages is governed by the concept of compensation and restitution.
According to Sec. 249 of the German Civil Code, a person who is liable in damages
must (primarily) restore the injured person or damaged property in the way that would
have existed had the infringement not occurred. Further, the German law fosters a
widespread belief that the injured party may not be enriched as a result of damage
awarded. Thus, the idea of punitive damages is not provided in German law.
ドイツの損害賠償法は、賠償と原状回復という概念に支配されている。ドイツ民法第 249
条によれば、損害賠償に責任を負う者は、（主として）被害者又は損害を受けた財産につ
いて、侵害が起こらなかった場合に存在していたように回復されなければならない。さら
に、ドイツの法律は、損害が認められた結果として、被害者が豊かになるようなことがあ
ってはならないとする考えを広く持っている。したがって、懲罰的損害賠償という考え方
はドイツの法律では定められていない。
55. Among the patent infringement lawsuits in the past five years in which hefty
damages were awarded, please mention the top five cases in terms of the amount of
damages awarded and specify the case number, the amount of damages, the basis for
calculation (e.g. lost profits, royalties), and the technical field for each case.
５５．最近５年間の特許権侵害訴訟において、認められた損害賠償額が高額な事件につい
て、損害賠償額の面で上位の５事件の事件番号・損害賠償額・算定根拠（逸失利益、ライ
センス料等）
・技術分野を教えて下さい。

◆ドイツ法律事務所 A
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The top three cases from the Regional Court Düsseldorf (the most frequented patent
infringement court) we know about are:
・4b O 57/09 (22.06.2010): damages awarded: € 2,039,660.75 plus interests; basis
for calculation: infringer’s profit; technical field: Mechanics, medical device
(occluder); Decision was reversed in appeal proceedings: 2 U 84/10 (27.10.2011) –
claim was dismissed, plaintiff had to refund damages payment of defendant
・4a O 146/08 (30.06.2009): damages awarded: € 1,092,909.38 plus interests; basis
for calculation: infringer’s profit; technical field: Mechanics, device (roller
shutters); Decision in Appeal proceedings on 08.09.2011 (2 U 77/09): damages awarded:
€1,116,519.84 (plus costs and interests)
・4b O 220/10 (10.12.2011): damages awarded: € 369,832.84 plus interests; basis for
calculation: infringer’s profit; technical field: Electronics, LED (lamp socket).
私たちが承知しているデュッセルドルフ地域裁判所（特許権侵害訴訟が最も頻繁に提起さ
れる裁判所）による上位 3 事件は、次のものである。
・4b O 57/09 (2010 年 6 月 22 日):認められた損害賠償額：2,039,660.75 ユーロと利子。
算定根拠：侵害者の利益。技術分野：機械学、医療装置（咬合器）；控訴審において、判
決は覆された（2 U 84/10 (2011 年 10 月 27 日)）。訴えは棄却され、原告は被告の損害を
払い戻さなければならなかった。
・4a O 146/08 (2009 年 6 月 30 日)：認められた損害賠償額：1,092,909.38 ユーロと利子。
算定根拠：侵害者の利益。技術分野：機械学、装置（ロールシャッター）；2011 年 9 月 8
日の控訴審判決：認められた損害賠償額：
1,116,519.84 ユーロ（これに費用と利子を加算）
・4b O 220/10 (2011 年 12 月 10 日)：認められた損害賠償額：369,832.84 ユーロと利子；
算定根拠：侵害者の利益；技術分野：電子技術、LED（ランプソケット）
◆ドイツ法律事務所 B
€ 2,5 mio. (medical device)
2,500,000 ユーロ（医療機器に関するもの）
◆ドイツ法律事務所 C
As mentioned above, the concept of damages is very rarely tested (to our knowledge
below 5% of all cases), so that case law is limited on all aspects concerning damages
in patent infringement cases.
However, last year we represented a Polish company which had lost patent infringement
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proceedings before the Regional Court of Duesseldorf in a damage assessment
proceeding (file reference 4a O 123/14) based on two European Patents in the technical
field of roof window with mounting bracket. The patentee claimed damage compensation
based on the infringer's profits. Damage compensation requested by patentee approx.
EUR 1.200.000 (including interest). Damage compensation awarded by court around EUR
350.000 (including interest).
上述したとおり、損害賠償の概念が検証されることは滅多にない（我々の知る限りでは、
全訴訟の 5%未満）ので、判例法は、特許権侵害訴訟における損害賠償に関しては、あらゆ
る要素について限定的である。
しかしながら、我々は、昨年、ポーランド企業の代理人を務めた。この企業は、取付金具
付の天窓の技術分野における二つの欧州特許を根拠とする、デュッセルドルフ地方裁判所
での特許権侵害訴訟の損害賠償査定手続において敗訴した（事件参照番号 4a O 123/14）。
特許権者は、侵害者の利益に基づく損害賠償額を請求した。特許権者により請求された損
害賠償額は、およそ 1,200,000 ユーロ（利息を含む。）だった。裁判所が認めた損害賠償
額は、約 350,000 ユーロ（利息を含む。）だった。
56. From the standpoint of a patentee's attorney, what are the good points, points
to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the system for damages in Germany?
５６．特許権者の代理人の立場から、ドイツの損害賠償制度の良い点、維持すべきと考え
ている点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は
何でしょうか？

◆ドイツ法律事務所 A
In our opinion the system is well balanced and elaborate and works very well.
私たちの考えでは、ドイツの損害賠償制度は、うまくバランスが取れていて、精巧な作り
となっており、非常にうまく機能している。
◆ドイツ法律事務所 B
the system overall is not attractive for a patentee
disadvantages:
・long timelines until an enforceable decision
・no effective means to enforce and control claim for information on profits
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・relatively low damage rates for reasonable royalty and infringer's profit
システム全体としては、特許権者にとって魅力的なものではない。
短所：
・執行できる判決が出されるまでに長時間がかかる。
・利益に関する情報を請求するための効果的な方法がない。
・合理的実施料と侵害者の利益に関しては、比較的低い金額の損害賠償しか認められない。
◆ドイツ法律事務所 C
In most patent infringement cases the parties settle the case with regard to the
calculation of damages when there is a final decision on patent infringement. Only
if they do not succeed with out of court negotiations regarding damages the patent
holder files a second action for payment of damages. The court has discretion in
assuming and calculating damages after considering all relevant facts, sect. 287(1)
of the German Code of Civil Procedure.
ほとんどの特許権侵害訴訟では、当事者は、侵害について確定判決が出されている場合に
は、損害の算定に関して和解するに至っている。損害賠償に関して法廷外の交渉では上手
く妥結できなかった場合にのみ、損害賠償の支払いを巡る第二の訴訟が提起される。裁判
所は、あらゆる関連事実を考慮した上で、損害について推定し、計算する裁量権を有する
（ドイツ民事訴訟法第 287 条（1）
）。
57. From the standpoint of an alleged infringer's attorney, what are the good points,
points to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved
or difficult-to-use points of the system for damages in Germany?
５７．被疑侵害者の代理人の立場から、ドイツの損害賠償制度の良い点、維持すべきと考
えている点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点
は何でしょうか？

◆ドイツ法律事務所 A
In our opinion the system is well balanced and elaborate and works very well. Also
the interests of the infringer are always considered.
私たちの考えでは、ドイツの損害賠償制度は、うまくバランスが取れていて、精巧な作り
となっており、非常にうまく機能している。また侵害者の利益が常に考慮されている。
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◆ドイツ法律事務所 B
opposite of points mentioned in 56
Q56 で述べたことの逆が言える。
◆ドイツ法律事務所 C
Since in German patent litigation proceedings the main focus is on the injunctive
relief, the damage compensation is not such a big threat like in US litigation
proceedings. No punitive damages. (see also Question 41 above). Further, there are
good chances for an out of court settlement in which the amount of damage compensation
to be agreed upon between the parties is likely to be lower than the amount determined
by a court.
ドイツの特許訴訟手続では、差止に重点が置かれるので、損害賠償は米国の訴訟手続のよ
うに大きな脅威とはならない。懲罰的損害賠償はない（上記の Q41 も参照）。さらに、法
廷外で和解する十分な機会があり、その際には当事者間で合意される損害賠償額は、裁判
所が決定する金額よりも低くなる可能性が高い。
IV. Question concerning the patent infringement lawsuit system in Japan
Ⅳ

日本の特許権侵害訴訟システムに関する質問

58. Please tell us about what you think are the good or bad points of the patent
infringement lawsuit system in Japan.
５８．日本の特許権侵害訴訟システムで良い又は悪いと考えている点についてお聞かせ願
います。

◆ドイツ法律事務所 A
As a general remark, the Japanese patent infringement system is a highly
sophisticated, well established system. We further realize that government,
administration, courts and universities in Japan show high interest in foreign patent
systems by studying these systems and making surveys and legal projects about the
foreign systems with the purpose to even still improve the own Japanese system.
Patent infringement proceedings are fast proceedings as we are used from our German
infringement proceedings. This is specifically true with regard to appeal
proceedings at the IP High Court with short durations.
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Another good point of Japanese patent infringement proceedings is the high
specialization of the judges at the District Court and the IP High Court. This ensures
quality of the decisions. Such specialization is missing at the Supreme Court
different to the Federal Supreme Court in Germany where there is a specialized Patent
Senate.
In Germany, the patent judges at the District Court, the Higher Regional District
Courts (Courts of Appeal) and the Federal Supreme Court (Patent Senate) stay for
many years and are normally not transferred to other, non-patent courts. This seems
to be different in the Japanese system where patent judges seem to be transferred
to other courts. By that, valuable experience of a patent judge may get lost.
一般的に言って、日本の特許権侵害訴訟システムは非常に洗練されており、確立されたシ
ステムである。さらに、日本の政府、行政、裁判所、大学が、外国の特許制度に非常に興
味を持ち、日本のシステムをさらに改善する目的で、外国の特許制度を調査したり、外国
のシステムについての調査や法律プロジェクトを実施していることが分かった。
特許権侵害訴訟は、ドイツの侵害訴訟に慣れている私たちからすれば、迅速な手続である。
知財高裁における控訴手続が短期間で行われているという点で特にそう思った。
日本の特許権侵害訴訟システムでもう一つ良い点は、地方裁と知財高裁の裁判官が高い専
門性を持っていることである。このことにより、判決の質が保証される。この専門性が最
高裁判所にはない。この点が専門の特許部を置いているドイツの連邦最高裁判所と違って
いる。
ドイツでは、地方裁判所、高等裁判所（控訴裁判所）、連邦最高裁判所（特許部）の特許
裁判官は、何年もそこに留まり、通常は、他の特許裁判所以外の裁判所に移動することは
ない。この点が日本のシステムとは異なっているようで、日本では、特許担当裁判官が他
の裁判所に移動するということがあるようである。それにより、特許担当裁判官としての
貴重な経験が失われてしまいかねない。
◆ドイツ法律事務所 B
High quality of legal professionals; costs and timelines seem to be reasonable;
Success rate for patentee appears to be rather low
法律家の質が高い。裁判の費用や時間も合理的である。
ただ、特許権者が勝訴する割合は低いように思われる。
◆ドイツ法律事務所 C
－
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【フランス企業】
I. Questions concerning experience in patent infringement lawsuits
Ⅰ

特許権侵害訴訟の経験に関する質問

1. Have you filed a patent infringement lawsuit with the French court in the past
five years?
１．フランスの裁判所において、過去５年間、特許権侵害訴訟を提起したことはあります
か？
□

Yes.

・Why did you file a patent infringement lawsuit with the French court?
・特許権侵害訴訟をフランスの裁判所で提起した理由は何ですか？
□ No.
◆フランス企業 A
□

Yes.

・Why did you file a patent infringement lawsuit with the French court?
☒ No.
◆フランス企業 B
☒

Yes.

・Why did you file a patent infringement lawsuit with the French court?
We had evidence that one of our patents had been infringed in France and perhaps
also in other countries. We decided to start with an action in France.
弊社が持つ特許の一つが仏国及びおそらく他国でも侵害されていた証拠をつかんだため。
仏国での訴訟から始めることに決めた。
□ No.
◆フランス企業 C
☒

Yes.

・Why did you file a patent infringement lawsuit with the French court?
Because the infringing activity was occurring in France.
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フランスで侵害活動が行われたため。
□ No.
2. Have you put off filing a patent infringement lawsuit with the French court after
considering it in the past five years?
２．フランスの裁判所に、過去５年間、特許権侵害訴訟の提起を検討したが提起しなかっ
たことはありますか？
□ Yes.
・Why did you put off filing a patent infringement lawsuit with the French
court?
・特許権侵害訴訟をフランスの裁判所で提起を見送った理由は何ですか？
□ No.
◆フランス企業 A
□ Yes.
・Why did you put off filing a patent infringement lawsuit with the French
court?
☒ No.
◆フランス企業 B
□ Yes.
・Why did you put off filing a patent infringement lawsuit with the French
court?
We understand your question as asking whether we would have refrained from bringing
an action because the court was a French court. The answer is clearly and
unequivocally NO.
裁判所が仏国の裁判所だったことが理由で提起を見送ったかどうかを問う質問であると
理解すると、答えは明確に No である。
☒ No.
◆フランス企業 C
☒ Yes.
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・Why did you put off filing a patent infringement lawsuit with the French
court?
In instances where we seek a preliminary injunction, we have not delayed filing suit
in France. Where we do not seek a PI, we have delayed filing a suit in France until
we have sued and obtained a favorable decision in Germany or Netherlands because
those two countries have faster court systems than France and a decision in those
countries may influence a French court’s decision.
仮差止を求めるケースでは、フランスにおいて訴訟の提起を遅らせたことはない。仮差止
を求めない場合には、フランスよりも裁判が早いドイツ、オランダで訴訟を提起し、有利
な判決を得るまでフランスでの訴訟の提起を遅らせる。これは、両国における判決がフラ
ンスの裁判所の判決に影響を及ぼすことがあるためである。
□ No.
3. Has the possibility been hinted at that you might face a patent infringement lawsuit
filed from a patentee with the French court, or have you actually faced such a patent
infringement lawsuit as an alleged infringer, in the past five years?
３．

特許権者から、フランスの裁判所において、過去５年間、特許権侵害訴訟の提起を

示唆されたり、実際に被告として訴訟を提起されたことはありますか？
□ Yes. The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has been
hinted at.
□ Yes. We have actually faced a patent infringement lawsuit
□ The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has never been
hinted at nor have we actually faced a patent infringement lawsuit.
□特許権侵害訴訟の提起を示唆されたことがある。
□実際に、特許権侵害訴訟の提起されたことがある。
□特許権侵害訴訟の提起を示唆されたことも、実際に特許権侵害訴訟の提起を示唆
されたこともない。
◆フランス企業 A
☒ Yes. The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has been
hinted at.
□ Yes. We have actually faced a patent infringement lawsuit
□ The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has never been
hinted at nor have we actually faced a patent infringement lawsuit.
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◆フランス企業 B
☒ Yes. The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has been
hinted at.
☒ Yes. We have actually faced a patent infringement lawsuit
□ The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has never been
hinted at nor have we actually faced a patent infringement lawsuit.
◆フランス企業 C
□ Yes. The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has been
hinted at.
☒ Yes. We have actually faced a patent infringement lawsuit
□ The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has never been
hinted at nor have we actually faced a patent infringement lawsuit.
II. Questions concerning the status of use of the systems for evidence collection
in patent infringement lawsuits in France
Ⅱ

フランスの特許権侵害訴訟における証拠収集の利用実態に関する質問

A. Seizure system
A. Seizure 制度
4. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness, difficulties,
advantages, and disadvantages of the system of seizure before the filing of an action.
４．Seizure の利用しやすさや困難性、メリット、デメリットに関する考えをお聞かせく
ださい

◆フランス企業 A
特許侵害では経験なし。
商標侵害ではよく使う。特に模倣品に対して有効。
◆フランス企業 B
By “seizure” here we understand the procedure of “saisie-contrefaçon” available
under French Patent Law. We appreciate very much that procedure which is very powerful
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and efficient in obtaining evidence of the infringement of a patent. Of course, it
must be used with care in order not to create unjustified harm to the defendant.
The existence of such a procedure is certainly a strong reason for a plaintiff to
choose a French court for litigating French and European patents whenever possible.
We have been using the “saisie contrefaçon” against others and others have done
the same against us. In both cases we considered the system was fair.
ここで言う「seizure」とは仏国特許法の下で利用可能な「saisie-contrefaçon」手続の
ことと理解する。弊社は、特許侵害の証拠を入手するための強力かつ有効な手段である同
手続を非常に高く評価している。もちろん、被告に不当な害を与えないように、気をつけ
て利用しなければならない。そのような手続の存在が、仏国及び欧州特許の訴訟を提起す
る際に、原告が可能な限り仏国を選ぶ強力な理由であることは間違いない。弊社は他社に
対して差押（saisie contrefaçon）を利用しているし、他社も弊社に対して同手続を利用
している。どちらの場合も、制度は公正であったと考えている。
◆フランス企業 C
The good part about the system is that it is fast. However, companies who are the
subject of a seizure order, may feel that the court did not demand enough evidence
of potential infringing activities before granting the order. Another advantage of
the system is that the company who has its information/samples seized, can argue
to the court not to allow the information to be used because it is not related to
the alleged infringing activity, so there is a check in place to try to make sure
the seized information is relevant to the issue. A disadvantage of the system is
that it is difficult to get an order during the summer months when the French court
is on vacation.
この制度の良い点は、迅速だということである。しかし、差押命令の対象となる企業から
してみれば、同命令を認める前に、潜在的な侵害活動についての十分な証拠を要求しなか
ったのではないかと感じるかもしれない。この制度のもう一つのメリットは、情報／見本
を差押えられた企業が、侵害疑義活動とは関係がないので、当該の情報の使用を認めない
ように裁判所に申し立てることができることであり、差し押さえられた情報の当該事案と
の関連性を確保しようとするチェック機能があることである。この制度のデメリットは、
フランスの裁判所が休暇に入る夏季には、命令を取得しにくいということである。
B. Shift of the burden of proof of the manufacturing process of a product (Article
L615-5-1)
B. 製造方法の立証責任の転換（L615 条 5－1）
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5. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness, difficulties,
advantages, and disadvantages of the system of the shift of the burden of proof of
the manufacturing process of a product.
５．製造方法の立証責任の転換の利用しやすさや困難性、メリット、デメリットに関する
考えをお聞かせください

◆フランス企業 A
－
◆フランス企業 B
Although we have not had many opportunities to use this feature of patent law, we
consider it a very useful feature as in many cases direct proof of the infringement
of a process through observation of the resulting product is very difficult to obtain.
Shifting the burden of proof on the defendant is not considered unfair since, if
the defendant has used a different process to manufacture the product, it will be
generally quite easy for him to prove it. Issues of confidentiality may, however,
have to be considered by the court if the process actually used by the defendant
is a trade secret.
弊社がこれまでに特許法のこの制度を利用する機会はあまりないものの、非常に有用な制
度だと考えている。というのも、多くの場合において、最終製品の観測によって製造方法
の侵害を直接立証することは非常に困難である。立証責任の被告への転換は、不公正だと
は考えられていない。被告が製品の製造に異なる製造方法を用いている場合、一般的にそ
の立証は極めて容易であろう。ただし、被告が実際に使用している製造方法が営業秘密の
場合、裁判所は秘密保持の問題を考慮しなければならないことがある。
◆フランス企業 C
We find it to be a fair system. If the potential infringer is not using an infringing
process, they can demonstrate it to the court in confidence and if the court
determines that it is not infringing then keep the process confidential.
公正なシステムだと思う。潜在的な侵害者は、特許権侵害となる製造方法を使用していな
いのであれば、内密にそれを裁判所に証明することができ、裁判所が侵害していないと判
断すれば、当該の製造方法を秘密に維持することができる。
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C. Order to preserve confidentiality
C. 秘密保持命令
6. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness, difficulties,
advantages, and disadvantages of the system of the order to preserve confidentiality.
６．秘密保持命令の利用しやすさや困難性、メリット、デメリットに関する考えをお聞か
せください

◆フランス企業 A
模倣品、プロセスの模倣は発見が難しい。電子部品も同じ。
相手に対して圧力をかけることが大事なのではなく、商品を売ることが大事。
◆フランス企業 B
This has always been a difficult issue in court. Confidentiality may run against
at least two basic principles of French civil procedural law, namely the general
principle of publicity of the legal proceedings and the preservation of the rights
of the defense. In patent litigation, a balanced approach is often found and we find
the current situation globally satisfactory. This is particularly true as regards
the “saisie-contrefaçon” procedures where appropriate judicial practices have
been developed.
裁判所では、これが常に難しい問題になっている。秘密保持は仏国民事手続法の少なくと
も二つの基本原則（具体的には、訴訟手続の一般公開原則及び被告の権利の保護）に対立
する可能性がある。特許訴訟では、バランスの取れたアプローチが見つけられることが多
く、弊社は現状には全体的に満足している。とりわけ差押（saisie-contrefaçon）手続に
関しては、適切な司法実務が築かれている。
◆フランス企業 C
The important thing to keep in mind is that the mechanism exists, which is not the
case in all countries. One has to always think about it as being applied against
yourself as well as when it is applied to others. We think the law strikes a fair
balance for both sides.
重要であるのは、このような仕組みが存在するということを覚えて置くことである。この
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ような仕組みはどの国にもあるという訳ではない。また自分に対してそれが申立てられて
いる場合と、他人について申し立てられる場合について常に考える必要がある。我々は、
法律は、どちらの立場からも公正なバランスとなっていると考える。
D. The whole of the systems for evidence collection
D. 証拠収取制度全般
7. Have you ever used evidence you collected in France in a lawsuit you filed in another
country?
７．フランスで確保した証拠を他の国の裁判で利用したことがありますか？
□ We have used such evidence in a lawsuit filed in another EU member country.
Name of the country:(

)

□ We have used such evidence in a lawsuit filed in another non-EU country. Name
of the country: (

)

□ We have not used such evidence in a lawsuit filed in another EU member country.
□ No.
□EU 圏内の他の国の裁判で利用したことがある。国名：（
□EU 圏外の国の裁判で利用したことがある。国名：
（

）
）

□EU 圏内の他の国の裁判で利用したことがない
□ない
◆フランス企業 A
☒ We have used such evidence in a lawsuit filed in another EU member country.
Name of the country:(英国

※商標)

☒ We have used such evidence in a lawsuit filed in another non-EU country. Name
of the country: (香港

中国

モロッコ

ロシア

※全て商標)

□ We have not used such evidence in a lawsuit filed in another EU member country.
□ No.
◆フランス企業 B
□ We have used such evidence in a lawsuit filed in another EU member country.
Name of the country:(

)

□ We have used such evidence in a lawsuit filed in another non-EU country. Name
of the country: (

)

□ We have not used such evidence in a lawsuit filed in another EU member country.
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☒ No.
◆フランス企業 C
7. Have you ever used evidence you collected in France in a lawsuit you filed in another
country?
□ We have used such evidence in a lawsuit filed in another EU member country.
Name of the country:(

)

□ We have used such evidence in a lawsuit filed in another non-EU country. Name
of the country: (

)

☒ We have not used such evidence in a lawsuit filed in another EU member country
or a non-EU country. 又は EU 圏外の国
□ No.
8. From the standpoint of a patentee, what are the good points, points to be maintained
or user-friendly points and bad points, points to be improved or difficult-to-use
points of the systems for evidence collection in France?
８．特許権者の立場から、フランスの証拠収集制度の良い点、維持すべきと考えている点
又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何でしょ
うか？

◆フランス企業 A
強力なツール。使いやすい。とても面白いプロセス。
時として、タイミングと人によっては、証拠が集まらないことがある。
とはいえ、全般的にはいい制度。
◆フランス企業 B
The combination of the procedure of “saisie-contrefaçon” and other ex-parte
procedures like Art. 145 of French code of civil procedure with the possibility to
obtain a court order for the production of documents by the party who holds them
provides very good opportunities for a patentee for gathering further evidence of
infringement. Such procedures have of course to be used with care to avoid giving
rise to counterclaims for misuse of the procedures. In addition there are more and
more decisions of the European court for human rights which restrict or limit the
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right for “saisie contrefaçon”.
差押（saisie-contrefaçon）手続及び仏国民事訴訟法典第 145 条などのその他の一方的手
続と、文書を所有する当事者による文書提出の裁判所命令を獲得できる可能性の組み合わ
せは、特許権者がさらなる侵害の証拠を収集する非常によい機会となっている。もちろん、
そのような手続の利用時は、手続の濫用で反訴されないように注意が必要である。さらに、
欧州人権裁判所では、差押（saisie-contrefaçon）の権利を制限する判決が増えている。
◆フランス企業 C
I think my answers above have responded to this question.
この質問には、上記の回答で答えていると思う。
9. From the standpoint of an alleged infringer, what are the good points, points to
be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the systems for evidence collection in France?
９．被疑侵害者の立場から、フランスの証拠収集制度の良い点、維持すべきと考えている
点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何でし
ょうか？

◆フランス企業 A
8.参照。
◆フランス企業 B
The alleged infringer may challenge before the court the various orders and the way
they have been carried out. It may also apply to the court for preservation of
confidential information.
被疑侵害者は、様々な命令及び実行された方法に異議申立をすることができる。これは、
裁判所の秘密情報保持にも適用可能である。
◆フランス企業 C
Same answer as for #8
Q8 の回答と同じ。
III. Questions concerning the status of use of the systems for damages in patent

- 408 -

infringement lawsuits in France
Ⅲ

フランスの特許権侵害訴訟における損害賠償の利用実態に関する質問

10. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness, difficulties,
advantages, and disadvantages of the system of payment by the losing party of the
attorney fees for the other party.
１０．弁護士費用の敗訴者負担制度の利用しやすさや困難性、メリット、デメリットに関
する考えをお聞かせください

◆フランス企業 A
事態は変わってきているが、アメリカやドイツとは違う。
アメリカは訴訟件数が多い。フランスは損害賠償額が小さい分訴訟も少ない。
訴訟件数が多いのは、リスクを高めるため、企業にとっては望ましくない。
◆フランス企業 B
We experience a growing attention paid by courts to requests for payment of court
and attorney fees by the losing party. Amounts awarded tend to become closer to
reality, provided reasonable evidence is supplied in support of the request.
経験上、裁判手数料及び弁護士費用の敗訴者負担の申立てに、裁判所がますます注目して
いるようだ。申立てを裏付ける妥当な証拠が提供される限り、賠償額は現実に近づいてい
る。
◆フランス企業 C
France strikes a fair balance in terms of attorney’s fees that the losing side has
to pay. The amount is not the same as the amount the winner actually spent. We believe
France recognizes that both sides usually have a bona fide position in the case and
there is risk on both sides, so the loser has to pay some of the winner’s costs
but does not have to make the winner whole. We think the French system is fairer
than the UK system, where the loser has to make the winner whole, and typically in
the process has to incur more legal expense to argue about the amount that the winner
claims to be due because the winner typically tries to argue that fees related to
the most tangential matters should be reimbursed. The UK system, thus, does not take
into account that each side bears some risk in the outcome of the suit, which is
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unrealistic because no one can be 100% sure of its position when commencing a legal
action or answering a suit.
弁護士費用を敗訴者が負担するという点について、フランスは公正なバランスが取れた制
度を取っている。負担額は、勝訴者の実際の出費額と同額ではない。フランスでは、両当
事者が通常は誠実な立場を取っていると認識されていると思うので、敗訴者は、勝訴者の
全ての費用ではなく、一部を負担しなければならない。フランスの制度は、英国の制度よ
りも公平だと考える。英国では、敗訴者は勝訴者の全額を負担し、また勝訴者が最も関係
のない事項に関する料金まで賠償すべきだと主張しようとすることが一般的であるので、
手続では通常は、勝訴者が支払うべきと主張する金額を巡って争うためにさらに訴訟費用
を負担しなければならない。このように、英国の制度は、当事者双方が訴訟の結果につい
て何らかのリスクを負うのだということが考慮されていない。訴訟を提起する場合又は応
訴する場合の自分の立場については誰も 100％確実になることなどできないので、これは
現実的ではない。
11. There is the idea of the system of punitive damages. Please tell us about your
opinions thereon.
１１．懲罰的賠償制度という考え方がありますが、それに関するご意見をお聞かせくださ
い。

◆フランス企業 A
懲罰的賠償はあるべき。特に模倣品の装置に対して。
フランスでは、刑法上の懲罰もある。模倣品の場合、金銭的だけでなく、禁固刑等の罰則
もある。
ただし、レベルは合理的であるべき。
◆フランス企業 B
The concept of punitive damages is completely foreign to French civil law, including
in the patent area. Punishment is a matter for criminal law. We would not support
introduction of punitive damages in French civil law on patents.
懲罰的賠償制度という概念は、特許分野を含む仏国民法には全くなじまない。懲罰は刑法
で取り扱う問題である。弊社は、特許に関する仏国民法への懲罰的賠償制度の導入を支持
しない。
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◆フランス企業 C
We think punitive damages should only be available in those cases where a losing
party has been shown to have acted unreasonably in light of the facts and information
known to the party at the time of the suit. Especially in France where information
is typically not available until after a seizure is made. But once information is
available to a party that illustrates that the party has no basis to carry on the
suit, then that party should suffer punitive damages if they continued the suit.
懲罰的損害賠償は、訴訟時に当事者が知っていた事実及び情報に鑑みて、敗訴者が不当に
行動したことが証明された場合に限り、利用できるものとすべきだと考える。特にフラン
スでは、差押がなされるまでは、情報を入手できないのが一般的である。もっとも、当事
者が情報を入手し、その情報がその当事者には訴訟を継続する根拠がないことを示すもの
であるにもかかわらず、訴訟を継続する場合には、当該当事者には懲罰的損害賠償が請求
されるべきである。
12. From the standpoint of a patentee, what are the good points, points to be
maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the system for damages in France?
１２．特許権者の立場から、フランスの損害賠償制度の良い点、維持すべきと考えている
点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何でし
ょうか？

◆フランス企業 A
色々な側面を同時に分析して損害額を決めるべき。製品だけでなく、会社のイメージ等も
勘案する。
当局も、そこを認識していて、変えようとはしているようだ。物質的な側面だけでなく、
無形資産的な側面も含めて検討することにより、損害賠償額を引き上げるべきだと思う。
◆フランス企業 B
The award of damages in French courts used to be generally considered as too low.
In the past 10 years or so, the situation has considerably improved and is now
considered as reasonably satisfactory.
仏国裁判所における損害賠償額は全般的に低すぎると考えられていた。過去 10 年ほどの
間に状況はかなり改善し、現在では合理的に納得できると考えられている。
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◆フランス企業 C
Damages in patent infringement cases are complicated. If the infringing product is
pulled off the market after being found to infringe, in addition to the damages
suffered during the sales of the infringing product, loss of sales until the earlier
market share is regained should be taken into account. The system in France (and
frankly many other countries) should allow and rely on independent auditors to look
at the books of the parties (under confidentiality requirements) to determine damages
because each side will have a tendency to over- or under- inflate the numbers.
特許権侵害訴訟における損害賠償は複雑な制度である。侵害の判決を受けた後に、侵害製
品が市場から排除された場合には、侵害製品が販売されている間に被った損害に加えて、
以前のマーケットシェアを取り戻すことができるまでの売上高の喪失が考慮されるべき
である。フランスの制度（また実際には多くの他の国の制度）では、どちらの当事者も、
数値を過大又は過少に評価する傾向があるので、独立した監査人に両当事者の帳簿を検査
させて（守秘義務の下で）、損害賠償額を決定することを認めるべきである。
13. From the standpoint of an alleged infringer, what are the good points, points
to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the system for damages in France?
１３．被疑侵害者の立場から、フランスの損害賠償制度の良い点、維持すべきと考えてい
る点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何で
しょうか？

◆フランス企業 A
12.参照。
◆フランス企業 B
Symmetrically with the answer to Question 12, the risk involved for infringers has
become more substantial and represents more of a deterrent than before. All in all,
the system as currently applied is generally considered as fair for both the patentee
and the alleged infringer. It is worth noting, however, that the debate is shifting
to the issue of injunctions, both preliminary (to avoid irreparable harm to the
patentee) and final (when the court has made a finding of infringement). French courts
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have been rather liberal in granting injunctions, at least where infringement had
been found.
Q12 と対称的に、侵害者に伴うリスクは増えており、かつてないほどの抑止力となってい
る。概して現在適用されている制度は、特許権者及び被疑侵害者の双方にとって公正であ
ると一般的に見なされている。ところが、仮差止命令（特許権者に回復不能な害が及ぶの
を避けるため）及び最終差止命令（裁判所が侵害を認定した場合）の両問題に議論が移っ
ていることは注目に値する。仏国の裁判所は、少なくとも侵害が認定された場合、差止命
令を出すことに比較的寛容である。
◆フランス企業 C
France is kinder to the alleged infringer in its assessment of damages and often
times awards damages that are much less than the actual damages suffered by the
patentee.
フランスは、損害額の評価において、被疑侵害者により優しい制度であり、しばしば、特
許権者が被った実際の損害よりもはるかに低い損害賠償額が裁定される。
IV. Question concerning the patent infringement lawsuit system in Japan
Ⅳ

日本の特許権侵害訴訟システムに関する質問

14. Please tell us about what you think are the good or bad points of the patent
infringement lawsuit system in Japan.
１４．日本の特許権侵害訴訟システムで良い又は悪いと考えている点についてお聞かせ願
います。

◆フランス企業 A
－
◆フランス企業 B
We lack recent experience with the patent infringement lawsuit system in Japan (the
last one is about 15 years old). We understand that it works rather well. It is
sometimes said that it is not so favorable to patentees but we have the impression
that in many cases patentees get most of what they want through early settlements
encouraged by the courts when they have a good case.
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最近は日本での特許侵害訴訟制度の経験がない（約 15 年前が最後）
。よく機能していると
理解している。時に特許権者に優しくないと言われることもあるが、特許権者がうまく立
証できれば、裁判所が勧める早期解決によって、特許権者が要求の大半を得ていることが
多いような印象を持っている。
◆フランス企業 C
As a patentee, the PI system is too slow. It is well-known that the Japanese courts
try to coordinate the decision for a PI with the decision for a main infringement
action, to try to lessen inconsistent decisions between the two actions. However,
this completely neutralizes the purpose for a PI. A PI should be heard much more
quickly; and as an offset to a possible reversal of a granted PI, the patentee should
be required to post bond in a realistic amount to cover potential damages. This
strikes an appropriate balance and one that works well in other countries, e.g.,
Germany.
Further, Japan should re-think whether a permanent injunction is a fair remedy in
every case. The U.S. moved away from this after the eBay case and carefully assesses
the facts of each case before determining whether a permanent injunction is a fair
remedy. Especially, when it is an issue of an infringer selling a product that is
covered by a patent but the product is not exactly the same product as the patentee’s
product or if the patentee isn’t even selling a product covered by the patent in
suit, then, money damages may likely be a more appropriate remedy rather than a
permanent injunction.
特許権者の立場では、仮差止制度が遅すぎる。日本の裁判所が本案訴訟である侵害訴訟の
決定と仮差止の決定との調整を図り、二つの訴訟の決定の間で矛盾が生じる範囲を減らそ
うとしていることはよく知られている。しかしながら、そのために、仮差止の趣旨を完全
に無力化してしまっている。仮差止はもっと迅速に審理されるべきである。仮差止の認定
が無効と判断された場合の埋め合わせとして、特許権者には、潜在的な損害を賄うために
現実的な金額の保証金を差し出すことを求めるべきである。これにより、適切なバランス
が取れるし、またこの制度は、他の諸国（例えば、ドイツ）でもうまく機能している。
さらに日本は、あらゆる場合において、恒久的な差止命令が公正な救済となるのかを再考
すべきだと思う。米国は、eBay 事件以降はこれを変更し、恒久的な差止命令が公正な救済
かを判断する前に各事案の事実を慎重に評価している。特に、特許の対象に含まれるが、
特許権者の製品と全くの同一の製品でないものを侵害者が販売している場合や、特許権者
が係争中の特許の対象となっている製品を販売してすらいない場合には、恒久的差止命令
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よりも、金銭的な損害賠償の方がより適当な救済となる可能性が高いと考えられる。
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【フランス法律事務所】
I. Patent infringement lawsuits in general
Ⅰ

特許権侵害訴訟全般

1. How do you think patent infringement disputes are generally resolved? Out of the
total number of patent infringement lawsuits, what do you think is the percentage
of the disputes resolved in the following forms?
１．特許権侵害はどのように解決するのが一般的だと感じていますか？全体を 100 として
その割合を（

）内にお答えください。

□ Litigation: by a court judgment: (
□ Litigation: by a settlement: (

)%

□ Conciliation/mediation (ADR): (
□ Other (

）％

□訴訟：和解による終結（

）％

□調停（ADR 等）（

)%

): (

□訴訟：判決による終結（

)%

)%

）％

□その他（

）（

）％

◆フランス法律事務所 A
□ Litigation: by a court judgment: (35)%
□ Litigation: by a settlement: (65)%
□ Conciliation/mediation (ADR): (?)%
□ Other (Abandon 放棄): (?)%
◆フランス法律事務所 B
□ Litigation: by a court judgment: 80%
□ Litigation: by a settlement: 10-15%
□ Conciliation/mediation (ADR): up to 5%
□ Other (arbitration 仲裁): Difficult to obtain this information because of the
confidentiality of this dispute 仲裁の秘密性のために、その割合についての情報を入
手するのが難しい。 => up to 5%
◆フランス法律事務所 C
□ Litigation: by a court judgment: (40)%
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□ Litigation: by a settlement: (50)%
□ Conciliation/mediation (ADR): (5)%
□ Other (bankruptcy of a party 当事者の破産・倒産): (5)%
II. Evidence collection
Ⅱ

証拠収集

A. Questions concerning the systems for evidence collection in patent infringement
lawsuits in France
A

フランスの特許権侵害訴訟における証拠収集の制度に関する質問

2. Please specify the law governing the seizure procedure and the applicable clauses.
２．Seizure の根拠となる法律及び条文を教えて下さい。
Article L615-5 of the French Intellectual Property Code
フランス知的財産法 L615-5
◆フランス法律事務所 A
Article L615-5 of the French Intellectual Property Code: Article R615-2; Article
R615-2-1; Article R615-3; Article R615-4. 第 R615-2 条、第 R615-2-1 条、第 R615-3
条、第 R615-4 条。
◆フランス法律事務所 B
Article L615-5 of the French Intellectual Property Code :
“The infringement shall be proven by any means.
For that purpose, any person with authority to bring an action for infringement shall
be entitled, on the ex parte order issued by the competent civil court, to direct
any bailiff , accompanied by experts appointed by the claimant, to proceed in any
place with either the detailed description, with or without the taking of samples,
or the physical seizure of the allegedly infringing articles or processes as well
as any related document.
The court shall order, for the same evidential purposes, the physical seizure of
equipment and tools used to manufacture or distribute the goods or to implement the
allegedly infringing processes.
It may make the implementation of the measures it ordered conditional on the
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furnishing of security by the claimant to ensure, if necessary, the defendant’s
compensation if the infringement action is subsequently held unfounded or if the
seizure is cancelled.”
「侵害は、いかなる方法によってであっても立証される。
この目的のために、権利侵害に対する訴訟を提起する資格を有する者は、管轄民事裁判所
が発する一方的命令において、執行官に対し、原告が選任した専門家を同行して、被疑侵
害物品又は方法並びに関連文書について、いかなる場所においても、詳細な記述（現物サ
ンプルを採取して、又は採取せずに）又は物理的な保全を進めるよう指示する権利を有す
る。
裁判所は、これと同じ証拠目的のために、製品の生産若しくは頒布のため又は被疑侵害方
法の実施のために使用された設備又は道具につき、物理的な保全を命じることができる。
裁判所は、必要に応じて、後日侵害訴訟に理由がないと判断された場合又は Seizure が取
消された場合に、被告の補償を確実にするために、当該措置の実施にあたり、原告が保証
金を差し出すことを条件とすることができる。
」
◆フランス法律事務所 C
Article L615-5 and articles Article R615-1 to Article R615-5 of the French
Intellectual Property Code 及び R615-1 から R615-5 まで
3. In addition to the seizure procedure, what kind of system for evidence collection
is available? Please also specify the governing law and the applicable clauses.
* If there is more than one system, please specify all.
３．Seizure 以外にはどのような証拠収集制度が存在するのでしょうか？その根拠となる
法律及び条文も教えて下さい。
※複数存在する場合には全てお答え下さい。

◆フランス法律事務所 A
(1) When the patent relates to a method for producing a given product, a court can
order the defendant to provide a proof that the method used to obtain the same product
is different from the patented method (Article L615-5-1).
(2) When determining the origin and network of distribution of the infringing product
or method, a court can order the defendant or any relevant person to provide the
document or information concerned (Article L615-5-2).
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For instance, the court may order the defendant to provide a proof or document in
order to determine the extent of damages.
(3) Any conventionally accepted evidence-collecting methods: bailiffs’ findings,
commercial or advertising documents, technical reports, testimonies, presumptions,
etc.
(4) Subsidiarily, EU Customs Regulations 1383/2003/EC and 1891/2004/EC, which allow
the patent owner to request the customs of the EU states to retain products suspected
of infringing its patent when entering the EU.
(1) 特許が特定の製品の製造方法に関するものであるときは、裁判所は、同一製品を得る
ために用いられた方法が特許された方法と異なっている証拠を提供するよう被告に命じ
ることができる（第 L615-5-1 条）
。
(2) 侵害する製品又は方法の出所及び販売網を判断するときは、裁判所は、関連する書類
又は情報を提出するよう被告又は関係者に命じることができる（第 L615-5-2 条）。
例えば、裁判所は、損害の範囲を判断するために、証拠又は書類を提出するよう被告に命
じることができる。
(3) 従来受け入れられている証拠収集方法：執行官の調書（findings）、商業書類又は宣
伝書類、技術報告書、宣誓書、推定等
(4) 補助的なものとして、EU 関税規則第 1383/2003/EC 号及び第 1891/2004/EC 号。これら
の規則は、特許権者が自己の特許権を侵害する疑いのある製品について、当該製品が EU
域内に入国する際に留置されるよう EU 加盟国の税関に求めることを認めている。
◆フランス法律事務所 B
The infringement-seizure procedure is not a mandatory measure or way to collect
evidence (but from a practical point of view, it is usually the best and main way
to prove the existence of a patent infringement). As infringement is a legal fact,
it is allowed to try to prove it by any means.
So, all other means of proof acknowledged in French civil law is permitted, such
as witness statements, presumptions, bailiff reports, reports drawn up by sworn
officials, technical reports drawn up by a patent attorney, etc.
The patentee may also use other provisions of the French Intellectual Property Code
namely:
Article L.615-5-1-1, which states that “The court may order, ex officio or
at the request of any person entitled to institute infringement proceedings,
all legally permissible investigative measures even if an infringement seizure
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has not previously been ordered in accordance with the Article L. 615-5”.
This provision has been inserted in the French Intellectual Property Code on
11 March 2014. It appears to grant rather broad and general investigating
powers to French judges, even if it is difficult to know for the time being
(in our knowledge, there is no case-law implementing this provision) which
investigating measures are exactly allowed according to this provision.
Article L.615-5-2, which states that: “If such a request is filed, the court,
via an interim procedure or during the action on the merit of the case, may
order, if necessary with a constraint on the defendant, and for the purpose
of determining the origin of the allegedly infringing products or processes
distribution networks, to the defendant to produce all documents or
information it has in hands or held by any person who was found in possession
of allegedly infringing products or implementing allegedly infringing process
or providing services used in alleged counterfeiting activities or has been
reported as being involved in the production, manufacture or distribution of
these products, the implementation of these processes or the provision of these
services.The production of documents or information may be ordered if there
are no legitimate impediment”
This is called the Right to information, according to which the judge in charge
with the preparation of the case may order to the defendant to provide documents
or information inter alia regarding:
the number of allegedly infringing products manufactured, sold, imported,
exported, and / or still in stock ;
the name of every companies (for instance the manufacturer located in a
foreign country, the intermediaries, the importer…) involved in the
infringement chain;
the purchase price and sale price of the products, the raw margin of the
defendant…
The judge can require that these documents be certified true by its certified
accountant or by an accounts auditor.
This mean of evidence can be a useful supplement to the infringement seizure.
Seizure の手続は、証拠収集のための強制力のある措置又は方法ではない（もっとも、実
務的な見地からすれば、これは通常、特許権侵害の存在を立証するための最良かつ主要な
方法である）。侵害は法的事実であるから、その立証はいかなる手段にもよることができ
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る。
したがって、証人供述書、推定、執行官の報告書、宣誓した役人が作成した報告書、弁理
士が作成した技術報告書のような、フランス民事訴訟法において認められている他のあら
ゆる証拠手段が許容されている。
特許権者は、フランス知的財産法の他の規定を利用することもできる。具体的には、以下
の通りである。
第 L.615-5-1-1 条 同条は、
「裁判所は、第 L.615-5 条に基づき Seizure の命令が事
前に出されていなかった場合であっても、職権により又は特許権侵害訴訟を提起す
る資格のある者の請求により、法律によって認められているあらゆる調査手段を採
ることを命令することができる」と規定している。この規定は、2014 年 3 月 11 日
にフランス知的財産法に挿入されたものである。当面のところは、正確にどのよう
な調査方法が同条によって許容されるのかを知ることは困難であるが（我々の承知
している限り、同条について判断した裁判例はない）、これは裁判官に対し、広範
かつ全般的な調査権限を与えるものであるように思われる。
第 L.615-5-2 条 同条は、
「当該の請求がなされた場合、裁判所は、中間手続によっ
て又は本案訴訟の間に、必要があれば被告に対して制約を課した上で、被疑侵害製
品又は方法の販売網の出所について判断する目的で、被告に対して、被告自身又は
被疑侵害製品を所有している若しくは被疑侵害方法を実施している若しくは模倣
であるとされる活動において使用された役務を提供していると判断された者又は
当該製品の生産、製造、頒布若しくは当該方法の実施若しくは当該役務の提供に関
与していると報告された者が有する全ての文書又は情報を提出するよう命じるこ
とができる。当該文書又は情報の提出は、法律上の障害がない場合に命令すること
ができる。」と規定している。
これは情報提示権と呼ばれ、それによれば、訴訟の準備を担当する裁判官は、被告
に対して、特に以下に関する文書又は情報を提供するよう命令することができる。
被疑侵害製品の生産、販売、輸入、輸出、在庫の数量
侵害の連鎖に関与しているあらゆる企業（たとえば外国所在の製造業者、中間
業者、輸入者など）の名称
製品の購入価格と販売価格、被告の粗利益など
裁判官は、これらの文書が公認会計士又は公認監査人によって正しいと証明され
ることを求めることができる。
この証拠収集方法は、Seizure についての有用な補足手段になりえる。
◆フランス法律事務所 C
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While the saisie-contrefaçon is one of these means, a procedure intended specifically
to gather and protect evidence of the infringement of intellectual property rights,
this specific procedure does not, however, exclude all the other means of proof
acknowledged in civil law (or in criminal law in the case of criminal proceedings)
such as witness statements, presumptions, bailiff reports, reports drawn up by sworn
officials as defined in Article L. 331-2 CPI (French Intellectual Property Code),
technical reports drawn up by a patent attorney (“conseil en propriété
industrielle”), etc.
差押（saisie-contrefaçon）がこのような手段の一つ（特に知的財産権侵害の証拠の収集
保全のための手続）である一方で、この特定の手続は、フランス知的財産法（CPI）証人
の供述書、推定、執行官の報告書、第 L. 331-2 条に定義されている宣誓をした役人が作
成した報告書、弁理士（
「conseil en propriété industrielle（産業財産権代理人）が作
成した技術報告書など民法（又は刑事訴訟手続の場合には刑法）で認められているその他
の証拠手段全てを除外していない。
4. What is a difference between the seizure procedure and the other system(s) for
evidence collection you mentioned in 3 above?
４．Seizure と３．でお答えいただいた証拠収集制度との関係性を教えて下さい。

◆フランス法律事務所 A
The difference depends on whether the infringing act relates to a product or a
process, or to an information holder found in an infringing position.
Seizure と２で回答した証拠収集制度の違いは、侵害行為が製品又は方法に関連している
のか、又は、侵害する立場にあるとみなされた情報の保有者に関連しているのかに応じて
異なる。
◆フランス法律事務所 B
The infringement seizure is supposed to be a surprise for the defendant, as the
authorizing order is requested and obtained ex-parte. It is generally performed
before serving the writ of summons. Its aim is to prove the existence of infringing
acts or products, and to gather evidence of the scope of infringement and regarding
the identity of the different persons involved in the infringement chain.
Whereas the right to information is requested during the action, and the defendant
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can challenge it (inter partes). Its aim is not to prove the existence of infringing
acts or products as such, but to gather evidence of the scope of infringement (number
of infringing products manufactured and sold) and regarding the identity of the
different persons involved in the infringement chain.
Seizure は、保全命令を、原告が一方的に申立てて取得するので、被告にとっては不意打
ちになると考えられる。Seizure は、一般に、召喚状が送達される前に行われる。その目
的は、侵害行為または侵害製品の存在を立証すること、並びに、侵害の範囲に関する証拠
や侵害の連鎖に関与した者を特定するための証拠を収集することである。
訴訟の中で情報提示権が申立てられた場合、被告はこれに対して異議を唱えることができ
る（一方的ではなく、当事者的である）。情報提示権の目的は、侵害行為又は侵害製品そ
のものの存在を立証することではなく、侵害の範囲（侵害製品の生産数量や販売数量）に
関する証拠や侵害の連鎖に関与した者を特定することに関する証拠を収集することであ
る。
◆フランス法律事務所 C
The saisie-contrefaçon is only available with a judge’s permission, while the other
systems for evidence collection are directly available without any judicial
permission.
差押（saisie-contrefaçon）の利用には裁判所の許可がなければならないが、他の証拠取
集制度は、司法の許可を得ずとも、直接利用することができる。
5. Please explain the purpose of the seizure procedure and the background that led
to the introduction of this system. Please also specify the references that explain
these matters.
５．Seizure の趣旨や制度導入の背景を教えて下さい。その根拠となる文献も分かれば教
えて下さい。
The seizure procedure was first introduced to France in 1791, immediately after the
French Revolution.
Similar systems had already existed in Belgium, Italy and Spain from previous eras.
The advantages of these simple and powerful systems for preserving evidence had been
widely recognized in the countries that adopted the systems.
The seizure procedure was also introduced in EU in 2004 under EU Directive 2004/48/EC.
Seizure は、フランス革命の直後である 1791 年に初めてフランスで導入された。
同様の制度は、ベルギー、イタリア、スペインにも古くから存在しており、その簡易でか
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つ強力な証拠保全制度の利点は導入国で広く認められていた。
2004 年、欧州指令 2004/48/EC により、EU でも Seizure が導入された。167
◆フランス法律事務所 A
The seizure procedure was first introduced to France in 1791, immediately after the
French Revolution.
Similar systems had already existed in Belgium, Italy and Spain from previous eras.
The advantages of these simple and powerful systems for preserving evidence had been
widely recognized in the countries that adopted the systems.
The seizure procedure was also introduced in EU in 2004 under EU Directive 2004/48/EC.
◆フランス法律事務所 B
PURPOSE OF THE SEIZURE PROCEDURE: it is an ex-parte procedure whereby an owner of
an intellectual property right, such as a patent, instructs a competent bailiff,
subject to authorization via a court order, to record or seize evidence proving the
nature and scope of the alleged infringement.
Seizure の趣旨：Seizure は一方的手続であり、特許などの知的財産権の所有者が、裁判
所の命令により付与された権限に従って、権限ある執行官に対し、侵害であるとされる行
為の性質及び範囲について立証するための証拠を記録又は保全するよう指示する。
BACKGROUND 背景: The seizure procedure was first introduced to France in 1791,
immediately after the French Revolution (Act of 19-24 July 1793, the first French
law concerning the rights of authors of intellectual works which protected the right
of reproduction1793 年 7 月 19-24 日デクレは、知的財産の作成者の権利に関する最初の
フランスの法であり、複製権を保護した).
The seizure procedure was also introduced in EU in 2004 under EU Directive 2004/48/EC.
French Act 2007-1544 of 29 October 2007 on the fight against infringement which
essentially transposes Directive 2004/48/EC renders general and uniform the
mechanism which is emphasized as exclusively probative.
偽造防止に関する 2007 年 10 月 29 日フランス法第 2007-1544 号は、本質的には欧州指令
2004/48/EC をフランス国内法に置換したものであり、専ら証拠に重点が置かれた一般的か
つ統一的な機構を定めている。
Similar systems had already existed in Belgium, Italy and Spain from previous eras.
The advantages of these simple and powerful systems for preserving evidence had been
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widely recognized in the countries that adopted the systems.
◆フランス法律事務所 C
The seizure procedure was first introduced to France in 1791, immediately after the
French Revolution.
Similar systems had already existed in Belgium, Italy and Spain from previous eras.
The advantages of these simple and powerful systems for preserving evidence had been
widely recognized in the countries that adopted the systems.
The seizure procedure was also introduced in EU in 2004 under EU Directive 2004/48/EC.
6. When can the seizure be requested, and when is it conducted? Please also specify
the governing law and the applicable clauses.
６．Seizure は、いつ申立てが可能であり、いつ行われるのでしょうか？その根拠となる
法律及び条文も教えて下さい。
The seizure is requested and conducted before commencement of the infringement
lawsuit proceedings.
Case law has also allowed seizures to be conducted for producing additional evidence
during lawsuits.
訴訟開始前。
また、訴訟中、追加証拠提示のために行なうことが判例で認められている。168
◆フランス法律事務所 A
The seizure is requested and conducted before commencement of the infringement
lawsuit proceedings (Article L615-5 第 L615-5 条).
Case law has also allowed seizures to be conducted for producing additional evidence
during lawsuits (Case law: Cass. Com., 26 October 1993 判例：破毀院商事部（Cass. Com.）、
1993 年 10 月 26 日).
◆フランス法律事務所 B
An infringement seizure can be requested and conducted before commencement of the
infringement lawsuit proceedings (in this case, it is necessary for the
plaintiff/patentee to file the patent infringement action within the 31 days
following the day on which the infringement seizure took place. Failing to do so,
168
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the infringement seizure is null and void, and the plaintiff/patentee can no longer
rely on it for proving the infringement).
An infringement seizure can also be requested and conducted while the infringement
action has already been introduced (for instance if additional pieces of evidence
are needed, or if other companies involved in the infringement chain are discovered
after the introduction of the action).
It is usual that the judge requires that the infringement seizure be carried out
within a limited period of time (often a maximum of 2 months) after he/she authorized
it (even if there is no legal provision in the French Intellectual property Code
on this point). But in any case, the infringement seizure must be carried out before
instruction closed.
（この場合、原告／特許権者は、Seizure がなされた日から 31 日以内に特許権侵害訴訟を
提起する必要がある。これをしなかった場合、Seizure は無効となり、原告／特許権者は
当該 Seizure に基づいて侵害を立証することはできなくなる。）
Seizure は、侵害訴訟の最中にも、申立てて実行することができる（例えば、追加的な証
拠が必要になった場合や、侵害の連鎖に関与した他の企業が訴訟開始後に見つかった場合
が挙げられる）。
裁判官は通常、Seizure について、裁判官が認めてから限定された期間内（多くの場合、
最長で 2 ヶ月）に行うよう求める（ただし、フランス知的財産法の条文にはこのような規
定はない）。もっとも、いずれの場合にも、Seizure は事前手続が終了する前に行われなけ
ればならない。
◆フランス法律事務所 C
The seizure is requested and conducted before commencement of the infringement
lawsuit proceedings.
Case law has also allowed seizures to be conducted for producing additional evidence
during lawsuits.
7. Who requests a seizure, what is the relevant authority, and how should a request
be filed? Please also specify the governing law and the applicable clauses.
７．Seizure は、誰がどの機関に対してどのように申し立てるのでしょうか？その根拠と
なる法律及び条文も教えて下さい。
The patent attorney representing the patent holder prepares a draft of a written
order and submits it to the court through a lawyer. Along with a written request,
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the patent attorney also submits a document proving the existence of a valid
intellectual property right: normally a copy of a patent or trademark registration.
The patent holder is not required to produce evidence of the act of infringement.
Unless the request is apparently too expansive, the judge automatically accepts the
request and issues an order. Usually, a written order is issued on that day or the
following day.
権利者側の弁理士が命令書の案文を作成し、弁護士を通じて裁判所に提出する。申請書の
追加書類として、有効な知的財産権などがあることを証明するものを提出する。通常は特
許権、商標権等のコピーを提出する。
侵害行為の証拠は要求されない。明らかに請求が広すぎるものでない限り、裁判官は自動
的にその請求を認め、命令を発する。通常、即日または翌日に命令書は発行される。169
◆フランス法律事務所 A
The patent attorney representing the patent holder prepares a draft of a written
order and submits it to the court through a lawyer (huissier ≈ bailiff 執行官). Along
with a written request, the patent attorney also submits a document proving the
existence of a valid intellectual property right: normally a copy of a patent or
trademark registration.
The patent holder is not required to produce evidence of the act of infringement.
Unless the request is apparently too expansive, the judge automatically accepts the
request and issues an order. Usually, a written order is issued on that day or the
following day (Article L615-5; Article R.615-2 第 L615-5 条、第 R.615-2 条).
◆フランス法律事務所 B
WHO?
Every person entitled to bring an infringement action can request an infringement
seizure, which means: the patentee (holder of the patent or of a patent application)
and the exclusive licensee (provided that (1) it is not forbidden by the license
agreement, and (2) the exclusive licensee has asked the patentee/licensor to file
an infringement action, and the patentee/licensor did not).
The patent attorney and / or the lawyer representing the patentee or exclusive
licensee (the claimant) prepares a request for being authorized to carry out an
infringement seizure, as well as a written order draft (to facilitate the work of
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the judge). They will be submitted by the lawyer to the judge in charge of the requests
at the Paris Court of first instance (the judge is named “le Juge des Requêtes du
Tribunal de Grande Instance de Paris”) when it is requested before the filing of
the infringement action, or to the President of the Chamber of the Paris Court of
first instance in charge of the case when it is requested after the filing of the
infringement action.
HOW?
The request must indicate in great details its purpose, namely the operations for
which authorization is sought.
Information required include:
・Identification of the claimant (patentee of exclusive licensee) and of the defendant
(or of the person or company where the infringement seizure will take place, even
if it is not the defendant).
・Patent Rights relied on by the claimant.
Article R 615-2 subparagraph 2 of the IPC requires only the production of a
patent specification to support a request for a seizure based on a granted
patent. The judge will require a statement of payment of the annual fees and
a recent extract from the French patent Register showing that the patent has
not been the object of a final decision invalidating it, that the claimant
is indeed, in respect of third parties, the holder of the rights its asserts
(Supreme Court decision, 29.01.2008).
Article L615-4 requires that the court addressing an action for infringement
on the basis of a patent application must suspend the proceedings until the
patent is granted.
・Grounds.
The substantiation or ground of the request usually includes explanations with
regard to the patent rights of the claimant and why the claimant considers
or at least suspects that the litigious product or process is infringing the
patent rights. If the patent holder is not required to produce strong evidence
of the existence of an infringement, it is nevertheless necessary to provide
the judge with the first elements which lead the claimant to consider that
there is infringement. In other words, the request cannot be based on mere
assertions or allegations, but must be supported by prima facie evidence of
the existence of an infringement (for instance Paris Court of appeal, 28
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January 2014)
・What kind of documents the bailiff is allowed to seize or describe, as well as
what the bailiff is allowed to do (for instance to access to the computer system
of the defendant, or to its accounting system, whether he/she is allowed to ask
questions to the person present when the seizure takes place…) for gathering
evidence in relation with the alleged infringement.
・Place of the seizure.
In practice, the request often states that the seizure can be extended to all
other venues where infringing action may be observed (but you have to be careful
of the competent bailiff in these new places).
Indication whether the bailiff is allowed to be helped and assisted by other
people for performing the infringement seizure (members of the police force,
Patent attorneys, computer experts, photographers, locksmiths, etc).
The request and the draft order are submitted by the lawyer to the judge (they can
be submitted every opened day of the week, namely from Monday to Friday), which means
that:
・the request and the draft order are filed with the clerk’s office during
the morning;
・the judge reads them;
・there is a private hearing with the judge (at the beginning of the afternoon),
during which the lawyer explains to the judge in more details the situation
and the content of the request and the draft order ; the judge asks questions
to the lawyer, the lawyer can put forward arguments for convincing the judge
to grant the order ; the judge may decide to change the content of the draft
order (for instance if she/he considers that some measures exceed what is
necessary to gather evidence) ; the judge either refuses to grant the order
authorizing the infringement seizure (for instance because some documents
are missing, like documents proving that the patent is still inforce, or that
the claimant is the current holder of the patent), or grants the order (usually
the same day, or the next). If granted, the judge dates, signs the order and
affixes an official stamp. A copy of the request and order is kept by the
judge.
RELEVANT AUTHORITY?
The only competent Court in France is the Paris Court of first instance (article
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L.615-17). More precisely, the request and draft order are submitted to the judge
in charge of the requests at the Paris Court of first instance (“le Juge des Requêtes
du Tribunal de Grande Instance de Paris”) when it is requested before the filing
of the infringement action, or to the President of the Chamber of the Paris Court
of first instance in charge of the case when it is requested after the filing of
the infringement action...
申立てが認められる者について
侵害訴訟を提起する資格を有する者であれば、
誰でも Seizure を申し立てることができる。
すなわち、特許権者（特許権の所有者又は特許出願人）及び独占的被許諾者（(1)実施許
諾契約によって禁止されておらず、(2)独占的被許諾者が特許権者／許諾権者に対して侵
害訴訟を提起するよう求めたにもかかわらず、特許権者／許諾権者が提訴しなかった場合
に限る）である。
特許権者又は独占的被許諾者（原告）を代理する弁理士及び／又は特許弁護士は、Seizure
の実行を認めてもらうための申立書を、命令書の案文（これは裁判官の手間を減らすため
である）とともに準備する。弁護士はこれらを、侵害訴訟の提起前であれば、パリ一審級
裁判所の申立担当の裁判官（この裁判官は「パリ大審裁判所申立担当裁判官」という）に
対して提出し、侵害訴訟の提起後であれば、パリ一審級裁判所所長に対して提出する。
申立てが認められるための手続について
申立書においては、Seizure の目的について、すなわち Seizure の実施を認めてもらう対
象について、詳細に記載しなければならない。
記載しなければならない情報としては、以下が挙げられる。
・原告（特許権者又は独占的被許諾者）及び被告（又は被告ではない場合には、Seizure
がなされる対象となる人物若しくは企業）の特定
・原告が依拠している特許権
フランス知的財産法第 R.615-2 条第 2 段落は、認められた特許権に基づく Seizure
の申立てを根拠づけるものとして、特許の明細書しか求めていない。裁判官は、当
該特許が無効判決の対象になっていないことや、原告がその主張する権利の実際の
保有者であることを第三者に対して証明するものとして、特許料金の支払証書やフ
ランスの特許登録原簿の最近の抄本を要求することができる（2008 年 1 月 29 日最
高裁判決）。
フランス知的財産法第 L.615-4 条は、特許出願に基づいてなされた侵害訴訟につ
いて扱う裁判所は、当該特許が認められるまでは、手続を中断しなければならない
と定めている。
・申立ての理由
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申立ての疎明又は根拠付けにおいては、通常、原告の特許権に関する説明、並び
に、原告がなぜ問題となっている製品又は方法が当該特許権を侵害していると考え
ているか、少なくとも疑っているかという理由についての説明がなされる。特許権
者は侵害の存在について強力な証拠を求められないにせよ、原告は、侵害が存在す
ると考えるにいたった主要な原因について、裁判官に提示する必要がある。換言す
れば、申立ては、単なる主張や弁明のみによってなされることはできず、侵害の存
在を示す一応の証拠によって裏付けられなければならないのである（例えば 2014
年 1 月 28 日パリ控訴院）。
・主張されている侵害に関係した証拠を収集するために、執行官が Seizure を実行又は記
述することのできる文書の種類、執行官が行うことができる事柄（例えば、被告のコンピ
ュータシステムへのアクセス、被告の会計システムへのアクセス、Seizure がなされると
きに現場にいる者に対して質問をすることができるかどうか、など）
・Seizure を行う対象となる場所
実務では、侵害行為が確認されると考えられるあらゆる場所に対して Seizure を
拡大するような申立てがよくなされている（執行官がこれらの他の場所において
Seizure を行う権限があるかどうか、注意する必要がある）。
執行官が Seizure を行うにあたり、他の者（警察官、弁理士、コンピュータの専
門家、写真家、鍵屋など）の補助を受けることができるかどうかの表示。
申立書と命令書の案文は、弁護士によって裁判官に提出される（受付日である月曜日から
金曜日であればいつでも提出できる）。すなわち、
・弁護士が申立書と命令書の案文を午前中に提出する。
・裁判官がこれらの書類を読む。
・裁判官は（午後の初めに）非公開の聴取を行い、弁護士はそこで裁判官に対し、
当該申立書と案文の内容と状況についてより詳細に説明する。裁判官は弁護士に
対して質問を行い、弁護士は裁判官を説得して命令を出させるための主張を行う
ことができる。裁判官は、案文の内容を変更することができる（例えば、裁判官
が、内容の一部が証拠収集のために必要な範囲を超え出ていると考える場合）。裁
判官は、S eizure を認める命令を出すことができる（通常は同じ日かその翌日）
し、拒むこともできる（例えば、当該特許が効力を有することを示す文書や、原
告が特許の現保有者であることを示す文書などの書類がない場合）。申立てを認め
る場合、裁判官は、命令書に日付を書いて署名を行い、公印を押す。申立書と命
令書の写しは、裁判官が保管する。
関連当局について
フランスにおいて唯一管轄権を有するのは、パリ一審級裁判所である（フランス知的財産
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法第 L.615-17 条）
。より正確に言えば、申立書と命令書の案文は、侵害訴訟の提起前に申
立てを行う場合には、パリ一審級裁判所の申立担当の裁判官（「パリ大審裁判所申立担当
裁判官」）に対して提出する。侵害訴訟の提起後に申立てを行う場合は、パリ一審級裁判
所所長に対して提出する。
◆フランス法律事務所 C
The lawyer 弁護士 representing the patent holder prepares a draft of a written order
and submits it to the court. Along with a written request, the lawyer also submits
a document proving the existence of a valid intellectual property right: normally
a copy of a patent or trademark registration.
The patent holder is not required to produce evidence of the act of infringement.
Unless the request is apparently too expansive, the judge automatically accepts the
request and issues an order. Usually, a written order is issued on that day or the
following day.
8. Please explain the conditions under which a seizure is permitted. If a seizure
is not permitted, what kind of opportunity is available to the patentee to file an
objection? Please also specify the governing law and the applicable clauses.
８．Seizure について、申立てが認められる条件を教えて下さい。また、申立てが認めら
れなかった場合、申立人にはどのような反論の機会が与えられるのでしょうか。その根拠
となる法律及び条文も教えて下さい。

◆フランス法律事務所 A
Order is given upon simple request and on the presentation of an official copy of
the patent or patent application concerned (Article R.615-2).
The president of the court is not entitled to refuse the authorization of the request
for seizure if a patent in force is submitted.
the extent of the search and seizure.

The president can only determine

Thus, for instance, he can authorize the

seizure by description only, instead of the actual seizure requested.
命令は、簡易申立書に基づき、また、特許又は関連特許出願書類の認証謄本の提出に基づ
いて発出される（第 R.615-2 条）。
裁判所所長は、有効な特許が提示された場合には、差押の申立ての許可を拒否する権限を
有さない。裁判所所長は、捜索及び差押の範囲を決定できるだけである。したがって、例
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えば、所長は、申立てられたような実際の差押ではなく、記述による差押を許可すること
ができる。
◆フランス法律事務所 B
See above question 7.
If the request is refused:
- in theory, the claimant can file an appeal before the Court of appeal within 15
days from the day of the refusal (Article 496 of the French Civil Procedure Code).
This is rare in practice
- the claimant can try to submit again the request and order on another day (which
means to another judge, since it is not always the same judge), and bring additional
evidence supported the request for order. if there are some documents missing,
the claimant just need to come back with them another day, and if some stipulations
of the draft order do not suit the judge, she/he may change them and grant the
modified order).
It however must be noted that it is rather rare that the request be refused. It is
however common that the judge indicates some limits or restrictions to the scope
of the investigations allowed in the seizure.
上記 Q7 への回答を参照。
申立てが認められなかった場合、
- 理論上は、原告は、Seizure の申立てが認められなかった日から 15 日以内に、控訴院に
対して不服申立てをすることができる（フランス民事訴訟法第 496 条）。しかし、これ
は実務的には稀である。
- 原告は、申立てを根拠付ける追加証拠を添付して、日を改めて再び Seizure の申立てを
行うことができる（必ずしも同じ裁判官が担当するわけではないから、このことは、別
の裁判官に対して申立てを行うことになるということを意味する）。いくつかの必要書
類がない場合には、原告は別の日にそれを揃えて出直すだけでよい。命令書の案文が裁
判官の意向にそぐわない場合、裁判官はそれを変更した上で、修正後の内容の命令を出
すことができる。
もっとも、申立てが認められないことは稀であるという点には留意すべきである。とはい
え、裁判官が、Seizure において認められる調査の範囲について、限定や制限を設けるの
は一般的である。
◆フランス法律事務所 C
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The saisie-contrefaçon comes as a right for the patent holder who believes that his
patent is being infringed. However, it is customary that the patent holder submits
the first element of evidence he has been able to collect. In the very exceptional
cases where a saisie-contrefaçon would not be permitted or permitted only with too
severe limitations, the patentee could lodge an appeal against the judge’s order
(such appeal would also be decided ex parte by the court of appeal).
差押（saisie-contrefaçon）は、自身の特許権が侵害されたと考える特許権者の権利とし
て行われる。もっとも、特許権者は、自身で収集できた最初の証拠の要素を提出すること
が慣習となっている。差押が許可されないか、又は許可されるがあまりに大きな制約を伴
っているという非常に例外的な場合には、特許権者は、裁判官の命令に対して不服を申し
立てることができる（このような不服申立ても、上訴裁判所により一方的に決定される。
）
9. Who conducts the seizure procedure? Please also specify the governing law and the
applicable clauses.
９．Seizure は誰が実行するのでしょうか？その根拠となる法律及び条文も教えて下さい。
According to law, the seizure is carried out on site by a bailiff, accompanied by
an expert serving as an assistant. A bailiff is a court-appointed lawyer with special
qualifications. The accompanying expert is normally the patent attorney representing
the plaintiff.
The bailiff is often also accompanied by such people as a photographer to take
photographs of seized items, a locksmith to unlock the keys of storage facilities,
an IT expert to secure the data in server computers, and/or a police officer to control
any conflicts on site.
現場では、法的には執行官により実行され、支援者として専門家が同行する。執行官
（Bailiff）とは、裁判所から任命された特殊な資格を有する弁護士である。また同行す
る専門家としては、通常は原告側の弁理士がなる。
加えて、保全物の写真を撮る写真家、保管庫の鍵を聞けるための鍵屋、サーバ内のデータ
を確保する IT 技術者、現場での争いごとに備えるため警官を同行することも多い。170
◆フランス法律事務所 A
According to law, the seizure is carried out on site by a bailiff, accompanied by
an expert serving as an assistant. A bailiff is a court-appointed lawyer with special
qualifications. The accompanying expert is normally the patent attorney representing
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the plaintiff (Article L615-5 第 L615-5 条).
The bailiff is often also accompanied by such people as a photographer to take
photographs of seized items, a locksmith to unlock the keys of storage facilities,
an IT expert to secure the data in server computers, and/or a police officer to control
any conflicts on site, provided that an appropriate clause is included in the request
for the seizure order. ただし、差押命令の申立てに、適切な条項が記載されているこ
とを条件とする。
◆フランス法律事務所 B
According to law, the seizure is carried out on site by a bailiff, usually accompanied
by one or several expert(s) who will help and assist the bailiff.
A bailiff is a legal officer under the jurisdiction of the local court with the legal
power to ascertain facts, to serve writs and summons. For patent infringement
seizures, there is almost always patent attorney (who can be the patent attorney
of the plaintiff/claimant) be allowed to assist the bailiff.
It is important to specify that only the bailiff conduct the infringement seizure,
while the potential experts only assist the bailiff (if it appears that one of the
experts has conducted part of the seizure, the seizure can be cancelled).
執行官は、地方裁判所の権限に服する法務官であり、事実の確認、令状や召喚状の執行を
行う法的権限を有する。特許侵害の Seizure においては、ほぼほとんどの場合、弁理士（原
告の弁理士であってもよい）が執行官の補助をすることが認められている。
もっとも、専門家は単に執行官の補助をしているだけであって、Seizure を実行するのは
あくまで執行官だけであるということは強調しておく（もしも専門家が Seizure の一部を
実行した場合、当該 Seizure は取消されうる）。
The bailiff is often also accompanied by such people as a photographer to take
photographs of seized items, a locksmith to unlock the keys of storage facilities,
an IT expert to investigate the data in server computers, and/or a police officer
to control any conflicts on site.
◆フランス法律事務所 C
According to law, the seizure is carried out on site by a bailiff, accompanied by
an expert serving as an assistant. A bailiff is a court-appointed lawyer with special
qualifications. The accompanying expert is normally the patent attorney representing
the plaintiff.
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The bailiff is often also accompanied by such people as a photographer to take
photographs of seized items, a locksmith to unlock the keys of storage facilities,
an IT expert to secure the data in server computers, and/or a police officer to control
any conflicts on site.
10. Where and how is the seizure procedure conducted, and whom does it involve? Please
also specify the governing law and the applicable clauses.
１０．Seizure は、誰に対してどのような場所・手法で実行されるのでしょうか？その根
拠となる法律及び条文も教えて下さい。
The seizure is conducted at places where allegedly infringing products are stored,
sold and/or manufactured. The main place is the alleged infringer's factory. It may
also be conducted at a warehouse where the products are stored, a shop where the
products are sold, a shop of the alleged infringer's client, and a trade fair or
exhibition, as well as at a testing or research laboratory of a public institution.
Places where commercial documents can be found, such as the accounting and sales
departments of the alleged infringer's headquarters or main office, are particularly
important.
The seizure is executed at these multiple places at the same time.
侵害製品が保管、販売、製造されている場所で行われる。具体的には、相手方の工場が主
たる場所となる。製品が保管される倉庫、販売されているショップ、さらには相手方のク
ライアント（顧客）の店舗、展示見本市等も対象となる。加えて、公的機関の試験研究所
も候補となりうる。また、商業的な文書が発見される場所、すなわち、本社・本部の経理
部門、営業部門等は重要である。
Seizure の実行は、これら複数個所で同時刻に行われる。171
◆フランス法律事務所 A
The seizure is conducted at places where allegedly infringing products are stored,
sold and/or manufactured. The main place is the alleged infringer's factory. It may
also be conducted at a warehouse where the products are stored, a shop where the
products are sold, a shop of the alleged infringer's client, and a trade fair or
exhibition, as well as at a testing or research laboratory of a public institution.
Places where commercial documents can be found, such as the accounting and sales
departments of the alleged infringer's headquarters or main office, are particularly
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important.
The seizure is executed at these multiple places at the same time (Article L615-5.
Case law: TGI Paris 16 January 1989; TGI Lyon 31 May 1999 第 L615-5 条。判例：パリ
大審裁判所、1989 年 1 月 16 日；リヨン大審裁判所、1999 年 5 月 31 日).
◆フランス法律事務所 B
WHERE ?
Since the law does not specify any restrictions, a seizure can be carried out in
all places where evidence of infringement may be found. Since she/he is authorized
by a judge, the bailiff and the assisting experts can enter into private places.
The seizure is conducted at places where allegedly infringing products are stored,
sold and/or manufactured. The main place is often the alleged infringer's factory.
It may also be conducted at a warehouse where the products are stored, a shop where
the products are sold, a shop of the alleged infringer's client, or a trade fair
or exhibition, as well as at a testing or research laboratory of a public institution.
Places where commercial documents can be found, such as the accounting and sales
departments of the alleged infringer's headquarters or main office, are also
particularly important.
Seizures can be executed at these multiple places at the same time (which necessitates
request and obtain different orders for each of the seizures).
HOW ?
The bailiff, before carrying out the seizure, is required to give the request and
ex-parte order to those in possession of the litigious goods, failing which the
seizure shall be void.
The seizure must be carried out in accordance with the legal provisions and the
content of the ex-parte order (the participants to the seizure, the defendant and
the location of the seizure, the alleged acts of infringement…).
If she/he is allowed to do so by the order, the bailiff can :
- ask questions in relation with the allegedly infringement to any person present
at the place where the infringement seizure takes place; however, the bailiff is
never allowed to turn the seizure into a kind of police enquiry or investigation;
she/he cannot force anyone to respond to his/her questions.
- request that the persons present at the place where the infringement seizure takes
place provide her/him with any documentation related to the alleged infringing
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products ;
- describe the alleged infringing product and its technical features, as well as
any documents related to the allegedly infringing product; she/he can be helped or
assisted by the expert for doing so, but, she/he must always ensure that the source
of the findings or statement is clearly, and clearly indicate which are her/his own
findings or statement, and which are those of the expert.
- physically seize all or only some of the allegedly infringing products, as well
as any documents related to the alleged infringing product (such as catalogues,
invoices, technical reports…); the bailiff must offer to purchase the allegedly
infringing product(s) which are seized (unless the order allows her/him not to do
so); the seized alleged infringing product(s) are placed under seal and will be kept
either by the bailiff or by the claimant ;
It is usual that at least one to three allegedly infringing product be seized, one
of them being opened or dismantled (with the help of the Patent attorney) and its
characteristics stated and described by the bailiff.
The bailiff will draw up its report during the seizure. A copy of such report must
be given to the defendant. However, the copy of the report does not have to be
necessary handed over immediately after the investigations, but can be within a
reasonable period of time following the infringement seizure.
WHOM?
Neither the claimant nor its employees are people who can attend the seizure,
irrespective of whether the judge having handed down the request gave them the
authorization (Supreme court decision, 08.07.2008).
There is no legal provision precluding the claimant’s lawyer from being present
at the seizure (but the order must allow it). One of the experts assisting the bailiff
can be the usual patent attorney of the claimant (Supreme Court, 8 March 2005).
場所について
法は制約について規定していないので、Seizure は、侵害の証拠が発見される可能性があ
る全ての場所において実行することができる。執行官と補助の専門家は、裁判官によって
権限を与えられているので、私有地に立ち入ることができる。Seizure は、被疑侵害製品
の保管場所、販売場所、生産場所において実行される。多くの場合、侵害者と主張されて
いる者の工場が主な対象となる。Seizure は、製品が保管されている倉庫、製品が販売さ
れている店舗、被疑侵害者の顧客の店舗、見本市、展示会、公共施設の試験所や研究所に
おいても実行することができる。被疑侵害者の本社や本部の会計部門や販売部門のよう
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な、商取引に関する文書が発見できる場所も、特に重要である。
Seizure は、これらの複数の場所で同時に行うことができる（それぞれの Seizure につき
申立てを行って命令を得る必要がある）。
手法について
執行官は、Seizure を実行する前に、問題となる物を所有している者に対し、申立書と一
方的命令書を提示する必要がある。実行前に提示しなかった場合、Seizure は無効となる。
Seizure は、法律の条文と一方的命令書の内容（Seizure に参加する者、Seizure の被告と
場所、被疑侵害行為など）に即して実行されなければならない。
執行官は、命令によって認められている場合、以下の行為を行うことができる。
- Seizure がなされる場所にいるあらゆる者に対し、被疑侵害行為に関係した質問を行う
こと。ただし、執行官は、Seizure を警察の取調べや捜査の類に転用することは許され
ない。執行官は、質問への回答を強制することはできない。
- Seizure がなされる場所にいる者に対し、被疑侵害製品に関連したあらゆる書類を執行
官に提供するよう求めること。
- 被疑侵害製品とその技術的特徴、当該製品に関連したあらゆる書類について記述するこ
と。執行官は、これを行うにあたり専門家の補助を受けることができる。ただし、執行
官は、発見したもの又は書類の出所を明記し、並びに、執行官が発見したもの又は書類
と、専門家が発見したもの又は書類を、明示しなければならない。
- 被疑侵害製品の全部又は一部、並びに当該製品に関連したあらゆる書類（カタログ、請
求書、技術報告書など）につき、物理的に Seizure を行うこと。執行官は、Seizure が
行われる、被疑侵害製品について、購入を提案しなければならない（ただし、命令によ
って、購入の提案をしなくてもよいと認められている場合は除く）。Seizure が行われた、
被疑侵害製品については、密封され、執行官又は原告によって保管される。
通常は、被疑侵害製品は、少なくとも 1 個から 3 個について Seizure がなされ、うち 1 個
は（弁理士の補助により）開けられ又は分解され、執行官がその特徴について説明記述を
行う。
執行官は、Seizure の最中に報告書を書き上げる。被告には、当該報告書の写しを渡さな
ければならない。しかしながら、報告書の写しは、必ずしも調査の直後に交付しなくても
よく、Seizure がなされてから合理的な期間内に交付することができる。
立会いができる者について
原告もその従業員も、Seizure に立ち会うことはできない。申立てを認めた裁判官が立会
いを認めていた場合であってもである（2008 年 7 月 8 日最高裁）。
原告の弁護士が Seizure に立ち会うことを禁じる法律の条項はない（命令では、このよう
な立会いを認めなければならない）
。執行官を補助する専門家の 1 名が原告の弁理士であ

- 439 -

っても問題ない（2005 年 3 月 8 日最高裁）。
◆フランス法律事務所 C
The seizure is conducted at places where allegedly infringing products are stored,
sold and/or manufactured. The main place is the alleged infringer's factory. It may
also be conducted at a warehouse where the products are stored, a shop where the
products are sold, a shop of the alleged infringer's client, and a trade fair or
exhibition, as well as at a testing or research laboratory of a public institution.
Places where commercial documents can be found, such as the accounting and sales
departments of the alleged infringer's headquarters or main office, are particularly
important.
The seizure is executed at these multiple places at the same time.
11. What evidence is collected through the seizure procedure? Please also specify
the governing law and the applicable clauses.
１１．Seizure ではどのような証拠が収集されるのでしょうか？その根拠となる法律及び
条文も教えて下さい。
Anything related to infringement is subject to seizure.
(1) Documents
It is possible to specify and seize internal technical documents on products or
processes.
Not only technical documents, but also commercial documents including catalogs and
advertisements and such documents as accounting documents, documents on shipping,
and sales slips can be seized. These documents can be used as evidence for
establishing an act of working an invention, and information in these documents such
as the number of products manufactured, the selling prices, and the number of products
sold can be used as the basis for calculating damages.
(2) Products
Actual seizure of allegedly infringing products is possible. In practice however,
product samples are purchased at actual cost. This is, in part, to prevent the alleged
infringer from claiming compensation or damages later.
It is also possible under law to seize manufacturing equipment or machines
themselves. However, because their purchase is extremely costly, the report
mentioned below is often used instead.
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(3) Report
On site, a bailiff can create a detailed description, or, a report on the infringing
product he/she saw there. In the case of a process invention, it is possible to
reproduce the invented process on site by trying out a manufacturing machine or a
blending process in front of the bailiff and have the bailiff make a report on it.
A report must indicate a product or process in a manner that can be easily associated
with the relevant patent. Specifically, when creating a report on site, a bailiff
should describe the alleged infringer's product or manufacturing process in a manner
that corresponds to the respective technical features of the patent claims. In
addition, a report must clearly define the damage caused. The court sometimes asks
questions to relevant experts regarding calculation of damages.

侵害に関する如

何なるものも保全対象となる。
(1) 書類
物又は方法の内部技術文書を指定して保全することが可能である。
また、技術文書のみならず、商業的な文書、例えばカタログ、広告、または経理書類、発
送書類、売上伝票なども保全できる。これにより、実施行為の証拠とし、また、製造数、
販売価格、販売数等を損害賠償算出の根拠とすることができる。
(2) 製品
侵害していると思われる製品の現物を保全できる。ここで、実務的には製品サンプルを実
費で購入する。後に補償請求や損害賠償補償を防ぐ狙いもある。
製造装置・機械自身を保全することも法的に可能である。しかし、購入に巨額の実費を要
することから、次に述べる調書により対処する場合が多い。
(3) 調書
現場にて、執行官が見た侵害製品を詳細な記述、いわば調書にすることができる。また方
法の発明では、執行官の目前で製造機械や調合方法を試験的に実施することにより、発明
の方法を再現し、調書を作成することができる。
調書は製品・方法と特許とを容易に関連付けるものでなくてはならない。具体的には、現
場で調書を作成する際、相手方の製品や製造方法が請求項の技術的特徴毎に対応するよう
記述する。また、調書は損害を明確にしなければならない。裁判所が損害賠償算出に関し、
専門家に尋ねることもある。172
◆フランス法律事務所 A
Anything related to infringement is subject to seizure.
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(1) Documents
It is possible to specify and seize internal technical documents on products or
processes.
Not only technical documents, but also commercial documents including catalogs and
advertisements and such documents as accounting documents, documents on shipping,
and sales slips can be seized. These documents can be used as evidence for
establishing an act of working an invention, and information in these documents such
as the number of products manufactured, the selling prices, and the number of products
sold can be used as the basis for calculating damages.
(2) Products
Actual seizure of allegedly infringing products is possible. In practice however,
product samples are purchased at actual cost. This is, in part, to prevent the alleged
infringer from claiming compensation or damages later.
It is also possible under law to seize manufacturing equipment or machines
themselves. However, because their purchase is extremely costly, the report
mentioned below is often used instead.
(3) Report
On site, a bailiff can create a detailed description, or, a report on the infringing
product he/she saw there. In the case of a process invention, it is possible to
reproduce the invented process on site by trying out a manufacturing machine or a
blending process in front of the bailiff and have the bailiff make a report on it.
A report must indicate a product or process in a manner that can be easily associated
with the relevant patent. Specifically, when creating a report on site, a bailiff
should describe the alleged infringer's product or manufacturing process in a manner
that corresponds to the respective technical features of the patent claims. In
addition, a report must clearly define the damage caused. The court sometimes asks
questions to relevant experts regarding calculation of damages (Article L615-5 第
L615-5 条).
◆フランス法律事務所 B
It can be a descriptive seizure (consists in a mere description of the allegedly
infringing objects, this kind of seizure can be corroborated by “taking samples”
without it becoming a physical seizure strictly speaking) or a physical seizure
Anything related to infringement can be subject to seizure.

- 442 -

(1) Documents
It is possible to specify and seize internal technical documents on products or
processes.
Not only technical documents, but also commercial documents including catalogues
and advertisements and such documents as accounting documents, documents on
shipping, and sales slips can be seized. These documents can be used as evidence
for establishing infringement, and information in these documents such as the number
of products manufactured, the selling prices, and the number of products sold can
be used for calculating damages.
Indeed, a claimant has a considerable interest in requesting that the bailiff be
authorized to take all documents establishing the origin, the destination, and the
extent or scope of the infringement (also documents in electronic form, such as
emails).
(2) Products
Alleged infringing products can be seized. The bailiff must offer to purchase the
allegedly infringing product(s) which are seized.
It is also possible to seize the manufacturing equipment or machines used for
manufacturing the allegedly infringing products. However, because their purchase
is extremely costly, the report mentioned below is often used instead.
The bailiff can proceed with the physical seizure only for the items referred to
in the order, unless the defendant spontaneously handed items to the bailiff who
then can annex them to the seizure report.
(3) Testimony of the defendant, alleged infringer's client
(1)(2)(3) are described in the report.
記述による Seizure（被疑侵害物について記述するだけである。この種の Seizure は、
「現
物サンプルの取得」によっても確証されるが、これは厳密な意味での物理的な Seizure で
はない）と、物理的な Seizure とが可能である。
侵害に関係しているあらゆるものが Seizure の対象となる。
(1)書類
製品又は方法に関する内部技術書類を特定して Seizure を行うことが可能である。
技術書類に限らず、カタログや広告を含む商取引に関する書類や、会計書類、売上伝票な
どの書類についても Seizure を行うことができる。これらの書類は、侵害を立証するため
の証拠として利用することができる。また、製品の生産数量、販売価格、製品の販売数量
のような、これらの書類の中の情報は、損害の算定において利用することができる。
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実際、原告は、執行官が出所、配達先、侵害の程度や範囲について証明するための全ての
書類（電子メールのような電子的形態の書類も含む）を取得することを認めるような申立
を行うものである。
(2)製品
被疑侵害製品について Seizure を行うことができる。執行官は、Seizure の対象となる、
被疑侵害製品について、購入を提案しなければならない。
被疑侵害製品を生産するために使用されている製造設備や機械についても、Seizure を行
うことができる。ただし、これらの機器を購入するのは極めて高額になるので、以下で述
べる報告書が代わりによく利用されている。
執行官は、命令書に記載された品目についてのみ、物理的な Seizure を行うことができる。
ただし、被告が自発的に品目を執行官に交付した場合はこの限りでない。この場合、執行
官は Seizure の報告書を品目に添付することができる。
(3)被疑侵害者の顧客や、被告による供述
(1)(2)(3)は、報告書の中に記載される。
◆フランス法律事務所 C
Anything related to infringement is subject to seizure.
(1) Documents
It is possible to specify and seize internal technical documents on products or
processes.
Not only technical documents, but also commercial documents including catalogs and
advertisements and such documents as accounting documents, documents on shipping,
and sales slips can be seized. These documents can be used as evidence for
establishing an act of working an invention, and information in these documents such
as the number of products manufactured, the selling prices, and the number of products
sold can be used as the basis for calculating damages.
(2) Products
Actual seizure of allegedly infringing products is possible. In practice however,
product samples are purchased at actual cost. This is, in part, to prevent the alleged
infringer from claiming compensation or damages later.
It is also possible under law to seize manufacturing equipment or machines
themselves. However, because their purchase is extremely costly, the report
mentioned below is often used instead.
(3) Report
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On site, a bailiff can create a detailed description, or, a report on the infringing
product he/she saw there. In the case of a process invention, it is possible to
reproduce the invented process on site by trying out a manufacturing machine or a
blending process in front of the bailiff and have the bailiff make a report on it.
A report must indicate a product or process in a manner that can be easily associated
with the relevant patent. Specifically, when creating a report on site, a bailiff
should describe the alleged infringer's product or manufacturing process in a manner
that corresponds to the respective technical features of the patent claims.
12. How is the evidence obtained through the seizure procedure used in the court
proceedings? Please also specify the governing law and the applicable clauses.
１２．Seizure で得られた証拠は裁判においてどのように利用されるのでしょうか？その
根拠となる法律及び条文も教えて下さい。

◆フランス法律事務所 A
As normal evidence if it proves the infringing act. It is to be noted that the seizure
procedure itself is for establishing the reality of an act, not for its infringing
nature (TGI Paris 5 June 1986).
侵害行為を立証するものであれば、通常の証拠として利用される。差押手続そのものはあ
る行為が現実に起こったものであることを証明するためのものであり、侵害の性質を証明
するためのものではないことに注意すべきである（パリ大審裁判所、1986 年 6 月 5 日）。
◆フランス法律事務所 B
The bailiff’s report on infringement seizure, along with the products and documents
seized, are usually the main pieces of evidence for proving the infringement. It
will be provided to the Court as one of the exhibits and pieces of evidence supporting
the infringement action. Parts of the bailiff’s report can be reproduced in the
claimant/patentee’s submissions filed with the Court, for the purpose of proving
the existence of the infringement.
The defendant will be allowed to challenge before the Court the validity and the
content of the bailiff’s report.
The products and other documents seized will be provided and shown to the judge during
the trial hearing, and the judge will keep them until a decision is rendered.
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The governing law is the “L. 615-5” taken in conjunction with the general law
provided in the civil rules of procedure.
Seizure に関する執行官の報告書は、押収された製品や書類とともに、通常は、侵害につ
いて立証するための主要な証拠となる。侵害訴訟を裏付ける証拠物・証拠の一つとして裁
判所に提出されることになる。執行官の報告書の一部は、侵害の存在について証明する目
的で、原告／特許権者が裁判所に提出する提出物に転載して使用することができる。
被告は、執行官の報告書の法的効力と内容について、裁判所で争うことができる。
押収された製品と他の書類は、審理において裁判官に対して提出・提示され、裁判官は判
決を下すまでこれらを保管する。
Seizure で得られた証拠の利用については、根拠法は、知的財産法第 L.615-5 条であり、
民事訴訟規則に定められている一般法と併用される。
◆フランス法律事務所 C
The report prepared by the bailiff is simply adduced in court proceedings in support
of the patentee’s submission.
執行官が作成した調書は、特許権者の提示物を裏付けるものとして訴訟において提示され
るにすぎない。
13. If the evidence obtained through the seizure procedure contains any confidential
information (e.g. trade secrets), how is such confidential information treated? Also,
what penalties are provided for persons who have divulged confidential information
contained in the evidence? Please also specify the governing law and the applicable
clauses.
１３．Seizure において、証拠に営業秘密等の秘密情報が含まれていた場合、それらの秘
密情報はどのように取り扱われるのでしょうか？また、証拠に含まれる秘密情報を漏らし
た者に対し、どのような罰則が設けられていますか？その根拠となる法律及び条文も教え
て下さい。
Under the principle of the seizure procedure, evidence may be seized even if it
contains confidential information unrelated to infringement. However, according to
Article R615-4 of the Code, the president of the court may take a measure to preserve
the confidentiality of certain items, upon the petition of the seized party acting
forthwith and showing a legitimate interest.
In practice, whether or not to preserve the confidentiality of a seized material
is determined by an expert designated by the court. Specifically, the target material
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(an actual item or a document) is inserted in an envelope without disclosing its
content at the alleged infringer' site, and an expert designated by a judge (an
accounting expert, technical expert, IT expert, etc.) checks the content in court.
If the expert determines any of its parts to be unrelated to infringement, the
material is disclosed after deleting that part or coloring that part in black or
white. However, if the expert determines it to be related to infringement, the
material can be disclosed in court even if the alleged infringer claims it to be
confidential information.
Seizure の原則としては、たとえそれが侵害と関連しない秘密情報を含んでいても押収さ
れうる。ただし、規定（A.R615-4）により、被告の請求に基づき、遅延ない手続きであり、
正当な利害関係があれば、裁判長は一部要素の秘密を守らせることができる。
実務上、証拠保全中の材料を守秘とするかどうかは裁判所より指定された専門家によって
判断される。具体的には、被告側現場にて、対象材料（現物や書類）を開示しないまま封
筒に確保し、裁判所にて裁判官が指定した専門家（経理専門家、技術専門家、IT 専門家等）
が中身を確認する。侵害と関係ないと判断されれば、その部分を削除する、または黒塗り、
白塗りなどして開示する。一方、侵害と関係すると判断されれば、被告側が秘密情報と請
求しても裁判所にて開示されうる。173
◆フランス法律事務所 A
Under the principle of the seizure procedure, evidence may be seized even if it
contains confidential information unrelated to infringement. However, according to
Article R615-4 of the Code, the president of the court may take a measure to preserve
the confidentiality of certain items, upon the petition of the seized party acting
forthwith and showing a legitimate interest.
In practice, whether or not to preserve the confidentiality of a seized material
is determined by an expert designated by the court (Article R. 615-5 第 R. 615-5
条). Specifically, the target material (an actual item or a document) is inserted
in an envelope without disclosing its content at the alleged infringer' site, and
an expert designated by a judge (an accounting expert, technical expert, IT expert,
etc.) checks the content in court. If the expert determines any of its parts to be
unrelated to infringement, the material is disclosed after deleting that part or
coloring that part in black or white. However, if the expert determines it to be
related to infringement, the material can be disclosed in court even if the alleged
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infringer claims it to be confidential information.
◆フランス法律事務所 B
Evidence may be seized even if it contains confidential information.
It is considered that confidentiality or trade secrets cannot constitute a bar to
an infringement action, and cannot prevent a patentee from gathering evidence that
infringing acts are committed, provided that the documents and information concerned
are directly linked with the alleged infringement and are useful for proving the
existence of infringement or its scope.
It follows that the defendant can request that certain precautions be taken during
an infringement seizure to protect confidential information, and can notably request
that the bailiff places the concerned seized documents in a sealed envelope and be
not handed to the defendant. If this was not requested by the defendant during the
infringement seizure, it still can be requested to the President of the Paris Court
of first instance at a later stage to order that parts of the seized documents be
considered as confidential, be inserted into a sealed envelope by the bailiff and
be not handed to the defendant (article R.615-4).
Then, whether or not to preserve or maintain the confidentiality of seized material
placed under seal by the bailiff will be decided by a judge (either the one having
authorized the infringement seizure, or the judge in charge with the preparation
of the case) or by an independent expert appointed to this purpose by the judge in
charge with the preparation of the case. Indeed, the judge can designate an expert
(an accounting expert, technical expert, IT expert, etc.) with the mission to check
whether the material inserted into a sealed envelope (without disclosing its content
to the claimant/patentee) and considered as potentially confidential, is or not
related with the alleged infringement. If the expert considers that parts of this
material are indeed unrelated with the infringement or the allegedly infringing
products, the confidential character of these parts is maintained, and they will
never be disclosed to the claimant/patentee; on the contrary, if the expert considers
that the documents or material is related with the infringement they are disclosed
to the claimant/patentee. If a document includes at the same time information related
and unrelated with the infringement, the expert will disclose this document only
after having deleted the information unrelated with the infringement.
たとえ証拠が秘密情報を含んでいても、Seizure（証拠保全）は行われうる。
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秘密性又は営業秘密は、侵害訴訟に対する障害にはなりえず、また関係する書類や情報が
侵害と主張されている行為に直接関係していて侵害の存在又はその範囲の立証にとって
有用である場合、特許権者が侵害行為がなされたことを示す証拠を集めることを妨げるこ
とはできないと考えられている。
したがって、被告は、Seizure がなされる間に秘密情報を保護するための一定の予防策を
とるよう求めることができ、とりわけ、執行官が差し押えられた関係書類を封筒に入れ密
封し、被告には引き渡さないようにすることを求めることができる。Seizure の最中に被
告がこれを求めなかったとしても、後の段階において、パリ大審裁判所（第一審）所長に
対し、差し押えられた書類の一部について秘密とみなし、執行官がそれを封筒に入れ密封
し、被告に引き渡さないようにするよう求めることができる（知的財産法第 R.615-4 条）。
その後、裁判官（Seizure を認めた裁判官又はその訴訟の準備を担当する裁判官のいずれ
か）、又は訴訟の準備を担当する裁判官によってこの決定を行うために任命された独立し
た専門家が、差し押さえられ、執行官によって密封された資料の秘密を保持又は維持する
か否かを決定する。実際には、裁判官は、封筒に入れて密封され、潜在的に秘密だと考え
られる資料（その内容を原告／特許権者に開示することなく）が侵害だとされる行為に関
係しているか否かを確認する任務を行わせるために、専門家（経理専門家、技術専門家、
IT 専門家など）を指名することができる。当該専門家が、当該資料の部分が侵害又は侵害
被疑製品と無関係であると考える場合、当該部分については秘密性が保持され、原告／特
許権者に対しては決して開示されることがない。逆に、専門家が当該書類又は資料が侵害
と関係していると考える場合、それは原告／特許権者に開示される。同じ書類の中に、侵
害と関係している情報と関係していない情報とが同時に含まれている場合、専門家は、侵
害と関係していない情報について削除した後でのみ、当該書類を開示する。
◆フランス法律事務所 C
Under the principle of the seizure procedure, evidence may be seized even if it
contains confidential information unrelated to infringement. However, according to
Article R615-4 of the Code, the president of the court may take a measure to preserve
the confidentiality of certain items, upon the petition of the seized party acting
forthwith and showing a legitimate interest.
In practice, whether or not to preserve the confidentiality of a seized material
is determined by an expert designated by the court. Specifically, the target material
(an actual item or a document) is inserted in an envelope without disclosing its
content at the alleged infringer' site, and an expert designated by a judge (an
accounting expert, technical expert, IT expert, etc.) checks the content in court.
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If the expert determines any of its parts to be unrelated to infringement, the
material is disclosed after deleting that part or coloring that part in black or
white. However, if the expert determines it to be related to infringement, the
material can be disclosed in court even if the alleged infringer claims it to be
confidential information.
14. Can the evidence obtained through the seizure procedure be used in countries other
than France?
If so, in which countries and under what conditions can it be used? Please also specify
the governing law and the applicable clauses.
１４．Seizure で得られた証拠はフランス以外でも利用できるのでしょうか？
YES の場合、どんな国でどんな条件で利用できるのでしょうか？その根拠となる法律及び
条文も教えて下さい。
It is generally possible to use evidence obtained in one EU member country in legal
proceedings conducted in another EU member country. Therefore, it is also possible
to file an infringement action in another country based on evidence obtained in France
through the seizure procedure.
EU 内のある国で確保した証拠を EU 内の他の国の裁判で利用することは一般的に可能であ
る。したがって、Seizure で確保した証拠を元に他国での侵害訴訟を提起することも可能
である。174
◆フランス法律事務所 A
It is generally possible to use evidence obtained in one EU member country in legal
proceedings conducted in another EU member country. Therefore, it is also possible
to file an infringement action in another country based on evidence obtained in France
through the seizure procedure.
◆フランス法律事務所 B
There is no provision in the French Intellectual Property Code preventing a French
bailiff’s report on infringement seizure to be used from being used before a foreign
court in the framework of an action for infringement of a corresponding foreign
patent.
However, the admissibility and / or probative value of such a French bailiff’s report
174
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on infringement seizure will depend on the local legislation on this point of the
foreign country where an infringement action would be filed.
フランス知的財産法には、フランスの執行官が作成する Seizure に関する報告書が、対応
する外国特許の侵害訴訟の枠内において、外国の裁判所において利用されることを禁止す
る規定はない。
しかしながら、Seizure に関するフランスの執行官の報告書の証拠としての許容性及び／
又は証明力は、侵害訴訟が提起された外国の、これに関する国内法によって決定されるだ
ろう。
◆フランス法律事務所 C
It is generally possible to use evidence obtained in one EU member country in legal
proceedings conducted in another EU member country. Therefore, it is also possible
to file an infringement action in another country based on evidence obtained in France
through the seizure procedure.
15. Have any measures to prevent an abuse of the seizure procedure (e.g. the time
limit for filing an action after demanding a seizure, requirement of security,
penalties for an abuse of collected evidence) been put in place?
If so, please specify such measures. Please also specify the governing law and the
applicable clauses.
１５．Seizure の濫用を防止するための何らかの措置（例えば、提訴するまでの期限、担
保の必要性、証拠収集を濫用した者に対する罰則等）は設けられているでしょうか？
YES の場合、どんな措置でしょうか？その根拠となる法律及び条文も教えて下さい。
If the patent holder does not file an action with a civil or criminal court within
the prescribed period (30 days) after a seizure, all seized items including the
description will be invalidated at the request of the alleged infringer.
In that case, the alleged infringer may claim compensation for any loss caused by
the seizure.
Although security should be deposited when requesting seizure, such security is not
obligatory.
Meanwhile, even if the final court judgment denies infringement, an act of preserving
evidence through seizure will be regarded as justifiable and compensation for losses
caused by the seizure will be unnecessary in many cases. The underlying concept is
that holders of intellectual property rights have a right to preserve evidence
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through seizure.
As a general rule, an abuse of the procedure will be punished. It is desirable not
to preserve evidence through seizure for the purpose of inconveniencing the alleged
infringer or obtaining the alleged infringer's distribution secrets or know-how.
Seizure 実施後、原告が規定された期間内（30 日以内）に民事又は刑事裁判所に訴訟を提
起しないときは、記述を含む全ての保全物は、被告の要請により、無効となる。
その場合、被告は Seizure の行為による損失に対して補償を請求できる。
証拠保全請求時に保証金がかけられるべきであるが、義務ではない。
また、たとえ侵害がないと最終的に判決が出ても、多くの場合には Seizure による証拠保
全行為は正当であると見なされ、補償は不要となる。この背景には、知的財産権を有する
者は Seizure による証拠保全を行なう権利を有する、との考え方がある。
一般ルールとして、手続き濫用は罰せられる。相手を混乱させたり、流通秘密・ノウハウ
を入手したりするため等に Seizure による証拠保全はしないことが望ましい。175
◆フランス法律事務所 A
If the patent holder does not file an action with a civil or criminal court within
the prescribed period (20 workable days or 31 calendar days if the latter is longer20
営業日又は 31 暦日のうち、長い方の期間以内) after a seizure, all seized items
including the description will be invalidated at the request of the alleged infringer
(Article R.615-3 第 R.615-3 条).
In that case, the alleged infringer may claim compensation for any loss caused by
the seizure.
Although security should be deposited when requesting seizure, such security is not
obligatory. In other words, the court can authorize the seizure only under guarantee
of the requester to compensate the defendant if the seizure is judged void (Article
L. 615-5). 換言すると、裁判所は、差押が無効だと判断された場合には、被告に補償を
するとの申立人の保証がなければ、裁判所は差押を認めることができない（第 L. 615-5
条）。
Meanwhile, even if the final court judgment denies infringement, an act of preserving
evidence through seizure will be regarded as justifiable and compensation for losses
caused by the seizure will be unnecessary in many cases. The underlying concept is
that holders of intellectual property rights have a right to preserve evidence
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through seizure.
As a general rule, an abuse of the procedure will be punished. It is desirable
not to preserve evidence through seizure for the purpose of inconveniencing the
alleged infringer or obtaining the alleged infringer's distribution secrets or
know-how.
◆フランス法律事務所 B
According to article L.615-3 and R.615-1 of the French Intellectual Property Code,
once an infringement seizure has been carried out, if the patent holder does not
file an infringement action with a civil or criminal court within the prescribed
period of time (namely twenty working days or thirty one calendar days if this time
limit is longer) from the day on which the seizure took place, the infringement
seizure and the bailiff’s report ( including the description), will be invalidated
at the request of the alleged infringer/defendant (which means that all seized items
will be given back to the defendant).
In that case, the alleged infringer/defendant may claim compensation for any loss
caused by the seizure.
The judge can accept to authorize the infringement seizure only subject to the
furnishing of securities by the claimant/patentee, for the purpose of ensuring
compensation to the defendant, should the infringement action be rejected or the
infringement seizure be cancelled at a later stage. It is however very rare that
a security be requested by the judge.
Meanwhile, even if the final court judgment denies infringement, an act of preserving
evidence through seizure will be regarded as justifiable and compensation for losses
rarely granted to the defendant. The underlying concept is that holders of
intellectual property rights have a right to preserve evidence through seizure.
As a general rule, an abuse of the procedure will be punished, but only if it can
be proved that the claimant committed a fault and was exclusively willing to
inconvenience the alleged infringer / defendant and / or to obtain the alleged
infringer's distribution secrets or know-how.
In practice, condemnations by the judge are rare.
フランス知的財産法第 L.615-3 条及び第 R.615-1 条によれば、Seizure 実施後、特許権者
がその日から所定の期間内（20 営業日又は 31 暦日のいずれか長い方）に民事又は刑事裁
判所に侵害訴訟を提起しないときは、被疑侵害者／被告の要請により、当該 Seizure と執
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行官の報告書（記述も含む）は、無効となる（つまり、保全物はすべて被告に返却される
ことになる）
。
この場合、被疑侵害者／被告は、Seizure によって生じた損害につき、補償を請求するこ
とができる。
裁判官は、侵害訴訟が却下された場合又は事後的に Seizure が取消された場合に被告に対
する補償を確保するために、Seizure を認めるにあたり、原告／特許権者が担保を差し出
すことを条件とすることができる。もっとも、裁判官から担保を求められることはごく稀
にしかない。
なお、たとえ侵害がないと最終的に判決が出ても、Seizure による証拠保全行為は正当で
あるとみなされるので、被告に対する損害賠償が認められることは稀である。この背景に
は、知的財産権の所有者は、Seizure により得た証拠を保全する権利を有するとの考え方
がある。
一般ルールとして、Seizure 手続の濫用は罰せられるが、そのためには、原告に過失があ
り、かつ、被疑侵害者／被告に専ら混乱を生じさせる意思、及び／又は被疑侵害者の流通
秘密・ノウハウを入手する意思があったことが立証されなければならない。
実務では、裁判所が原告に対してこのような懲罰を行うことは稀である。
◆フランス法律事務所 C
If the patent holder does not file an action with a civil or criminal court within
the prescribed period (30 days) after a seizure, all seized items including the
description will be invalidated at the request of the alleged infringer.
In that case, the alleged infringer may claim compensation for any loss caused by
the seizure.
Although security should be deposited when requesting seizure, such security is not
obligatory.
Meanwhile, even if the final court judgment denies infringement, an act of preserving
evidence through seizure will be regarded as justifiable and compensation for losses
caused by the seizure will be unnecessary in many cases. The underlying concept is
that holders of intellectual property rights have a right to preserve evidence
through seizure.
As a general rule, an abuse of the procedure will be punished. It is desirable not
to preserve evidence through seizure for the purpose of inconveniencing the alleged
infringer or obtaining the alleged infringer's distribution secrets or know-how.
16. What would you mention as the unique characteristics of the seizure procedure
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when compared with systems for evidence collection available in other countries (US:
Discovery, GB: Disclosure, DE: Inspection)?
１６．Seizure を他の国の証拠収集制度（US: Discovery, GB: Disclosure, DE: Inspection）
と比較した場合の特徴は何でしょうか？

◆フランス法律事務所 A
An equitable measure between plaintiffs and defendants, as evidenced by the fact
that EU has adopted this measure.
EU がこの制度を採用したことで証明されているように、原告・被告にとって公平な制度で
ある。
◆フランス法律事務所 B
The provisions for such seizure have been available in France since 1968 (even if
there were some changes in 2007). By contrast, the procedure is more recent in Germany
for example. This means that French judges are much more familiar with this procedure.
The differences with respect to US or UK law are also significant, since the US and
the UK are common law countries, whereas France is a civil law country. This has
very strong implications in terms of the applicable general principles for
“administration de la preuve”’
The French seizure allows for a surprise effect.
Seizure に関する条項は、フランスでは 1968 年に導入された（もっとも、2007 年に若干
の改正があった）。これに対し、例えばドイツの証拠収集制度は、もっと近年になってか
ら設けられたものである。つまり、フランスの裁判官の方が制度について精通していると
いうことである。
米国や英国の法とフランス法の差異も大きい。というのは、両国はコモンローの国である
のに対し、フランスは大陸法の国だからである。このことは、適用される「administration
de la preuve（証拠の管理）」の一般原則という点で、非常に大きな意味合いを持つ。フ
ランスの Seizure は、不意打ち効果（surprise effect）の発生を許容するものである。
◆フランス法律事務所 C
As compared to US discovery or GB disclosure, the saisie-contrefaçon is only
available for the patentee (there is nothing similar available to the defendant to
search in the patentee’s premises or documents).
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As compared to DE inspection, the FR saisie-contrefaçon is much easier to obtain:
it is almost never refused and it is used in at least 80% of the patent infringement
cases (even more, in the rare cases where it is not used, the court usually asks
why it has not been used.
米国の Discovery や英国の Disclosure と比較した場合、差押（saisie-contrefaçon）は、
特許権者のみが利用することができる（特許権者の敷地又は文書を創作するために被告が
利用できる同様の手段はない）。
ドイツの inspection と比較した場合、フランスの差押（saisie-contrefaçon）は、認め
られるのが遥かに簡単である。ほとんど却下されることがなく、少なくとも 80％の特許権
侵害事件において利用されている（差押が利用されない稀なケースには、裁判所が通常は
なぜ差押が利用されなかったのかを質問することすらある）。
17. If you know of any academic theories (papers) or court judgments recently released
which advocate the introduction of a new system or improvement of the existing system
regarding evidence collection, please specify the source of these and describe the
outline. If you know of any arguments concerning these academic theories (papers)
or court judgments, please inform us of the pros and cons of the major opinions.
１７．新たな証拠集制度を導入したり、現行の証拠収集制度を改善すべきとする最近の学
説（論文）
・判例があれば、その出典と概要を教えて下さい。また、それらの学説（論文）・
判例に関する議論があれば、その賛否に関する主な意見を教えて下さい。

◆フランス法律事務所 A

◆フランス法律事務所 B
We are not aware of any such publication on this subject-matter.
Since the first biggest IP law in 1968, rules of procedure showed few changes, which
are not really important (contrary to the law about damages for example). This is
proof that this system works. French judges clarify some points but the rules do
not change.
この問題に関して公表されている学説（論文）や判例については承知していない。
1968 年に最大規模の知的財産法が初めて制定されて以来、手続規則はほとんど改正されて
おらず、それもあまり重要ではない改正が行われたに過ぎない（これは例えば、損害賠償
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に関する法律とは対照的である）。このことから、制度がうまく機能していることが証明
される。フランスの裁判官はいくつかの問題点を明らかにしてはいるが、規則は変更され
ていない。
◆フランス法律事務所 C
There is no suggestion in France to introduce a new system, as the current system
is found satisfactory.
フランスでは、現行制度で十分だと考えられているので、新たな制度を導入するという提
案はされていない。
B. Questions concerning the status of use of the systems for evidence collection in
patent infringement lawsuits in France
B

フランスの特許権侵害訴訟における証拠収集の利用実態に関する質問

18. Among the total number of patent infringement lawsuits, what do you think is the
percentage of the lawsuits for which seizure is conducted?
１８．Seizure がなされる割合はどの程度と感じていますか？

全特許権侵害訴訟件数を

100 としてその割合はどの程度ですか？
(

)%

◆フランス法律事務所 A
(80)%
◆フランス法律事務所 B
(80)%
For example, 600 seizures were authorized by French judge in 2008 for patent
infringement matters.
It is generally difficult to provide precise estimates, since there are no official
statistical data and no online court databases. However, it is safe to assume that
every year, the Court issues several hundred orders authorizing patent infringement
seizures.
例えば、2008 年には、特許権侵害の事案についてフランスの裁判官が認めた Seizure の件
数は 600 件であった。
公式の統計データがなく、オンラインの裁判データベースもないので、正確な推計を出す
ことは一般に難しいが、裁判所は毎年数百件の保全命令を出していると考えてよい。
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◆フランス法律事務所 C
(80)%
19. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness, difficulties,
advantages, and disadvantages of the system of seizure.
１９．Seizure の利用しやすさや困難性、メリット、デメリットに関する考えをお聞かせ
ください。

◆フランス法律事務所 A
Advantages: Seizure can be performed before the defendant prepares against it.
Drawbacks: Minute preparations are necessary. No friendly cooperation can be
expected.
メリット：差押はそれに対する被告の準備が整う前に実行できること。
難点：議事録の作成が必要である。友好的に協力してくれることが期待できない。
◆フランス法律事務所 B
From the point of view of the patentee: Orders for patent infringement seizures can
be obtained quite easily and very rapidly (for example it can take less than a week
to obtain the order).
From the point of view of the defendant (seized party): it is possible to seek
cancellation of the seizure order by way of summary cancellation proceedings, which
can also be implemented very rapidly (typically a few months). Further, the validity
of the seizure can also be discussed in the framework of the proceedings on the merits,
in which case this is decided together with the infringement claims. In both instances
(summary cancellation proceedings or case on the merits), the proceedings are of
course inter partes.
Infringement seizure can be organized so as to preserve confidentiality of seized
documents. This is an advantage for all parties, since it reduces the risks of
invalidation of the seizure, while also reducing the risk of disclosing confidential
information that is not related to the patent infringement issues.
One of the main issues encountered over the past 10 years with patent infringement
seizures is that infringement seizures were sometimes easily cancelled by the Courts,
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because many formal cancellation grounds have previously been accepted by the Courts.
It nevertheless seems that recent case-law has decided to refuse to cancel patent
infringement seizures so easily, and the standard now required for cancelling a
seizure is increased, especially regarding formal grounds.
特許権者の立場から：特許権侵害の証拠保全命令は極めて迅速かつ容易に得ることができ
る（例えば、1 週間以内に得ることができる）
。
被告（差押えられた者）の立場から：略式手続によって証拠保全命令の取消しを求めるこ
とができ、当該手続も非常に迅速に終えることができる（通常は数か月）。さらに、保全
の有効性については、本案訴訟の枠内でも争うことが可能であり、その場合には侵害訴訟
それ自体と一緒に判断される。いずれの場合（略式の取消手続又は本案訴訟）においても、
手続は当然、当事者間手続である。
侵害の証拠保全手続は、差押えられた書類の秘密が保持されるように組織することができ
る。これにより、証拠保全手続が無効とされるリスクを低減しつつ、特許権侵害の問題と
は関係のない秘密情報が開示されるリスクも低減することになるので、全ての当事者にと
ってメリットがある。
特許権侵害の証拠保全に関係してここ 10 年間に遭遇した主な問題の一つは、それが容易
に裁判所によって取り消されることがあるということである。というのも、取消に関する
多くの方式上の根拠が、すでに裁判所によって認められているからである。
しかしながら、最近の裁判例では、特許権侵害の証拠保全をやすやすと取消すことを否定
しており、現在は、特に方式上の根拠に関して、Seizure の取消しに求められる基準は高
くなっている。
◆フランス法律事務所 C
The seizure system is patent-friendly and provides for a fast an cheap way to gain
access to evidence of infringement which would not be easily available otherwise
(e.g. for evidence of a manufacturing process). As it is powerful, it can be invasive,
and event intrusive: this is why FR case law and practice have introduced many
safeguards to avoid abuses or misuses.
差押制度は、特許権者にとって利用しやすく、本来は容易に利用することのできない侵害
の証拠（例えば、製造方法の証拠）にアクセスすることを可能とする迅速かつ安価な方法
となっている。強力な手段であるので、侵害的、さらには干渉的なものとなり得る。この
ためフランスの判例法及び実務では、濫用を避けるための多くの保護措置が取り入れられ
ている。
20. Among the total number of patent infringement lawsuits, what do you think is the
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percentage of the lawsuits for which the shift of the burden of proof of the
manufacturing process of a product (Article L615-5-1) takes place?
２０. 製造方法の立証責任の転換（L615 条 5－1）がなされる割合はどの程度と感じていま
すか？
(

全特許権侵害訴訟件数を 100 としてその割合はどの程度ですか？
)%

◆フランス法律事務所 A
(

)%

◆フランス法律事務所 B
extremely low (in the last ten years, we found only 4 decisions in which the judge
accepted to shift of the burden of proof)
This is not surprising as this refers to a very specific situation, and we expect
this provision to be very rarely implemented.
割合は極めて低い（ここ 10 年間で、裁判官が立証責任の転換を認めた事例は 4 件だけであ
った）。
質問は、きわめて特殊な状況に言及しているので、この結果は驚くものではない。またこ
の規定が適用されるのは非常に稀だと考えられる。
◆フランス法律事務所 C
(1)%
21. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness, difficulties,
advantages, and disadvantages of the system of the shift of the burden of proof of
the manufacturing process of a product.
２１．製造方法の立証責任の転換の利用しやすさや困難性、メリット、デメリットに関す
る考えをお聞かせください。

◆フランス法律事務所 A
Advantages: Seizure and this system may be used in combination.
Drawbacks: In chemical systems, identification of the systems is not always easy.
メリット：差押とこの制度は組み合わせて用いられることがある。
難点：化学反応システムでは、システムの特定は必ずしも容易ではない。
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◆フランス法律事務所 B
In our view, this provision is complex, and in practice cannot be applied to many
cases.
我々の見解では、立証責任の転換について規定したこの条文は複雑であり、実務において
は、多くの事例に適用することはできない。
◆フランス法律事務所 C
The system of the shift of the burden of proof of the manufacturing process of a
product is a good one because it provides the patentee with a mean of obtaining
evidence of infringement which would be otherwise impossible to collect. However,
it is used only in exceptional circumstances under the relevant legal provisions
[a)The product manufactured using the patented process is new; b)There is a strong
probability that the identical product has been manufactured using the patented
process, but the owner of the patent has been unable, in spite of reasonable effort,
to establish what process has in fact been used.]
製造方法の立証責任の転換制度は、本来なら収集するのが不可能であるような侵害の証拠
を入手する手段を特許権者に提供するものであるので、良いものだ。しかしながら、この
制度が利用されるのは、関連する法規に基づく例外的な状況［（a）特許の保護を受けてい
る方法を使用して製造された製品が新規のものである場合、
（b）特許の保護を受けている
方法を使用して同じ製品が製造されたが、特許権者が合理的な努力をしたにもかかわら
ず、実際にどの方法が使用されたかを証明することができなかった場合。］に限られる。
22. Among the total number of patent infringement lawsuits, what do you think is the
percentage of the lawsuits for which an order to preserve confidentiality is issued?
２２．秘密保持命令がなされる割合はどの程度と感じていますか？

全特許権侵害訴訟件

数を 100 としてその割合はどの程度ですか？
(

)%

◆フランス法律事務所 A
(

)%

◆フランス法律事務所 B
(20)%
This is increasing, as this practice is becoming more common.
秘密保持命令はより一般的になってきており、この割合は増加してきている。
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◆フランス法律事務所 C
(5)%
The percentage is comparatively low, as the bailiff usually takes precautionary
measures for preserving confidentiality from his own initiative without a specific
court order being issued.
この割合は比較的低いが、それは執行官が通常は、個別の裁判所の命令が出されなくとも、
自発的に秘密保持のための予防策を取るからである）
23. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness, difficulties,
advantages, and disadvantages of the system of the order to preserve confidentiality.
２３．秘密保持命令の利用しやすさや困難性、メリット、デメリットに関する考えをお聞
かせください

◆フランス法律事務所 A

◆フランス法律事務所 B
The system is user-friendly, in that French Judges can freely set forth the practical
conditions for preserving confidentiality. The practice is very flexible and for
example orders can allow the implementation of so-called confidentiality clubs,
similar to protective orders under US law, even with several levels of
confidentiality.
It is necessary to find a balance between two opposed interests, namely the one of
the defendant (who deserves that its confidential information unrelated with the
alleged infringement be protected and not disclosed to its competitor), and the one
of the patentee/claimant, who must be able to enforce its patent rights and thus
to gather evidence in this regard. It is important for the patentee/claimant not
to be blocked as soon as the defendant alleges that some information is covered by
trade secrets and confidentiality.
We therefore consider that the French system is rather balanced.
当該制度は、裁判官は秘密を保持するために実行すべき条件を自由に設定することができ
るという点で、利用しやすい。実務では非常に柔軟に対応されており、例えば、アメリカ
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法の保護命令と同様に、限定された開示を受ける範囲を命令によって定めることとができ
る。この際には秘密のレベルを設定することもできる。
ここでは、（侵害であるとされる行為とは無関係な秘密情報について保護を受け、それを
競争者に開示されない資格を有する）被告の利益と、（自身の特許権を行使することがで
き、侵害に関する証拠を集めることができるはずである）特許権者／原告の利益という対
立する２つの利益のバランスを取る必要がある。特許権者／原告からすれば、被告がある
情報について営業秘密及び秘密保持の対象であると主張した途端に、ブロックされてしま
わないことが重要である。
以上のようなわけで、我々は、フランスの制度はバランスが取れていると考えている。
◆フランス法律事務所 C
The balance achieved by the FR case law and practice is considered as satisfactory
in this country.
フランスの判例法と実務で達成されているバランスは、フランスでは十分だと考えられて
いる。
24. Have you ever used evidence you obtained in France in a lawsuit you filed in another
country?
２４．仏国で確保した証拠を他の国の裁判で利用したことがありますか？
□ We have used such evidence in a lawsuit filed in another EU member country.
Name of the country:
□ We have used such evidence in a lawsuit filed in another non-EU country
Name of the country:
□We have not used such evidence in a lawsuit filed in another EU member country.
□EU 圏内の他の国の裁判で利用したことがある。国名：
（
□EU 圏外の国の裁判で利用したことがある。国名：（

）
）

□EU 圏内の他の国の裁判で利用したことがない
◆フランス法律事務所 A
□ We have used such evidence in a lawsuit filed in another EU member country.
Name of the country:
□ We have used such evidence in a lawsuit filed in another non-EU country
Name of the country:
☒ We have not used such evidence in a lawsuit filed in another EU member country.
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◆フランス法律事務所 B
☒ We have used such evidence in a lawsuit filed in another EU member country.
Name of the country: Belgium, Italy, United Kingdom
□ We have used such evidence in a lawsuit filed in another non-EU country
Name of the country:
□ We have not used such evidence in a lawsuit filed in another EU member country.
◆フランス法律事務所 C
□ We have used such evidence in a lawsuit filed in another EU member country.
Name of the country:
□ We have used such evidence in a lawsuit filed in another non-EU country
Name of the country:
□We have not used such evidence in a lawsuit filed in another EU member country.
As France provides an excellent system for obtaining evidence of infringement in this
country, there is actually no need to use evidence obtained elsewhere. But there is
no legal limitation against using foreign evidence in France.
フランスは、国内で侵害の証拠を入手するための優れた制度を提供しているので、実際に
は、他所で入手した証拠を使用する必要はない。しかし、フランスにおいて外国で確保し
た証拠を使用することには何の法律上の制限もない。
25. How much time and cost is generally required to carry out the system for collecting
evidence in patent infringement lawsuits? Please be specific regarding the seizure
procedure in particular.
２５．一般的に、特許権侵害訴訟における証拠収集には、どの程度の費用・期間がかかる
のでしょうか？特に Seizure について回答願います。

◆フランス法律事務所 A
A few hours. About € 12 000
数時間。約 12,000 ユーロ。
◆フランス法律事務所 B
Costs depend on a number of factors, in connection with the preparatory work:
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・the number of patents for which infringement is suspected,
・the number of products (commercial references) for which infringement is suspected,
・the technical field and the complexity of the patent/s,
・the amount of evidence already available before the seizure,
・the number of locations where seizure is performed (it is quite common to perform
seizures simultaneously at several locations),
・the requirement for the presence of other experts (eg IT experts).
It is usually charged on a time-spent basis.
Ancillary costs include fees of the bailiff, translations, fees of the IT expert,
travel expenses to the place of seizure, purchase price for the products seized,
etc.
費用は、準備作業に関連して、以下のような要素によって決まる。たとえば、
・侵害が疑われる特許の数
・侵害が疑われる製品の数（商取引の数）
・特許の技術分野と複雑性
・Seizure の以前にすでに入手できた証拠の量
・Seizure がなされた場所の数（複数の場所で同時に Seizure が実施されるのが非常に一
般的である）
・他の専門家（例えば IT 専門家）を参加させる必要性
費用は通常、時間単位で計算される。
付随費用には、執行官の料金、翻訳料金、IT 専門家への料金、Seizure を実施する場所へ
の交通費、差し押さえられた製品の購入費用などが含まれる。
◆フランス法律事務所 C
The seizure procedure can be conducted very quickly: the standard time needed to
prepare the papers, get a court order and set up a date with the bailiff and the
other players is about one month. But when time is of essence (trade show lasting
only a few days), the saisie-contrefaçon can be conducted within one or two days.
The cost depends on how long and difficult is the seizure: for a simple mechanic
case involving e.g. a domestic appliance the cost can be as low as €5,000 while for
a complex chemical case involving manufacturing process in a large chemical plant,
the cost can be €20,000 or more.
差押手続は、非常に迅速な実行が可能である。書類を準備し、裁判所命令を取得して、執
行官及び他の関係者と執行日を設定するために必要な標準時間は、約１ヶ月である。しか
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し 、 時 間 が 最 も 重 要 と な る と き は （ 数 日 間 し か 開 催 さ れ な い 見 本 市 ）、 差 押
（saisie-contrefaçon）は、1〜2 日で実行可能である。
費用は、差押に要する期間と困難さによって異なる。例えば、家庭内電気器具に関する機
械工が関連してくる場合であれば、5,000 ユーロに抑えられることがあり、一方、大規模
な化学工場における製造方法に関する複雑な化学が関連してくる場合には、費用は 2 万ユ
ーロ以上となりえる。
26. From the standpoint of a patentee's attorney, what are the good point, points
to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the systems for collecting evidence in France?
２６．特許権者の代理人の立場から、フランスの証拠収集制度の良い点、維持すべきと考
えている点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点
は何でしょうか？

◆フランス法律事務所 A
Good points: Very efficient means for patentees, although about 20 to 30% of seizure
are cancelled for the cause of irregularities.
良い点：手続上の瑕疵（irregularities）により差押の約 20～30%が取り消されているが、
特許権者にとって非常に効率的な手段であること。
◆フランス法律事務所 B
Seizure is a strong tool for the patentee, especially for process patents.
Infringement seizure is a very user-friendly tool, since it is rather quick and easy
to be allowed to carry out an infringement-seizure.
One possible drawback is probably the fact that for several years French judges
accepted too easily to cancel them (cancellation was pronounced for allegedly minor
formal

deficiencies,

for

instance

when

it

was

not

mentioned

in

the

infringement-seizure report exactly how many minutes had been given by the bailiff
to the defendant for reading the order, between the notification of the order and
the beginning of the infringement-seizure), creating a kind of uncertainty regarding
their validity. It however seems that French judges are currently coming back to
a more reasonable approach and no longer cancel infringement-seizure too easily.
Seizure は、特許権者、特に方法特許の権利者にとって、強力な武器となる。
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Seizure は、迅速かつ容易に実行が認められるので、非常に利用しやすい。
一つ欠点があるとすれば、それは、何年もの間、裁判官がきわめて安易に Seizure の取り
消しを認めていたため（方式上わずかであるが不備があるとされたものが取り消された。
例えば、Seizure の報告書の中で、執行官が命令を通知してから Seizure を開始するまで
の間に、被告が命令を読むために正確に何分与えたかを記載していなかった場合など）、
その有効性についてある種の不確かさをもたらしているという点である。しかしながら、
現在は、裁判官はもっと合理的なアプローチに戻りつつあり、このように安易に Seizure
を取り消すことはなくなっている。
◆フランス法律事務所 C
No need to change a system which works well.
うまく機能している制度なので、変更する必要はない。
27. From the standpoint of an alleged infringer's attorney, what are the good points,
points to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved
or difficult-to-use points of the systems for collecting evidence in France?
２７．被疑侵害者の代理人の立場から、フランスの証拠収集制度の良い点、維持すべきと
考えている点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい
点は何でしょうか？

◆フランス法律事務所 A
Bad points: Seizure is usually conducted without letting the defendant know
beforehand, so he could not defend himself efficiently.
The judge can authorize the requester to send a bailiff or even third parties to
enter the premises of the defendant even if they are not open to the public.
悪い点：差押は通常は、事前に被告に知らせずに行われるので、被告は効率的に自身を守
ることができない。
裁判官は、一般への立ち入りが認められていない場合であっても、被告の施設内に執行官
又は第三者を送り込む権限を申立人に与えることができる。
◆フランス法律事務所 B
There are a number of good points for the defendant, in particular to ensure the
right to be heard and the right to a fair trial:
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・As mentioned above, there is the option to seek cancellation of the seizure order
by way of summary cancellation proceedings. Such proceedings can be implemented
rapidly and allow to ensure the right to be heard.
・Further, the validity of the seizure may also be challenged with the framework
of the proceedings on the merit.
・Also, even during the seizure proceedings, the defendant may request that the
bailiff put documents under seal so as to protect confidentiality – even if it is
not explicitly provided for in the seizure order.
Also, since patent practitioners in France are well versed with seizure proceedings,
it is also possible for defendants to prepare and get ready if they suspect that
a competitor is likely to request a seizure order.
被告にとって良い点がいくつかある。特に、審問を受ける権利と公正な裁判を受ける権利
が確保される点が重要である。
・上述のように、被告は略式手続によって、保全命令の取消しを求めることができる。当
該手続は、迅速に実施され得るし、また審問を受ける権利の確保も可能とする。
・さらに、本案訴訟手続の枠内においても、Seizure の有効性について争うことができる。
・また、Seizure 手続の最中であっても、被告は、執行官に対し、
（たとえそれが保全命令
に明記されていなかったとしても）秘密保持のために書類を密封するよう求めることがで
きる。
さらに、フランスの特許実務家は Seizure について精通しているので、被告としては、競
争者が Seizure の命令を請求する可能性があるのではないかと疑う場合には、その準備を
し、備えておくことも可能である。
◆フランス法律事務所 C
No need to change a system which works well.
うまく機能している制度なので、変更する必要はない。
III. Damages
Ⅲ

損害賠償

A. Questions concerning the systems for damages in patent infringement lawsuits in
France
A

フランスの特許権侵害訴訟における損害賠償の制度に関する質問

28. What system for damages is available in patent infringement lawsuits in France?
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Please also specify the governing law and the applicable clauses.
２８．フランスの特許権侵害訴訟において、どのような損害賠償制度が存在するのでしょ
うか？その根拠となる法律及び条文も教えて下さい。
Article L615-7 of the French Intellectual Property Code
フランス知的財産法 L.615-7
◆フランス法律事務所 A
Article L615-7 of the French Intellectual Property Code
◆フランス法律事務所 B
According to article L615-7 of the French Intellectual Property Code: “To set the
damages, the court takes into account distinctively (1) the negative economic
consequences of the infringement, including lost profits suffered by the injured
party, (2) the moral damage incurred by the injured party, (3) and the profits made
by the infringer including intellectual, material and promotional investments
savings made by the infringer thanks to the infringement.
However, as an alternative measure, the Court may, further to a request from the
patent holder, grant a lump-sum payment as damages. The amount of the lump-sum payment
will be higher than the amount of royalties that would have been paid to the patent
holder if the infringer had sought a license for the right of using the patent right
which has been infringed. This amount of a lump-sum payment does not exclude the
compensation for moral damage incurred by the injured party”.
In France, the basic principle when it comes to damages is that the right-holder
is entitled to the compensation of all the damages caused by the infringement, but
only the damages and nothing more, i.e. there are no punitive damages.
Damages are evaluated on the basis of the number/volume of infringing goods sold
by the infringer in France (in French: “masse contrefaisante”) during the period
of infringement. It should however be noted that the statutes of limitation for patent
infringement only allow claiming damages five years back from the time the
infringement action is filed.
On this basis, damages are usually mainly based upon the right-holder’s lost
profits.
・If the patent is exploited (the patentee work the invention), the patentee and
/ or its exclusive licensee must be indemnified for the profits which have been
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prevented due to the existence of the infringement. In other words, the lost profits
will be the loss caused by the loss of sales due to the infringement.
In view of the elements provided by the parties, the judge determines:
1. the scope of the infringement, namely the number of infringing goods
which have been sold during the infringement period (N) ;
2. the part of business really lost by the patentee/exclusive licensee
(X%); the judge will check whether the right-holder would have been
able to produce the totality of the infringing goods sold by the
infringer in France; in the negative, a reducing coefficient can be
applied ;
In the case where the right-holder is working the invention, but is
not able to provide the totality of the infringing goods, the principle
of lost profits will only be applied to the part of the infringing
goods he would have been able to produce and sell. The damages for
the remaining part of the infringing goods will be calculated on the
basis of a reasonable royalty rate.
3. the profit margin of the patentee when it sells one patented product
(P).
Then, (N) x (X %) x (P) gives the approximate amount of the
right-holder’s lost profits.
・If the patent is not exploited (the patentee does not work the patent), the patentee
and / or its exclusive licensee is indemnified by a lump-sum corresponding to the
royalties which could have been paid by a licensee. The reasonable royalty rate must
be increased compared to the usually practiced royalty rates in the relevant field.
Hence, the exact amount will very much depend on the relevant technical field /
industry.
Article L.615-7 of the French Intellectual Property Code has been amended in March
2014 for the purpose of increasing the amount of damages granted to patentees.
Indeed, it is now stated that the judge has inter alia to take into consideration
“the profits made by the infringer including intellectual, material and promotional
investments savings made by the infringer thanks to the infringement”.
This new provision aims at completing the assessment of damages, so as to ensure
that the infringer will not keep any benefit or profit from the infringement. It
brings the French system of assessment of infringement damages rather close to a
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punitive damages system, without being one. The goal remains to compensate or remedy
all the harm suffered by the patentee due to the infringement, but not to go beyond
that.
フランス知的財産法第 L615-7 条によれば：
「裁判所は、損害を決定するために、独自に次
のことを考慮する。
（1）被害者に生じた逸失利益を含む、侵害の負の経済的帰結、
（2）被
害者が被った道徳的損害、
（3）侵害の結果、侵害者が行った情報、材料、宣伝のための投
資の節約分を含む、侵害者に生じた利益。
もっとも、裁判所は、代替的な措置として、さらに特許権者から要請されたときは、損害
賠償として、一時金の支払いを認めることができる。一時金の支払額は、侵害者が侵害さ
れた特許権についての実施権の許諾を求めていた場合に特許権者に支払ったと考えられ
る金額よりも高くなる。この一時金の支払額は、被害者の被った道徳的損害に対する補償
の適用を排除するものではない。」
フランスでは、損害賠償に関する基本原則により、権利者は侵害により生じた損害全てに
ついて補償を受ける権利を有するが、損害に限定され、それ以上の補償を受けることはで
きない。つまり、懲罰的損害賠償は存在しない。
損害賠償額の評価は、侵害が行われた期間中にフランス国内で販売された侵害品の数量
（フランス語では”masse contrefaisante”という）に基づき行われる。しかしながら、
特許権侵害に対する出訴期限により、損害賠償の請求は、侵害訴訟が提起されたときから
遡って 5 年間についてのみ認められている点に留意する必要がある。
これに基づき、損害賠償は、通常は、主として権利者の逸失利益に基づき算定される。
・特許が実施されている場合（特許権者が発明を実施する場合）は、特許権者及び／又は
その独占的被許諾者は、侵害の存在により阻害された利益について補償されなければなら
ない。すなわち、逸失利益は、侵害を原因とする販売額の減少により生じた損失となる。
当事者から提出される要素を考慮して、裁判官は次のことを決定する。
1. 侵害の範囲。すなわち、侵害期間中に販売された侵害品の数（N）
2. 特許権者／独占的被許諾者が実際に失った取引の部分（X%）。裁判官は、
権利者がフランス国内で侵害者が販売した侵害品の全部を生産できたか
どうかを確認する。できなかった場合には、係数を引き下げて適用される。
権利者が発明を実施しているものの、侵害品の全部を提供できない場合に
は、逸失利益の原則は、権利者が生産し販売することができたと考えられ
る侵害品の部分にのみ適用される。侵害品の残りの部分に対する損害賠償
は、合理的実施料率に基づき算出される。
3. 特許権者が特許製品を一つ販売する際の、特許権者の利ざや（P）。
したがって、(N) x (X %) x (P)により、権利者の逸失利益の概算総額が計算
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される。
・特許が実施されていない場合（特許権者が特許を実施しない場合）は、特許権者及び／
又はその独占的被許諾者は、被許諾者が支払ったはずの実施料に対応する一時金により補
償される。合理的実施料率は、関連分野で通常用いられている実施料率よりも引き上げら
れなければならない。したがって、正確な金額は、関連する技術分野／産業によって大き
く異なってくることになる。
フランス知的財産法第 L.615-7 条は、特許権者に認められる損害賠償額を増加させるため
に 2014 年 3 月に改正された。
実際、現行法では、裁判官は、とりわけ、「侵害の結果、侵害者が行った情報、材料、宣
伝のための投資の節約分を含む、侵害者に生じた利益」を考慮すると定めている。
この新規定は、損害賠償の査定について、侵害者に侵害から得た利益の一切を保持させな
いように確保することの達成を目的としている。この規定により、フランスの侵害訴訟に
おける損害賠償査定システムを、懲罰的損害賠償システムにすることなく、それに近いも
のにしている。その目的は、引き続き、侵害を原因として特許権者が被った損害の全て（た
だしそれを超過しない）を補償又は賠償することである。
◆フランス法律事務所 C
Article L615-7 of the French Intellectual Property Code
29. Please explain the purpose of the system for damages you mentioned in 28 above
and the background that led to the introduction of this system. Does this system
incorporate the purpose of prevention of infringement?
２９．２８．でお答え頂いた損害賠償制度の趣旨や制度導入の背景を教えて下さい。その
根拠となる文献も分かれば教えて下さい。また、侵害抑止という趣旨は、損害賠償制度に
組み込まれていますか。
Conventionally, damages awarded by French courts were calculated solely based on
literal interpretation of the term "compensate" under Article 1382 of the French
Civil Code.
従来、フランスの裁判所により裁定される損害の算定は、フランス民法典 1382 条の「賠
償」の文言の解釈のみによって認定されていた。
近年、法第 2007-1544 号により、損害の算定に変革がなされた。この変革は、知的所有権
法典（CPI）L.615-7 条に制定された。176

176

Catherine TOUATI 他「フランスにおける特許訴訟の概観（訴訟制度，賠償額，特許期間延長（SPC）
）」パテント Vol.65
No.1 40 頁（2012 年）
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◆フランス法律事務所 A
Conventionally, damages awarded by French courts were calculated solely based on
literal interpretation of the term "compensate" under Article 1382 of the French
Civil Code.
◆フランス法律事務所 B
See above in 28.
The French system for damages will be efficient for stopping the infringement
(notably with a system of constraints to be applied if the infringer keeps on
manufacturing and / or selling infringing products), but does not as such incorporate
the purpose of prevention of infringement.
What will be mainly dissuasive for a potential infringer is the fact that judges
are allowed to grant or apply distinct complementary sanctions, such as preliminary
or permanent injunctions, the publication of the decision (stating that the defendant
committed infringement) in newspapers or professional reviews or magazines (at the
expense of the infringer), the destruction of the infringing goods, the order for
the infringer to remove all infringing goods which have been put the market…
上記の問 28 を参照のこと。
フランスの損害賠償制度は、侵害阻止において効果的（特に、侵害者が侵害品の製造及び
／又は販売を継続する場合には、強制システムが適用される。）だが、制度自体には侵害
抑止の趣旨は組み込まれていない。
潜在的な侵害者を主に思いとどまらせるのは、仮差止命令又は恒久的差止命令、（侵害者
が費用を負担しての）新聞、専門誌への判決の公表（被告が侵害を行ったとの記載）、侵
害品の破壊、侵害者への市場からのすべての侵害品の撤去の命令などの異なる補充的制裁
を認定又は適用することが裁判官に認められているという事実である。
◆フランス法律事務所 C
Conventionally, damages awarded by French courts were calculated solely based on
literal interpretation of the term "compensate" under Article 1382 of the French
Civil Code.
30. How is the amount of damages generally calculated through the system you mentioned
in 28 above? For example, does the calculation take into consideration such aspects
as the contribution of the patent, factors other than the patent (e.g. brand power,
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marketing capability), and prevention of infringement of the patent? If so, how?
Please also specify the governing law and the applicable clauses. Please also describe
the details of a system in which a third party is involved in the calculation process,
if any such system exists.
３０．２８．でお答え頂いた制度に基づき、損害賠償額はどのように算定されるのが一般
的でしょうか？

例えば、算定にあたって、特許権の貢献、特許権以外の要素（ブランド

力、販売能力等）、特許権の侵害抑止といった観点は考慮されますか？される場合、どのよ
うに考慮されますか？

また、それらの根拠となる条文や判例があれば教えて下さい。更

に、第三者が算定に関与する制度があればその詳細を教えて下さい。
Article L615-7 of the French Intellectual Property Code obligates the court to take
the following points into account when deciding the damage caused to the patentee:
- Profit and loss incurred by the injured party
- Profit gained by the infringer
- Moral damage incurred by the patent holder as a result of the infringement
As an alternative measure, the patent holder may claim a lump-sum payment. The amount
of the lump-sum payment may not be lower than the amount of royalty that would have
been paid to the patent holder if the infringer had sought a license for the exclusive
right of working which the infringer had impeded. The purpose of this new alternative
measure is considered to be to set the minimum amount which the court must not allow
to be reduced, rather than providing a simple alternative calculation method.
CPI L.615-7 条は、特許権者に与えた損害を決定するために、裁判所に以下の点を考慮す
るように義務づけている。
- 損害を受けた当事者が被った損益
- 侵害者が受けた利益
- 侵害により特許権者が被った道徳的危害
また、特許権者は、代替案として、請求により一括払い金を求めることができる。この一
括払い金は、侵害者が阻害した排他的権利の使用の許可を求めていた場合に、当然支払わ
れるであろうロイヤルティの額を下回ることはできない。この新しい代替案の目的は、単
純な代替的な算定方法を提供することではなく、それを下回る額を裁判所が認めることを
許さない、最低額を設定していると思われる。177
◆フランス法律事務所 A

177
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To fix the damages and interests, the court shall take into account, distinctively:
(1) The negative economical effects of the infringement including the loss
of earnings and the loss incurred by the injured party;
(2) Moral prejudice incurred by the injured party;
(3) Profits obtained by the infringer, including the economical gains of
intellectual, material and promotional investments that the infringer has
obtained from the infringement.
損害と利益を回復させるために、裁判所は、以下のものを区別して考慮する。
(1) 収入の損失及び損害を受けた当事者が被った損失を含む侵害の負の経済的影
響
(2) 損害を受けた当事者が被った道徳的不利益
(3) 侵害者が受けた利益（侵害者が侵害によって受けた知識、材料及び販売促進へ
の投資の利益を含む。）
As an alternative measure, the patent holder may claim a lump-sum payment. The amount
of the lump-sum payment may not be lower than the amount of royalty that would have
been paid to the patent holder if the infringer had sought a license for the exclusive
right of working which the infringer had impeded (Article L615-7 第 L615-7 条).
The purpose of this new alternative measure is considered to be to set the minimum
amount which the court must not allow to be reduced, rather than providing a simple
alternative calculation method.
◆フランス法律事務所 B
See above in 28.
The judge may take into consideration in order to assess or calculate damages a number
of factors, such as the contribution of the patent (the infringement of a “pioneer
patent” will result in a higher amount of damages than the infringement of a mere
improvement patent). Many factors may be considered as relevant regarding “negative
economic consequences” including tarnishing or damaging the image or credibility
of the company, and also may relate to “moral right” infringement.
It can happen (but rarely) that in order to increase the amount of damages granted
to the patentee/exclusive licensee, the Court/judge accepts to take into
consideration the fact that the infringer has benefited from a “springboard
effect”. The “springboard effect” is the advantage given to the infringer by the
exploitation of the patent allowing it to enter a market which would have remained
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closed to it should the infringement have not taken place.
Other factors than the patent, such as the brand power, or marketing capabilities
are not supposed to be taken into consideration for the assessment of patent
infringement damages (but they may be taken into consideration on the basis of other
grounds such as unfair competition laws).
If so requested by the Claimant, the judge may appoint an independent expert to draft
an expertise report assessing the amount damages and stating in detail what he/she
considers needs to be taken into consideration and which assessment method is
suitable for the concerned case. The results of this report will be discussed and
possibly challenged before the judge by each party. The judge is not bound by the
content of this report, and will decide if and to what extent he/she will take it
into consideration for deciding the final amount of damages to be awarded. From a
practical point of view, the report of the independent expert has often a major impact
in the assessment and decision rendered by the judge.
Each party is also allowed to provide the judge with reports drafted by their own
experts, to support their arguments and position (the defendant will of course try
to minimize or reduce the amount of damages as much as possible, whereas the patentee
will try to increase or inflate them). . The judge may take them into consideration
if she/he finds them relevant.
上記 Q28 の回答を参照。
裁判官は、損害賠償額の査定又は計算にあたって、特許権の貢献（「基本特許」の侵害行
為は、単なる改良特許の侵害行為の場合よりも、損害賠償額が高額となるだろう。）など、
いくつかの要素を考慮する可能性がある。多くの要素は、企業のイメージや信用を低下さ
せたり損ねたりするなど、「負の経済的帰結」に関連すると考えられ、また「人格権」の
侵害行為に関係することもある。
特許権者／独占的被許諾者に対して認められる損害額を増大させるために、裁判所／裁判
官が、「跳躍板効果」からの恩恵を侵害者が受けた事実を考慮することを許容することは
（稀にしかないとはいえ）あり得る。「跳躍板効果」とは、特許を利用することにより、
侵害を行わなかったとすれば、侵害者に対して閉ざされたままであった市場への参入が可
能となるという、侵害者にもたらされる利益のことである。
特許権以外のブランド力や販売能力といった要素は、特許権侵害の損害賠償額の査定で考
慮することは想定されていない（ただし、不正競争法などといった他の根拠に基づき、そ
れらが考慮されることがある）。
原告からの要求がある場合には、裁判官は、独立した専門家を任命して、損害額を査定し、
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専門家が考慮に入れる必要があると考えるもの及び当該事案にとってどの査定方法が適
切かを詳しく述べた鑑定書を作成させることができる。この鑑定書の結果については、各
当事者が裁判官の面前で討議し、場合によっては異議を申し立てることもできる。裁判官
は、この鑑定書の内容に拘束されず、また最終的に裁定する損害賠償額の判断において、
これを考慮するのか、またどの程度考慮するのかを決定する。実際的見地からは、独立し
た専門家の報告は、査定や裁判官の判決に大きな影響を与えることが多い。
各当事者にも、自己の主張及び立場を裏付けるために、自身の専門家が作成した報告を裁
判官に提出することが認められている（被告が、可能な限り損害額を最小化又は減額しよ
うとするのは当然であり、一方、特許権者は損害額を増額又は水増ししようとする）。裁
判官は、報告が関連すると判断すれば、それを考慮することもできる。
◆フランス法律事務所 C
Article L615-7 of the French Intellectual Property Code obligates the court to take
the following points into account when deciding the damage caused to the patentee:
- Profit and loss incurred by the injured party
- Profit gained by the infringer
- Moral damage incurred by the patent holder as a result of the infringement
As an alternative measure, the patent holder may claim a lump-sum payment. The
amount of the lump-sum payment may not be lower than the amount of royalty that would
have been paid to the patent holder if the infringer had sought a license for the
exclusive right of working which the infringer had impeded. The purpose of this new
alternative measure is considered to be to set the minimum amount which the court
must not allow to be reduced, rather than providing a simple alternative calculation
method.
31. Does the court order the losing party to pay the court cost and/or the attorney
fees for the other party?
If so, in which situation is the losing party ordered to pay, and what is the amount
ordered? Please also specify the governing law and the applicable clauses.
３１．裁判手数料と代理人弁護士費用はそれぞれ敗訴者が負担することが認められるので
しょうか？
YES の場合、それぞれどんな場合にどの程度の額が認められるのでしょうか？その根拠と
なる法律及び条文も教えて下さい。
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◆フランス法律事務所 A
Usually the court orders the losing party to pay fees of the winning party (Code
de procédure civile Article 700).
通常は、裁判所は、敗訴者に対し、勝訴者の費用の支払いを命じる（民事訴訟法第 700 条
（Code de procédure civile）)。
◆フランス法律事務所 B
In France, Court fees are almost negligible, and the bulk of the costs for litigants
are attorney fees.
According to article 700 of the French civil procedure code, the Court/judge may
indeed order the losing party to reimburse part or all of the legal costs incurred
by the “winning” party, including attorney fees.
The order to the “losing” party to reimburse legal costs (including inter alia
the infringement-seizure costs, and the professional fees of the attorney-at-law
of the “winning” party) to the “winning party” is a discretionary decision of
the Court. Which means that, the Court will, on a case per case basis, decide:
- either that each party will have to bear its own costs (which means that the
“winning party” is not reimbursed at all) ; it can happens when the judge has mixed
feelings about the outcome of the case (for instance when the judge has to reject
the infringement action because of lack of proofs of infringing acts, but
nevertheless suspects that the defendant has committed such acts) ;
- or that part of the legal costs are to be reimbursed by the “losing” party to
the “winning party” ; it is usually the case when the infringement is upheld and
the plaintiff wins ; but the judge rarely grants a reimbursement covering the entirety
of the legal costs of the winning party (the fact to provide the Court with the
invoices of the bailiff, of the patent attorney and of the attorney-at-law can
sometimes increase the amount of the reimbursement granted). It means that the amount
of reimbursement ordered will depend on each case but will rarely reach the full
amount of the legal costs involved.
However, since the Judge has discretion and is not required to provide grounds for
awarding costs, it is not always possible to predict the result on this issue.
On average, the amount of reimbursement granted to the “winning party” in patent
infringement cases is in the range of 20 000 euros to 40 000 euros, but it can climb
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to 200.000 – 250.000 euros in most complicated cases.
The trend is that the amounts are increasing, and “winning” litigants may now expect
a better recovery of legal costs.
フランスでは、裁判手数料はほとんど微々たるもので、訴訟当事者の費用の大半は代理人
弁護士費用である。
フランス民事訴訟法第 700 条によれば、裁判所／裁判官は、実際に敗訴者に対し、代理人
弁護士費用を含む、「勝訴」者に発生した訴訟費用の全部又は一部を補償するよう命じる
ことができる。
「敗訴」者に「勝訴者」の訴訟費用を補償させる命令（とりわけ、侵害の証拠保全費用、
及び「勝訴」者の代理人弁護士費用を含む。）は、裁判所の裁量により決定する。すなわ
ち、裁判所は、個別の事例ごとに、次のいずれかについて決定を下す。
- 各当事者が自身の費用を負担すること（つまり、「勝訴者」には、全く支払われないと
いうことである）。裁判官が訴訟の結果に対して複雑な心境にある場合にこの決定となり
得る（例えば、裁判官が、侵害行為の証拠がないので、侵害訴訟を却下せざるをえなかっ
たが、被告が侵害行為を行ったと疑っている場合）。
- 又は、訴訟費用の一部を「敗訴」者が「勝訴者」に補償すること。通常は、侵害が認定
され、原告が勝訴する場合にこの決定となる。ただし、裁判官が勝訴者の訴訟費用を完全
に賄う補償を認めることは滅多にない（執行官、弁理士及び代理人弁護士の請求書（イン
ボイス）を提出した事実があると、認められる補償額が増える時がある）。命令される補
償額は、各事件に応じて決まるが、関係する訴訟費用全額が認められることは滅多にない
ということである。
しかしながら、裁判官に裁量権があり、費用の裁定に関して理由を示すことが求められな
いため、この問題に関しては常に結果を予測できるという訳ではない。
特許権侵害訴訟の「勝訴者」に認められる補償額は、平均して 2 万ユーロから 4 万ユーロ
の間であるが、最も複雑な事案では 20 万ユーロから 25 万ユーロにまで達することもあり
うる。
補償額は増加傾向にあり、現在では、「勝訴」者は、訴訟費用についてより高い回収率を
期待することができる。
◆フランス法律事務所 C
The losing party is usually ordered to pay the court cost (which are nominal in France)
and a contribution to the attorney fees for the other party. The amount granted is
to the discretion of the court (usually not less than €5,000, but can reach €300,000
in complex cases).
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通常は、敗訴者に裁判手数料（フランスではこれは通常のことである）と相手方の代理人
弁護士費用の負担金の支払いが命じられる。認められる金額は、裁判所の裁量で決まる（通
常は、5,000 ユーロ以上だが、複雑なケースでは 30 万ユーロに達することがある）。
32. Does the court award punitive damages?
If so, in which situation are punitive damages awarded and what is the amount awarded?
Please also specify the governing law and the applicable clauses.
If not, what is the underlying idea for not awarding punitive damages?
３２．懲罰的賠償は認められるのでしょうか？
YES の場合、どんな場合にどの程度の額が認められるのでしょうか？その根拠となる法
律及び条文も教えて下さい。
NO の場合、どんな思想が基にあって認められていないのでしょうか？

◆フランス法律事務所 A
The amount ordered seems to be rather small, compared to the real expenses. It could
not therefore be said as punitive.
命じられる額は、実際の費用に比べてかなり少額のようである。そのため、懲罰的とは言
えない。
◆フランス法律事務所 B
Compensation is supposed to be limited to the damage actually suffered and justified :
punitive damages are not provided for under French Law. See above 28.
EU directive 2004/48/EC could have introduced punitive damages but in the end, the
European Parliament decided not to do so. French civil law does not provide for
punitive damages (the compensation is supposed to exactly correspond to the damages
actually suffered by the right-holder, as it is the case for general liability
regime).
賠償は、実際に被った損害で、正当な理由があるものに限定されなければならない。懲罰
的賠償は、フランスの法律では規定されていない。上記の問 28 を参照。
EU 指令 2004/48/EC は、懲罰的賠償を導入する可能性があったが、最終的には欧州議会が
否決した。フランス民法は、懲罰的賠償を規定していない（賠償は、一般的な賠償責任が
そうであるように、権利者が被った損害と正確に一致しなければならない）。
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◆フランス法律事務所 C
French law excludes any punitive damages.
フランス法では、懲罰的損害賠償は適用されない。
33. What would you mention as the unique characteristics of the system for damages
available in France when compared with similar systems available in other countries
(US, GB, DE, etc.)
３３．他の国（US, GB, DE, etc.）の損害賠償制度と比較した特徴は何でしょうか？

◆フランス法律事務所 A
The calculation method of damages seems to be less categorical compared to the German
system and judge’s discretion may play a role. Law says that the judge shall take
into account the equity or economical situation of the losing party (Code de procedure
civile Article 700).
In France, there exists no procedure of handing over the accounts for determining
the damages, contrary to Germany.

So, even if the search and seizure enable to make

copies of accountant’s documents, the patentee rarely obtains by the seizure all
the information needed to determine the damages.

The documents, which may enable

to assess the damages, are therefore not available otherwise than via an expert
report.
Moral damages are often taken into account.
Damages are awarded on the compensatory, rather than punitive, basis.
ドイツの制度に比べて、損害の算定方法が明確でないと思われ、裁判官の裁量の役割が大
きい可能性がある。法律では、裁判官が敗訴者の公平性又は経済的な状況を考慮に入れる
旨を定めている（民事訴訟法第 700 条）。
フランスでは、ドイツとは異なり、損害を判断するために、会計書類を提出する手続は存
在しない。したがって、捜索・差押によって、会計書類の写しを作成することが可能だと
しても、差押によって特許権者が損害の決定に必要なすべての情報を入手できることは滅
多にない。よって、損害の査定を可能とする書類は、鑑定書による以外では入手すること
ができない。
道徳的損害は、しばしば考慮されている。
損害が認められるのは、懲罰的というよりも、補償的根拠に基づく。
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◆フランス法律事務所 B
By contrast to UK or DE, the amount of damages in France can be decided together
with the infringement action on the merits.
By contrast to the US, there are no punitive damages.
英国やドイツと比較した場合、フランスの損害賠償額は、本案訴訟とともに決定される可
能性がある。
米国と比較した場合、懲罰的賠償制度が存在しない。
◆フランス法律事務所 C
There is no major legal difference between US, GB, DE and FR systems (except for
punitive damages, available in the US, not in FR). The amount of damages granted
in EU countries is usually lower than in the US, as the relevant market is usually
smaller (US: 320,000,000; DE: 80,000,000, etc.)
米国・英国・ドイツ・フランスの間に大きな法律上の違いはない（ただし、米国では利用
可能な懲罰的損害賠償がフランスでは利用できない点を除く）。EU 諸国において認められ
る損害賠償額は、関連する市場の規模が一般に小さいこともあって（米国：3 億 2000 万人；
ドイツ 8000 万人など）
、通常は米国よりも低い。
34. If you know of any academic theories (papers) or court judgments recently released
which advocate that the amount of damages should be increased from the perspective
of preventing infringement, or that the patentee's burden of proof of the amount of
damages should be reduced, please specify the source of these and describe the outline.
If you know of any arguments concerning these academic theories (papers) or court
judgments, please inform us of the pros and cons of the major opinions.
３４．侵害抑止といった観点から損害賠償額を高く認定すべきとする最近の学説（論文）・
判例や、特許権者による損害賠償額の立証負担を軽減すべきとする最近の学説（論文）
・判
例があれば、出典と概要を教えて下さい。また、それらの学説・判例に関する議論があれ
ば、その賛否に関する主な意見を教えて下さい。

◆フランス法律事務所 A
According to some university professors, French system may not award the compensation
enough to discourage infringement.
何人かの大学の教授によれば、フランスの制度は、侵害を思いとどまらせるほどの補償を
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認めていないと考えられる。
◆フランス法律事務所 B
We are not aware of any such papers or documents, but we will inform you if we find
one.
該当するような論文や文書については承知していないが、見つけたときには、お知らせす
る。
◆フランス法律事務所 C

B. Questions concerning the status of use of the systems for damages in patent
infringement lawsuits in France
B

フランスの特許権侵害訴訟における損害賠償の利用実態に関する質問

35. Out of the total number of patent infringement lawsuits, what do you think is
the percentage of the lawsuits in which the amount of damages claimed by the patent
holder is calculated based on the following options?
３５．権利者が主張する損害賠償額の算定根拠について、全訴訟件数を 100 としてその根
拠割合は一般的にはどの程度だと感じていますか？（
□ Lost profits: (

)%

□ Reasonable royalty: (
□ Infringer's profits: (
□ Other: (

)%
)%

)%

□

逸失利益（

）％

□

合理的実施料（

）％

□

侵害者利益

）％

□

その他

（

（

）％

◆フランス法律事務所 A
□ Lost profits: (>50)%
□ Reasonable royalty: (
□ Infringer's profits: (
□ Other: (

)%
)%

)%
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）内にお答えください。

◆フランス法律事務所 B
□ Lost profits: (80)%
□ Reasonable royalty: (60)%
□ Infringer's profits: (50-60)%
□ Other: (5-10)%
Note:
The total is more than 50% because it is possible to combine the grounds. Indeed,
in practice, the patent holder will try to combine all of these systems of damages
in order to obtain the higher amount given that the law authorizes to do so (since
Act 1st March 2014).
注記：
全体の根拠割合は 50％を上回る。これは、根拠を結びつけることが可能だからである。実
際、実務では、法律により、そうする権限が与えられていることを考慮して、高額の損害
賠償を得るために、特許権者は、これらの損害賠償システムを全て結び付けようとする
（2014 年 3 月 1 日付の法律以降）
。
◆フランス法律事務所 C
□ Lost profits: (50)%
□ Reasonable royalty: (40)%
□ Infringer's profits: (5)%
□ Other: (5)%
36. Why is the calculation method you mentioned as being most frequently used in 35
above preferred?
３６．３５．で回答された制度・算出方法が好まれる理由は何でしょうか。

◆フランス法律事務所 A
The negative economical effects of the infringement including the loss of earnings
and the loss incurred by the injured party are the most frequently used criteria
when calculating the amount of damages.

In general, the judge calculates these two

criteria globally without distinction.

However, it is to be noted that “the loss

of earnings” should correspond to the sum that the patentee could not obtain from
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the exploitation of the patent due to infringement, whereas “the loss incurred”
comprises the royalty the patentee could not obtain, and the loss of a deal that
was being negotiated, etc.
Generally, infringer’s profits cannot be taken into account if they have been
considered when calculating the sum of lost profits.

It should be noted that, since

Article L615-7 has entered into force as a new text only in 2014, case law has not
yet been well established.
損害額の算定では、収入の損失と損害を受けた当事者が被った損失を含む侵害の負の経済
的影響が最も頻繁に用いられる基準である。一般に、裁判官は、世界的のどこでも、この
二つの基準に基づき算定している。しかしながら、注意すべきであるのは、「収入の損失」
が、侵害を原因として特許権者が特許の実施から得ることのできなかった総額に対応する
ものであるのに対して、「被った損失」は、特許権者が得ることのできなかった実施料や
交渉されていた取引の損失等を含むことである。
一般的に言って、侵害者の利益は、逸失利益の総額が算定される際に検討された場合には、
考慮に入れることができない。注意すべきであるのは、第 L615-7 条が新たな文言として
施行されたのは、2014 年のことなので、判例法がまだ確立されていないということである。
◆フランス法律事務所 B
The method of lost profits is the most common one, since the patentee has access
to the relevant information so as to evidence their own loss.
However, if the patentee is not inclined to disclose sensitive information such as
margins, then they would shift to another method: that of the infringer’s profits
(that pertain to the infringer’s margins) or the alternative based on the royalty
system calculation. For example, should the patentee not have relevant information
regarding the scope of the infringement, or if the patent is not exploited by the
patentee or an exclusive licensee, the reasonable royalty method will be preferable.
Thus, for example, should the patentee have relevant information regarding the scope
of the infringement (mainly the number of infringing products manufactured and sold),
and if the patent is exploited by the patentee or an exclusive licensee, the lost
profits method will be preferable.
Sometimes (for instance when the patentee / exclusive licensee exploits the patent,
but not to such extent that it will be considered that it could have produced or
sold all the infringing products) it is preferable to mix and combine both methods,
to try to obtain a higher amount of damages.
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逸失利益の算出方法が最も一般的なものである。これは特許権者が、自身の損失を証明す
る関連情報にアクセスできるからである。
しかしながら、特許権者が利益などの機微な情報を開示したがらない場合には、別の方法
に変更すると考えられる。つまり、ロイヤリティの算定に基づく侵害者の利益（侵害者の
利益率に関するもの）又は他の方法である。例えば、特許権者が侵害の範囲に関して関連
する情報を有していない場合、又は、特許が特許権者又は独占的被許諾者により実施され
ていない場合には、合理的なロイヤリティの算出方法が望ましい。
このように、例えば、特許権者が侵害の範囲（主に製造・販売された侵害品の数）に関す
る関係情報を有していない場合、また特許が特許権者又は独占的被許諾者により実施され
ていない場合には、逸失利益の算出方法が望ましい。
高額の損害賠償額を得ようとするのであれば、時には（特許権者／独占的被許諾者が特許
を実施しているが、侵害品全てを生産・販売しえたとみなすことができるほどには実施し
ていない場合など）、両方の算出方法を混合し、組み合わせるのが望ましい。
◆フランス法律事務所 C
According to French law, the patentee is entitled to claim for its lost profits when
he works himself its patent (he may however in this case, decide to claim for a
reasonable royalty); when he does not work himself its patent, he can only claim
for a reasonable royalty.
As most patent infringement cases are brought by patentees who work their patent
against their competitors, most patent damages are calculated on the basis of the
profits lost by the patentee.
フランス法によれば、特許権者は、自ら特許を実施しているときは、その逸失利益を請求
する権利を有する（もっとも、この場合、特許権者は合理的実施料の請求を決定すること
もできる）。特許権者が自ら特許を実施していないときは、合理的実施料の請求のみが可
能である。
ほとんどの特許権侵害訴訟は、自ら特許を実施する特許権者がその競争者を相手に提訴し
ているので、ほとんどの特許権侵害訴訟の損害賠償は、特許権者が失った利益に基づいて
算定される。
37. Is there any system for facilitating establishment of the causal relationship
between the infringement act and the infringer's profits?
３７．侵害行為と侵害者の利益の因果関係の立証を容易にする方法はありますか？
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◆フランス法律事務所 A

◆フランス法律事務所 B
For proving the causal relationship between the infringement act and the infringer's
profits, it is useful for the patentee to:
・ carry out an infringement-seizure for obtaining accounting and financial
information and data from the accounting department of the infringer ;
・request the Court to order the infringer to provide it with accounting and financial
information and data in relation with the infringement (the “Right to information”
of article L.615-5-2, see above 3);
For proving the causal relationship between the infringement and the lost profits
of the patentee, it can be useful to provide the Court with a financial expert report
(such as a certified public accountant) showing the impact of the infringement on
the turnover and sales of the patentee / exclusive licensee.
侵害行為と侵害者の利益の因果関係を証明するためには、特許権者は、次のことを行うと
役立つ可能性がある。
・侵害者の経理部から会計及び財務情報・データを入手するために Seizure を実行するこ
と。
・侵害者に対して、侵害に関連する会計及び財務情報・データを特許権者に提供するよう
命じることを裁判所に請求すること（第 L615-5-2 条の「情報に対する権利」、上記 3 を参
照）。
侵害と特許権者の逸失利益の因果関係を証明するためには、特許権者／独占的被許諾者の
売上高に侵害が与えた影響を示す財務専門家（公認会計士など）の報告を裁判所に提出す
ると役に立つ可能性がある。
◆フランス法律事務所 C
Under French law, it is currently not clear whether the patentee is permitted to
claim for infringer’s profit (only some decisions followed this line, but case law
is not established so far).
フランス法の下では、現時点では、特許権者が侵害者の利益を請求することが許可される
かどうかは不明である（この方針に従っているのは一部の判決だけだが、これまでのとこ
ろは判例法は確立されていない）。
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38. Have you ever claimed a lump-sum payment in an amount exceeding the amount
equivalent to a reasonable royalty when it was difficult to prove the amount of damage
or when the patent holder was not working the patented invention but only licensing
out the patent?
３８．損害額の立証が困難な場合又はライセンス許諾のみ行い特許権者による特許権不実
施の場合に、実施料相当額以上の一時金の請求の経験はありますか？
□ Yes, I have.
□ An amount exceeding the amount equivalent to a reasonable royalty was
awarded.
The amount was about (

)% higher than a normally agreed amount of

royalty.
□ An amount exceeding the amount equivalent to a reasonable royalty was
not awarded.
□ No, I haven't.
□経験あり
□実施料相当額以上の一時金が認められた
通常の合意によって決まるライセンス料より（

）％程度 up

□実施料相当額以上の一時金は認められなかった
□経験なし
◆フランス法律事務所 A
□ Yes, I have.
□ An amount exceeding the amount equivalent to a reasonable royalty was
awarded.
The amount was about (

)% higher than a normally agreed amount of

royalty.
□ An amount exceeding the amount equivalent to a reasonable royalty was
not awarded.
☒ No, I haven't.
◆フランス法律事務所 B
☒ Yes, I have.
☒ An amount exceeding the amount equivalent to a reasonable royalty was
awarded.
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The amount was about (

)% higher than a normally agreed amount of

royalty.
□ An amount exceeding the amount equivalent to a reasonable royalty was
not awarded.
□ No, I haven't.
We do not know yet: there are expertise proceedings currently pending, but we already
know that the royalty rate will be higher than the market average.
This is now the legal requirement as set forth in article L 615-7. (“The amount of
the lump-sum payment will be higher than the amount of royalties that would have been
paid to the patent holder if the infringer had sought a license for the right of using
the patent right which has been infringed”)
まだ不明。現在、専門家の手続の結果を待っているところである。ただし、ライセンス料
率が市場の平均よりも高くなるであろうことは既に分かっている。
これは、第 L 615-7 条に定められているように、現在、法的要件になっている（
「一時金の
支払額は、侵害者が侵害された特許権についてライセンス許諾を求めた場合に特許権者に
支払われたと考えられる実施料を上回ることになる」）
◆フランス法律事務所 C
☒ Yes, I have.
☒ An amount exceeding the amount equivalent to a reasonable royalty was
awarded.
The amount was about (25)% higher than a normally agreed amount of
royalty.
□ An amount exceeding the amount equivalent to a reasonable royalty was
not awarded.
 No, I haven't.
39. How is an amount equivalent to a reasonable royalty calculated?
Is there any database that can be used for calculating an amount equivalent to a
reasonable royalty in France?
３９．実施料相当額の算出方法はどのようにされるのでしょうか？
算出に利用できるデータべースは仏国には存在しますか？

◆フランス法律事務所 A
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No, to our knowledge.
私たちが承知している限りでは、該当するデータベースはない。
◆フランス法律事務所 B
There is no specific rule or method for calculating the amount equivalent to a
reasonable royalty.
We usually review commercial databases (such as RoyaltyStat and RoyaltySource) or
professional studies for finding comparable or similar licensing agreements in the
same field of the product/process concerned, to provide the Court with the most
relevant information and real-life examples in this regard (the terms commonly or
already applied in a given field).
実施料相当額の算出について特定のルール又は方法は存在しない。
我々は、通常は、この関連で最も関係のある情報や実例（所定の分野において一般的に又
は既に適用される条件）を裁判所に提出するために、商業データベース（RoyaltyStat 及
び RoyaltySource など）や専門的な研究を検討したりして、関連製品／方法と同じ分野の
比較可能な又は類似のライセンス契約を見つけている。
◆フランス法律事務所 C
There is no French database; international databases can be referred to.
フランスのデータベースは存在しない。国際データベースを参照すればよいだろう。
40. Generally, out of the total number of patent infringement lawsuits, what is the
percentage of the lawsuits in which an injunction and/or damages are claimed?
４０．一般的に、特許権侵害訴訟において差止及び損害賠償はそれぞれどの程度の割合で
請求されるのでしょうか？全体を 100 としてその割合を（
Injunction and damages: (

)%

Injunction (without damages): (

)%

Damages (without injunction): (

)%

□差止＋損害賠償（

）％

□差止（損害賠償は請求なし）（

）％

□損害賠償（差止は請求なし）（

）％

◆フランス法律事務所 A
Injunction and damages: (

)%
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）内にお答えください。

Injunction (without damages): (

)%

Damages (without injunction): (

)%

◆フランス法律事務所 B
Injunction and damages: (up to 90)%
Injunction (without damages): (5-10)%
Damages (without injunction): (5-10)%
◆フランス法律事務所 C
Injunction and damages: (100)%
Injunction (without damages): (0)%
Damages (without injunction): (0)%
41. Out of the total number of patent infringement lawsuits, what do you think is
the percentage of the lawsuits in which the amount of damages awarded by the court
is calculated based on the following options?
４１．裁判所が認定する損害賠償額の算定根拠について、全訴訟件数を 100 としてその根
拠割合は一般的にはどの程度だと感じていますか？（
□ Lost profits: (

)%

□ Reasonable royalty: (
□ Infringer's profits: (
□ Other: (

)%

)%

□

逸失利益（

□

合理的実施料（

）％

□

侵害者利益

）％

□

その他

（

)%

）％
（
）％

◆フランス法律事務所 A
□ Lost profits: (

)%

□ Reasonable royalty: (
□ Infringer's profits: (
□ Other: (

)%
)%

)%

◆フランス法律事務所 B
□ Lost profits: (80)%
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）内にお答えください。

□ Reasonable royalty: (60)%
□ Infringer's profits: (50-60)%
□ Other: (

)%

Note:
These estimates are provided on the basis of the 2014 Law.
注記：
上記は、2014 年の法律に基づき推定された割合である。
◆フランス法律事務所 C
□ Lost profits: (50)%
□ Reasonable royalty: (40)%
□ Infringer's profits: (5)%
□ Other: (5 )%
42. Generally, out of the total number of court judgments, what do you think is the
percentage of the judgments in which the losing party is ordered to pay the attorney
fees for the other party?
４２．弁護士費用の敗訴者負担について、全判決数を 100 としてそれが認められる割合は
一般的にはどの程度だと感じていますか？（

）内にお答えください。

□ The total amount of the attorney fee: (
□ A reasonable portion (approx.
(

)%

%) of the amount of the attorney fees:

)%

□ Other amount (
□弁護士費用全額

): (
（

)%

）％

□弁護費用中合理的な額。認められたのは何％程度か（
□その他（

）

（

）％

）％

◆フランス法律事務所 A
□ The total amount of the attorney fee: (
□ A reasonable portion (approx.
(

)%

%) of the amount of the attorney fees:

)%

☒ Other amount ( Average amount: € 15 500 (2000-2009);
Median amount: € 8 000 平均額： 15,500 ユーロ (2000-2009 年);
金額の中央値： 8 000 ユーロ): (≈ 100 )%
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◆フランス法律事務所 B
☒ The total amount of the attorney fee: (15)%
☒ A reasonable portion (approx. at least 50 to 60%) of the amount of the
attorney fees: (85)%
□ Other amount ( Average amount: € 15 500 (2000-2009);
Article 700 of the French civil procedure code gives the Court discretionary powers
to order the losing party to bear the legal costs of the winning party. The amount
granted will be assessed on case per case basis but will rarely reach the full amount
of the legal costs of the winning party.
フランス民事訴訟法第 700 条は、敗訴者に対して勝訴者の訴訟費用の負担を命じる裁量権
を裁判所に与えている。認められる額は、個別の事件ごとに査定されるが、勝訴者の訴訟
費用の全額が認められることは滅多にない。
◆フランス法律事務所 C
□ The total amount of the attorney fee: (20)%
□ A reasonable portion (approx. 50%) of the amount of the attorney fees:
(20)%
□ Other amount (60)%
43. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness, difficulties,
advantages, and disadvantages of the system for payment by the losing party of the
attorney fees for the other party.
４３．弁護士費用の敗訴者負担の利用しやすさや困難性、メリット、デメリットに関する
考えをお聞かせください

◆フランス法律事務所 A
It may create a vicious cycle in that, small- and medium-sized enterprises have too
small financial capacity to have recourse to a good but expensive lawyer and lose
the case and have to pay for that.
優秀だが費用のかかる弁護士に頼ったものの、敗訴してしまい、それでもその費用を支払
うには、中小企業の資力は低すぎるという点で、悪循環を生み出しかねない。
◆フランス法律事務所 B
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The disadvantage of the system for payment by the losing party is that the assessment
made by the Court is rather subjective, and that it is not governed by clear and
precise rules so as to guide the Court about what has to be granted.
As a consequence, reimbursement of legal costs is most of the time lower than what
they really are, with no justification or ground given by the Court.
As long as the winning party provides the Court with relevant and certified documents
proving the amount of legal costs involved (like certified copies of the invoices
issued by the bailiff, the patent attorney, the attorney-at-law), the Court should
order that a fair amount of these legal costs be reimbursed by the losing party.
In practice, the more documentation is provided on costs, the higher the level of
award of legal costs.
敗訴者負担システムのデメリットは、裁判所の査定がかなり主観的なものであることと、
裁判所に対して、何を認めるのかの指針となる明確かつ正確な規則が適用されていないこ
とである。
その結果として、訴訟費用の補償は、ほとんどが実際の費用よりも低い額となっており、
裁判所から補償の正当な理由や根拠が示されない。
勝訴者が、関係する訴訟費用の金額を証明する認証された関連文書（執行官、弁理士、代
理人弁護士から発行された請求書（インボイス）の認証謄本）を裁判所に提出する限りは、
裁判所は、敗訴者から公正な額の当該訴訟費用が補償されるように命じなければならな
い。実務では、費用に関する文書が多く提出されればされるほど、訴訟費用として裁定さ
れる額は高くなる。
◆フランス法律事務所 C

44. Does a decision of interlocutory injunction through the référé procedure affect
evidence collection or claims for damages? If so, how?
４４．レフェレによる仮差止の処分は、証拠収集や損害賠償請求に影響を与えるのでしょ
うか？
YES の場合、どのような影響を与えるのでしょうか？

◆フランス法律事務所 A
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◆フランス法律事務所 B
A decision of interlocutory injunction through the référé procedure does not affect
evidence collection or claims for infringement damages.
レフェレによる仮差止の処分は、証拠収集や損害賠償請求に影響を与えない。
◆フランス法律事務所 C
When an interlocutory injunction is granted, the infringer stops its infringing
activities, such that the damage caused is usually limited to the damage caused before
the interlocutory injunction, meaning that the damage is lower than if the
infringement had continued until the final judgment on the merits of the case.
Otherwise, an interlocutory injunction through the référé procedure does not affect
evidence collection or claims for damages.
仮差止の処分が認められるときは、侵害者は、その侵害活動を中断している。したがって、
発生した損害は、通常は、仮差止の処分の前に発生した損害に限定される。つまり、本案
訴訟における最終判決まで侵害行為が継続された場合よりも、損害は小さいということで
ある。それ以外では、レフェレによる仮差止の処分は、証拠収集や損害賠償請求に影響を
与えない。
45. There is the idea of the system of punitive damages. Please tell us about your
opinions thereon.
４５．懲罰的賠償制度という考え方がありますが、それに関するご意見をお聞かせくださ
い。

◆フランス法律事務所 A
They should also depend on the discretion of judges.
それについても、裁判官の裁量に委ねるべきだ。
◆フランス法律事務所 B
It is a sensitive question, because it is difficult to find a reasonable and good
balance between opposite legitimate interests (the one of the patentees, who deserve
to be properly protected against infringement; and the one of the competition system
as a whole which needs to remain fluid, free and undistorted, and which could be
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significantly affected should patentees be in a position to threaten competitors
of infringement actions along with punitive damages).
It is true that the system of punitive damages is attractive because it is probably
the more dissuasive system, and the best way for actually preventing infringers from
being economic winners from an overall point of view (if, when they are caught their
only risk is to lose what they have unlawfully gained, it is not very dissuasive
not to continue to manufacture infringing products). It would strengthen the IP
enforcement system.
But on the other hand, it is also important not to entitle patentees and big companies
with excessive powers, which may lead to affect negatively the fluid, free and
undistorted

competition system.

対立する正当な利益（侵害から適切な保護を受ける資格を有する特許権者の利益と、流動
的で、自由かつ歪みのないものであり続ける必要のある競争システム全体の利益。特許権
者が、懲罰的賠償と同時に、侵害訴訟によって競争者を脅かす立場に立つ場合には、後者
の利益は大きく影響を受ける可能性がある。）の合理的かつ適切な均衡を見つけるのは難
しいことであるので、慎重に扱うべき問題である。
懲罰的賠償制度は、恐らくはより抑止的な制度であり、全体的な観点から侵害者が経済的
勝者となることを実際に阻止する最良の方法であるので（侵害者が捕まった場合に、その
リスクが違法に得たものを失うだけだとすれば、侵害品の製造を継続しないように思いと
どまらせることはほとんどできない）、確かに魅力的である。この制度は、知的財産の権
利行使制度を強化することになろう。
しかし、その一方で、特許権者や大企業に過大な権限を与えないことも重要である。過大
な権限を与えれば、流動的で、自由かつ歪みのない競争システムに否定的な影響をもたら
す可能性がある。
◆フランス法律事務所 C

46. Among the patent infringement lawsuits in the past five years in which hefty
damages were awarded, please mention the top five cases in terms of the amount of
damages awarded and specify the case number, the amount of damages, the basis for
calculation (e.g. lost profits, royalties), and the technical field for each case.
４６．最近５年間の特許権侵害訴訟において、認められた損害賠償額が高額な事件につい
て、損害賠償額の面で上位の５事件の事件番号・損害賠償額・算定根拠（逸失利益、ライ
センス料等）
・技術分野を教えて下さい。
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◆フランス法律事務所 A

◆フランス法律事務所 B
French judges granted an average amount of 250 000 euros per case the last years
before the Tribunal de Grande Instance of Paris. The median is 50 000 euros.
Higher damages in the past five years :
・25 June 2010 (Technogenia vs Martec) : 2 735 013 €
In this case, the judge partially followed the expert’s report excepting
for the royalty rate fixed by the expert because the expert did not increase
it (he had to do so because it’s a royalty rate calculated in the event
of a dispute).
First, the judge calculated negative economic consequences (lost
profits) of the infringement.
Regarding the number of infringing goods sold by the infringer (named
the “masse contrefaisante”), the margin on variable costs and the
percentage/rate of the products sold to claimant’s clients (66%)
or not (34%/2 (so 17%) because the claimant had 50/50 chance to sell
societies which were not their client their products), the judge
concluded :
3 002 272€ (margin lost by the claimant) x 83% (66%+17%) =
2 602 028, 42€ concerning the first reference of products
132 702 x 83% (66%+17%) = 110 142, 66 € concerning other
references.
Then, concerning the remainder part (17%), the judge built his
calculation on the alternative method. Regarding the turnover of the
infringer concerning this remainder part (888 957, 20€) and the
royalty rate (7, 5%), damages are: 888 957, 20€ x 7.5% = 66 671, 79€
for the remainder part.
The judge did not allow damages for selling services or others
products because these products/services were not link to the
infringing products.
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Concerning the price decline because of the infringement, the judge
allowed 66 213, 18 € (based on infringer’s market shares).
The judge did not allow moral damages because of lack of evidence
given by the claimant. Moreover, the claimant obtained the
publication of another court decisions concerning the same case.
・27 September 2013 (Bobst vs Heidelberg) : 1 212 094 €
In this case, the judge followed the expert’s report.
Three machines have been sold by the infringer. As a consequence, the judge
calculated negative economic consequences of the infringement (lost
profits): the average sale price of the year of the sales practiced by the
claimant (owner of the patent) multiplied by the margin on variable costs.
The judge took into consideration if the sales would have been direct and
sure, or not. If not, he reduced by half the amount.
 1st sale made by the infringer :
 average sale price in 2007 practiced by the claimant concerning
this machine = 1 231 000 €/machine
 margin on variable costs = 43 %
So, 1 231 000 x 43% = 529 300 €
The sales were direct and sure: the sale by the infringer would have
been made by the claimant because the buyer of the machine asked to
the claimant an estimate to buy the machine.
 2nd sale made by the infringer :
 average sale price in 2006 practiced by the claimant concerning
this second machine = 1 117 000€
 margin on variable costs = 43 %
So, 1 117 000 x 43% = 480 310 €, which is divided by two because we
do not know if the claimant would have been sell this machine (no
estimate, no evidence given by the claimant) => 240 010 €
 3rd sale made by the infringer :
 The claimant sold this third machine, but he did it because
he did a bigger reduction (not 20/30% but 40%) in order to
sell it (instead of the infringer). As a consequence, the
judge allowed 10% of the selling price (1 447 940 €) because
of the exceptional bigger reduction => 144 794 €.
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 The judge added the economic consequences of the infringer concerning
the sales of the spare parts and services attached to the sales of
these three machines (205 000€ + 93 000 €)
The judge allowed: 529 300+240 000+144 794+205 000+93 000 € = 1 212 094
€.
・16 Novembre 2012 (Santos vs Robot-Coupe) : 1 000 000 €
The judge calculated negative economic consequences of the infringement
(lost profits). He gave these information :
The “masse contrefaisante” is : 1 196 machine sold
The turnover of these sales : 720 600 €
Price of each machine : 996 € excluding tax
Margin : 40 %, so 278,61€ for each machine
The judge allowed 1 million euros but did not give more information about
the calculation method.
・26 March 2010 (Brandt Industries vs Whirlpool France) : 651 446,73 €
In this case, the judge followed the expert’s report.
Evaluation is based on the “masse contrefaisante”. First, concerning
products which could be sold by the claimant which represent 80% of the
“masse contrefaisante”, the judge used this calculation method:
the margin on direct costs of the claimant x 80% of the
“masse contrefaisante” of the infringer = 629 557 €.
Then, concerning the others 20% of the “masse contrefaisante”, the judge
used the alternative method. The royalty rate is 8% in this matter. The
judge used this calculation method :
the turnover of the claimant (1 368 108, 26%) x 20%
(remainder part) x 8% = 21 889,73 €
・6 December 2013 (Anthogyr vs Apol) : 500 000 €
Evaluation is based on profits made by the infringer (reasons of this
calculation method: absence of evidence of gross profit; no knowledge and
no evidence of the price practiced by the claimant; same distribution
circuit).
The judge did not take into account stocks because stocks have not been
sold.
The judge explains that the claimant needs to take into account costs of
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production and distribution.
The judge does not provide more information about the calculation method.
フランスの裁判官は、この数年間でパリ大審裁判所における 1 事件あたり平均して 25 万
ユーロの損害賠償額を認めている。中央値は 5 万ユーロである。
最近 5 年間で損害賠償額が高額だった事件：
・2010 年 6 月 25 日（Technogenia 対 Martec）
：273 万 5013 ユーロ
本件では、裁判官は、専門家が設定した実施料率を除き、専門家の報告書に部
分的に沿って判決を下した。これは、専門家が実施料率を引き上げなかったた
めである（紛争において算定される実施料率であるので、引き上げる必要があ
った）。
まず、裁判官は、侵害により負の経済的帰結（逸失利益）を計算した。
侵害者により販売された侵害品の数（
「masse contrefaisante」と命名さ
れた）、変動費率（margin on variable costs）及び原告の顧客に販売さ
れた製品の割合（66％）又は原告の顧客以外に販売された製品の割合（34%
÷２＝17％、これは原告が自身の顧客ではない集団に自社製品を販売で
きる可能性が半々だからである）について、裁判官は次のように結論付
けた。
最初に言及された製品に関しては、300 万 2272 ユーロ（原告の逸失
利益）x 83% (66%+17%) = 260 万 2028.42 ユーロ
その他の言及に関しては、13 万 2702 ユーロ x 83% (66%+17%) = 11
万 142.66 ユーロ
次に、残りの部分（17%）について、裁判官は、別の方法を基礎に計算を
行った。この残りの部分（88 万 8957.20 ユーロ）についての侵害者の売
上高及び実施利用率（7.5%）に関しては、損害賠償額は、次の通りであ
る。残りの部分については、88 万 8 957.20 ユーロ x 7.5% = 6 万 6671.79
ユーロ
サービスや他の製品の販売については、当該製品／サービスは侵害品と
関連がなかったので、損害賠償を認めなかった。
侵害による価格の下落については、裁判官は、6 万 6213.18 ユーロ（侵害
者の市場シェアに基づき計算）を認めた。
裁判官は、原告からの証拠がなかったので、道徳的損害については認め
なかった。さらに、原告は、同一事件に係る別の裁判判決の公開を認め
られた。
・2013 年 9 月 27 日（Bobst 対 Heidelberg）: 121 万 2094 ユーロ
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本件では、裁判官は専門家の報告書に従って判決を下した。
侵害者は機械を 3 台販売した。その結果として、裁判官は、侵害による負の経
済的帰結（逸失利益）を計算した。原告（特許権者）が行った販売の年の平均
販売価格に、変動費率を乗じた。裁判官は、販売が直接かつ確実に行われたか
否かを考慮に入れた。そうでない場合には、裁判官はその金額を半額にした。
 侵害者が行った一台目の販売：
 原告がこの機械について 2007 年に行った販売の平均価格は、= 123
万 1000 ユーロ／台だった。
 変動費率= 43 %
したがって、123 万 1000 x 43% = 52 万 9300 ユーロ
直接の販売で、確実に行われた。すなわち、原告は機械の買い手から機
械購入の見積もりを求められたので、侵害者による販売は、原告により
なされえたものと考えられた。
 侵害者が行った二台目の販売：
 原告がこの二台目の機械について 2006 年に行った販売の平均価格
は、111 万 7000 ユーロだった。
 変動費率= 43 %
したがって、111 万 7000 x 43% = 48 万 0310 ユーロであり、原告がこの
機械を販売したのかが不明なため、これを 2 で除する（原告からは、見
積書も証拠も提示されなかった）=> 24 万 0010 ユーロ
 侵害者が行った 3 台目の販売：
 （侵害者ではなく）原告は、この 3 台目を販売したが、販売する
ために大幅な値引きをしなければならなかった（20/30%ではな
く、40%の値引き）。その結果として、裁判所は、異例なほど大幅
な値引きをしたことから、販売価格（144 万 7940 ユーロ）の 10%
を認めた=> 14 万 4794 ユーロ
 裁判官は、上記の機械 3 台の販売額に付随する予備部品及びサービスの販
売額について侵害者の経済的帰結に加算した（20 万 5000 ユーロ+ 9 万 3000
ユーロ） 。
裁判官は、次の損害賠償を認めた。52 万 9300 ユーロ+ 24 万ユーロ+14 万 4794
ユーロ + 20 万 5000 ユーロ + 9 万 3000 ユーロ= 1 21 万 2094 ユーロ
・2012 年 11 月 16 日（Santos 対 Robot-Coupe）：100 万ユーロ
裁判官は、侵害による負の経済的帰結（逸失利益）を計算した。裁判官は以下
の情報を示した。
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「masse contrefaisante」は、1196 台が販売された。
この販売の売上高は 72 万 600 ユーロだった。
各機械の価格は、996 ユーロ（税別）だった。
利益率：40 %、すなわち、機械 1 台あたり 278.61 ユーロだった。
裁判官は、100 万ユーロの損害賠償を認めたが、計算方法に関するこれ以上の詳
細は示さなかった。
・2010 年 3 月 26 日（Brandt Industries 対 Whirlpool France）： 65 万 1446.73 ユーロ
本件では、裁判官は、専門家の報告書に沿って判決を出した。
評価は、「masse contrefaisante」に基づいてなされた。まず、原告が販売し得
た製品（「masse contrefaisante」の 80％に相当）については、裁判官は、次の
計算方法を利用した。
原告の直接費用の利益（the margin on direct costs）x 侵害
者の「masse contrefaisante」の 80% = 62 万 9557 ユーロ
次に、「masse contrefaisante」のそれ以外の 20%について、裁判官は、別の方
法を利用した。本件では実施料率は 8%である。裁判官は、以下の計算方法を利
用した。
原告の売上高（136 万 8108.26 ユーロ）x 20% (残りの部分) x 8%
= 2 万 1889.73 ユーロ
・2013 年 12 月 6 日（Anthogyr 対 Apol）
：50 万ユーロ
評価は、侵害者がなした利益に基づいて行われた（この算定方法が用いられた
理由は、総利益の証拠がないこと、原告による価格について情報も証拠もなか
ったこと、そして同じ流通経路だったことである）
裁判官は、在庫については考慮しなかったが、それは、在庫は販売されていな
いからである。
裁判官は、原告は生産及び流通の費用を考慮する必要があると説明している。
裁判官は、算出方法に関して、それ以上の情報を提供していない。
◆フランス法律事務所 C

Below is a table showing the top five cases in terms of the amount of damages awarded
for the time period 2010-2013 by French courts (the technology involved is mentioned
after the name of the parties.
以下の表に、フランスの裁判所が 2010〜2013 年の期間に認めた損害賠償額について、上
位の 5 事件を示した（関係する技術を、訴訟当事者の氏名・名称の後に記載した）。
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Date

Parties

Total damages

25/06/2010

Technogenia / Martec formerly Soneco, Ateliers

2 735 013 €

Joseph Mary, Bernard Mary Industries B.M.I
formerly

Martec,

Actiale,

Francis

Barrat

(welding)
27/09/2013

Bobst

/

Heidelberg

Postpress

Deutschland

1 212 094 €

(device for taking sheets of cardboard from a
stack to bring them into a printing machine)
16/11/2012

Santos / Robot-Coupe (juice extractor)

26/03/2010

Brandt Industries / Whirlpool France (domestic

1 000 000 €
651 446 €

ovens)
06/12/2013

Anthogyr / Apol (dental pivot)

500 000 €

47. From the standpoint of a patentee's attorney, what are the good points, points
to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the system for damages in France?
４７．特許権者の代理人の立場から、フランスの損害賠償制度の良い点、維持すべきと考
えている点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点
は何でしょうか？

◆フランス法律事務所 A
Good point: Seizure procedure is well established, though minute preparations are
necessary prior to performing it.
良い点：実行前には議事録の作成が必要ではあるが、差押手続は確立されていること。
◆フランス法律事務所 B
From the standpoint of a patentee's attorney,
・the good points are that:
〇there are multiple, combinable systems of assess damages,
〇 infringement seizure and right to information are valuable tools to access
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information relevant to the assessment of the amount of damages to be claimed,
〇the plaintiff has the option of appointing an amicable expert to support the damage
claims, which is not very costly and brings credibility to the case.
・it would be an improvement to apply the punitive damages system in France.
特許権者の代理人の立場からは、
・良い点は次の通りである。
〇損害を査定するためのシステムが複数あり、それらを結びつけることができること
〇侵害の証拠保全と情報に対する権利が、請求された損害賠償額の査定に関連する情報に
アクセスするための貴重な手段であること。
〇原告は、損害賠償請求額を裏付ける友好的な鑑定人を任命することができること。これ
には費用はあまりかからず、主張を信頼できるものにしてくれる。
・フランスにおいて懲罰的賠償制度を適用すれば、改善されることになるだろう。
◆フランス法律事務所 C

48. From the standpoint of an alleged infringer's attorney, what are the good points,
points to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved
or difficult-to-use points of the system for damages in France?
４８．被疑侵害者の代理人の立場から、フランスの損害賠償制度の良い点、維持すべきと
考えている点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい
点は何でしょうか？

◆フランス法律事務所 A
Good points: Only damages are to be compensated. There should also be lesser risk
for patent troll in France.
良い点：損害のみが補償されること。フランスではパテント・トロールにとってのリスク
も小さいはずである。
◆フランス法律事務所 B
From the standpoint of an alleged infringer's attorney, it would be important not
to apply the punitive damages system in France, and to maintain the current system
(compensation of all the damages caused by the infringement, but only the damages
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and nothing more).
The good point is that plaintiffs bear the burden of proof for quantum of damages.
Many plaintiffs are reluctant to disclose sensitive information such as margins or
turnover values, so that at times plaintiffs are not in a position to make a clear
and convincing case about extent of damages.
被疑侵害者の代理人の立場からは、フランスでは、懲罰的賠償制度を適用せず、現行の制
度（侵害により被った損害の全部の補償。ただし、損害のみ補償されるのであって、それ
以上ではない）を維持することが重要であろう。
良い点は、損害の額の立証責任を原告が負うことである。多くの原告は、利益や売上高な
どの機微な情報を開示したがらないので、時には、原告が損害の程度について明確かつ説
得力のある根拠を示せないことがある。
◆フランス法律事務所 C

IV. Question concerning the patent infringement lawsuit system in Japan
Ⅳ

日本の特許権侵害訴訟システムに関する質問

49. Please tell us about what you think are the good or bad points of the patent
infringement lawsuit system in Japan.
４９．日本の特許権侵害訴訟システムで良い又は悪いと考えている点についてお聞かせ願
います。

◆フランス法律事務所 A

◆フランス法律事務所 B
Good point of patent infringement lawsuit system in Japan
- Speed of proceeding: It is good that the first instance of patent litigation could
give decision around 12 months.
- Cost of litigation: It seems that the cost of litigation is not so expensive than
the cost in US or UK.
- Fairness: It seems that there is no difference in treatment at court, between
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overseas plaintiff and Japanese plaintiff. We could feel fairness in courts in Japan.
Bad points of patent infringement lawsuit system in Japan
- Low win rate of patentee: It seems that win rate of patentee is not so high (around
25% in 2010 - 2014).
- Difficulty of gathering proof of infringement: Seizure of proof is only gathered
after infringement is examined and confirmed at the court. Thus, it is difficult
to get proof of infringement which could be used in the litigation. It is more
difficult to get proof for patent of process of manufacturing.
- Low amount of damage at court decision: Compared to claimed amount of damage,
decision gives low amount of damage. (we heard it is around 30% of claimed damage)
In view of patentee, it is not so attractive to start litigation.
- High rate of amicable settlement, before getting any decision of infringement
lawsuit. (We heard it is around 25% which goes to decision, and 75% goes to
settlement.)

Thus, in view of patentee, it is hard to expect getting decision of

injunction or damage.
日本の特許権侵害訴訟システムの良い点：
- 訴訟手続のスピード：特許訴訟の第一審の判決が 12 ヶ月ほどで出される点が良い。
- 訴訟費用：訴訟費用は、米国や英国に比べて高すぎないと思われる。
- 公正さ：外国人の原告と日本人の原告とで、裁判所における取り扱いに差がないと思わ
れる。日本の裁判所は公正だと考えられる。
日本の特許権侵害訴訟システムの悪い点
- 特許権者の勝訴率が低いこと：特許権者の勝訴率はあまり高くないと思われる（2010 年
～2014 年は 25％ほど）。
- 侵害の証拠集めが困難：証拠の保全は、裁判所で侵害の審理が行われ、確認されて初め
て行われるので、訴訟で利用できる侵害の証拠を入手するのが難しい。製法特許の証拠の
入手はさらに難しい。
- 裁判判決での損害賠償額が低い：請求された損害賠償額に比べて、判決で認められる損
害賠償額が低い（聞いたところでは、請求された損害賠償額の 30％ほどということだ）。
特許権者にとっては、あまり訴訟を開始する魅力がない。
- 侵害訴訟の判決が出される前の和解率が高い。（聞いたところでは、判決まで行くのが
25％ほど、和解するのが 75％ということだ。
）したがって、特許権者にとっては、差止め
又は損害賠償の判決を得ることを期待するのが難しい。
◆フランス法律事務所 C
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I am not sufficiently aware of the current practice in Japan.
現在の日本の実務については、認識が十分でない。

- 507 -

資料編Ⅳ
海外現地ヒアリング調査結果

【米国企業】

I. Questions concerning experience in patent infringement lawsuits
Ⅰ 特許権侵害訴訟の経験に関する質問
1. Have you filed a patent infringement lawsuit with the U.S. court in the past five
years?
１．米国の裁判所において、過去５年間、特許権侵害訴訟を提起したことはありますか？
☒ Yes.
・Why did you file a patent infringement lawsuit with the U.S. court?
・特許権侵害訴訟を米国の裁判所で提起した理由は何ですか？
A small competitor had copied our technology.
小規模競争者が弊社の技術を模倣した。
□ No.
2. Have you put off filing a patent infringement lawsuit with the U.S. court after
considering it in the past five years?
２．米国の裁判所に、過去５年間、特許権侵害訴訟の提起を検討したが提起しなかったこ
とはありますか？
☒ Yes.
・Why did you put off filing a patent infringement lawsuit with the U.S. court?
・特許権侵害訴訟を米国の裁判所で提起を見送った理由は何ですか？
Business executives preferred to seek another resolution to the issue.
役員がこの問題に対して別の解決策を求めることを望んだため。
□ No.
3. Has the possibility been hinted at that you might face a patent infringement lawsuit
filed from a patentee with the U.S. court, or have you actually faced such a patent
infringement lawsuit as an alleged infringer, in the past five years?
３． 特許権者から、米国の裁判所において、過去５年間、特許権侵害訴訟の提起を示唆
されたり、実際に被告として訴訟を提起されたことはありますか？
□ Yes. The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has been
hinted at.
☒ Yes. We have actually faced a patent infringement lawsuit.
□ The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has never been
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hinted at nor have we actually faced a patent infringement lawsuit.
□特許権侵害訴訟の提起を示唆されたことがある。
☒実際に、特許権侵害訴訟の提起されたことがある。
□特許権侵害訴訟の提起を示唆されたことも、実際に特許権侵害訴訟の提起を示唆
されたこともない。
1&2&3-2

訴訟の年間件数＆その中で原告と被告それぞれになる割合は？

年約 20 件。
被告側になることがほとんど。

II. Questions concerning the status of use of the systems for evidence collection
in patent infringement lawsuits in the United States
Ⅱ 米国の特許権侵害訴訟における証拠収集の利用実態に関する質問
B. Discovery system
B. Discovery 制度
6. Please tell us about the user-friendliness and difficulties of the e-discovery
system.
６．E-Discovery 制度の利用しやすさや困難性をお聞かせください
If well controlled, e-Discovery can be an efficient mechanism for the identification
and collection of relevant evidence. The ease with which the information can be
collected, however, can mask the significant costs associated with the processing
and review of the data.

As a result, strong mechanism need to be in place to

appropriately limit and control the scope of the production sought during the course
of litigation.
うまく管理されている場合、e-Discovery は、関連証拠の特定及び収集にとって効率的な
メカニズムであるかもしれない。もっとも、情報の収集しやすさのために、データの処理
と確認（review）に関連して相当な費用がかかることが分からなくなってしまう可能性が
ある。そのため、訴訟の過程において求められる提出の範囲を適切に限定し、管理するた
めには、強力な仕組みを実施する必要がある。
6-2

“If well controlled”の意味は？

ほとんどのケースで e-Discovery が利用される。
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場合によっては開示の範囲を絞ってくれることもあるが、無制限ということがよくある。
量的には、弁護士費用より e-Discovery の方が高くなるくらい。

7. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness, difficulties,
advantages, and disadvantages of the attorney client privilege system and the work
product doctrine system.
７．弁護士・依頼者間の秘匿特権（Attorney Client Privilege）や訴訟準備資料の秘匿特
権（Work Product Doctrine）制度の利用しやすさや困難性、メリット、デメリットに関す
る考えをお聞かせください。
The application of the attorney client and work product doctrine systems is an
important part of litigation. The protection of privileged communications allows
for the free and honest discussion of legal issues. These protections also allow
for the assessment of the strengths and weaknesses in a matter without concern that
the assessment will be used against you.
弁護士・依頼者間の秘匿特権（Attorney Client Privilege）や訴訟準備資料の秘匿特権
（Work Product Doctrine）制度の適用は、訴訟の重要な部分である。秘匿特権の対象と
なる通信が保護されることで、法律問題についての自由で誠実な話し合いが可能となる。
こうした保護によって、その評価が自身に対して利用される不安を抱かずとも、ある事項
の弱みや強みの評価を行うこともできる。
7-2

Discovery において、機密情報の保護は適切に行われているか？

はい。
訴訟が提起される際に、守秘義務に合意するため、保護されることになる。
7-3

現制度の課題や将来への希望は？

秘匿特権については問題ない。
時に問題になるのが、ソースコード。情報が秘匿特権の対象になるか否かは、考えにバラ
つきがあるため、当事者間で交渉することになる。裁判所が関与しなければならないこと
もある。

9. What do you think of limiting the scope of discovery to the information necessary
for the construction of claims (Section 3(b)) in a lawsuit over the construction of
claims in order to reduce the costs for the discovery procedure?
９．Discovery 費用の低減のため、クレーム解釈が問題となっている訴訟においては、
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Discovery の範囲をクレーム解釈の点に制限すること（Section3(b)）について、どのよう
にお考えでしょうか？
Provided that a clear identification of what is “necessary” for claim construction,
this limitation could significantly reduce the costs associated with the early stages
of litigation. In addition, because claim construction could reduce or completely
eliminate infringement claims, this limitation could prevent costs being spent on
claims that ultimately are removed from the lawsuit.
クレームの解釈に何が「必要なのか」が明確に特定されている場合、制限することで、訴
訟の初期段階に関連する費用が大幅に削減できるかもしれない。さらに、クレームの解釈
によって、侵害の申立てが減ったり、全くなくなったりする可能性があるので、この制限
によって、最終的に訴訟から排除される請求に費用が費やされることを阻止できるかもし
れない。
9-2

この制度は歓迎しているということか？

はい。
Discovery の範囲を制限することには意味がある。
今までは、まず膨大な量の書類を提出し、その後にクレーム解釈という順番で進むことが
多かった。クレーム解釈は、ローカルルールで早い段階でやってしまう裁判所もあるが、
一般的にほとんどの裁判所では中盤や後半に行われる。
この理由としては、大きく 2 つある。1 つ目の理由は、裁判所は、どうせ途中で和解する
だろうから、クレーム解釈に力を入れたくないと考えているから。2 つ目の理由は、裁判
所は、最初に特許の内容について知ることにより、提出された情報が正しいか否か整理し
たいと考えているから。

10. From the standpoint of a patentee, what are the good points, points to be
maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the discovery system?
１０．特許権者の立場で、Discovery 制度の良い点、維持すべきと考えている点又は利用
しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何ですか？
As a patentee, the discovery system can be used to build upon your infringement
allegations. Often access to an alleged infringers source code and confidential
information is the only way to confirm the alleged infringement. Without discovery
into theses issues it would be difficult if not impossible to establish infringement.
特許権者としては、discovery のシステムは、自身の侵害の主張を基礎として訴訟を進め
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ていくために利用することができる。被疑侵害者のソースコードや秘密情報にアクセスす
ることが、被疑侵害を確認する唯一の方法であることがしばしばある。こうした問題につ
いて discovery がなければ、不可能ではないにしても、侵害を立証することは難しいだろ
う。
11. From the standpoint of an alleged infringer, what are the good points, points
to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the discovery system?
１１．被疑侵害者の立場で、Discovery 制度の良い点、維持すべきと考えている点又は利
用しやすい点悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何ですか？
Discovery is extremely expensive and is often used as a tool by plaintiff to extort
settlements.

It is often the case that settlement can be less expensive than

extensive discovery.
Discovery は、非常に費用がかかり、しばしば原告が和解を強要するための道具として用
いられている。和解の方が拡張的な discovery よりも費用が少なくて済むという場合は多
い。
10&11-2

Discovery は法的な観点で（特許権者と被疑侵害者の両者のバランスをとると

いう意味で）本当はどうあるべきか？←特許権者としては強いままで、被疑侵害者として
は弱くなってほしいものかもしれないが・・・
はい。
Discovery は、開示の範囲をより狭くして、提出すべき情報の量をもっと少なくすべきだ
と思う。

III. Questions concerning the status of use of the systems for damages in patent
infringement lawsuits in the United States
Ⅲ 米国の特許権侵害訴訟における損害賠償の利用実態に関する質問
15. What system and calculation method do you prefer to use as grounds for the amount
of damages in a patent infringement lawsuit? What is the reason therefor?
１５．特許権侵害訴訟における損害賠償額の根拠としてどのような制度・算定方法を用い
ることを好みますか。その理由は何ですか？
Reasonable royalty based on the sales directly attributable to the accused
functionality.
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被疑侵害機能を直接の理由として得られる販売に基づいた合理的実施料。
15-2

Reasonable royalty を好む理由は？

その方が、特許で守られている機能の価値に従った額となるから。
額の算定では、裁判所のガイダンスや、我々の今までの実績等が基準となる。
15-3

通常の royalty より高くすべきという意見についてどう思うか？

和解と侵害で額があまりに違うのはバランスが悪い。その点、訴訟になる前の状態をベー
スとして考えるのはよい。
今のシステムでは、裁判所は、額が高過ぎるというコメントをすることはあるが、何％が
適切かというガイダンスはしていない。
Reasonable Royalty としては、Established Royalty は低過ぎると思う。
Reasonable Royalty の算定基準としては、ジョージア・パシフィック・ファクター（15
項目）が有名。裁判所によっては、独自の基準を持っているところもある。
和解に至るまでの道は何通りもあり、結果的に額が高過ぎることもあれば、低過ぎること
もある。

16. Please tell us about your ideas of the user-friendliness, difficulties,
advantages, and disadvantages of the system for damages in the United States.
１６．米国の損害賠償制度の利用しやすさや困難性、メリット、デメリットに関する考え
をお聞かせください
The Federal Circuit has become increasingly stringent on the evidence needed to
support the calculation of damages. It can be difficult to properly apportion the
damages sought to the specific infringing functionality. District courts are still
willing however, to allow for experts to opine on alternative basis for the
calculation of damages that, in many cases, are quite speculative.
連邦巡回裁判所は、損害賠償額の算定方法を裏付けるために必要な証拠について、ますま
す厳格な条件を課している。特定の特許侵害となっている機能に、請求しようとする損害
賠償を適切に配分することは難しいかもしれない。しかしながら、地方裁判所は、鑑定人
に対して、現在も損害賠償額の算定方法の代替的根拠についての意見を述べることを認め
ようとしている。多くの場合、それは非常に推測的な金額である。
16-2

The Federal Circuit の動きにつてどう思うか？

Smallest Sellable Unit の考え方は、ソフトウェア業界の我々被疑侵害者側としては大変
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よい。製品の 1/1000 の侵害にも関わらず、Entire Market Value の考え方が適用されるの
はおかしい。特許が対応する機能のみに着目して算定すべき。計算は実際には大変かもし
れないが。
16-3

米国は世界的に損害賠償額が高いが、その事実についてどう思うか？将来的にはど

うなってほしいか？←特許権者としては高いままがよくて、被疑侵害者としては低くなっ
てほしいものかもしれないが・・・
判事が陪審員のゲートキーパーになる必要がある。
陪審員は、被告が大企業であれば賠償額が大きくなってもよいという心証を形成しがち。
陪審員にどんな風に数字が伝わるか、判事は注視しなければならない。

18. Please tell us about your idea of the effect the jury system has on damages.
１８．陪審制度の損害賠償に与える影響についてのお考えをお聞かせください。
The role of the judge in controlling the damages evidence that can be presented to
the jury is critical. In the absence of the court acting as a gate-keeper, the jury
can be swayed by evidence that is not directly tied to the actual infringing
functionality.
陪審に提出される損害賠償の証拠を管理するにあたって、判事は非常に重要な役割を担っ
ている。ゲートキーパーとなる裁判所の存在がなければ、陪審は、実際に特許侵害となる
機能とは直接繋がりのない証拠に惑わされてしまうかもしれない。
18-2

陪審員制度により損害賠償額が必要以上に高くなることがあるという理解でよい

か？
個人的には同意。同じ内容で陪審員の有無により訴訟結果を比較したことはないが。
18-3

そのことについてどう思っているか？

陪審員は、被告が悪者だと判断すると、賠償額を高くしてしまいがち。
判事は、法律の範囲内で、適切な判断をすべき。
米国の賠償額が高い理由の 1 つとしては、懲罰的賠償の存在もある。

19. Please tell us about your opinions concerning payment by the losing party of the
attorney fees for the other party (Should the requirements for application be
broadened? Should it be broadly applied to cases other than patent trolls?).
Requirements for application (judicial precedent)

- 517 -

・Material inappropriate conduct
・Objectively baseless and brought in subjective bad faith
１９．弁護士費用の敗訴者負担に関するご意見をお聞かせください（適用要件を広げるべ
きか？ パテントトロール以外にも広く適用すべきかなど）
適用要件（判例）
・重要な不適切な振舞（material inappropriate conduct）
・客観的に見て根拠がない（objectively baseless）かつ
主観的にも悪意を持って行われたもの（brought in subjective bad faith）
As an initial matter, a loser pays system could force plaintiffs to more carefully
consider their infringement claims prior to filing a suit. The risk of having to
pay costs could also work to rein in the excesses in discovery and litigation tactics
that often serve to only drive up the expenses. Evidence of litigation misconduct
or a lack of good faith in filing suit should be considered in determining the
appropriateness of the loser being forced to pay costs.
まず、敗訴者負担の制度は、訴訟を提起する前に、侵害の申立てについてより慎重に検討
することを原告に強いることになるかもしれない。費用負担のリスクは、discovery や訴
訟において、費用を引き上げるだけの戦術を過度に阻止するものとなりかねない。敗訴者
による費用負担の適切さについて決定する際には、訴訟における不正行為又は訴訟の提起
が善意で行われていないことの証拠が、検討されるべきである。
19-2

the losing party of the attorney fees for the other party の額は妥当か？

これが認められるのはレア。我々も経験がない。
特許法 285 条によれば、裁判所は弁護士費用の敗訴者負担を命ずることができるとあるも
のの、実際に認められることはめったにない。Octaine の判例もあるが、認定の基準が高
過ぎる。
19-3

認められないのは何故？

裁判所を利用しやすくするため。
多くの訴訟では、勝敗が紙一重。仮に小さな会社が善意の訴訟を起した場合、負けた場合
に訴訟費用を負担しなければならないというのは酷。特許は技術的に複雑なので、判事も
判断が難しくなっている。
19-4

このままでよい？

もう少しハッキリした基準にすべき。
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我々は、Google、Oracle、Cisco、Amazon 等の大手企業とともに、議員に対して法改正を
働きかけている。ここ 2 年間頑張っているが、今のところ動きはない。

20. From the standpoint of a patentee, what are the good points, points to be
maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the system of punitive damages?
２０．特許権者の立場で、懲罰的損賠償の良い点、維持すべきと考えている点又は利用し
やすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何ですか？
A punitive system encourages infringers to engage in good faith discussions once
notice has been provided. However, obtaining enhanced damages under a finding of
willfulness is extremely difficult due to the legal standard.
懲罰的制度は、通知がなされた後に、侵害者に誠意をもって話し合いを行うことを促すも
のである。しかしながら、法定基準のため、拡張的（追加的）損害賠償を得ることは非常
に難しい。
21. From the standpoint of an alleged infringer, what are the bad points, points to
be improved or difficult-to-use points of the system of punitive damages?
２１．被疑侵害者の立場で、懲罰的損賠償の悪い点、改善すべきと考えている点又は利用
しづらい点は何ですか？
Willfulness is often used to drive settlement amounts higher in cases where the
accused infringer has not acted in bad faith.

A reasonable belief of

non-infringement or invalidity should shield the accused the infringer from punitive
damages. However, US courts inconsistently apply this standard and so patent holders
take advantage of the uncertainty to drive high settlement amounts. In addition,
the evidence upon which claims of willfulness can be based varies widely and is often
presented in an effort to taint the alleged infringer on issues unrelated to actual
willfulness.
故意は、被疑侵害者が悪意で行為したのではない場合に、和解金額を引き上げるために用
いられることが多い。侵害行為でないこと又は特許が無効であることを合理的に信じてい
た場合、被疑侵害者に対して懲罰的損害賠償がなされてはならない。もっとも、米国の裁
判所によるこの基準の適用には一貫性がないので、特許権者は、高額の和解金を引き出す
ためにこの不確実性に便乗している。さらに、故意の申立ての根拠となり得る証拠は、広
く異なっており、しばしば、実際の故意とは無関係の問題について被疑侵害者の評判を傷
つける目的で提出されている。
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20&21-2

punitive damages は法的な観点で（特許権者と被疑侵害者の両者のバランスを

とるという意味で）本当はどうあるべきか？←特許権者としてはあり続けるべきで、被疑
侵害者としてはなくなってほしいものかもしれないが・・・
懲罰的賠償は、あるべき。
悪意ある侵害者は、懲らしめる必要がある。
20&21-3

enhanced damages という観点で、punitive damages が採用し難い場合に the

losing party of the attorney fees for the other party 以外によい案はないか？
訴訟が起こるまでの一般的な流れとしては、まず特許権者が侵害者に通知を行い、それに
対して侵害者が特許権者に実施料を申し出て交渉を行い、それに合意できればよいが、決
裂した場合には訴訟となる。
何でも一律でエンハンストはよくない。1～3 倍の間で、その時のシチュエーションに応じ
て動的に決めること。例えば、侵害者が交渉時に合理的な額を提案したにも関わらず特許
権者が法外な額を主張して譲らなかった場合等、訴訟に至った経緯に十分な理由があるな
らば、賠償額は低くなって然るべき。

IV. Question concerning the patent infringement lawsuit system in Japan
Ⅳ 日本の特許権侵害訴訟システムに関する質問
24. Please tell us about what you think are the good or bad points of the patent
infringement lawsuit system in Japan.
２４．日本の特許権侵害訴訟システムで良い又は悪いと考えている点についてお聞かせ願
います。
We have not had the occasion to be involved in the patent infringement lawsuit system
in Japan.
日本の特許侵害訴訟制度に関与する機会はこれまでになかった。
24-2

訴訟件数が少ない点について、どう思うか？その理由は何だと思うか？

いくつか理由があると思う。
まず、日本で訴訟を行うには当然日本で特許を持っている必要があるが、そのための費用
が高い。日本にある会社でも、米国に全ては出願していない。我々としても、アメリカの
システムをよく知っているので、まずはアメリカに出願することになる。
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また、米国企業は、自分達が日本で日本企業を相手に訴訟をしても勝ち目がないと思って
いる。
さらに、日本では弁護士費用が高い点もネックになっている。
24-3

証拠収集や損害賠償について、法改正するにあたり特に注意すべき点は？どの国の

制度のどのような部分を見習うべきか？
それはよい取り組み。
まず、特許を取るためにかかる費用を下げること。
また、日本の訴訟システムを米国企業に日本の法律事務所の人が説明すること。
ディスカバリのような制度を導入する際には、法律の中できちんとしたガイダンスを設け
ておかないと、米国と同じ問題（開示の基準を巡って時に最高裁まで争うこともある）を
抱えてしまいかねないので、注意が必要。
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【米国法律事務所】

II. Evidence collection
Ⅱ 証拠収集
A. Questions concerning the systems for evidence collection in patent infringement
lawsuits in the United States
A 米国の特許権侵害訴訟における証拠収集の制度に関する質問
14. If the evidence obtained through the discovery procedure contains any
confidential information (e.g. trade secrets), how is such confidential information
treated?
Is the scope of disclosure required by a protective order determined by agreement
between the parties or by the court (or judge)? Is there any means to appeal against
the decision of the court (or judge)?
What penalties are provided for persons who have divulged confidential information
contained in the evidence? Please also specify the governing law and the applicable
clauses.
１４．Discovery において、証拠に営業秘密等の秘密情報が含まれていた場合、それらの
秘密情報はどのように取り扱われるのでしょうか？ Protective Order による開示範囲の
決定は、当事者間の合意に基づき決められるのでしょうか、それともは、裁判所（ないし
判事）が決めるのでしょうか当事者が裁判所（ないし判事）の決定に不服の場合、決定を
争う手段はあるのでしょうか。
また、証拠に含まれる秘密情報を漏らした者に対し、どのような罰則が設けられていま
すか？その根拠となる法律及び条文も教えて下さい。
To protect trade secrets, a protective order is often sought to limit the scope of
persons who can access the disclosed information (e.g. by limiting the persons who
may attend the deposition and prohibiting persons other than those allowed from
inspecting the documents submitted to the court), and impose a confidentiality
obligation on those to whom disclosure is made. Protective orders are authorized
by FRCP 26(c). Violation of a protective order is subject to various sanctions such
as civil penalties, the aware of fees to the other side, and even dismissal of the
action. Violation of a protective order can be treated as contempt of court and
could result in criminal contempt charges, although this is only a theoretical
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possibility. I have never heard of it actually happening.
営業秘密に関しては保護命令が要求され、デポジションの場に同席できる者を限定し裁判
所に提出された文書の閲覧を禁止する等して情報の開示を得る者の範囲を限定し、情報の
開示を受けた者に守秘義務を課すことが多い。保護命令は、FRCP 第 26 条（c）を根拠法と
する。保護命令に違反した場合には、制裁金、相手方への料金の通知、さらには訴えの却
下など様々な制裁がある。
保護命令への違反は、法廷侮辱罪として扱うことができ、刑事的法廷侮辱罪で告発される
結果となることがある。ただし、これは理論上の可能性というだけの話である。実際に告
発されたという話は、これまでに聞いたことがない。
14-2

Discovery において、機密情報の保護は適切に行われているか？

たまに例外はあるが、それ以外は守られている。
14-3

現制度の課題や将来への希望は？

今は機密情報の取り扱いに慎重すぎる。
訴訟手続きの一環として、無効性を主張するための資料である公開情報までもが対象とさ
れるが、それは意味がない。
また、2 者で互いに侵害を訴え合っている場合、製品の担当者に関する個人情報（名前や
身元等）をリクルーティング目的で不正利用されないように別ファイルにして管理しなけ
ればならないが、それは両当事者にとって厄介である。少なくとも、人の名前まで機密に
してしまうのは、やり過ぎである。

18. If you know of any academic theories (papers) or court judgments recently released
which advocate the introduction of a new system or improvement of the existing system
regarding evidence collection, please specify the source of these and describe the
outline. If you know of any arguments concerning these academic theories (papers)
or court judgments, please inform us of the pros and cons of the major opinions.
１８．新たな証拠集制度を導入したり、現行の証拠収集制度を改善すべきとする最近の学
説（論文）
・判例があれば、その出典と概要を教えて下さい。また、それらの学説（論文）・
判例に関する議論があれば、その賛否に関する主な意見を教えて下さい。
Such writings are not unusual but there is nothing currently being considered that
is substantially different. The rules were recently amended to attempt to emphasize
more the “proportionality” of discovery. In other words, the amount of discovery
that a party can be forced to provide should be proportional to the importance of
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the question.
そのような論文は珍しくないが、現在大幅に異なっていると考えられるようなものは存在
しない。最近、discovery の「比例性」により重点を置くために規則が改正された。換言
すれば、ある当事者に対して提出させることのできる discovery の量は、問題の重要性に
比例したものでなければならない。
18-2

Discovery において開示を要求される量は、質問の重要度に比例すべきとのことだ

が、今はそうではないのか？
とても良い質問。
今は、ケースによって裁判官が命令している。
ルール変更の意図は、開示する対象をなるべく減らしたいということ。
18-3

Discovery において開示を要求される量は、全体として平均すると減っていくべき

ということか？
その方がいい。
現在は、Discovery のコストが高くなってしまっている。
今までの経験でいうと、クライアントから権利行使に関する相談をされた際に、Discovery
のコストが高くつくことを説明すると、クライアントはがっかりして権利行使をためらっ
てしまうことも少なくない。Discovery のコストを低くすることにより、クライアントは
権利行使しやすくなると思う。
発明者が、侵害に対して権利行使を行い、そこから報酬を得て、それを新たな研究開発に
投資するというのは、シリコンバレーで成功したモデルなので大切にすべき。

B. Questions concerning the status of use of the systems for evidence collection in
patent infringement lawsuits in the United States
B 米国の特許権侵害訴訟における証拠収集の利用実態に関する質問
19. How much time and cost is generally required to carry out evidence collection
in patent infringement lawsuits?
１９．一般的に、特許権侵害訴訟における証拠収集には、どの程度の費用・期間がかかる
のでしょうか？
Varies hugely depending upon the importance and complexity of the case. In a major
medical device case, 18 months and $4 million is not unusual.

In a small case

involving an NPE and a simple mechanical device, 6 months and $400,000 is possible.

- 524 -

訴訟の重要性及び複雑性に依るところが非常に大きい。重要な医療機器の訴訟では、期間
が 18 ヶ月、費用が 400 万米ドルということも珍しくない。特許不実施団体（NPE）と簡単
な医療機器が関与する小規模な訴訟では、期間が 6 か月、費用が 40 万米ドルということ
もあり得る。
19-2

Discovery は世界的にも労力・時間・費用が大きいと言われているが、それについ

てどう思うか？（特にコストパフォーマンスの面で）
AIPLA (American Intellectual Property Law Association)の資料で、特許訴訟において
毎年平均どの程度のコストがかかったかを調査したものがある。
これによると、2005 年～2013 年の間は約$3000M で変化していないように見えるが、弁護
士のレートが上がってきている点を加味すると、Discovery のコストは減ってきていると
いうことが分かる。
19-3

Discovery の存在により、早期の和解が多くなり、和解する際の金額も大きくなっ

ているという意見があるが、それについてどう思うか？（特に NPE の活動を助長している
のではないかという観点から）
NPE との和解は大変である。
これについては、2 つ問題点がある。
1 つ目は、訴訟費用の敗訴者負担。米国では、法律はあるが、非常に悪質なケースでしか
認められていない。英国では、同様の法律があるが、多くのケースで認められている。米
国は英国の方向へ進んでいくと思う。
2 つ目は、Discovery のコスト。どの当事者でも、Discovery のコストが高いことを気にし
ている。もし Discovery のコストが安くなれば、今まで早く和解した方がよいと考えてい
た当事者も簡単には和解に応じ難くなる。
以上の点で進んでいけば、NPE は活動し難くなってくるはず。

25. Please tell us about the cases where destruction of evidence became a problem
under the discovery system, if any.
２５．Discovery 制度において、証拠隠滅が問題となった経験があればお聞かせください。
There are two different situations:

(1) Failure to Preserve.

People failed to

preserve documents or electronic records (particularly emails) after they knew about
a legal claim to which that material is relevant.

(2) Affirmative Destruction.

Despite knowing that there is a claim to which the material is relevant, a person
who is involved in the litigation (or an employee of a party) actively looks for
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and destroys relevant information. There are multiple examples of both. Under the
second heading, the Rambus v. Micron case is probably the most famous.
これについては、二つの場合がある。(1) 保全できなかった場合。その資料が関連する法
的請求について知った後に、書類又は電子記録（特に電子メール）を保存できなかった。
(2) 積極的に破壊した場合。その資料が関連する請求の存在を知りながら、訴訟に関与す
る者（又は当事者の従業員）が積極的に関連情報を探し、破壊する。いずれの場合につい
ても、複数の事例がある。（2）の場合として、恐らくは Rambus v. Micron 事件が最も有
名であるだろう。
25-2

証拠隠滅が問題になることは少ないか？

少ないが、全く聞いたことがないわけでもない。
ここで米国の法律について説明する。米国では、発明の後に侵害製品が見つかって訴訟に
なる際に、侵害者への通知の後に訴訟が開始される。通常、侵害者は通知があるまでその
事実を知らない。法的には、訴訟開始後のみならず、通知前についても、証拠を保全する
義務がある。通知から訴訟開始までの間に関しては、法的に明確な規定はないものの、今
までの判例等により、訴訟を進めるために合理的に必要と考えられる情報は保全する必要
があるということになっている。
25-3

証拠隠滅に対してはどのような罰が与えられるか？

例えば、Rambus のケースでは、陪審裁判の後に証拠隠滅が判明したのだが、それにより判
決が覆され数百万ドルの賠償金が命じられた。
25-4

証拠隠滅を未然に防止するにはどんな対策が必要か？（現法律下における現場での

対応や法改正による抜本的解決等）
Discovery は範囲が広いため、その過程で大抵のことは明るみになる。侵害の事実に言及
しているメール、ログ、メタデータ等を全て隠しきるのは困難。
証拠隠滅は、陪審員に知られると極めて不利な状況になる。常に負けると思ってよい。な
ぜならば、隠滅したということは、よほどマズいことが記載されていたということだから。
普通の当事者であれば、証拠はちゃんと出す。私も、クライアントに対してそのように徹
底させるべく、メモを使って訴訟に関連する書類は保存するように指示している。
Rambus のケースは例外的で、社内弁護士も証拠保全についてよく知らなかった。そして、
特許の権利行使前に大掃除が行われてしまった。弁護士が証拠隠滅に関与した例で私が知
っているのは、このケースのみ。
弁護士は通常、色々なクライアントを相手に何年も仕事をして良い評判を得たいものなの
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で、1 つの訴訟で証拠隠滅に関与して評判が落ちるようなことは、全く割に合わないと考
えるであろう。

27. What do you think of limiting the scope of discovery to the information necessary
for the construction of claims (Section 3(b)) in a lawsuit over the construction of
claims in order to reduce the costs for the discovery procedure?
２７．Discovery 費用の低減のため、クレーム解釈が問題となっている訴訟においては、
Discovery の範囲をクレーム解釈の点に制限すること（Section3(b)）について、どのよう
にお考えでしょうか？
All patent suits involve the construction of claims. There is very little discovery
that is related to claim construction. I do not think this would dramatically change
the conduct of most cases.
全ての特許訴訟は、クレームの解釈を伴う。Discovery で、クレームの解釈に関連するも
のはほとんどない。制限しても、ほとんどの訴訟行為を劇的に変えることはないと考える。
27-2

ほとんどのケースに影響を及ぼさないにも関わらず、その法案が提出された背景

は？
そもそも、Claim Construction は、マークマン判決にもあるように当該特許の明細書等に
基づいて行われるものであり、Discovery で収集された証拠が必要になることは極めて稀
である。
もしかすると、新法案のポイントを誤解しているのではないか。
新法案のポイントは、米国の特許訴訟の流れを変更する点にある。従来は、Discovery、
Claim Construction、Summary Judgement、Trial の順で進んでいた。これに対して、新法
案では、Discovery と Claim Construction の順番を入れ替えて、Claim Construction、
Discovery、Summary Judgement、Trial の順で進めようというのである。一般的に、Discovery
は 18 ヶ月で 400 万ドルかかるが、Claim Construction は 3 ヶ月で 20 万ドルだけで済む。
なお、特許訴訟の流れは州によって異なっていることがある。サンフランシスコ、デラウ
エア、テキサス、カリフォルニアの一部では、従来の流れだが、オレゴン、ロサンゼルス
では、昔から新法案の流れで訴訟が進められてきた。
ちなみに、私は 1996 年に自分が担当した裁判で Claim Construction を先にやってほしい
とお願いし、認めてもらえたことがある。そのケースでは、判事のクレーム解釈に見込み
があり、早期解決が図れそうだったからである。その時は結局、Summary Judgement で相
手方の弁護士が非侵害を認め、事件は解決に至った。
しばしば、Claim Construction が勝敗を左右することがある。例えば、クレームの特定部
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分の解釈によって侵害／非侵害が分かれるような場合である。この様な

場合、Claim

Construction によって侵害なしとなれば、Discovery なしで Summary Judgement が行われ
て和解となるため、Discovery を不要に行う必要がなくなる。また、Claim Construction
によって侵害ありが濃厚となった場合にも、当事者同士が和解をすることにより、
Discovery を不要に行う必要がなくなる可能性が高い。
裁判官は、新法案の進め方は嫌いで、従来の進め方でやりたいと思うだろう。なぜならば、
Claim Construction は裁判官にとって非常に時間と労力を要するものであり、従来なら
Discovery 後に和解となって Claim Construction が必要なくなることも多かったのだが、
新法案では Claim Construction は避けて通れなくなってしまうからである。その様な理
由もあり、今まで法案が先延ばしになっていたものと思われる。それによって Discovery
の費用が大幅に削減できる可能性があるにも関わらず。
27-3

Discovery の費用を削減するなら、どんな法案とすべきだったか？

ケースバイケース。
Discovery 前は、クレームのどの部分が問題になるか分からない。一方、複雑な議論なし
に解決できることも少なくない。
理想的には、裁判官が各ケースについてよく知った上で判断できるとよい。現実的には、
裁判官は忙しく、特許の知識があまりない者もいるため、判断できない場合がある。
よって、日本にとって米国の現制度と新法案のうちどちらがよいかは言い難い。

28. From the standpoint of a patentee's attorney, what are the good points, points
to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the systems for evidence collection in the United States?
２８．特許権者の代理人の立場から、米国の証拠収集制度の良い点、維持すべきと考えて
いる点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何
でしょうか？
Good aspects: The system allows thorough investigations. This ensures that secret
infringing activity (e.g., methods of manufacture) can be uncovered, that possible
secret grounds of invalidity (derivation from another, inequitable conduct,
unfeasibility, etc.) can be investigated. Focused depositions are a huge aid at
trial.
Bad aspects: Expensive, time consuming, and if not done carefully, can lead to the
possibility of litigation resources being expended on issues of little importance.
良い点：米国の証拠収集制度は、徹底的な調査を可能にしている。これにより、秘密の侵
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害活動（例えば、製造方法）を明らかにすることができ、秘密の無効理由（他人からの派
生、不正行為、実現不能性等）があればそれを調査することができる。集中的なデポジシ
ョンは、トライアルにおいて非常に大きな助けとなる。
悪い点：費用と時間がかかり、慎重に行わないと、重要でない問題に訴訟資源が費やされ
ることになりかねない。
29. From the standpoint of an alleged infringer's attorney, what are the good points,
points to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved
or difficult-to-use points of the systems for evidence collection in the United
States?
２９．被疑侵害者の代理人の立場から、米国の証拠収集制度の良い点、維持すべきと考え
ている点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は
何でしょうか？
See 28, above.
上記 Q28 を参照。
28&29-2

Discovery は法的な観点で（特許権者と被疑侵害者の両者のバランスをとると

いう意味で）本当はどうあるべきか？←特許権者としては強いままで、被疑侵害者として
は弱くなってほしいものかもしれないが・・・
Discovery の範囲を制限すべきである。
特許訴訟において、証拠として最も大切なのは従来技術（文献のみならず製品のリバース
エンジニアリング等も含む）であり、そこから侵害の事実が出てくることもあるのだが、
その調査は自力で十分できる。だからこそ、原告の代理人は、提訴前に従来技術を徹底的
に調査するのである。少なくとも、侵害の有無を争うにあたっては、当該特許が製造方法
に関するものでもない限り、Discovery によって得られる情報はあまり役に立たないこと
が多い。
以上の理由から、Discovery の範囲は損害賠償に関係する情報のみに制限してもよいと思
っている。

III. Damages
Ⅲ 損害賠償
A. Questions concerning the systems for damages in patent infringement lawsuits in
the United States
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A 米国の特許権侵害訴訟における損害賠償の制度に関する質問
34. Does the court award punitive damages?
If so, in which situation are punitive damages awarded and what is the amount awarded?
Please also specify the governing law and the applicable clauses.
What is the underlying idea for awarding punitive damages? Please inform us of the
important judicial precedent, if any.
３４．懲罰的賠償は認められるのでしょうか？
YES の場合、どんな場合にどの程度の額が認められるのでしょうか？その根拠となる法
律及び条文も教えて下さい。
また、どんな思想が基にあって認められているのでしょうか？ 重要な判例などがあれ
ば教えて下さい。
The courts can award damages for willful infringement. This is a form of punitive
damages.

Willful infringement is covered by the decision in In re Seagate

Technologies.

There, the Federal Circuit stated that in order to prove will

infringement, the patent owner must show (i) that the infringer knew of the patent,
(ii) the infringer had no reasonable basis for thinking it did not infringe, and
(iii) the infringer knew it was infringing or did not care whether it was infringing.
故意の侵害に対しては、裁判所は損害賠償を裁定することができる。これは懲罰的損害賠
償の一形態である。故意の侵害については、In re Seagate Technologies 判決で取り上げ
られている。この判決では、連邦巡回区控訴裁判所は、故意の侵害を立証するためには、
特許権者は次のことを証明しなければならないと述べている。 (i)侵害者が特許について
知っていたこと、(ii) 侵害者が侵害とはならないと考える合理的な根拠を有していなか
ったこと、及び (iii) 侵害者は侵害を行っていることを知っていたか、又は侵害してい
るかを顧みなかったこと。
34-2

懲罰的賠償は、どの程度申し立てられ、どの程度認められているか？

申し立てはほぼ全てでなされ、その中で認められているのは半分以下である。訴訟の勝率
が約 20％なので、勝訴して懲罰的賠償まで認められるのは全体の 10％未満ということに
なる。
詳細なデータについては、Lex Machina というウェブサイトが米国の全ての特許訴訟を追
跡しているので、そちらを参考にしてほしい。
なお、実際のところ、懲罰的賠償は一律で 3 倍が認められているのではなく、最高で 3 倍
が認められる形になっている。
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34-3

懲罰的賠償は法的な観点で（特許権者と被疑侵害者の両者のバランスをとるという

意味で）本当はどうあるべきか？←特許権者としてはあり続けるべきで、被疑侵害者とし
てはなくなってほしいものかもしれないが・・・
何倍にするかは、裁判官の方で裁量の余地がある。ただ、諸外国とのバランスを考慮して
も、最高 3 倍で十分だと思う。
34-4

米国と日本の差についてはどう思うか？

懲罰的賠償は、議員ではなく、裁判官が決めるもの。その辺は、Common Law と Civil Law
の国による考え方の違いがあるかもしれない。
34-5

Enhanced Damages という観点で、懲罰的賠償が採用し難い場合に訴訟費用の敗訴者

負担以外によい案はないか？
Enhanced Damages という言葉は、一般的にはあまり使われていない。似たような言葉とし
て、法廷で Increased Dameges という言葉が使われたことがあるのは知っている。
損害賠償は、基本的に過去の損害について補填するという思想。しかしながら、米国では
勝訴しても差し止めが難しくなってきており、悪い被告は敗訴した後も侵害し続けること
が実質的に可能となってしまっている。この様な状況に鑑みて、裁判所は将来的な侵害に
ついても損害賠償を払わせるようにしている。具体的には、予めレートを決めておき、侵
害が継続する限り損害賠償を払い続けてもらう。
なお、過去分の損害賠償については、上訴された場合に第一審の審決からそれが確定する
までの間の利息も考慮に入れて算定することもある。

B. Questions concerning the status of use of the systems for damages in patent
infringement lawsuits in the United States
B 米国の特許権侵害訴訟における損害賠償の利用実態に関する質問
38. Generally, out of the total number of patent infringement lawsuits, what do you
think is the percentage of the lawsuits in which the amount of damages claimed by
the patent holder is calculated based on the following options?
３８．権利者が主張する損害賠償額の算定根拠について、全訴訟件数を 100 としてその根
拠割合は一般的にはどの程度だと感じていますか？（ ）内にお答えください。
□ Lost profits: (5)%
□ Reasonable Royalty
□ Established Royalty: (5)%
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□ Hypothetical Negotiation: (75)%
□ Compensatory damages (combination of lost profits and Reasonable
Royalty)): (15)%
□ 逸失利益（lost profits）（

）％

□ 合理的実施料（Reasonable Royalty）
□ 確定している実施料（（Established Royalty）（

）％

□ 仮想交渉による算定方法（Hypothetical Negotiation）（

）％

□ 補償的損害賠償金（逸失利益（lost profits）と合理的実施料（Reasonable
Royalty）の組合せ）（
38-2

）％

米国の損害賠償額は、今の水準で十分？（損害を補填するという意味で）

法律上はそうなっているが、実際は業界によって算定される際の実施料率が違っている。
ソフト関連の特許は、米国では認められないことが多いが、認められれば実施料率が 7～
10％になることも珍しくない。
製薬関連の特許は、更に実施料率が高く見積もられる傾向にある。
通信関連や家電関連の特許は、逆に実施料率が低く見積もられている。これについては、
多くの人があまりに低すぎると言っている。
FRAND 関連の特許は、実施料率が極めて低く見積もられる可能性が高い。

43. Generally, out of the total number of court judgments, what do you think is the
percentage of the judgments in which the losing party is ordered to pay the attorney
fees for the other party?
４３．弁護士費用の敗訴者負担について、全判決数を 100 としてそれが認められる割合は
一般的にはどの程度だと感じていますか？（ ）内にお答えください。
□ The losing part is not ordered to pay: (95)%
□ The total amount of the attorney fees: (2)%
□ A reasonable portion of the amount of the attorney fees: (2)%
□ Other amount: (1)%
□認められない （

）％

□弁護士費用全額 （
□弁護費用中合理的な額（
□上記以外の額（
43-2

）％
）％
） （）％

訴訟費用の敗訴者負担は、どの程度申し立てられているか？
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すごいスピードで変化してきている。
以前はあまり申し立てられることがなかったが、今はほとんどのケースで申し立てられて
いる。
これが認められるのは、原告が勝訴して侵害が意図的だった場合等で、約半分程度である。
43-3

訴訟費用の敗訴者負担は、今後どうあるべきだと思うか？（enhanced damages とい

う観点で punitive damages も考慮して）
上記の傾向はよいと思う。
当事者の規模が小さい場合、米国は特に訴訟費用が高いため、それを負担することが困難
である。

45. Please tell us about your idea of the effect the jury system has on damages.
４５．陪審制度の損害賠償に与える影響についてのお考えをお聞かせください。
The jury often has no way to judge the reliability of an expert witness. Damages
becomes a test to determine who has the most likeable or believable expert witness.
This, of course, makes the jury system a poor method of determining damages.
陪審には、専門家証人の信頼性を判断する手立てがないことがしばしばある。損害賠償は、
誰が最も好ましい又は信じられる専門家証人かを判断するテストとなっている。このた
め、当然ながら、陪審制度は損害賠償額を決定する方法として不十分なものになってしま
っている。
45-2

陪審員制度により損害賠償額が必要以上に高くなることがあると聞いたことがある

が、それは本当か？
それには幾つか理由がある。
そもそも、陪審員が損害賠償について理解していないこともある。
一方、損害賠償額が非常に低くなってしまうこともある。
陪審員が学校の先生や郵便局員等である場合、本人が高い額だと思っても、企業にとって
はそうでもないこともある。

48. From the standpoint of a patentee's attorney, what are the good points, points
to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the system for damages in the United States?
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４８．特許権者の代理人の立場から、米国の損害賠償制度の良い点、維持すべきと考えて
いる点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何
でしょうか？
Patent damages are extremely complex. There is no simple measure. As a result,
it is difficult to predict the damages likely to be awarded in a case based just
on the revenue or profits from the infringing product. Furthermore, it makes the
damages portion of the case expensive and time consuming to litigate. On the other
hand, because there is no set rule, the damages theory in a particular case can be
carefully tailored to the exact situation of that case. The flexibility ensures
a more accurate assessment of the value of the patent.
特許の損害賠償は、非常に複雑な問題である。簡単な測定基準は存在しない。そのため、
侵害製品から得た収入や収益にのみ基づいて、ある訴訟において認められる可能性のある
損害賠償額を予測することは難しい。さらに、この結果として、訴訟の損害賠償に関する
部分は費用がかかり、訴訟に時間がかかるものとなってしまっている。一方、規定のルー
ルがないので、特定の訴訟における損害賠償の理論は、その訴訟の正確な状況に慎重に合
わせたものとすることができる。柔軟な制度であることにより、特許の価値のより正確な
評価が確保される。
49. From the standpoint of an alleged infringer's attorney, what are the good points,
points to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved
or difficult-to-use points of the system for damages in the United States?
４９．被疑侵害者の代理人の立場から、米国の損害賠償制度の良い点、維持すべきと考え
ている点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は
何でしょうか？
See 48.
Q48 を参照。
50. Damages awarded in the United States are said to be hefty compared to damages
awarded in other countries. What do you think the reason for this is?
５０．米国の損害賠償額が世界的に見て高額と言われていますが、その理由は何だと思い
ますか。
See 48.
Q48 を参照。
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48&49&50-2

米国は世界的に損害賠償額が高いが、その事実についてどう思うか？将来的

にはどうなってほしいか？←特許権者としては高いままがよくて、被疑侵害者としては低
くなってほしいものかもしれないが・・・
諸外国は、決められた方法で損害賠償額を算定している。これに対して、米国の算定方法
は、フレキシブルである。
損害賠償の目的から、損害賠償額は被害を補填するのに十分な額でなくてはならない。し
かし、時として実際の損害の方が大きくなってしまうこともある。
そもそも、米国と諸外国とでは経済規模が異なるため、損害賠償額の大小を単純に比較す
ることはできない。この観点で考えると、その国の経済規模に合わせて損害賠償額は補正
される必要があるかもしれない。
また、米国で製造されても世界で売られていたり、技術分野が医療や製薬の場合には、損
害賠償額を高めに見積もる必要があるだろう。

IV. Question concerning the patent infringement lawsuit system in Japan
Ⅳ 日本の特許権侵害訴訟システムに関する質問
51. Please tell us about what you think are the good or bad points of the patent
infringement lawsuit system in Japan.
５１．日本の特許権侵害訴訟システムで良い又は悪いと考えている点についてお聞かせ願
います。
I have heard of very few people being interested in enforcing patents in Japan. The
perception in the United States is that the process is biased in favor of local,
Japanese companies, is cumbersome because of the separate nullity proceeding, and
with all the appeals, can be as long as the American process and almost as expensive.
Given that the damages awarded are much less, there is little reason to engage in
patent litigation in Japan.
日本での特許権の行使に関心を持っていると人が言っているのを聞いたことはほとんど
ない。米国では、日本の訴訟手続では、地元の日本企業に有利な判定が出されると考えら
れており、これは、独立した無効審判手続があり、全ての控訴を経るとなると、米国の手
続と同じぐらいの期間かかり、またほぼ同じぐらいの費用がかかるので、面倒である。認
められる損害賠償額が非常に少額であることを考慮すると、日本で特許訴訟に携わる理由
はほとんどない。
51-2

訴訟件数が少ない点について、どう思うか？その理由は何だと思うか？←回答で幾

つか挙げているが、その中でも特に何が原因か？
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これには 3 つの要因がある。
1 つ目は、経済的な要因。日本で訴訟を提起した場合に、その利益と費用との関係で、割
に合うか否か。日本の訴訟費用は米国と比べて低いが、一方で勝訴した場合の損害賠償額
も低い。
2 つ目は、訴訟の形式的な要因。日本では、クレームから解釈される権利範囲が狭い傾向
にあるため、特許権者にとって有利ではない。
3 つ目は、文化的な要因。米国は訴訟を好むが、日本はそうではない。
51-3

証拠収集や損害賠償について、法改正するにあたり特に注意すべき点は？どの国の

制度のどのような部分を見習うべきか？
私の経験上、日本の特許庁は審査において世界的に最もよい判断をすると思っている。こ
の様な信頼性は基盤として一番大切である。一方、米国では特許庁にそこまで信頼性がな
く、特許付与後のレビューも多いため、訴訟の予見性が低くなっている。やはり信頼性は
大切にしなければならない。
特許はその発明以外を排除するもの。差し止めが信頼できる程度に機能していれば、原告
は被告と発明の真の価値に基づいて交渉をすることができる。そうなれば、全体的に特許
の価値が上がり、権利行使も多くなってくるだろう。
証拠収取についても、信頼性に重点を置いて考えること。
日本には陪審員制度がないが、これは必ずしも必要ではない。
一から特許訴訟のシステムを作れるなら、バイファケーションシステムは良いアイデアだ
と思う。また、諸外国ではデポジションがないが、それが最も効率的だと思う。
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【米国裁判官】
Ⅰ証拠収集
1.12月に施行されたディスカバリの規則改正をどう評価しているか？
提出する文書の重要性基準の判断に関し、重要性に応じて提出できるようになった点では
変わった。
だが、せいぜい 10％程度の負担軽減にしかなっておらず不十分。ディスカバリは現行の
80～90％を制限しなければならず、その意味ではまだまだ。
法廷弁護士の強力なロビー活動もありこの程度の改正となった。彼等はディスカバリが自
身の収入となるため、大きなディスカバリ規則改正は望んでいない。
Ⅱ損害賠償
2.損害賠償額の算定方法の動向
2011 年の判決後、entire market value rule から smallest salable unit

へと変わっ

てきた。
以前は権利者側が言いたい放題だったが、最近は被疑侵害者側の防御戦略がうまくなって
きた。
3.米国で懲罰的賠償の事例は多いのか？
さほど多くはない。
というのは、被疑侵害者側は特許が無効であるとか非侵害であると主張するので、客観的
な向こう見ずさが存在したことの証明水準が高いから。
4.故意侵害の認定基準
故意侵害のケースが現在最高裁に係属しているが、CAFC が設定した権利者側の証明負担を
最高裁は下げ、故意侵害を認めやすくするのではないか、というのが多くの法学者の見立
てである。
CAFC はこれまで故意侵害をほとんど認めていない。故意か否かは、特許の有効無効、侵害
か否かなどを含めて総合的に判断されるものであり、例えば「特許が有効ではないと思っ
ていた」という抗弁などもなされ、それらも考慮した上で判断されるもの。
後発医薬企業が先発製薬企業の特許を侵害することがあるが、これは特許が無効であると
考えているから。無効論が議論の中心となれば、故意侵害との認定はされにくくなるだろ
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うし、無効論の議論が少なければ故意で向こう見ずということになる。
後発企業が先発企業に挑戦できるようになったのは、1984 年のハッチ・ワクスマン法の導
入後である。中国も現在、特許システムと新薬承認システムのリンク、すなわちハッチ・
ワックスマン法と類似の制度を導入しようとしている。
5.損害賠償額の算定に係る課題
米国では特許を実施していようがいまいが、損害賠償額は変わらない。ライセンスし得た
かもしれない、ということなのだろうが、問題だと思う。
侵害者が通常より価格を抑えて販売できるのは、研究開発投資を行っていないから。日本
では、損害賠償額の算定に際し、研究開発段階の費用を含まないようだが、これだと侵害
者に侵害するインセンティブを与えてしまう。他方、米国では、特許権者の研究開発に投
資したコストも損害額として考慮する。この点は侵害者に全てのコストを賠償させるよ
う、注意深く考えるべきではないか。これが日本で損害賠償額が低い理由。
侵害した側は本来かかるコストをかけずに製品を作っているので、安く供給できるので、
価格崩壊が起きている。
飯村元判事ともよく話をするのだが、損害額の計算で難しいのは、安価な侵害品が一旦市
場に出回ってしまうと、本来いくらに価格を設定できたかが算出できないため。そこで、
算出に際して容易に把握できるのは市場に出ている侵害品の価格だが、それはあくまで侵
害者の価格にすぎない。裁判官としてはその容易に得られる情報を額の算定に使用してし
まう。
6.損害賠償額をより高額にすべく、日本では102条1項を導入したが、権利者側が自己の
利益率を開示することに抵抗を感じているためあまり使われない点について
なるほど、興味深い。
その場合は「attorney’s eyes only」にすればよい。また、protective order もある。
その際の attorney として、被告側の依頼した外部弁護士は良いが、被告の社内弁護士は
内部者とみなされるため使えない。
その結果、弁護士は、企業当事者が見られない情報を全て見られるので、その地位が高く
なる。（相手方の秘密を知ってしまうので）訴訟戦略を自分のクライアントに説明できな
いということとなり、信用してくれ、ということになる。日本でも導入したら、弁護士・
弁理士の地位が上がるだろう。
7.日本は弁護士を付けない当事者訴訟もあるので、その場合には「attorney’s eyes
only」は機能しない点について
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米国でも代理人が付かないケースはあるが、その場合には、情報が相手方にわたらないこ
ととなる。
8.米国では逸失利益はどのように算定するのか？
まずは侵害者が製造した製品を、権利者自身が製造し得たことを証明する。そして自己の
利益率と侵害者の販売量を提示する。
ただし、実際に製造することができる能力があったことを証明すればよい。マーケティン
グ能力と製造能力を証明すればよく、工場を作ることができた、とさえ言えればよい。
9.米国には寄与率という概念があるのか、減る方向にあるのか？
概念はある。
特許権による製品の特徴がどの程度侵害者に貢献したかをみるもので、証明するのは特許
権者側。
それが十分証明されれば entire market value が認められるし、証明できなければ smallest
saleble patent practicing unit となる。
アップル vs サムソンの訴訟では最ももめているのはこの点。デザインパテントについて
の寄与率であり、最高裁に上げようとしている。
寄与率を算出するためには、消費者調査を行うこともある。
寄与率は、米国では証拠で決めるが、日本では裁判官が正義の刃で決める。米国では裁判
官が決めると控訴でひっくり返る為。
10.損害と陪審の関係性
損害は「事実問題」なので、陪審が決めるもの。
規則、裁判官は陪審員の判断をくつがえすことが出来るが、陪審員を尊重する傾向にあり、
実際にくつがえすことはほとんどない。
11.弁護士費用が敗訴者負担となることが議会で検討されている点についてどう思うか？
本件はトロール対策であり、この１年でトロール訴訟がぐっと減った。
12.トロールには効くだろうが、それ以外の正当な権利者にも影響があるのではないか？
大学にも影響はしている。萎縮効果はあるだろう。
製薬企業もこの制度を望まない。
したがって、費用負担のシフトが議会で通るとは思っていない。
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13.他の国の敗訴者負担との比較
英国は敗訴者負担ではあるが、ディスカバリがないため、大きな影響はない。（注：ディ
スカバリの費用≒弁護士費用）
Ⅲトロール
14.トロールの現状
ＰｗＣの調査結果によると、特許訴訟の約 80％はトロール。
トロールの戦略は、トライアルまで行かず、訴訟にかかる費用を盾にその前に和解に持ち
込むこと。500 万ドルというトライアルの費用は彼らにとっても負担。その一部を和解と
して取れれば、複数の者を訴えれば、大きな利益をあげられる。
15.その場合には陪審でも裁判でも関係ないということか？
然り。
ただ、裁判官は重要。というのは、費用のかかるディスカバリに入る前にサマリジャッジ
メントを早期に出すことができ、審理期間を短縮できる。例えば、600 件もの特許権が絡
んだ訴訟において（ディスカバリに入ると大変なので）裁判官の判断でサマリジャッジメ
ントを出した例もある
16.トロールが発生する要因
米国のトロールは、特にディスカバリにかかる高額な訴訟費用のため発生している問題。
したがって、日本では損害賠償額も訴訟費用も安いので、トロールは起こりにくいのでは
ないか。
防御側のディスカバリのコストが高いためトロールが出るが、日本ではそれほどコストが
かからないので、トロールの心配はないであろう。
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【英国企業】

II. Questions concerning the status of use of the systems for evidence collection
in patent infringement lawsuits in UK
Ⅱ 英国の特許権侵害訴訟における証拠収集の利用実態に関する質問
C. Orders for disclosure of evidence against a person not a party (CPR 31.17) before
proceedings have started
C. 訴訟開始前の第三者に対する証拠開示命令（CPR31.17）
8. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness and difficulties
of the overall systems for evidence collection before proceedings have started in
the United Kingdom.
８．英国の訴訟開始前の証拠収集全般について、その利用しやすさや困難性に関する考え
をお聞かせください
We have no direct experience of this. The theory is sound.
これを直接経験したことがない。理に適った理論である。
8-2

英国では訴訟開始前の証拠収集は実質的にほとんど行われていないという理解でよ

いですか？
Yes
英国で訴訟開始前に証拠収集が行われるのは、極めて稀である。
8-3

それについて特に不満等はありませんか？

Yes
我々は原告／被告の双方の立場を経験しているが、第三者による不当な申し立ては認めら
れるべきではなく、裁判所が法に則って公平に判断すべきである。

H. The whole of the systems for evidence collection
H．証拠収取制度全般
16. From the standpoint of a patentee, what are the good points, points to be
maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the systems for evidence collection in the United Kingdom?
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１６．特許権者の立場から、英国の証拠収集制度の良い点、維持すべきと考えている点又
は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何でしょう
か？
We like the following points about the UK evidence collection system:
・That evidence does not need to be notarized or legalized;
・That the court must approve disclosure proposals;
・Evidence can be given by video-link, even from abroad (we have done this);
・That witnesses give live testimony and are cross-examined.
We would like the following points to be improved:
・Time spent examining witnesses at trial is not controlled by the court;
・There are no penalties for submitting irrelevant or misleading evidence.
英国の証拠収集制度について、次の点が好ましい。
・証拠を公証・認証する必要がないこと
・裁判所が開示の申出を承認しなければならないこと
・証拠を海外からでもビデオリンクで提供することができること（実際に提供したことが
ある）
・証人が生の証言をし、反対尋問を受けること
改善してほしい点は、次の点である。
・裁判で証人尋問に費やされる時間を裁判所が管理していないこと
・関連しない証拠や誤認を生じさせる証拠を提出しても罰せられないこと
17. From the standpoint of an alleged infringer, what are the good points, points
to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the systems for evidence collection in the United Kingdom?
１７．被疑侵害者の立場から、英国の証拠収集制度の良い点、維持すべきと考えている点
又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何でしょ
うか？
As Q16. There is no difference between plaintiff and defendant in our view.
問 16 と同様。原告と被告のどちらの立場でも違いはないと考える。
16&17-2

英国の証拠収集制度について、他に問題点等は？

あまりない。
我々は経験が少ないため、そもそも不満を言える根拠もない。
しいて言うならば、証拠は裁判所が適正に確認したものを使用すべきである。
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16&17-3

英国の証拠収集制度を他の国と比較した場合の特徴は？

US と UK は、似ているようでかなり違う。
US は、開示の範囲が広いため、コストが大きく、ビジネスが中断されてしまう。
UK は、開示の焦点がミニマムに絞られている。申請時に具体的にエリアを指定し、そこか
ら裁判所によって認められた部分のみが対象となる。
証拠収集においては、原告と被告のバランスをとることが重要である。
その意味で、UK と、ドイツやフランスのいいとこ取りをするのが理想かもしれない。なお、
UK では、ドイツやフランスと同様の制度が存在するものの、実際に使われてはいない。ま
た、フランスでは簡単に認められ過ぎている点が問題となっているようなので、制度を導
入する際にはその濫用に対する制裁も検討することが重要であると思われる。

III. Questions concerning the status of use of the systems for damages in patent
infringement lawsuits in UK
Ⅲ 英国の特許権侵害訴訟における損害賠償の利用実態に関する質問
20. There is the idea of establishing a system of punitive damages. Please tell us
about your opinions thereon.
２０．懲罰的賠償制度を設けるという考え方がありますが、それに関するご意見をお聞か
せください。
There may be some (rare) instances where punitive damages is appropriate. We think
it should be available only in exceptional cases. On the other hand, we like the
idea of judges being able to order infringing parties who have behaved badly to make
charitable donations or payments to third parties with specific needs.
懲罰的賠償が適切である場合が（まれだが）あると考えられる。例外的な場合に限り、利
用できるようにすべきだと思う。その一方で、間違った振る舞いをした侵害者に対して、
裁判官が特定のニーズのある第三者への慈善の寄付や支払いをするよう命じることがで
きるようにするという考え方は良いと思う。
20-2

懲罰的賠償は基本的には認められない方がよいという考えですか？

損害賠償の原則は、権利侵害により発生した損害額は全て支払われるべきであるという考
えである。
仮に、３～５倍といった損害賠償を認めることになれば、原則以上に利益を得ようとする
悪い特許権者が増え、世の秩序が乱れかねない。一方で、悪意ある侵害者に対しては、そ
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の制裁の意味を込めて、原則以上に損害賠償を支払わせるという考えも尊重しなければな
らない。
これらの解決策として、懲罰的賠償を認めつつも、懲罰的な部分については、特許権者で
はなく、チャリティーやファンドに支払うようにしてはどうだろうか。これは個人的なア
イデアであるが、特許権者に不当な利益を与えることなく、侵害者には制裁を加えること
ができる一案として面白い。更に、ファンドで集めたお金を中小企業の訴訟支援等に利用
してもよいかもしれない。

21. From the standpoint of a patentee, what are the good points, points to be
maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the system for damages in the United Kingdom?
２１．特許権者の立場から、英国の損害賠償制度の良い点、維持すべきと考えている点又
は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何でしょう
か？
It is very good that, in the UK, liability is decided before and separately from
the question of damages. In the USA, all points have to be decided together by the
same jury and so vast sums of money are spent arguing about damages before there
is a decision on whether or not any damages are in fact payable. This is highly
inefficient and wastes a lot of money.
It is also good that damages and costs are considered entirely separately.
It is worth mentioning that, in the UK, when a company is ordered to pay costs or
damages, they are usually paid. There are some countries in which damages awards
are often not paid and the courts do not appear to have the ability to impose
sanctions. Fortunately, that is not the case in the UK.
英国では、損害賠償の問題の前に、独立して法的責任に関する決定が行われる点が非常に
良い。米国では、すべての要素が一緒に同じ陪審によって決定されなければならないので、
実際に支払うべき損害があったのか否かを決定する前に、損害賠償について争うことに多
額の金を費やすことになる。これは非常に効率が悪く、多額の資金を無駄にすることにな
る。
また損害賠償と費用が完全に独立して検討されるという点も良い。
さらに、英国では、企業に費用又は損害賠償の支払いが命じられると、通常は支払われる
という点に言及しておきたい。損害賠償の裁定額がしばしば支払われず、裁判所に制裁を
課す権限がないと思われる国がある。幸運なことに、それは英国ではない。
22. From the standpoint of an alleged infringer, what are the good points, points
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to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the system for damages in the United Kingdom?
２２．被疑侵害者の立場から、英国の損害賠償制度の良い点、維持すべきと考えている点
又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何でしょ
うか？
The separation of the consideration of damages from liability allows a party held
to infringe a patent an opportunity to settle the damages without further court
proceedings. It is almost unheard of for the question of damages to be decided by
the court; the parties usually agree a sum to be paid or else use mediation. This
improves efficiency and reduces the burden on the court.
法的責任と損害賠償の検討を個別に行うことで、特許権を侵害していると判示された当事
者には、さらに訴訟手続を踏まずとも、損害賠償について和解する機会が与えられる。損
害賠償の問題を裁判所が決定したという話はほとんど聞いたことがない。当事者は、通常
は、支払総額について合意するか、調停を利用している。これにより、効率が高まり、裁
判所の負担は減っている。
21&22-2

現状の損害賠償額についてどう思うか？

高くはないが、妥当なレベルだと思う。なぜならば、損害賠償額はあくまで侵害により損
害が発生しなかった状態と同等にするために認められるものであり、基本的に懲罰的な要
素はないからである。
なお、英国では、懲罰的賠償は理論的には可能であり、実際に過去に認められたケースも
ある。理論的には可能とは、法律ではなく裁判所のルールとして裁量権の範囲内でという
意味である。この場合、実際の損害額に上積みされる形で認められることとなる。
21&22-3

和解で金額を決める際に、裁判で争った場合の損害賠償額を念頭に置くことはあ

るか？
裁判所は和解に全く関与しないため、そのようなことはない。
21&22-4

英国の損害賠償制度を他の国と比較した場合の特徴は？

侵害の有無と損害賠償額の認定が別で争われる点がよい。実際には、損害賠償額は和解や
調停で解決されることが多い。
裁判では、損害賠償額の認定まで争うと時間がかかってしまう。しかし、侵害の有無のみ
で終われば、あまり時間がかからずに済む。
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IV. Question concerning the patent infringement lawsuit system in Japan
Ⅳ 日本の特許権侵害訴訟システムに関する質問
23. Please tell us about what you think are the good or bad points of the patent
infringement lawsuit system in Japan.
２３．日本の特許権侵害訴訟システムで良い又は悪いと考えている点についてお聞かせ願
います。
We have not litigated extensively in Japan.

Our impressions of infringement

proceedings are:
・It is a little slower than the UK, although not much;
・It is normally bifurcated although we understand that JP courts can decide questions
of validity as well as infringement;
・It is mostly paper-based;
・It is cheaper than the UK – probably because it is paper-based.
We would of course prefer that the JP system was faster.

We also feel more

comfortable with a non-bifurcated system because questions of validity and
infringement are often inter-related. We favour the use of experts for technical
matters.
弊社は、広く日本にまで及んで訴訟を提起していない。日本の侵害訴訟について、弊社は
次の印象を持っている。
・大差はないが、英国よりもやや時間がかかる。
・日本の裁判所は、侵害のみならず、有効性の問題についても判断できるということだが、
通常は手続が二つに分かれている。
・ほとんどが紙ベースで進められる。
・英国よりも費用が少なくて済む。恐らくは、紙ベースであることが理由だろう。
無論、日本の制度がより迅速なものとなるのが望ましい。また有効性と侵害の問題はしば
しば相互に関係しているので、手続が二つに分かれていないシステムの方が利用しやすい
と思う。技術的事項については、専門家を利用することが好ましい。
23-2

日本が証拠収集の制度を検討するにあたり、どんな点に気を付けるべきだと思いま

すか？
証拠開示の水準を明確にすべきである。
証言の正確性を裁判所が適正に判断できるようにすべきである。
証拠提出を簡単にしつつ裁判所が適正に認定できるようにすべきである。
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23-3

日本が損害賠償の制度を検討するにあたり、どんな点に気を付けるべきだと思いま

すか？
より現実に即して算定すべきである。
具体的には、海外への輸出等も損害の全体像として把握しつつ算定すべきである。
23-4

その他（証拠収集や損害賠償以外）で、どんな点に気を付けるべきだと思いますか？

特許では仮差止や中間差止も重要であるため、世界的にはまだ少ないかもしれないが、利
用できるようにした方がよい。
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【英国法律事務所】

II. Evidence collection
Ⅱ 証拠収集
A. Questions concerning the systems for evidence collection in patent infringement
lawsuits in the United Kingdom
A 英国の特許権侵害訴訟における証拠収集の制度に関する質問
13. If the evidence obtained through the disclosure procedure contains any
confidential information (e.g. trade secrets), how is such confidential information
treated?
What penalties are provided for persons who have divulged confidential information
contained in the evidence? Please also specify the governing law and the applicable
clauses.
１３．Disclosure において、証拠に営業秘密等の秘密情報が含まれていた場合、それらの
秘密情報はどのように取り扱われるのでしょうか？ また、証拠に含まれる秘密情報を漏
らした者に対し、どのような罰則が設けられていますか？その根拠となる法律及び条文も
教えて下さい。
Generally there is an obligation on a party to whom a document has been disclosed
that they may use it only for the purpose of the proceedings in which it is disclosed
(CPR 31.22).
There are two forms of information that may additionally be protected during the
disclosure procedure: i) confidential information and ii) privileged information.
Confidential information:
Confidential information may be dealt with by use of a 'confidentiality club'. That
is by agreement or, in the absence of agreement, court order as to the specific terms
of confidentiality between the parties that only certain identified individuals are
able to see the documents disclosed, upon their signing a confidentiality
undertaking.
At the hearing of an application or at trial, if a party is concerned about
confidentiality it can ask that the court sit in private (although the court will
be keen to keep this to a minimum) and seek orders to preserve confidentiality of
any documents read or referred to in open court. Otherwise, during hearings, the
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confidentiality of such documents is protected from the public pro tempore by the
court. After the judgment in proceedings, the judge may order178 that certain
documents must remain confidential on a permanent basis.
Privileged information:
Documents that are protected by 'privilege' may be withheld from disclosure.
Privileged documents include: (1) records of communications between the party and
its legal advisors; (2) documents created for the purpose of the litigation; and
(3) 'without prejudice' communications between the parties with the intention of
settling a case. However, disclosure of a document cannot be refused merely on the
basis that it is confidential.
一般に、文書の開示を受けた当事者には、その開示がなされた訴訟手続のためにのみ、当
該文書を利用することが義務付けられる（CPR 31.22）。
開示手続において、追加で保護を受け得る情報には、①秘密情報と②秘匿特権情報の二つ
の形式がある。
秘密情報：
秘密情報は、「限定開示（confidentiality club）」を利用して取り扱われることがある。
これは、当事者が合意により又は合意によらずに、一定の特定された個人については秘密
保持契約を結んだ上で開示された文書を閲覧することができるとする当事者間の具体的
な秘密保持条件についての裁判所命令である。
申立ての審問又は正式事実審理では、秘密保持を懸念する当事者は、裁判を非公開にす
るよう要請し（ただし、裁判所は非公開にすることを最小限に留めようとしている）、公
開裁判において読み上げられる又は言及される文書の秘密保全命令を求めることができ
る。これ以外では、審問において、裁判所によって暫定的に当該文書の秘密が公開せず
に保護される。訴訟手続において判決が出されると、裁判官は、一定の文書につき、恒
久的に秘密に保持しなければならない旨を命じることができる179。
秘匿特権情報：
「秘匿特権」で守られる文書は、開示されないことがある。秘匿特権の対象となる文書
には、①当事者とその法律顧問の間のコミュニケーションの記録、②訴訟のために作成
された文書、③和解を目的として当事者間でなされる「既得権を侵すことのない」コミ
ュニケーションが含まれる。ただし、機密性があるというだけでは、文書の開示を拒否
することはできない。
13-2
178
179

Disclosure において、秘密情報の保護は適切に行われているか？

Under CPR 31.22(2).
Under CPR 31.22(2).
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英国では適切に保護されている。
裁判所は、企業が多くの秘密情報を持っており、それを保護する必要があることを理解し
ている。正義を守るために秘密を守る必要がある。
ディスカバリやディスクロージャでは、秘密情報が不要に開示されることがないように担
保しなければならない。
13-3

現制度の課題や将来への希望は？

変える必要はない。

15. Have any measures to prevent an abuse of the disclosure procedure (e.g. security,
penalty) been put in place?
If so, please specify such measures. Please also specify the governing law and the
applicable clauses.
１５．Disclosure の濫用を防止するための何らかの措置（例えば、担保、罰則等）は設け
られているでしょうか？
YES の場合、どんな措置でしょうか？その根拠となる法律及び条文も教えて下さい。
Parties in English proceedings are under a strict obligation to comply with their
disclosure obligations. Failure to do so is treated very seriously, and may result
in cost penalties, the striking out of a party's case, or even contempt of court.
英国の訴訟手続の当事者は、開示義務の遵守を厳格に義務付けられている。義務の不履行
に対しては、厳重に対処され、その結果、費用負担のペナルティが課されたり、当事者の
主張を認めなかったり、法定侮辱罪に問われることになることさえある。
15-2

ペナルティーとして「費用負担、当事者の主張を認めない、法定侮辱罪に問われる」

があるようだが、それぞれどのような場合に課せられるのか？
イギリス法では、古くから「ディスクロージャの文書は当該裁判でのみ使われる」という
原則が徹底されており、弁護士の間にも暗黙の了解がある。
これは判例からも明らかで、例えばアリスカイ VS スコット事件等、古くからのプリンシ
プルに基づく古い判例が存在する。
最近は CPR31.22 になったが、ルール自体は古くからコモンローとして存在する。
15-3

それらのペナルティーは、Disclosure における不正を十分に抑止できているか？

その通り。
イギリスの弁護士は、クライアントに対して「ディスクロージャの文書は当該裁判でのみ
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使われる」ということを明確にしてアドバイスしている。
他の目的で使用すると、裁判所はこれを非常に深刻な違反行為であるとみなす。
ルールを徹底するのは弁護士の義務である。
15-4

そもそもペナルティーに該当する濫用が起こるのはレア？

レアだと思う。
時として意図せず使われてしまうことはあるかもしれないが。
また、違う目的で使われても、相手も裁判所も気が付いていない可能性はある。

16. What would you mention as the unique characteristics of the disclosure procedure
when compared with systems for evidence collection available in other countries (US:
Discovery, DE: Inspection, FR: Seizure)?
１６．Disclosure を他の国の証拠収集制度（US: Discovery, DE: Inspection, FR: Seizure）
と比較した場合の特徴は何でしょうか？
As compared with US, no depositions and much more limited document production. As
compared with DE, the court will generally expect a product or process description
to be prepared provided the defendant has the information in its possession or
control. As such, an inspection order will generally not be necessary. As compared
with FR, orders similar to seisi are extremely unusual in the UK..
米国と比較した場合、デポジションはなく、文書提出の範囲が大幅に限定されている。ド
イツと比較した場合、被告が情報を自身で所有又は管理している場合には、裁判所は［被
疑侵害］物・方法の説明の作成を一般に期待する。したがって、Inspection 命令は、大抵
は不要である。フランスと比較した場合、差押のような命令は、英国では極めて珍しいも
のである。
16-2

Disclosure は「Discovery と比較して文書提出の範囲が大幅に限定されている」と

のことだが、具体的に文書提出の範囲外となるのはどんな文書か？
英国も、30 年前は米国のように非常に広い範囲となっており、広義の意味で訴訟に関連す
るものは全て提出しなければならなかった。
この範囲は年の経過とともに大幅に限定されてきたのだが、これには大きく分けて 3 段階
の変遷があった。
第 1 段階としては、1990 年に、特許の有効性に関する文書について優先日の 2 年前～2 年
後に限定された。
第 2 段階としては、1997 年に、CPR が導入された際に、民事訴訟全般のスタンダードディ
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スクロージャとして文書を減らす取り組みが行われた。
第 3 段階としては、3 年前に、ジャクソンレポートに基づいて、訴訟の全範囲において更
に文書を減らすようになり、CPR31 も変更された。
米国は、今だに多くの関係する可能性のある文書を開示する必要があるが、これは 30 年
前の英国と同様である。
16-3

現状の範囲は必要十分？

もっと狭くすべきだと思う。
特に、特許の有効性に関する文書については、コストがかかるため。
現行ルール（ジャクソンレポートに基づく CPR31）はまだ新しいので、どの程度それを裁
判所が厳格に運用するか、様子を見守る必要がある。
2 か月前に、裁判所が特許の有効性についてこの運用を躊躇した際に、これを諌めたこと
があったが、それは前向きな動きとして評価できる。
ただし、裁判所によって判断には幅があるため、今後はその動向を注視していく。

B. Questions concerning the status of use of the systems for evidence collection in
patent infringement lawsuits in the United Kingdom
B 英国の特許権侵害訴訟における証拠収集の利用実態に関する質問
18. Generally, out of the total number of patent infringement lawsuits, what do you
think is the percentage of the lawsuits for which a search order is issued before
proceedings have started (CPR 25.1(h); CPR7 "Anton Piller Order")?
１８．訴訟開始前の捜索命令（CPR 25.1(h)、CPR7 “Anton Piller Order“）がなされる
割合はどの程度と感じていますか？ 全特許権侵害訴訟件数を 100 としてその割合はどの
程度ですか？
(exteremely rare 極めてまれ)%
18-2

探索命令はほとんど使われていないようだが、その現状について特に不満等はない

か？
非常にレア。
模倣品が対象になっている場合くらい。裁判所は、被告が証拠を壊そうとすると判断した
場合に命令する。
通常、特許訴訟の当事者は立派な企業であり、ルールを守る。その様な企業は、弁護士が
文書の保全を指示すれば、ちゃんと従ってくれる。
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30. Have you ever used evidence you collected in the United Kingdom in a lawsuit you
filed in another country?
３０．英国で収集した証拠を他の国の裁判で利用したことがありますか？
□ We have used such evidence in a lawsuit filed in another country within the
EU borders. Name of the country: (

)

□ We have used such evidence in a lawsuit filed in another country outside the
EU boarders. Name of the country: (

)

□ We have not used such evidence in a lawsuit filed in another country within
the EU borders.
□ EU 圏内の他の国の裁判で利用したことがある。国名：（
□ EU 圏外の国の裁判で利用したことがある。国名：（

）
）

□ EU 圏内の他の国の裁判で利用したことがない
30-2

回答は結局どうなった？

証拠は大きく分けて 2 種類ある。
1 つ目は、専門家のレポート。これは他の裁判でもよく使われ、同じ専門家の見解が複数
の裁判で使われることもある。
2 つ目は、ディスクロージャの文書。これを他の裁判で使うのは非常にまれ。たまにある
が、原則として文書は他の用途で使用してはいけない。ただし、文書が裁判で読まれた場
合や公聴会で言及された場合は、この限りではない。それでも機密情報として扱うように
という裁判所命令が出る。暗黙の了解として、秘密情報は守る。

32. Regarding systems for evidence collection in general, which system is generally
petitioned for and how often does such petition take place? Also, how often is evidence
actually collected through that system?
３２．証拠収集制度全般について、一般的に、特許権侵害訴訟において、どのような証拠
収集制度がどの程度申立てられ、どの程度実際に証拠収集が実行されているのでしょう
か？
Expert evidence is almost always used and is usually critical. The court's
permission is required to adduce expert evidence, but that is usually given. The
court will usually expect justification if a party wishes to have permission to call
multiple experts.
専門家の証拠はほぼ必ず利用されており、通常は決定的に重要なものである。専門家の証
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拠を提示するためには、裁判所の許可が必要だが、許可されるのが一般的である。当事者
が複数の専門家の召還許可を希望する場合には、裁判所は、正当な理由が示されることを
期待する。
32-2

英国の証拠収集においては専門家が最も重要な役割を果たしているという理解でよ

いか？
特許の裁判ではその通り。
特に特許性に関する議論においては専門家が重要。
32-3

Disclosure はどの程度重要か？

案件による。
ディスクロージャの文書は、特許性の判断においてはあまり重要ではない。しかし、侵害
の立証においては重要。特に、製品だけでは侵害が立証し難い、プロセスに関する製品や
リバースエンジニアが難しい製品において。
32-4

ディスクロージャと専門家は住み分けられており、ディスクロージャ侵害の立証に

おいて、専門家は特許性の判断において重要という理解でよいか？
ケースバイケース。
専門家が侵害の立証において重要となるケースもあるし、両方が同等に重要となるケース
もある。
ただ、ディスクロージャは一般的に特許性の判断においては重要ではない。

33. From the standpoint of a patentee's attorney, what are the good points, points
to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the systems for evidence collection in the United Kingdom?
３３．特許権者の代理人の立場から、英国の証拠収集制度の良い点、維持すべきと考えて
いる点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何
でしょうか？
The relative ease with which disclosure on infringement (e.g. product or process
description) can be obtained is valuable in appropriate cases. .
Disclosure on validity, even limited to the four-year disclosure window (two years
before and after the priority date of the patent), is, however, of questionable value.
It is almost unknown for a document produced in this procedure to be determinative
of a case. Some patentees use this system to bring evidence of the difficulties the
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inventor had in arriving at the invention, however this has no direct relevance to
validity other than 'on the equities'. It is to be hoped that the Jackson menu of
more limited disclosure options (see 2.) will be applied regularly by the court.
侵害に関する証拠の開示（例えば、物又は方法の説明）が比較的簡単に認められることは、
適切な事件では、貴重なものである。
しかしながら、特許の有効性に関する開示は、開示された期間について 4 年に限定されて
いるにしても（特許の優先日の 2 年前から 2 年後まで）、有用であるか疑わしい。この手
続で提出された文書が、訴訟の行方を決定するものとなったという事例はほとんど知られ
ていない。特許権者の中には、この制度を利用して、発明者が当該の発明にたどり着くた
めに経験した困難に関する証拠を提出する者もいるが、「衡平さ（on the equities）」以
外では、有効性とは直接関連がない。開示命令の選択肢をより限定した Jackson 一覧表（Q2
を参照）が裁判所により定期的に適用されることが望まれる。
34. From the standpoint of an alleged infringer's attorney, what are the good points,
points to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved
or difficult-to-use points of the systems for evidence collection in the United
Kingdom?
３４．被疑侵害者の代理人の立場から、英国の証拠収集制度の良い点、維持すべきと考え
ている点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は
何でしょうか？
See under 33.
Q33 の回答を参照。
33&34-2

英国の証拠収集は、全体として上手く機能しているか？

英国の証拠収集には、大きく分けて 2 つの種類がある。
1 つ目は、証人による証拠（専門家レポートを含む）である。これはコストが高い。専門
家は裁判に大きな影響を与える。特に反対尋問への答え方によって結果が大きく左右され
ることが多い。
2 つ目は、ディスクロージャである。この範囲はほぼ適切になりつつある。3 年前からの
新しいルールが施行されたが、裁判所はこのルールを厳格に運用すべき。なぜならば、多
くの場合、特許性の判断においてディスクロージャの文書は必要ないからである。
33&34-3

英国の裁判において専門家が重要となっている理由は？

英国では、専門家は裁判所が任命するのではなく、当事者が連れてくる。また、反対尋問
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も可能である。この様な点は他の国にはないが、その反面かなりの時間が費やされる。
ドイツでは、技術的な点で必要だと思ったら、裁判所が専門家を任命する。また、専門家
に反対尋問することはない。
英国では、判事は特許法に経験豊富な人が多いが、専門領域については専門家に依拠する。
アメリカも同様。専門家は陪審員になることもある。

III. Damages
Ⅲ 損害賠償
A. Questions concerning the systems for damages in patent infringement lawsuits in
the United Kingdom
A 英国の特許権侵害訴訟における損害賠償の制度に関する質問
38. Does the court order the losing party to pay the court cost and/or the attorney
fees for the other party?
If so, in which situation is the losing party ordered to pay, and what is the amount
ordered? Please also specify the governing law and the applicable clauses.
３８．裁判手数料と代理人弁護士費用はそれぞれ敗訴者が負担することが認められるので
しょうか？
YES の場合、それぞれどんな場合にどの程度の額が認められるのでしょうか？その根拠
となる法律及び条文も教えて下さい。
The court has a wide discretion when it comes to awarding costs, but the starting
point is that a party successful on all issues will usually be entitled to recover
all of its assessed costs from the losing party. The situation becomes more complex
when one party has won on some issues and not on others. In summary, the court in
those circumstances, tends to adopt an issues based approach, giving weight to the
party it considers to be "the overall commercial winner". There is a separate
proceeding called detailed assessment when the court potentially determines the
amount of the costs to be paid. Often, after the court has made an order about costs,
the parties will negotiate over the precise figure without going through the entire
detailed assessment process. The basis of the courts approach to costs is set out
in the Civil Procedure Rules, supplemented by case law.
費用の裁定の問題に関しては、裁判所が広い裁量権を持っているが、全ての争点について
勝訴した者が通常はその算定された費用の全部を敗訴者から回収する権利を与えられる
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ということが前提となっている。一方の当事者が争点の一部に関しては勝訴したが、残り
の争点に関して敗訴した場合には、状況はより複雑となる。要約すると、この場合に裁判
所は、争点ベースの判断を採用し、「総合的に判断しての商業的勝者」と考えられる当事
者を重視する傾向にある。裁判所が支払われるべき費用の金額を決定する可能性がある場
合には、詳細な査定と呼ばれる独立した手続が存在する。費用に関する命令を裁判所がな
した後には、詳細な査定手続すべてを完了させる前に、当事者が正確な数値について交渉
することが多い。裁判所の費用へのアプローチの根拠は、民事訴訟規則に定められており、
判例法で補完される。
38-2

訴訟費用の敗訴者負担は、どの程度の割合で申し立てられているか？

英国の裁判では、判決後に当事者に対してヒアリングを行い、そこで費用負担、控訴する
か否か、ディスクロージャに関する制約等について議論し、裁判所が命令を出す。
全面勝訴の場合には、実際の費用ではなく、裁判所が評価した費用が支払われる。
部分勝訴の場合には、費用負担は事実関係により複雑になる。この場合、当事者はそれぞ
れ主張することができるが、最終的には裁判所が決定する。
ここでいう部分勝訴とは、侵害は認められたものの、特許は無効と判断された場合等のこ
とである。この場合、費用は一部負担となる。
38-3

全面勝訴の場合、算定の仕方は確立されているか？

ない。フィーリングで決まる。
通常は、当事者同士の交渉で決まることがほとんど。
当事者同士では合意できない場合にのみ、裁判所で詳細評価が行われる。詳細評価では、
会議費用、電話料金、弁護士のタイムチャージ等、あらゆる支出について詳細に評価する
ため、長い時間と高い費用がかかってしまう。そのため、例え詳細評価までもつれ込んだ
としても、途中で和解に至る場合が多い。
それゆえ、ほとんどの場合は詳細評価に入る前に交渉で和解するのである。
38-4

訴訟費用の敗訴者負担は、多くの場合に全額が認められているのか？

裁判所の詳細評価により認められるのは、実際にかかった費用の約 6～8 割。
詳細評価に入る前の交渉段階において、あまりに高い費用が持ちかけられた場合、裁判所
がコメントを出すこともある。
38-5

現状で特に問題はないか？

原則として、訴訟費用の敗訴者負担は重要で、アメリカよりよい制度になっている。
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訴訟費用の敗訴者負担があることによって、弱い特許を持っている人が不要に裁判を起こ
すのを抑止することができる。
詳細評価が非常に複雑で費用がかかる点には不満が残る。
38-6

訴訟費用の敗訴者負担が法的に認められていても実際に十分機能している国は少な

いが、一方で英国は機能しているはなぜか？
私の印象では、ドイツでもそれなりに機能していると思う。ただ、ドイツの場合、勝訴の
金額が多ければ回収できるが、小さいと回収できない可能性が高い。
ドイツでは、算定基準が明確で、英国よりシンプルである。英国では、まず交渉を行い、
それで決まらない場合には複雑な詳細評価を行なければならない。

39. Does the court award punitive damages?
If so, in which situation are punitive damages awarded and what is the amount awarded?
Please also specify the governing law and the applicable clauses.
If not, what is the underlying idea for not awarding punitive damages?
３９．懲罰的賠償は認められるのでしょうか？
YES の場合、どんな場合にどの程度の額が認められるのでしょうか？その根拠となる法
律及び条文も教えて下さい。
NO の場合、どんな思想が基にあって認められていないのでしょうか？
The court in the UK does not award punitive damages for patent infringement.
英国の裁判所は、特許権侵害に対して懲罰的賠償は認めていない。
39-2

懲罰的賠償は、今後も認められるべきではないか？

支持しない。
特許侵害において、懲罰的賠償はよいアイディアではない。
39-3

その理由は？

特許侵害訴訟は、経済的、商業的な問題。必要以上に罰する必要はない。
よって、懲罰の意味はない。懲罰ではなく、むしろ損失補充という考え方が相応しい。

B. Questions concerning the status of use of the systems for damages in patent
infringement lawsuits in the United Kingdom
B 英国の特許権侵害訴訟における損害賠償の利用実態に関する質問
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42. Generally, out of the total number of patent infringement lawsuits, what do you
think is the percentage of the lawsuits in which the amount of damages claimed by
the patent holder is calculated based on the following options?
４２．権利者が主張する損害賠償額の算定根拠について、全訴訟件数を 100 としてその根
拠割合は一般的にはどの程度だと感じていますか？（ ）内にお答えください。
□ Patentee's lost profits: (
□ Reasonable Royalty: (

)%

)%

□ Infringer's profits: (5)%
□ Other: (

)%

□ 逸失利益（

）％

□ 合理的実施料（

）％

□ 侵害者利益 （5）％
□ その他 （
42-2

）％

全体が 100％にならないが、この回答で正しいか？

原告は、まず逸失利益を主張する。しかしながら、侵害によって必ずしも特許権者の利益
が失われているとは限らない。
そこで、原告は逸失利益とロイヤリティの組み合わせで主張するのが一般的。これに対し
て、被告はほとんどの場合ロイヤリティのみが算定に用いられるように主張する。
実際に、逸失利益が認められるケースは限られている。例えば、製薬の分野において、特
許製品が存在し、残りが全て模倣品であるような場合に、模倣品による利益が逸失利益と
いうことになる。このようなケースにおいては、逸失利益のみで損害賠償額が算定される
こともある。具体的には、1000 個侵害品があった場合、1000×1 個あたりの利益で計算で
きる。
43. Why is the calculation method you mentioned in 42 above preferred?
４３．４２．で最も利用されていると回答された制度・算定方法制度・算定方法が好まれ
る理由は何でしょうか。
In most cases, the lost profit to the patentee is easier to calculate than an
infringer's profits. Damages claimed solely on a reasonable royalty are relatively
uncommon because in most cases to come before the Patents Court, the patentee will
be claiming it has lost sales by reason of the infringement. Lost sales will often
provide the patentee with a higher damages recovery than would be the case on the
basis of a reasonable royalty.

But see the General Tire case referred to above.
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Often there is an issue between the parties as to the extent to which the infringer's
sales have caused lost sales to the patentee.

To the extent that the patentee cannot

show the infringer's sales have caused lost sales to the patentee, it will recover
damages on a reasonable royalty basis.

Please see the Gerber

case referred to above

as a good example.
ほとんどの場合、侵害者の利益よりも、特許権者の逸失利益の方が計算しやすい。損害額
を合理的実施料にのみ基づいて請求する方法は、あまり一般的ではない。なぜなら、特許
裁判所に提訴されるほとんどのケースで、特許権者は、侵害が原因となって販売量の喪失
を主張するからである。販売量の喪失分に基づく方が、合理的実施料に基づく場合よりも
特許権者が回収できる損害額が高いことが多い。ただし、上記の General Tire 事件を参
照されたい。侵害者の販売によって特許権者の販売量の喪失が生じた範囲については、当
事者間で争われることが多い。特許権者が、侵害者の販売によって、特許権者に販売量の
喪失が生じたことを証明できない場合には、特許権者は、損害額を合理的実施料に基づき
回収することになる。このことを示す好例として、上記の he Gerber 事件を参照されたい。
43-2

一般的に、逸失利益で算定可能な範囲はそれで算定し、そうでない部分は合理的実

施料で算定する、という合わせ技が多いという理解でよいか？
42-2 の回答を参照。
43-3

合理的実施料は、通常の実施料（侵害する前に契約を結んだ場合）よりも十分に高

く見積もられているか？
とても良い質問。
裁判所は、ウィリングライセンサー（両方が意思を持って契約した場合にどうか）という
観点で検討する。この点に関しては、ジェネラルタイヤの事件が有名。

44. Generally, out of the total number of patent infringement lawsuits, what do you
think is the percentage of the lawsuits in which an injunction and/or damages are
claimed?
４４．一般的に、特許権侵害訴訟において差止及び損害賠償はそれぞれどの程度の割合で
請求されるのでしょうか？全体を 100 としてその割合を（ ）内にお答えください。
□ Injunction and damages: (70)%
□ Injunction (without damages): (25)%
□ Damages (without injunction): (5)%
□ 差止＋損害賠償（70）％
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□ 差止（損害賠償は請求なし）（25）％
□ 損害賠償（差止は請求なし）（5）％
Sometimes proceedings are brought when the defendant is only threatening to infringe
(quia timet) and, unless the defendant has started selling by the time an injunction
been granted, no damages will be sought. If the patent has expired b the time of
judgment an injunction may not be sought (subject to "springboard" arguments).
被告に侵害するおそれしかない場合に、差止手続が申し立てられることがあるが（予防的
差止）、差止が認められた時点までに被告が販売を開始しない限りは、損害賠償を求めるこ
とはできない。判決の時点までに、特許が失効してしまった場合には、差止命令を求める
ことはできない（「スプリングボード」理論による）。
44-2

全体が 100％にならないが、この回答で正しいか？

上記の回答を参照。90～95％は差止請求がある。

46. From the standpoint of a patentee's attorney, what are the good points, points
to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the system for damages in the United Kingdom?
４６．特許権者の代理人の立場から、英国の損害賠償制度の良い点、維持すべきと考えて
いる点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何
でしょうか？
In general the system of separate damages proceedings following the liability
proceedings is a good point. Whilst the principles on which the court proceeds are
well established, the decision of the court in a particular case can be difficult
to predict, as any assessment is very heavily fact and evidence based. The enquiry
as to damages is an expensive process.
一般に、侵害責任手続の後に独立した損害賠償手続があるシステムとなっているのが良い
点だ。裁判を進めるにあたっての原則が確立されている一方で、特定の訴訟においては、
事実と証拠を非常に重視して査定が行われるので、裁判所の判決を予測しがたい場合もあ
り得る。損害額の調査は費用のかかる手続である。
46-2

侵害の認定と損害賠償額の認定が別訴となっている点について、具体的にどんな部

分がよいか？
英国では、損害賠償額を評価するためのプロセスが複雑で費用もかかる。
よって、それが本当に必要だと分かった時だけやる方がよい。例えば、特許が有効であり、
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侵害があったことが明白に分かった時だけ。
46-3

裁判所で賠償額まで争うのはレアで、和解になることが多い？

レア。
賠償額を決める裁判が行われるケースもまれにあるが、そのときも判決が出る前に和解す
ることがほとんど。
46-4

裁判による損害賠償額は、和解時の金額にどの程度影響を与えているか？

裁判は、原則として事実に基づいて損害賠償額を決定する。しかしながら、その事実は様々
であるため、和解時の金額としてあまり参考にはならない。

47. From the standpoint of an alleged infringer's attorney, what are the good points,
points to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved
or difficult-to-use points of the system for damages in the United Kingdom?
４７．被疑侵害者の代理人の立場から、英国の損害賠償制度の良い点、維持すべきと考え
ている点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は
何でしょうか？
These will generally be the same as stated in 46.
概ね Q46 に記載した回答と同じ。
46&47-2

英国の損害賠償の額は十分といえるか？

裁判所が認定する損害賠償額は、予見性が低い。
なぜならば、侵害がなかった場合にどれくらいお金を得られたか、ライセンス交渉が行わ
れたらどういう契約になったか等、仮設を基に難しい判断をしなければならないため、そ
の推測もまた難しいのである。
結果的に、原告にとって極端に少ない額となることもあれば、被告にとって極端に高い額
となることもある。仮説に基づく数字であるが故に、上にも下にもブレが大きい。
46&47-3

現制度の課題や将来への希望は？

裁判による損害賠償額の認定は、コストが高く、予見性が低い点が問題。
しかし、これをどう改善すればよいかは分からない。
裁判所で争っても意味がない。当事者間で理性に従って調停するのが望ましい。
そういうやり方でうまくいっている。

- 562 -

IV. Question concerning the patent infringement lawsuit system in Japan
Ⅳ 日本の特許権侵害訴訟システムに関する質問
48. Please tell us about what you think are the good or bad points of the patent
infringement lawsuit system in Japan.
４８．日本の特許権侵害訴訟システムで良い又は悪いと考えている点についてお聞かせ願
います。
We have limited experience of patent infringement lawsuits in Japan.
日本における特許権侵害訴訟についてはあまり経験がない。
48-2

訴訟件数が少ない点について、どう思うか？その理由は何だと思うか？

訴訟が多いのは、製薬や通信の分野。
製薬業界では、先行品と後発品の争いが多いが、日本ではジェネリックが成長中なので、
今後訴訟が増えてくるかもしれない。
48-3

証拠収集について、法改正するにあたり特に注意すべき点は？どの国の制度のどの

ような部分を見習うべきか？
ディスクロージャはよい制度。
特許侵害において、特にプロセス特許の侵害を証明しやすくなる。
サーチオーダーは必要ないと思う。やり過ぎで権利侵害にも繋がりかねない。
英国は米国と違ってデポジションはないが、その方がいい。あると高くつく。
48-4

損害賠償について、法改正するにあたり特に注意すべき点は？どの国の制度のどの

ような部分を見習うべきか？
懲罰的賠償は、入れるべきではない。
米国では、3 倍賠償が被告にとって強すぎる脅威となってしまっている。
NPE のようなところから提訴された場合、実際に 3 倍にならないとしても、その脅威を振
り回されてしまう。
48-5

英国は、NPE にとっては提訴しにくい環境？

その通り。これは重要なポイント。
NPE が負けた場合、訴訟費用の敗訴者負担を強いられることになるのが大きな理由。
48-6

NPE 対策として、訴訟費用の敗訴者負担の他に有効な方法は？
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有効性と侵害を同時並行で審議すること。これらは時期的にずれない方がよい。
とはいえ、訴訟費用の敗訴者負担が最も有効。
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【英国裁判官】
※裁判官の代わりに法律事務所へ更問
Additional Questions
更問
19 - Would you find the requirements to obtain a search order too strict? Do you think
court should lower the threshold in order for applicants to obtain a search order
easier than now?

What element is particularly problematic and needs a

review/change?
19 – 捜索命令を得るための要件は、厳格すぎるとお考えですか？裁判所は、申立人が捜索
命令を得るための閾値を下げて、今よりも容易に得られるようにするべきだとお考えです
か？特に問題となっており、見直し／変更を要する要素は何でしょうか？
I don't think the Court should lower the threshold.

Entering into someone's private

residence or place of business is a huge imposition and a high threshold is needed
to warrant that kind of action.

There needs to a supervising solicitor.

most documents are held on computer, there needs to be a computer expert.

Now that

The problem

comes when the documents held on computer need to be reviewed by both the computer
expert (for the technical aspects) and the supervising solicitor (to check whether
or not the documents fall within the Order and should be disclosed to the claimant
etc).

I think it is just a fact of modern life.

ago dealing with this topic.

I wrote an article several years

I will try to find it and send it you separately.

私は、裁判所は閾値を避けるべきだとは思わない。誰かの私的な住居又は事業所地への立
ち入りは非常に過大な要求であるので、そのような行為に許可を与えるためには、高い閾
値が必要とされる。監督者となるソリシタが必要とされる。ほとんどの書類がコンピュー
タに保存される昨今では、コンピュータの専門家が必要となる。コンピュータに保存され
ている書類を、（技術的側面について）コンピュータの専門家と（書類が捜索命令の範囲
内に含まれるものであるか否か、原告等に開示されるべきものであるか否かを確認する）
監督者となるソリシタの双方による確認が必要とされる場合に、問題が生じる。これは、
現代の生活のほんの事実に過ぎないと考える。私は数年前にこのテーマで論文を書いた。
探して、別途お送りさせていただく。
20 - Do you find the current search order procedures are easy enough for applicants
to use it? If the cost becomes lower, would the search order be used more frequently?
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If your answer is no, is it because there is a difficulty subsists in the procedure?
What is it and regarding which part of the procedure?
20 –現行の捜索命令手続は、申立人が容易に利用できるのだと思いますか？費用が下がれ
ば、捜索命令の利用はより頻繁に行われるようになると思いますか？No の場合、それは手
続に問題があるからでしょうか?それはどういった問題で、手続のどの部分に関連するもの
ですか？
If costs were lower, then more parties would use it.

I think there should be a mid-way

solution against parties dealing in counterfeit goods.

Clearly this is a criminal

act and I do wonder whether the Search Order could be modified to lower the threshold
for obtaining a Search Order where the claimant has evidence that the defendant is
dealing and has large stocks of counterfeits.

The Search Order would simply allow

search for and removal of counterfeits - no computer evidence or documentary
searches.

The drawback for the claimant is that he would not be able to obtain

evidence of the trading history in counterfeits but it would keep costs down too
and the immediate problem posed by the current stock of goods would be solved.

In

fact, when the Search Order was originally invented (by Sir Hugh Laddie who,
incidentally I shared an office with for two years when he worked at Rouse after
he retired from being a Judge) it was used to tackle pirated and counterfeit
goods.

Back then it was known as the Anton Piller Order.

費用が低ければ、より多くの当事者が利用することができるだろう。模倣品の取引を行う
者に対しては、中間の解決策があるはずだと考える。これが犯罪であることは明らかであ
り、被告が模倣品を取引しており、その大量の在庫を持っている証拠を原告がもっている
場合に、捜索命令を得るための閾値を下げるように修正し得るのか疑問である。捜索命令
は、コンピュータ上の証拠や文書の捜索ではなく、模倣品の探索と除去を認めるだけであ
ろう。原告にとって悪い点は、模倣品の取引履歴の証拠を得ることができないということ
だが、費用も低く抑えるので、現在の商品の在庫が即時にもたらす問題は解決されるだろ
う。実際、捜索命令がそもそも考案されたとき（Sir Hugh Laddie による。同氏が判事を
退官した後で、Rouse で働いていた 2 年間に、私は偶然にも同氏と事務所を共同で利用し
ていた）、海賊版に対処するために利用されていた。当時は、Anton Piller 命令として
知られていた。
26 - Would you always be able to obtain documents necessary and useful for your client
despite the scope of disclosure being limited?
26 – 証拠開示の範囲が制限されていたとしても、依頼者に必要で、有用な書類を常に得る
ことは可能でしょうか？
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I am not sure I understand the question.
costs will spiral.

Disclosure has to be limited, otherwise

I think there is a bargain between getting documents which are

adequate and getting anything and everything which might possibly be relevant.
この質問の意味が理解できたか定かでない。証拠開示は限定されなければならない。さも
なければ、費用が高額になってしまう。適切な書類を得ることと、関連するものを全て得
ることとの間で駆け引きがあると思う。
31 - Do these figures show only the cost incurred for the evidence collection or for
the entire proceedings in the first instance?
If the former, what exactly did you mean by the 'evidence collection'; did you mean
it inclusive of the expert search and/or experiment in addition to the disclosure?
31 –この数値は、証拠収集のための費用のみを示すのでしょうか？あるいは、第一審での
手続全体のための費用を示すのでしょうか？前者である場合、
「証拠収集」という場合に、
これは正確には何を意味しているのでしょうか？証拠開示のほか、専門家による捜索及び
／又は実験も含むのでしょうか？
The former.

It covers the expert evidence (not expert search or experiments).

It

is the cost of reviewing the prior art, searching for common general knowledge
material to support the expert's view, spending time with and working with the expert,
discussing with counsel and the team to prepare the expert report and the reply report
which are usually the most crucial documents in the entire case.

This process can

take several meetings and the review of several documents.
前者、つまり、証拠収集のための費用のみを示す。鑑定書を含む（専門家による捜索又は
実験は含まない）。先行技術を確認したり、専門家の見解を裏付ける周知の一般的知識に
関する資料を捜索し、専門家と共に時間を過ごし、協力し、弁護士とそのチームと話し合
って一般に訴訟全体で最も重要な書類となる鑑定書と反対訴答（reply report）を準備す
る費用である。このプロセスには、複数の会合と複数の書類の確認が必要となる可能性が
ある。
33 - This question was aimed to ask advantages and disadvantages of the
disclosure/search order/expert procedures in the UK patent litigation when you
represent the patentee. When you represent the patentee, do you find any of these
procedures particularly advantageous/disadvantageous to your client?

Why do you

think so and how do you want them improved?
33 – この質問は、あなたが特許権者の代理人を務める場合の、英国の特許訴訟の証拠開示
／捜索命令／専門家手続の良い点と悪い点を尋ねるためのものです。特許権者の代理人を
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務める場合に、これらのうちいずれかの手続が、特に依頼者にとってメリット又はデメリ
ットとなると思われますか？なぜそう考えるのですか？またどのように改善されてほしい
ですか？
Search Orders are extremely uncommon for patent infringement matters but obviously
the Search Order is a tool which is of benefit to the rights-holder rather than the
defendant.
Disclosure by the patentee is generally not beneficial to the patentee.

If the

patentee has any useful documents in his possession then he will search for it himself
and use it.

Disclosure takes that option out of the patentee's hands.

to search and to show the documents to the other side.

He is forced

Obviously the opposite

scenario occurs when considering the defendant's disclosure - which tends to be of
benefit to the patentee.

The defendant's disclosure is crucial to the patentee in

relation to infringement.

The defendant might also have other relevant documents

which might assist the patentee to support validity but that is rare.
I think it is difficult to answer the question about experts.

We have always had

expert evidence so moving to a system without expert evidence will be strange.

The

new Unified Patent Court will also allow expert evidence but the scope of that
evidence is not yet settled.

I think patentees would rather be in (limited) control

of the expert evidence than have a court-appointed expert.

This applies to the

defendant as well.
捜索命令は、特許権侵害の問題では非常に稀であるが、捜索命令が被告よりも権利者の利
益となる道具であることは明らかである。
特許権者による証拠開示は、一般に、特許権者にとって有益ではない。特許権者が有用な
書類を所有している場合、特許権者はそれを自身で捜索し、利用することになる。証拠開
示は、この選択肢を特許権者から奪ってしまっている。特許権者は捜索を行い、書類を相
手方に示さざるをえない。被告の証拠開示について考えた場合、これとは反対のことが起
こるのは明らかであり、この場合、特許権者にとって利益をもたらすことになりがちであ
る。被告の証拠開示は、侵害に関して特許権者にとって決定的となる。また被告は、特許
権者の特許の有効性を裏付ける可能性のある他の関連書類も保有しているかもしれない
が、そのようなことは稀である。
専門家について、質問に回答するのは難しいと思う。我々は、常に鑑定書を利用している
ので、鑑定書のないシステムに変更するというのは、不思議な感じとなろう。新しい統一
特許裁判所（Unified Patent Court）は、鑑定書も認めているが、その範囲については未
だ決定されていない。特許権者にとっては、裁判所が任命する専門家を利用するよりも鑑
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定書を利用する方が（制限的）管理することができると考えられる。このことは、被告に
関しても同様である。
34 - This question is in line with Q33. Do you find any of these procedures particularly
advantageous/disadvantageous for your client when you represent defendant? Why do
you think so and how do you want them improved?
34 – この質問は、Q33 に即したものです。被告の代理人の立場から、Q33 に挙げられた手
続のいずれかは、あなたの依頼者にとって特にメリット／デメリットとなるとお考えです
か？なぜそう考えるのですか？またどのように改善されてほしいですか？
I think I have answered the above in Q33.

In general I would say both parties dislike

disclosure and find it unnecessary (except in relation to infringement).

Search

Orders are rarely necessary in patent cases, but obviously defendants would prefer
that Search Orders did not exist.

Expert evidence is costly, so whether or not you

are the patentee or the defendant, if you want to save costs then expert evidence
is a problem.

When I have acted for Japanese clients before (as a defendant) they

disliked having to prepare expert evidence because it was different from what they
had been accustomed to, out of their control (the expert is independent and impartial)
and expensive.
この質問には、上記の Q33 で回答したと思う。一般的に、どちらの当事者も、証拠開示を
好ましく思っておらず、（侵害に関する場合を除く）不要だと考えていると述べさせてい
ただく。捜索命令は、特許訴訟では滅多に必要とされないが、捜索命令が存在しなければ
良いと被告が考えているのは明らかである。鑑定書は費用がかかるので、特許権者であろ
うと、被告であろうと、費用を節約したいならば、鑑定書は問題となる。以前に日本の依
頼者のために代理人を務めたとき（被告側）には、依頼者は鑑定書の準備をしたがらなか
った。それは依頼者が一般に慣れている手続ではなく、管理することができず（専門家は
独立した公平な者）、費用がかかるからであった。

- 569 -

【ドイツ企業】

II. Questions concerning the status of use of the systems for evidence collection
in patent infringement lawsuits in Germany
Ⅱ ドイツの特許権侵害訴訟における証拠収集の利用実態に関する質問
B. Inspection system (Sections 140c and 140d)
B. 査察制度（第 140c,d 条）
5. Please tell us about the user-friendliness, difficulties, advantages, and
disadvantages of the inspection system.
５．査察制度の利用しやすさや困難性、メリット、デメリットに関する考えをお聞かせく
ださい
よい点は、簡単にできること。役に立つと聞いている。
5-2

実際にどの程度利用した／されたことがあるか？一般的にはどうか？

経験なし。

C. Expert opinion system
C. 鑑定制度
8. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness, difficulties,
advantages, and disadvantages of the expert opinion system.
８．鑑定制度の利用しやすさや困難性、メリット、デメリットに関する考えをお聞かせく
ださい
時々専門家が見つからないことがある。特に過去前例がない特殊な技術分野の場合。
独立した立場の専門家がいない。専門家は大学教授が採用されることが多い。技術の経験
が豊富なため。
8-2

実際にどの程度利用した／されたことがあるか？一般的にはどうか？

経験あり。
普段はあまり使わない。裁判所が独立の専門家を使う。

D. Order to submit a document
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D. 文書提出命令
9. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness, difficulties,
advantages, and disadvantages of the order to submit a document system.
９．文書提出命令の利用しやすさや困難性、メリット、デメリットに関する考えをお聞か
せください
難しくはない。裁判所が提出命令を出せば通常出てくる。困難性は特にない。
9-2

実際にどの程度利用した／されたことがあるか？一般的にはどうか？

経験なし。

F. The whole of the systems for evidence collection
F.

証拠収取制度全般

12. From the standpoint of a patentee, what are the good points, points to be
maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the systems for evidence collection in Germany?
１２．特許権者の立場から、ドイツの証拠収集制度の良い点、維持すべきと考えている点
又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何でしょ
うか？
ドイツの証拠収集制度はかなりよく、証拠収集は難しくない。
特許権はそれぞれの地域ごとに成立するため、証拠収集も地域ごとに行う。日本で裁判す
るなら日本で集めた証拠で行うことになるし、ドイツならドイツでということになる。と
きとして、フランスで製造、ドイツで販売されるような場合は、国境を越えて証拠収集を
行うこともあるが、通常は国ごとに行われる。
13. From the standpoint of an alleged infringer, what are the good points, points
to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the systems for evidence collection in Germany?
１３．被疑侵害者の立場から、ドイツの証拠収集制度の良い点、維持すべきと考えている
点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何でし
ょうか？
12.参照。
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12&13-2

ドイツの証拠収集制度は、全体として特許権者／被疑侵害者の双方の立場でバラ

ンスはとれている？特許権者より？被疑侵害者より？
うまく機能している。健全で便利。
12&13-3

その理由は？

当事者は、真実を伝える義務がある。
情報を出せば、相手はそれを単に真実ではないと言う事はできない。例えば、侵害品を店
で買って事実を主張したら、それは基本的に認められる。
12&13-4

ドイツでは、インスペクションが使われることは少ないようだが、それでも証拠

収集がうまくいっているのはなぜ？
商品があるなら、買って調べればいい。
ドイツでは、裁判所には、買ったということと領収書を提出するだけで足りる。中国やフ
ランスでは、公証人も必要。
また、ドイツでは、裁判に事件にとってメリットがあるか否かを判断して証拠収集を行う。
アメリカでは、必要かどうかも分からずに膨大な情報収集をする。これは相手にとってプ
レッシャーになる。
12&13-5

証拠収集において、当事者を信用し過ぎると、当事者の主張が嘘だった場合に問

題にならないか？
当事者には、真実を伝える義務がある。当事者はこれを守らないこともあるが、守らなけ
れば罰を受ける。
フランスでは、その義務がないため、罰もない。全てのことを争議する。
12&13-6

ドイツの国民性も影響しているのでは？

そうでもないと思う。ドイツの裁判所では海外の企業と争うことも多いので、ドイツの国
民性というより、ドイツの制度の特徴だと思う。

III. Questions concerning the status of use of the systems for damages in patent
infringement lawsuits in Germany
Ⅲ ドイツの特許権侵害訴訟における損害賠償の利用実態に関する質問
15. Please tell us about the criteria for judging whether to file another action or
enter into settlement in order to determine the amount of damages after the liability
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for damages is declared, as well as your ideas concerning the advantages and
disadvantages of each choice.
１５．損害賠償責任の確認後に損害額の認定のために別訴する場合と和解する場合、どち
らを選択するかの判断基準とそれぞれのメリット・デメリットに関する考えをお聞かせく
ださい。
通常は、片方が負けそうな時、侵害が認定される前に和解する。この場合、裁判所が損害
賠償額を決める必要はない。
15-2

実際にどの程度別訴した／されたことがあるか？一般的にはどうか？

実際に損害賠償額まで争われるケースは極めて少ない。

16. Please tell us about your opinions concerning payment by the losing party of the
attorney fees for the other party.
１６. 弁護士費用の敗訴者負担に関するご意見をお聞かせください。
訴訟費用の敗訴者負担は、よい制度。
弁護士費用だけでなく、関連する費用も負担する。
勝訴者にとっては、訴訟がなければお金が発生しなかった、という考え方が基になってい
る。
訴訟費用の敗訴者負担がなくなると、トロールの活動を助長することになる。
16-2

訴訟費用の敗訴者負担は、十分な額がもらえていて、変える必要はない？

その通り。
現状、敗訴者から十分な額の費用を回収できている。

17. There is the idea of the system of punitive damages. Please tell us about your
opinions thereon.
１７．懲罰的賠償制度という考え方がありますが、それに関するご意見をお聞かせくださ
い。
懲罰的賠償は、あってもいいと思う。
どの程度の額にするかは問題。原告にライセンスする意向があったか否かによって大きく
変わってくる。
17-2

懲罰的賠償は、導入すべきか？

導入すべき。
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17-3

その理由は？

特許期間の最終段階で提訴すると、裁判期間中に特許が切れてしまい、ライセンス料相当
の支払いで終わってしまうことがある。
ドイツでは、一週間だけ商品を売るショートビジネスを行う企業が存在する。
もし懲罰的賠償がなければ、その様な企業にリスクがない。売るだけ売って、あとは侵害
が認められたとしてもライセンスフィーに相当する額だけ払えばいいということになる。
17-4

懲罰的賠償を認めると、権利者側に有利になってしまうのでは？

その一方で、訴訟費用の敗訴者負担は権利者にとってリスクとなる。
懲罰的賠償を導入するなら、訴訟費用の敗訴者負担も同時に導入すべき。

18. From the standpoint of a patentee, what are the good points, points to be
maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the system for damages in Germany?
１８．特許権者の立場から、ドイツの損害賠償制度の良い点、維持すべきと考えている点
又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何でしょ
うか？
侵害と損害賠償額を別々に争う点はよい。
敗訴者が全てのコストを支払う払う点もよい。
19. From the standpoint of an alleged infringer, what are the good points, points
to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the system for damages in Germany?
１９．被疑侵害者の立場から、ドイツの損害賠償制度の良い点、維持すべきと考えている
点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何でし
ょうか？
懲罰的賠償がない点はよくない。
18&19-2

ドイツの損害賠償制度は、全体として特許権者／被疑侵害者の双方の立場でバラ

ンスはとれている？特許権者より？被疑侵害者より？
バランスがよいとは思わない。
18&19-3

その理由は？
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訴訟費用の敗訴者負担はある一方で、懲罰的賠償はないため。
18&19-4

ドイツの損害賠償額は、一般的に妥当な水準となっているか？

ライセンス料に基づく算定では、少し足りないため、上げるべき。
とはいえ、米国の懲罰的賠償では大き過ぎる。
通常のライセンスでは、事前に合意して契約するはず。それをしないで勝手に侵害した者
に対しては、通常のライセンス料相当では低い。
それらの中間点がよい。
18&19-5

通常のライセンス料とは？

ライセンスアナロジー。他の似たようなライセンス契約を参考に決める。
18&19-6

訴訟の額は和解の額に影響するか？

通常、訴訟の額の方が高くなる。訴訟では裁判費用が余計にかかるため、和解の額の方が
低くなりがち。

IV. Question concerning the patent infringement lawsuit system in Japan
Ⅳ 日本の特許権侵害訴訟システムに関する質問
20. Please tell us about what you think are the good or bad points of the patent
infringement lawsuit system in Japan.
２０．日本の特許権侵害訴訟システムで良い又は悪いと考えている点についてお聞かせ願
います。
日本では経験がない。
特許庁の知り合いから、日本の特許訴訟では無効判断により権利者が負けがちだという話
を聞いた。日本では特許を取るのが世界的にも難しいと言われているのに、それでも無効
になってしまうというのは驚きだ。
20-2

訴訟件数が少ない点について、どう思うか？

日本で訴訟件数が少ないことについては、２つの理由があると思う。１つ目は、裁判で権
利が無効化されるから。２つ目は、日本は紛争より和解を好むから。
20-3

証拠収集と損害賠償について、どの国の制度のどのような部分を見習うべきか？（独

以外に詳しくなければ独の制度について）
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日本の制度についてよく知らず、ドイツとの違いも分からないためアドバイスできない。
ドイツの制度を紹介したので、それを基に検討してほしい。
20-4

日本で訴訟をやらない理由と、日本のシステムに希望する改善点は？

1 件だけあったが、短い期間で終わった。
日本企業とは、合理的な交渉が可能なので、訴訟を起こす必要はない。
法的な問題ではなく、文化もあるし、権利化自体が難しいこともある。
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【ドイツ法律事務所】

II. Evidence collection
Ⅱ 証拠収集
A. Questions concerning the systems for evidence collection in patent infringement
lawsuits in Germany
A ドイツの特許権侵害訴訟における証拠収集の制度に関する質問
3. In addition to the inspection procedure, what kind of system for evidence
collection is available? Please also specify the governing law and the applicable
clauses.
If there is more than one system, please specify all.
３．Inspection 以外にはどのような証拠収集制度が存在するのでしょうか？その根拠とな
る法律及び条文も教えて下さい。
※複数存在する場合には全てお答え下さい。
Independent evidentiary proceedings according to Sec. 485 et seqq. Civil Procedure
Code.
Submission of documents according to Sec. 140c Patent Act and Sec. 810 Civil Code)
Submission of documents according to Sec. 142 Civil Procedure Code
Criminal investigation proceedings
Border seizure according to Regulation (EU) No. 608/2013 and Sec. 142a and 142b Patent
Act
民事訴訟法第 485 条以下に従った独立証拠調べ。
特許法第 140c 条及び民法第 810 条に従った文書の提出
民事訴訟法第 142 条に従った文書の提出
刑事捜査手続
欧州議会及び理事会規則(EU)第 608/2013 号及び特許法第 142a 条及び第 142b 条に従った
国境での押収
3-2

それぞれの証拠収集制度は、実際にどの程度利用されていますか？

よく使うのは、Inspection と Seizure。
Inspection は、権利者の申し立てに応じて裁判所から命令が出される。
国境での seizure は、税関当局に要請する。物があってはじめて要請可能。

- 577 -

他はあまり使わない。

13. If the evidence obtained through the inspection procedure contains any
confidential information (e.g. trade secrets), how is such confidential information
treated?
What penalties are provided for persons who have divulged confidential information
contained in the evidence? Please also specify the governing law and the applicable
clauses.
１３．Inspection において、証拠に営業秘密等の秘密情報が含まれていた場合、それらの
秘密情報はどのように取り扱われるのでしょうか？また、証拠に含まれる秘密情報を漏ら
した者に対し、どのような罰則が設けられていますか？その根拠となる法律及び条文も教
えて下さい。
If confidentiality matters are concerned in independent evidentiary proceedings
combined with a connivance order based on Sec. 140c Patent Act a procedure consisting
of two stages applies:
1) The expert’s opinion is disclosed to the alleged infringer and to the patentee’s
attorneys who are bound to secrecy.
2) The alleged infringer has to argue and to show credibly that confidentiality
matters are concerned.
a) If he fails  Disclosure of the expert’s opinion and cancellation of the
obligation of secrecy
b) If he succeeds  Disclosure of a blackened version of the expert’s opinion if
that does not distort the relevant content. Otherwise the court has to weigh the
disclosure interest of the patentee against the confidentiality interest of the
alleged infringer. The result of this weighting mainly depends on the existence of
a patent infringement: If the report shows a patent infringement the disclosure
interest of the patentee prevails. If not, the confidentiality interest prevails.
The decision of the court is subject to appeal for both sides according to Sec. 567
para. 1 no. 2 Civil Procedure Code.
Penalties
The dissemination of confidential information is criminal under Sec. 203 para. 1
no. 3 Criminal Code (regarding attorneys) and – after a confidentiality order of
the court – under Sec. 353d no. 2 Criminal Code. The maximum penalty is imprisonment
of one year, but also a fine is possible.
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秘密保持の問題が、特許法第 140c 条に基づく黙認命令と併合した独立証拠調べに関係す
る場合には、次の二段階で構成される手続が適用される。
1)被疑侵害者及び秘密保持義務を課される特許権者の弁護士に対し、専門家の意見書を開
示すること
2) 被疑侵害者は、秘密保持の問題が絡んでいることを納得のいくように主張し、証明し
なければならない。
a) 証明できない場合  専門家の意見書の開示及び守秘義務の取消し
b) 証明できた場合  関連する内容が歪曲されないときは、専門家の意見書を黒く塗り
つぶしたものを開示。そうでない場合には、裁判所は、特許権者にとっての開示の利益と、
被疑侵害者にとっての秘密保持の利益を考量しなければならない。この考量の結果は、主
に特許権の侵害の存在の有無に応じて決まる。報告書から特許権侵害が証明される場合に
は、特許権者にとっての開示の利益が優先される。特許権侵害が証明されない場合には、
秘密保持の利益が優先される。民事訴訟法第 567 条第 1 項第 2 号に基づき、両当事者は、
裁判所の判決に対して上訴することができる。
罰則
秘密情報の開示は、（弁護士に関する）刑法第 203 条第 1 項第 3 号に基づき、また裁判所
が秘密保持命令を出した後は、刑法第 353d 条第 2 号に基づき犯罪である。最高刑は、1 年
の自由刑だが、罰金刑に処すこともできる。
13-2

Inspection における秘密保持命令は、実際にどの程度利用した／されたことがある

か？一般的にはどうか？
通常、査察命令が出たら、仮差止命令も出る。
査察では、侵害者の所在地に行って証拠収集する際に、営業秘密については配慮されない。
査察の後、専門家レポートが提出され、原告側の弁護士と被告側の弁護士に開示される。
そして、被告が営業秘密に関する問題を持ち出す。そこで、営業秘密の問題が出る。被告
は、この情報は営業秘密だと主張する。裁判所は、それを尊重するか否か判断する。
13-3

Inspection で収集された情報の中で、一般的に被告が営業秘密だと主張する割合や

裁判所が営業秘密だと認める割合は？
分からない。この手続は公開されないので。
仮に原告側の弁護士が情報を入手したとしても、それが原告に開示されることはない。
裁判所がその情報が侵害を証明すると判断すれば、それの情報が営業秘密だとしても開示
される。
また、裁判所がこの情報は侵害に関係あるか否か判断することもあり、関係なければ開示
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されない。

15. Have any measures to prevent an abuse of the inspection procedure (e.g. the time
limit for filing an action after demanding an inspection, requirement of security,
penalties for an abuse of collected evidence) been put in place?
If so, please specify such measures. Please also specify the governing law and the
applicable clauses.
１５．Inspection の濫用を防止するための何らかの措置（例えば、提訴するまでの期限、
担保の必要性、証拠収集を濫用した者に対する罰則等）は設けられているでしょうか？
YES の場合、どんな措置でしょうか？その根拠となる法律及び条文も教えて下さい。
In case of independent evidentiary proceedings, the alleged infringer can demand
that the main proceedings have to be initiated within a time period to be determined
by the court (cfr. Sec. 494a Civil Procedure Code)
Regarding an order based on Sec. 140c Patent Act the alleged infringer can claim
damages caused by the inspection if it is found that there was no patent infringement
(cfr. Sec. 140c para. 5 Patent Act)
独立証拠調べでは、被疑侵害者は、裁判所が決定する期間内に本案訴訟が提起されるよう
要求することができる（民事訴訟法第 494a 条を参照）。
特許法第 140c 条に基づく命令に関して、被疑侵害者は、特許権侵害がなかったことが確
認された場合には、査察によって被った損害についての補償を要求することができる（特
許法第 140c 条第 5 項を参照）。
15-2

Inspection の濫用防止は、実際にどの程度利用した／されたことがあるか？一般

的にはどうか？
かなり限定的。
そもそも、Inspection は、裁判所が納得しなければ命令が出されることはなく、そうでな
ければ自分で製品を買ってきて調べなさいと言われる。裁判所は、原告の主張に不明点が
あったり、証拠が揃っていなかったりすると、命令を出さない。
実際に査察が行われれば、事後的に濫用を防ぐ手段は限られている。Inspection が行われ
た後、情報を開示する前に当事者同士で話し合いが行われる。濫用に対する損害賠償は、
算定するのが難しい。
15-3

濫用防止のための措置は、妥当？不足？過剰？

妥当。
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15-4

その理由は？

裁判所が侵害なしと判断すれば、Inspection は認められない。侵害と同様に、濫用につい
ても判断している。
また、Inspection で充分な証拠が収集できれば、濫用ではない。あまり証拠が収集できな
かった場合、裁判所は情報を開示しない。そこで濫用を防ぐことができる。
フランスの Seizure は簡単に認められてしまうが、ドイツの Inspection は違う。

B. Questions concerning the status of use of the systems for evidence collection in
patent infringement lawsuits in Germany
B ドイツの特許権侵害訴訟における証拠収集の利用実態に関する質問
20. Generally, out of the total number of patent infringement lawsuits, what do you
think is the percentage of the lawsuits in which the inspection system is used
(Sections 140c and 140d)?
２０．査察制度（第 140c,d 条）が利用される割合はどの程度と感じていますか？ 全特許
権侵害訴訟件数を 100 としてその割合はどの程度ですか？
There is no reliable data. A particular problem regarding inspections is that – as
mentioned above – a declined application for an inspection usually never becomes
public.
信頼に足るデータがない。査察に関して特に問題であるのは、上記で述べたように、査察
の申立てが却下された場合には、通常はそれが決して公表されないことである。
20-2

Inspection の利用件数はかなり少ない（約 2~3%）と聞いたが、正しい？

Inspection は便利なツールだが、通常の特許訴訟では使われない。
例外的に、製造方法に関する特許侵害では、現場に行って証拠収集するのが有益なので、
Inspection が利用されることがある。
通常は、侵害品を購入して原告が調査すれば分かることが多いため、Inspection は利用さ
れない。多くても５％未満だと思う。
20-3

製造法に限れば、かなり使われている？

有益ではあるものの、全体として少ない。
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ドイツの裁判では、被疑侵害者がドイツにいて、証拠の現場もドイツにある場合に限り、
Inspection の命令が出せる。被告がアメリカにいて、証拠の現場もアメリカにあるような
場合には、Inspection の命令は出せない。

23. Please tell us about the user-friendliness, difficulties, advantages, and
disadvantages of the inspection system.
２３．査察制度の利用しやすさや困難性、メリット、デメリットに関する考えをお聞かせ
ください
The – in our opinion well balanced and elaborate – system works very well and is
used frequently.
私たちがうまくバランスが取れ、精巧なものだと考えているこの査察制度は、非常にうま
く機能しており、頻繁に利用されている。
23-2

Inspection のバランスがとれている理由は？

かなりよいバランス。
以前、特許権者は、何らかの証拠を持っていて侵害の可能性は高くても 100％の確証が得
られない場合（例えば製造方法で情報が少し不足している場合等）、侵害を提訴できない
ことがあった。Inspection が始まってからは、その様な場合であっても提訴できる可能性
が高くなった。
被疑侵害者は、Inspection に前もって対策（製品の破棄等）することはできない。事後に
秘密情報について主張することは可能。この主張がなされると、レポートの内容は弁護士
のみに渡り、特許権者には知らされない。
弁護士の秘密保持義務は、厳格。違反した場合、懲罰（刑事罰や弁護士免許剥奪等）が与
えられる。
侵害なしと判断されたら、情報は開示されない。侵害ありと判断されたら、秘密保護の優
先度は低下し、基本的に情報は開示される。ただし、侵害に関係しない情報については、
何れにしても開示されることはない。

31. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness, difficulties,
advantages, and disadvantages of the protective order system.
３１．
「秘密保持命令」の利用しやすさや困難性、メリット、デメリットに関する考えをお
聞かせください
The system is well established and elaborate. In our opinion, a good balance is found
between both side’s interests.
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この制度は確立されており、精巧なものである。私たちの考えでは、両者の利益の中間と
すればよいバランスとなる。
31-2

バランスがとれているという理解でよいか？

はい。
31-3

そうであれば、秘密保持命令のバランスがとれている理由は？

被疑侵害者は、Inspection が行われた後にしか反論することができない。しかし、これは
Inspection を機能させるためには仕方ない。
一方、被疑侵害者は、Inspection の後に情報を開示してほしくないという要請をすれば、
Inspection で得られた情報は原告側の弁護士にしか伝わらない。開示するか否かは、当事
者間で話し合いの後、最終的には裁判所が判断する。

34. From the standpoint of a patentee's attorney, what are the good points, points
to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the systems for evidence collection in Germany?
３４．特許権者の代理人の立場から、ドイツの証拠収集制度の良い点、維持すべきと考え
ている点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は
何でしょうか？
The – in our opinion well balanced and elaborate – system works very well and is
used frequently.
私たちがうまくバランスが取れていて、精巧なものだと考えているこの査察制度は、非常
にうまく機能しており、頻繁に利用されている。
35. From the standpoint of an alleged infringer's attorney, what are the good points,
points to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved
or difficult-to-use points of the systems for evidence collection in Germany?
３５．被疑侵害者の代理人の立場から、ドイツの証拠収集制度の良い点、維持すべきと考
えている点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点
は何でしょうか？
In our view, the system is very well balanced since it also takes into consideration
the interests of the alleged infringer such as confidentiality matters.
私たちの考えでは、ドイツの証拠収集制度は非常に良くバランスが取れている。同制度で
は、秘密保持の問題といった被疑侵害者の利益も考慮されているからである。
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34&35-2

ドイツの証拠収集制度全般でバランスがとれている理由としては、Inspection

の存在が大きいと思っていたのだが、色々な所にインタビューしてみた結果、Inspection
は実際にはあまり使われていないということが分かった。それにも関わらず、うまくいっ
ているのはなぜ？
Inspection は、確かにあまり使われていない。Inspection は、権利者が合理的な証拠を
得るための、例外的な手段である。
通常、被疑侵害製品は特許権者が自ら購入してその外観や機能等を調査することができ
る。その様な場合、Inspection は申し立てることができない。どうしても情報収集に難い
製造方法に関する特許等に限り、Inspection は利用される。また、半導体製品等でクレー
ム解釈の議論になった際に行われることもある。
Inspection で収集された情報は、裁判で開示され特許権者がひとたびそのレポートを入手
すれば、特許権者はそれを利用することができる。他の裁判で使ってもよいし、他の国で
使ってもよい。このような観点からすると、特許権者に有利で、被疑侵害者としては秘密
情報の保護について不満があるかもしれない。
34&35-3

もしかして、判事が技術を理解している点や、真実を伝える義務が、良い方向に

作用しているのでは？
その点は、日本も同様だと思う。
判事は、いつも特許訴訟をやっているため、技術について勉強している。特に教育を受け
たわけではない。
真実を伝える義務は、日本にもあるだろう。真実を伝えるか否かは、結局のところ当事者
次第なのだ。
原告は、侵害を立証するための情報が全て揃ってから提訴するのが常識。訴状の中に、全
ての論点を入れなければならない。ただし、証拠不十分で侵害なしという判決が出ること
もあるため、実際には必ずしも全てのケースにおいて証拠が十分に揃っているとは限らな
い。

III. Damages
Ⅲ 損害賠償
A. Questions concerning the systems for damages in patent infringement lawsuits in
Germany
A ドイツの特許権侵害訴訟における損害賠償の制度に関する質問
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42. If you know of any academic theories (papers) or court judgments recently released
which advocate that the amount of damages should be increased from the perspective
of preventing infringement, or that the patentee's burden of proof of the amount of
damages should be reduced, please specify the source of these and describe the outline.
If you know of any arguments concerning these academic theories (papers) or court
judgments, please inform us of the pros and cons of the major opinions.
４２．侵害抑止といった観点から損害賠償額を高く認定すべきとする最近の学説（論文）・
判例や、特許権者による損害賠償額の立証負担を軽減すべきとする最近の学説（論文）
・判
例があれば、その出典と概要を教えて下さい。また、それらの学説・判例に関する議論が
あれば、その賛否に関する主な意見を教えて下さい。
As mentioned above (Question 40) there is a referral pending before the CJEU regarding
the question whether an “infringer royalty” should be added to the normal license
fee when the damages are calculated on that basis.
前述のように（Q40）、損害賠償を実施料に基づき算出する場合の、通常の実施料に「侵害
者実施料」を加算すべきかどうかの問題については、欧州司法裁判所に付託して、結果を
待っているところである。
42-2

損害賠償額は、低いという理解でよいか？

損害賠償額の算定方法としては、38.で記載した 3 つの方法がある。
逸失利益は、証拠を集めるのが難しいため、ほとんど使われない。
侵害者利益は、以前はコストが差し引かれて一部の金額しか認められないことが多かっ
た。2006 年に最高裁でコストを引かない判決が出た後、一時期は額が高くなった。
リーズナブルロイヤリティーは、それ以降ポピュラーになった。侵害したにも関わらず通
常のライセンス時のロイヤリティーと同等だと、侵害した者勝ちになってしまいフェアで
はない、より高い水準にするべきだという意見もある。
42-3

ロイヤリティーに基づく算定以外のアプローチで、損害賠償額を引き上げた方がよ

いという話はないか？
アメリカの懲罰的賠償のような考え方はない。
ただ、通常のライセンス契約時のロイヤリティーと比較して本当にリーズナブルな額と言
えるには、より高くなるべき。
マイヤベック判事は、セミナー等において、もう少し高いランセンス量として例えば通常
の 2 倍の損害賠償額を提言している。これは判決ではないが、侵害したという事実を勘案
すると、妥当なのではないかと思う。
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侵害があった場合のリーズナブルなライセンス料とはどれくらいなのかについては、依然
として議論中である。

B. Questions concerning the status of use of the systems for damages in patent
infringement lawsuits in Germany
B ドイツの特許権侵害訴訟における損害賠償の利用実態に関する質問
43. Generally, out of the total number of patent infringement lawsuits, what do you
think is the percentage of the lawsuits in which the amount of damages claimed by
the patent holder is calculated based on the following options?
４３．権利者が主張する損害賠償額の算定根拠について、全訴訟件数を 100 としてその根
拠割合は一般的にはどの程度だと感じていますか？（ ）内にお答えください。
Since there is no reliable data available we cannot offer percentages. Nevertheless
it can be stated that the calculation based on the patentee’s lost profits is rather
unusual. Normally it only applies in markets with a very little number of players,
e.g. the pharma industry. The other two options are both frequently used and normally
both of them lead to similar results.
信頼に足るデータが利用できないため、割合を示すことができない。とはいえ、特許権者
の逸失利益を算定根拠とするのは、一般的ではない。通常は、この算定方法が適用される
のは、参加者の数が非常に少ない市場の場合だけである（例えば、医薬品産業）。他の二つ
の算定根拠は、どちらも頻繁に利用されており、通常はどちらで算定しても、同じような
結果になる。
43-2

(2) Infringer's profits と(3) Licensing royalty が同じ結果になるなら、どちら

を選ぶべき？その理由は？なぜ両方とも頻繁に利用されている？
コストを考慮しないという判決以降は、侵害者利益が主流となった時期があった。今は必
ずしもそうではない。
侵害の判決が出たら、まずは被告から情報を得る。そして、どちらの算定方法を利用する
かを検討し、高くなりそうな方の算定方法を選択する。
ほとんどの場合、当事者同士の和解で決められる。これは当然公開されない。和解できな
ければ裁判所に提訴することになるが、たいていの場合は裁判所に提訴することはない。

50. Please tell us about your ideas concerning the advantages and disadvantages of
separating the declaration of the duty to pay damages and the determination of the

- 586 -

amount of damages.
５０．損害賠償支払義務の宣言と損害額の認定を分けるメリット、デメリットに関する考
えをお聞かせください。
In our opinion this system is favorable because it streamlines the infringement
proceedings. Furthermore without the enforcement of the financial reporting it is
not possible to calculate the amount anyway.
私たちの考えでは、これは望ましい制度である。その理由は、この制度によって、侵害手
続が簡素化されるからである。さらに、財務報告が実行されなければ、いずれにせよ、損
害額を算定することはできない。
50-2

訴訟の損害額は和解による損害賠償額に影響を与えているか？

業界ごと、製品ごとに、判例法的に参考にする。特に、どのコストを認めて、どのコスト
を認めないかの点について。商標の価値の判断等でも使われる。

53. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness, difficulties,
advantages, and disadvantages of the system for payment by the losing party of the
attorney fees for the other party.
５３．弁護士費用の敗訴者負担の利用しやすさや困難性、メリット、デメリットに関する
考えをお聞かせください
It can be seen as a problem that especially in the area of patent law the actually
paid attorney fees are much higher than the reimbursable amounts, in particular if
the value in dispute is rather low. This means that even if a party succeeds, the
party has to bear their major part of their attorneys costs by itself.
特に、特許法の分野においては、とりわけ訴額が低めの場合に、実際に支払った弁護士費
用が、賠償され得る金額よりもはるかに高いことを問題だと見ることができる。つまり、
勝訴者であっても、自身の弁護士費用の大半を自己負担しなければならないということで
ある。
53-2

訴訟費用の敗訴者負担は、現状を変える必要はないという理解でよいか？

はい。
53-3

その理由は？（もっと詳しく）

訴訟費用としては、弁護士費用の負担が大きく、勝訴者のコストをカバーできることはま
れ。
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ドイツでは、弁護士費用は弁護士のタイムチャージで算定するのではなく、全額は回収で
きない。
英国では、訴訟費用は実際のコストに基づいて算定し、8 割は回収できる。この額はドイ
ツより高い。案件の大きさにもよるが、弁護士費用はあまり変わらない。製薬だと 80～
100％、その他の業界では２０％～５０％回収できればいい方。
53-4

訴訟費用の敗訴者負担は、今後も変わることはなさそうか？

変わらないと思う。
しかし、上がるべきだと思っている。より回収できたほうがいい。被告にとってペナルテ
ィにもなり得る。
大手企業にとっては、訴訟費用はあまり痛手ではない。一方、中小企業にとっては、仮に
勝訴したとしても訴訟費用が回収できなければ厳しい。そのため、訴訟費用の敗訴者負担
の額を実費の満額に近づけることには意味がある。
ドイツの制度は、コストの予測性が高い。負けたら自分たちが相手の費用をどの程度支払
うことになるか分かっている。中小企業も負けた場合の心構えができる。これが実費だと
予測できない。

54. There is the idea of the system of punitive damages. Please tell us about your
opinions thereon.
５４．懲罰的賠償制度を設けるという考え方がありますが、それに関するご意見をお聞か
せください。
This is a point of discussion as can be seen from the CJEU referral decision by the
Higher Regional Court Düsseldorf (as “infringer’s surcharge” to some extent
comprises an element of punitive damages). However, most infringements take place
due to negligent behaviour of the defendant (e.g. no sufficient freedom to operate
before launching a product). It is rare that patent infringements are committed
intentionally. Hence, punitive damages seem to be over the top for the standard cases
of infringement.
デュッセルドルフ高等裁判所が欧州司法裁判所に付託するとの判決を出したことから、こ
れは議論のある点だということが分かる（「侵害者の課徴金」はある程度、懲罰的賠償の
要素を含むため）。しかしながら、侵害のほとんどは、被告の過失行動（製品を販売する
までは十分に自由実施できない等）が原因で起こる。特許権侵害が故意に行われることは
滅多にない。よって、標準的な侵害事件であれば、懲罰的損害は行き過ぎだと思われる。
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54-2

懲罰的賠償は、導入すべきでないという理解でよいか？

はい。
ただ、損害賠償額は少し上げるべきだと思う。ライセンス料を基に課徴金とするならよい。
侵害者は、リーズナブルロイヤリティーとして、通常のライセンス料より高い額を払うべ
き。
54-3

その理由は？（もっと詳しく）

2 倍はあり得るかもしれないが、3 倍まで行くと高過ぎだと思う。
特許侵害訴訟の場合、必ずしも原告が正義で被告が悪とは限らない。
また、侵害者がどうクレーム解釈したかにもよるが、侵害に悪意があれば懲罰的な要素を
加味する必要もあり得る。一方、常に 3 倍というのは、侵害者にとってフェアでない可能
性が高い。
54-4

マイヤベックの 2 倍という基準は、ドイツの民法の原則から？

これが課徴金か懲罰的かは、議論の余地がある。通常のライセンス料ではなく、それをど
れくらい上回るべきかは難しい。
ただ、侵害者がリスクを犯して負けた場合でも、通常のライセンス料と同程度というのは
おかしい。少なくとも公平ではない。課徴金すべきだが、どれくらいかは分からない。
マイヤベックは、少なくとも通常のライセンス料より高くなるべきだと言っている。
54-5

懲罰的賠償は、今後も導入されることはなさそうか？

はい。
損害賠償額の大きさは、侵害者が悪意を持って侵害していたか（侵害を知りながら侵害を
続けていたか）にもよる。裁判所は、様々な状況を考慮して、通常のライセンス料よりも
高い賠償額を決めるだろう。
ただし、一律で 2 倍～3 倍になる可能性は低いと思う。

56. From the standpoint of a patentee's attorney, what are the good points, points
to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the system for damages in Germany?
５６．特許権者の代理人の立場から、ドイツの損害賠償制度の良い点、維持すべきと考え
ている点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は
何でしょうか？
In our opinion the system is well balanced and elaborate and works very well.
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私たちの考えでは、ドイツの損害賠償制度は、うまくバランスが取れていて、精巧な作り
となっており、非常にうまく機能している。
57. From the standpoint of an alleged infringer's attorney, what are the good points,
points to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved
or difficult-to-use points of the system for damages in Germany?
５７．被疑侵害者の代理人の立場から、ドイツの損害賠償制度の良い点、維持すべきと考
えている点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点
は何でしょうか？
In our opinion the system is well balanced and elaborate and works very well. Also
the interests of the infringer are always considered.
私たちの考えでは、ドイツの損害賠償制度は、うまくバランスが取れていて、精巧な作り
となっており、非常にうまく機能している。また侵害者の利益が常に考慮されている。
56&57-2

ドイツの損害賠償制度全般でバランスがとれている理由は？

昨年、侵害者利益を計算する上で、新たな判断材料が判決で示された。いくつかの判決か
ら新たな基準が生まれたというイメージ。具体的には、技術的観点だけでなく、商標的価
値も勘案した上で額を算定するというもの。
ドイツでは、侵害が認定された後、ほとんど当事者同士で和解する。彼らは市場で活動し
ているので、技術内容、市場規模、支払能力等に基づいて商業的に合理的な和解に達する
ことができる。当然、和解交渉で一方のバランスがとれていなければ、提訴することも可
能。弁護士は、法に携わる者だが、ビジネス上の判断がちゃんとできることも大切。
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【ドイツ裁判官】
Ⅰ

証拠収集

１．全般
1-1

良い点／悪い点は？

ドイツの証拠収集には、５つのシステムが存在する。
①文書提出
②証人
③Inspection（査察）
④当事者（原告／被告）
⑤専門家
③Inspection は、140C に基づいて、特許権者が被疑侵害者の工場や営業所等を訪問して
証拠収集を行う。欧州指令に応じて導入された。特許権者が自らアクションを起こすこと
が可能。迅速に実行される点が特徴。④当事者や⑤専門家はめったに使われない。予備的
な訴訟においては、②証人や⑤専門家は使われない。ただし、証人の聴取は可能。実際、
専門家は、５年前に使ったきり。なるべく使いたくない。弁護士同士で技術的な事実関係
を明確にすることが重要。それにより、訴訟が迅速に進められることを目指す。
良い点は、迅速に訴訟が進められることである。その理由は、ドイツの特許訴訟の仕組み
にある。原告は、侵害事実のみで訴訟を進めることができる。すなわち、権利を持ってい
て、侵害品や領収書等を裁判所に提出すればよい。そして、代理人である弁護士や弁理士
が、侵害がどのように構成されているかについて説明する。被告は、原告の主張に対して、
曖昧に回答してはならない。すなわち、なぜ原告が間違っているのかをきちんと説明しな
ければならない。さもなければ、直ちに侵害が認められることになる。
ドイツは、いわゆるバイファケーションシステムをとっており、侵害と無効は別の裁判所
で扱われる。侵害の裁判所は、一般的に迅速に判決を出す。このため、パテントフレンド
リーなアプローチとも言われる。もちろん、良い面もあれば、悪い面もある。特に、侵害
が認められた後でその特許が無効になってしまう場合には、不公平だという意見もある。
２．営業秘密の保護
2-1

妥当？不足？過剰？

これは重要な問題で、様々な会議で議論されている。
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Inspection における営業秘密の保護は、極めて複雑で説明し難い。一方、民法の通常の
手続はそれほど複雑ではない。
裁判では、正当な理由なく第三者の情報へのアクセスを制限することはできない。裁判所
に提出された文書は、全て原告から被告に知らしめなくてはならない。一方、正当な理由
があれば第三者の情報へのアクセスを制限することもできる。裁判には公開制度がある
が、そこで公開される情報を一部制限することも可能である。
ある国にはインカメラシステムがあると聞いたことがある。ドイツでも検討したが、民法
と相容れないという理由により、採用されなかった。
Inspection により得られた情報は、原告は裁判所の許可なしに情報を入手することはで
きない。許可は裁判の結果次第で、侵害が認められれば基本的に情報は入手可能となる。
2-2

代理人にのみ情報の開示を許可するという考えは？

当事者は、裁判所が最終判断を下すまで、情報を入手することはできない。これは問題で、
情報を入手できずにどのように反論するのかという意見もあるかもしれない。裁判所で 1
年半前に会議があった。これは特許権者が不満を持って会議を持ちかけたもの。その後の
進展はない。現在は、刑事訴訟における営業秘密の保護をどうするかが話題になっている。
民法の中でも特許訴訟に最も関係がある。
2-3

今後はどうなっていくか？

現状で問題ないため、近い将来に法改正等はなさそう。なぜならば、裁判所にどれだけの
情報を出すかは当事者が決めることができるから。ほとんどの場合、営業秘密を出さなく
ても訴訟を進めることは可能。
原告が、曖昧な前提で訴訟を提起したり、被告の回答をもって訴訟の目的を変えたりする
ことがある。しかし、それはテクニカルな話であり、営業秘密とはあまり関係がない。
３．濫用防止のための措置
3-1

妥当？不足？過剰？

そもそも、Inspection はあまり利用されていないため、その濫用もない。実際に、昨年
は 62 件の特許訴訟があったが、その中で Inspection が利用されたのは 1 件のみで、問題
は起きていない。
また、Inspection は、決定は簡単にでるが、利用や営業秘密の保護が複雑なので、本当
に必要な場合にしかやらないだろう。
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3-2

日本には文書提出命令があり、あまり使われていないが、命令が出されるかもしれな

いという意味で脅威になっており、自発的に文書を出すのに貢献している面がある。ドイ
ツの Inspection にもそういった効果はあるか？
シーンが別の話。
裁判所は CP142 に基づいて文書提出命令を出すことができるが、実際に命令が出されるこ
とはほとんどない。当事者が事実関係を洗い出して裁判所に提出して証明することが必
要。それ以外に相手方に文書を出すことを求めることはまれ。よって、自発的に文書を出
すことを促す効果はない。
賠償額の話になると違うかもしれない。裁判所から命令を出すかもしれない。
3-3

文書提出命令に反した場合、日本には罰則があるが、ドイツではどうか？

99％は申請した側が正しいという判断になる。罰金や禁固刑がある。もし情報が不足して
いると、当事者同士で事実を争う際に不利になるため、戦うために情報を出す傾向にある。
４．他の国（米・英・仏）との比較
4-1

良い点／悪い点

分からない。
ドイツはオランダに似ている。フランスとは少し違う。
Ⅱ

損害賠償

５．全般
5-1

良い点／悪い点

ドイツの裁判所では、基本的に侵害の有無（＋損害の有無）までしか判断しない。損害賠
償額については、一般的に当事者同士が話し合って和解で解決する。どうしても折り合わ
なかった場合には、別の訴訟を起こすことになる。
ドイツで行ってきた３つの算定方法（逸失利益、侵害者利益、ライセンスアナロジー）が、
欧州指令として採用された。逸失利益は、非常に複雑でドイツではほぼ利用不可能。侵害
者利益は、難しいが証拠は集められる。ライセンスは、証拠は容易に集められる。
10～12 年前、最高裁は侵害者利益で利益を得るためのコストを差し引かなかった。それ
以前は、人件費や賃料等のコストを考慮すると実際の利益は小さいとういことで、損害賠
償額も小さかった。
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5-2

ライセンス料ベースではなぜ簡単に算定できるのか？データベースがあるのか？

データベースはない。
まず、当事者に対して通常どれくらいになるかを聞いて、合意する。合意できなければ、
裁判所が経験に基づいて算定する。その際には専門家を呼ぶこともあり、ほとんどの場合
は情報が十分に得られて算定できる。
5-3

ライセンス料に基づく算定では、通常のライセンス料より高く見積もられる？

通常のライセンス料と同等。
ドイツでは、懲罰的賠償の考え方はない。2 倍、3 倍にすべきか議論はあったが。
過去に、ライセンス料に基づいて高額な判決が出たことが 2 件あるが、これは極めてまれ。
ドイツでは、原告は算定方法を途中で何度も変えることが可能。少ないと思ったら、他の
算定方法に変えられる。
通常、被告は売り上げ情報等を出したがらないため、ほとんどの場合は当事者同士で和解
され、裁判所が損害賠償額を算定することは少ない。侵害訴訟の間に、和解を促す意味で
裁判所が損害賠償額を算定することもある。
5-4

3 つの算定方法は排他的か？

どれか１つだけを選ぶ。加算はなし。
5-5

逸失利益をライセンス料に足してよいとする議論があるが？日本では、逸失利益に基

づく算定は非常に難しく、例えば製薬業界で侵害品により先行品の価格が下がったという
場合くらいしか使われない。
逸失利益は色々な理由が考えられるため、極めて難しい。
６．侵害の認定と損害賠償の認定が別（損害賠償は和解が多い）である点
6-1

良い点／悪い点

一般的に上手く機能している。改善の余地はあるが。
裁判所はてきぱきと処理している。当事者も慣れている。
原告は、侵害有無の訴訟中に損害賠償額の訴訟をすることも可能。しかし、原告はまず侵
害の結論を得たく、損害賠償額は始めると長くかかるため、侵害有無の訴訟のみ起こす。
原告の主な目的は、侵害を差し止めることであり、損害賠償はそれほど重要ではない。
侵害有無と損害賠償額は、通常は順番に争われる。
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侵害有無と損害賠償額を 1 つの訴訟で争うこともできる。しかし、時間はかかるし、損害
賠償額もそれほど高くなく、弁護士費用に見合わない。
損害賠償額からコストを排除できないという最高裁判決は、損害賠償額が高くなるため、
権利者的にはよい。
７．損害賠償額
7-1

妥当？低い？高い？

通常のライセンス料に基づいて計算することが多いため、それほど高くはならない。
7-2

今後の動向は？

分からない。賠償額の判決はあまり経験していないので。判決も少ないため、それほど問
題ではない。
最高裁の判決でコストを引いてはならないと出た後には、損害賠償額が徐々に高くなり、
通常レベルになってきている。
逸失利益の計算は難しい。製薬業界では、先行医薬品は特許で守られているが、一度価格
が下がると例え侵害品がなくなっても戻らない。逸失利益はもっと高くなるポテンシャル
がある。将来的に、最高裁がその点にチャレンジするかもしれない。逸失利益が認められ
る基準ももっと和らげられるかもしれない。
８．算定方法
8-1

国によって算定方法が同じでも損害賠償額に開きが出る理由は？

分からない。
ドイツの算定方法は、経済的損失を補填するに過ぎない。もし高くないなら、その点が原
因であろう。
米国には懲罰的賠償もある。国によっては無形の価値も考慮して算定するところもある。
９．懲罰的賠償
9-1

導入すべきか否か？

難しい質問。
ドイツではない。ただ、状況によってはありかもしれない。例えば、原告が中小企業で被
告が大企業の場合、大企業が払う損害賠償額は充分ではないかもしれない。中小はあまり

- 595 -

大企業相手に訴訟を起こさず、大企業が傲慢になり得る。そのような場合にのみ、ありだ
と思う。逆に、そのような場合以外には、懲罰的賠償は適切ではない。
9-2

損害賠償額を算定する際にコストを引かない最高裁判決について、民法の原則に照ら

し合わせてどうか？
必ずしも正しいとは言えないが、問題を解決するための 1 つの対策。
すなわち、権利者が、コストがかかって利益を得られなかったと主張し、結果的に損害賠
償額が必要以上に低くなってしまうことに対する対策である。経済の原則から考えると、
侵害者にもコストは当然発生するのだが、場合によってはこれを無視する形になってしま
っても仕方ない。
9-3

エンハンストダメージ（損害賠償＋αとして懲罰的賠償や訴訟費用の敗訴者負担等を

包括した意味）という考え方はドイツにはあるか？
聞いたことがない。該当するのは訴訟費用の敗訴者負担くらいか。
１０．訴訟費用の敗訴者負担
10-1

現状を変えるべきか否か？

制度としてはうまく機能している。
弁護士費用は敗訴者が負担する。この弁護士費用は、弁護士のタイムチャージではなく、
事件ごとの価値によって決まる。なお、ドイツの弁護士費用は他の国と比較して安い。
Ⅲ

日本の特許訴訟システム

１１．訴訟件数が少ない点
11-1

どう思うか？

ドイツで特許権侵害訴訟が多いのは、侵害と無効が別々の訴訟で争われる（バイファケー
ションシステム）だけでなく、侵害と損害賠償も別々の訴訟で争われることにより、一般
的に侵害の判決が無効の判断より先に出ることが多く、特許権者にとって有利な環境とな
っているからである。
１２．証拠収集＆損害賠償
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12-1

どの国の制度のどのような部分を見習うべきか？（独以外に詳しくなければ独の制

度について）
ドイツでは、特許侵害訴訟の管轄が 12 の地方裁判所に集中している。特にデュッセルド
ルフ、ミュンヘン、マンハイム、ハンブルクは事件数が多い。このため、専門的な裁判官
が多く、判決が迅速に出る。第一審は迅速に判決が出ることが大事。
12-2

ソフトウェア特許や製造方法の特許の証拠収集が難しい点について、何かアドバイ

スは？
インスペクションを検討するとよい。ソフトウェアは著作権もあり難しいとは思うが。
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【フランス企業】

I. Questions concerning experience in patent infringement lawsuits
Ⅰ 特許権侵害訴訟の経験に関する質問
1. Have you filed a patent infringement lawsuit with the French court in the past
five years?
１．フランスの裁判所において、過去５年間、特許権侵害訴訟を提起したことはあります
か？
□ Yes.
・Why did you file a patent infringement lawsuit with the French court?
☒ No.
2. Have you put off filing a patent infringement lawsuit with the French court after
considering it in the past five years?
２．フランスの裁判所に、過去５年間、特許権侵害訴訟の提起を検討したが提起しなかっ
たことはありますか？
□ Yes.
・Why did you put off filing a patent infringement lawsuit with the French
court?
☒ No.
3. Has the possibility been hinted at that you might face a patent infringement lawsuit
filed from a patentee with the French court, or have you actually faced such a patent
infringement lawsuit as an alleged infringer, in the past five years?
３． 特許権者から、フランスの裁判所において、過去５年間、特許権侵害訴訟の提起を
示唆されたり、実際に被告として訴訟を提起されたことはありますか？
☒ Yes. The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has been
hinted at.
□ Yes. We have actually faced a patent infringement lawsuit
□ The possibility of our facing a patent infringement lawsuit has never been
hinted at nor have we actually faced a patent infringement lawsuit.
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1&2&3-2

訴訟の年間件数＆その中で特許権者と被疑侵害者それぞれになる割合は？

特許訴訟はない。
商標は多く、現在約５０件抱えている。全て原告側。
なお、イタリアで自動車デザインに関する訴訟が一番大きい。
特許に関しては、交渉が重要。交渉により訴訟を避けている。

II. Questions concerning the status of use of the systems for evidence collection
in patent infringement lawsuits in France
Ⅱ フランスの特許権侵害訴訟における証拠収集の利用実態に関する質問
A. Seizure system
A. Seizure 制度
4. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness, difficulties,
advantages, and disadvantages of the system of seizure before the filing of an action.
特許侵害では経験なし。
商標侵害ではよく使う。特に模倣品に対して有効。
4-2

Seizure は、実際にどの程度利用した／されたことがあるか？一般的にはどうか？

フランスでは、一般的によく使われている。
当局が情報を収集して渡してくれることがある。
商標では効率的に行われるが、特許の方は難しい。
4-3

Seizure のキャンセルについては、実際にどの程度利用した／されたことがあるか？

一般的にはどうか？
経験なし。
ただし、利用する際には周到な準備をして手続きをきちんと行うことが重要。

C. Order to preserve confidentiality
C. 秘密保持命令
6’. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness, difficulties,
advantages, and disadvantages of the measures to prevent an abuse of the inspection
procedure.
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－
6’-2

濫用防止のための措置は、
実際にどの程度利用した／されたことがあるか？一般的

にはどうか？
経験なし。

D. The whole of the systems for evidence collection
D. 証拠収取制度全般
8. From the standpoint of a patentee, what are the good points, points to be maintained
or user-friendly points and bad points, points to be improved or difficult-to-use
points of the systems for evidence collection in France?
８．特許権者の立場から、フランスの証拠収集制度の良い点、維持すべきと考えている点
又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何でしょ
うか？
強力なツール。使いやすい。とても面白いプロセス。
時として、タイミングと人によっては、証拠が集まらないことがある。
とはいえ、全般的にはいい制度。
9. From the standpoint of an alleged infringer, what are the good points, points to
be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the systems for evidence collection in France?
９．被疑侵害者の立場から、フランスの証拠収集制度の良い点、維持すべきと考えている
点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何でし
ょうか？
8.参照。
8&9-2

フランスの証拠収集は、全体として上手く機能しているか？

満足している。Seizure はよいツールだと思う。
そもそも、特許についは訴訟がない。交渉することを第一義的に考える。商標については
フランスとイタリアで訴訟がある。
基本的に、海外ではあまり訴訟をしない。ドイツなどでは特にお金がかかるため。
統一特許により、今後どうなるかは分からない。
証拠収集は簡単ではない。特に模倣品については。
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フランス当局は協力してもらえる。ドイツ当局は難しい。トルコでは関連会社が軍の権限
を使って証拠収集を行うこともある。

III. Questions concerning the status of use of the systems for damages in patent
infringement lawsuits in France
Ⅲ フランスの特許権侵害訴訟における損害賠償の利用実態に関する質問
10. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness, difficulties,
advantages, and disadvantages of the system of payment by the losing party of the
attorney fees for the other party.
１０．弁護士費用の敗訴者負担制度の利用しやすさや困難性、メリット、デメリットに関
する考えをお聞かせください
事態は変わってきているが、アメリカやドイツとは違う。
アメリカは訴訟件数が多い。フランスは損害賠償額が小さい分訴訟も少ない。
訴訟件数が多いのは、リスクを高めるため、企業にとっては望ましくない。
10-2

現状で特に問題はないか？

フランス当局は、損害賠償額を上げることは重要だと理解しているが、その前に交渉で解
決することが重要だと考えている。

11. There is the idea of the system of punitive damages. Please tell us about your
opinions thereon.
１１．懲罰的賠償制度という考え方がありますが、それに関するご意見をお聞かせくださ
い。
懲罰的賠償はあるべき。特に模倣品の装置に対して。
フランスでは、刑法上の懲罰もある。模倣品の場合、金銭的だけでなく、禁固刑等の罰則
もある。
ただし、レベルは合理的であるべき。
11-2

懲罰的賠償として、3 倍賠償についてはどう思うか？

損害が重要な場合には、売り上げに対する損害賠償だけなく、プラス何かが必要。
また、模倣者が再度模倣したら、累進的な賠償にすることが重要だと思う。
11-3

懲罰的賠償の他に損害賠償額を上げる方法は？
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単に懲罰だけで模倣を阻止することはできない。簡単なやり方だと難しい。
また別の人が模倣品を続ける。損害賠償額を上げたり禁固刑にしたりするのでは。
グローバルな戦略で考えることが需要。模倣品があると、その製造装置を作る会社もあっ
たりして、世界的に様々な繋がりがある。そこを理解したうえで対応を考えること。ブラ
ジルで勝訴しても、パラグアイで販売されて、中国で製造されていたら、問題は本質的に
は解決しない。
各国の当局同士がグローバルな連携をしないといけない。それは難しいこと。

12. From the standpoint of a patentee, what are the good points, points to be
maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the system for damages in France?
１２．特許権者の立場から、フランスの損害賠償制度の良い点、維持すべきと考えている
点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何でし
ょうか？
色々な側面を同時に分析して損害額を決めるべき。製品だけでなく、会社のイメージ等も
勘案する。
当局も、そこを認識していて、変えようとはしているようだ。物質的な側面だけでなく、
無形資産的な側面も含めて検討することにより、損害賠償額を引き上げるべきだと思う。
13. From the standpoint of an alleged infringer, what are the good points, points
to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the system for damages in France?
１３．被疑侵害者の立場から、フランスの損害賠償制度の良い点、維持すべきと考えてい
る点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点は何で
しょうか？
12.参照。
12&13-2

フランスの損害賠償の額は十分といえるか？

もう少し増やすべき。
ドイツの場合、フランスよりは予測性が高く、リスクの目安がつけやすい。それは、ドイ
ツの場合は技術的なことに基づいてきちんと判断しているから。フランスも、もう少し予
見性が高い方がいいと思っている。
IV. Question concerning the patent infringement lawsuit system in Japan
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Ⅳ
15.

日本の特許権侵害訴訟システムに関する質問
2014 年 3 月施行の改正知財法 615-7 について何かコメント等は？

コメントするのは難しい。
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【フランス法律事務所】

II. Evidence collection
Ⅱ 証拠収集
A. Questions concerning the systems for evidence collection in patent infringement
lawsuits in France
A フランスの特許権侵害訴訟における証拠収集の制度に関する質問
13. If the evidence obtained through the seizure procedure contains any confidential
information (e.g. trade secrets), how is such confidential information treated? Also,
what penalties are provided for persons who have divulged confidential information
contained in the evidence? Please also specify the governing law and the applicable
clauses.
１３．Seizure において、証拠に営業秘密等の秘密情報が含まれていた場合、それらの秘
密情報はどのように取り扱われるのでしょうか？また、証拠に含まれる秘密情報を漏らし
た者に対し、どのような罰則が設けられていますか？その根拠となる法律及び条文も教え
て下さい。
Evidence may be seized even if it contains confidential information.
It is considered that confidentiality or trade secrets cannot constitute a bar to
an infringement action, and cannot prevent a patentee from gathering evidence that
infringing acts are committed, provided that the documents and information concerned
are directly linked with the alleged infringement and are useful for proving the
existence of infringement or its scope.
It follows that the defendant can request that certain precautions be taken during
an infringement seizure to protect confidential information, and can notably request
that the bailiff places the concerned seized documents in a sealed envelope and be
not handed to the defendant. If this was not requested by the defendant during the
infringement seizure, it still can be requested to the President of the Paris Court
of first instance at a later stage to order that parts of the seized documents be
considered as confidential, be inserted into a sealed envelope by the bailiff and
be not handed to the defendant (article R.615-4).
Then, whether or not to preserve or maintain the confidentiality of seized material
placed under seal by the bailiff will be decided by a judge (either the one having
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authorized the infringement seizure, or the judge in charge with the preparation
of the case) or by an independent expert appointed to this purpose by the judge in
charge with the preparation of the case. Indeed, the judge can designate an expert
(an accounting expert, technical expert, IT expert, etc.) with the mission to check
whether the material inserted into a sealed envelope (without disclosing its content
to the claimant/patentee) and considered as potentially confidential, is or not
related with the alleged infringement. If the expert considers that parts of this
material are indeed unrelated with the infringement or the allegedly infringing
products, the confidential character of these parts is maintained, and they will
never be disclosed to the claimant/patentee; on the contrary, if the expert considers
that the documents or material is related with the infringement they are disclosed
to the claimant/patentee. If a document includes at the same time information related
and unrelated with the infringement, the expert will disclose this document only
after having deleted the information unrelated with the infringement.
たとえ証拠が秘密情報を含んでいても、Seizure（証拠保全）は行われうる。
秘密性又は営業秘密は、侵害訴訟に対する障害にはなりえず、また関係する書類や情報が
侵害と主張されている行為に直接関係していて侵害の存在又はその範囲の立証にとって
有用である場合、特許権者が侵害行為がなされたことを示す証拠を集めることを妨げるこ
とはできないと考えられている。
したがって、被告は、Seizure がなされる間に秘密情報を保護するための一定の予防策を
とるよう求めることができ、とりわけ、執行官が差し押えられた関係書類を封筒に入れ密
封し、被告には引き渡さないようにすることを求めることができる。Seizure の最中に被
告がこれを求めなかったとしても、後の段階において、パリ大審裁判所（第一審）所長に
対し、差し押えられた書類の一部について秘密とみなし、執行官がそれを封筒に入れ密封
し、被告に引き渡さないようにするよう求めることができる（知的財産法第 R.615-4 条）。
その後、裁判官（Seizure を認めた裁判官又はその訴訟の準備を担当する裁判官のいずれ
か）、又は訴訟の準備を担当する裁判官によってこの決定を行うために任命された独立し
た専門家が、差し押さえられ、執行官によって密封された資料の秘密を保持又は維持する
か否かを決定する。実際には、裁判官は、封筒に入れて密封され、潜在的に秘密だと考え
られる資料（その内容を原告／特許権者に開示することなく）が侵害だとされる行為に関
係しているか否かを確認する任務を行わせるために、専門家（経理専門家、技術専門家、
IT 専門家など）を指名することができる。当該専門家が、当該資料の部分が侵害又は侵害
被疑製品と無関係であると考える場合、当該部分については秘密性が保持され、原告／特
許権者に対しては決して開示されることがない。逆に、専門家が当該書類又は資料が侵害
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と関係していると考える場合、それは原告／特許権者に開示される。同じ書類の中に、侵
害と関係している情報と関係していない情報とが同時に含まれている場合、専門家は、侵
害と関係していない情報について削除した後でのみ、当該書類を開示する。
13-2

Seizure における現行の秘密情報の取り扱いは、妥当だと思いますか？

はい。
妥当かつバランスが取れている。
13-3

そう思われる理由は？

秘密情報が含まれる場合には、その開示を阻止することができる。
得られた情報は、執行官に渡す際に封筒に入れられ、即座に特許権者に開示されることは
ない。裁判所が開示する必要があると判断した場合に、初めて特許権者に開示される。
開示するか否かは、判事または独立した執行官が判断する。情報が侵害に直接関連すると
判断した場合に、開示される。情報が侵害に直接関係しないと判断した場合には、開示さ
れない。

15. Have any measures to prevent an abuse of the seizure procedure (e.g. the time
limit for filing an action after demanding a seizure, requirement of security,
penalties for an abuse of collected evidence) been put in place?
If so, please specify such measures. Please also specify the governing law and the
applicable clauses.
１５．Seizure の濫用を防止するための何らかの措置（例えば、提訴するまでの期限、担
保の必要性、証拠収集を濫用した者に対する罰則等）は設けられているでしょうか？
YES の場合、どんな措置でしょうか？その根拠となる法律及び条文も教えて下さい。
According to article L.615-3 and R.615-1 of the French Intellectual Property Code,
once an infringement seizure has been carried out, if the patent holder does not
file an infringement action with a civil or criminal court within the prescribed
period of time (namely twenty working days or thirty one calendar days if this time
limit is longer) from the day on which the seizure took place, the infringement
seizure and the bailiff’s report ( including the description), will be invalidated
at the request of the alleged infringer/defendant (which means that all seized items
will be given back to the defendant).
In that case, the alleged infringer/defendant may claim compensation for any loss
caused by the seizure.
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The judge can accept to authorize the infringement seizure only subject to the
furnishing of securities by the claimant/patentee, for the purpose of ensuring
compensation to the defendant, should the infringement action be rejected or the
infringement seizure be cancelled at a later stage. It is however very rare that
a security be requested by the judge.
Meanwhile, even if the final court judgment denies infringement, an act of preserving
evidence through seizure will be regarded as justifiable and compensation for losses
rarely granted to the defendant. The underlying concept is that holders of
intellectual property rights have a right to preserve evidence through seizure.
As a general rule, an abuse of the procedure will be punished, but only if it can
be proved that the claimant committed a fault and was exclusively willing to
inconvenience the alleged infringer / defendant and / or to obtain the alleged
infringer's distribution secrets or know-how.
In practice, condemnations by the judge are rare.
フランス知的財産法第 L.615-3 条及び第 R.615-1 条によれば、Seizure 実施後、特許権者
がその日から所定の期間内（20 営業日又は 31 暦日のいずれか長い方）に民事又は刑事裁
判所に侵害訴訟を提起しないときは、被疑侵害者／被告の要請により、当該 Seizure と執
行官の報告書（記述も含む）は、無効となる（つまり、保全物はすべて被告に返却される
ことになる）。
この場合、被疑侵害者／被告は、Seizure によって生じた損害につき、補償を請求するこ
とができる。
裁判官は、侵害訴訟が却下された場合又は事後的に Seizure が取消された場合に被告に対
する補償を確保するために、Seizure を認めるにあたり、原告／特許権者が担保を差し出
すことを条件とすることができる。もっとも、裁判官から担保を求められることはごく稀
にしかない。
なお、たとえ侵害がないと最終的に判決が出ても、Seizure による証拠保全行為は正当で
あるとみなされるので、被告に対する損害賠償が認められることは稀である。この背景に
は、知的財産権の所有者は、Seizure により得た証拠を保全する権利を有するとの考え方
がある。
一般ルールとして、Seizure 手続の濫用は罰せられるが、そのためには、原告に過失があ
り、かつ、被疑侵害者／被告に専ら混乱を生じさせる意思、及び／又は被疑侵害者の流通
秘密・ノウハウを入手する意思があったことが立証されなければならない。
実務では、裁判所が原告に対してこのような懲罰を行うことは稀である。
15-2

Seizure における現行の汎用を防止するための措置は、妥当だと思いますか？
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ケースバイケース。
15-3

そう思われる理由は？

濫用は罰せられるべきだが、実際の判断は判事次第。
Seizure の濫用は懲罰的といえる。しかし、この証明は困難である。
濫用の判断においては、不正に利用されたか否かが問題となる。
不当であれば、損害に対する支払いが発生する。ただし、そうなるケースは極めて稀であ
る。

16. What would you mention as the unique characteristics of the seizure procedure
when compared with systems for evidence collection available in other countries (US:
Discovery, GB: Disclosure, DE: Inspection)?
１６．Seizure を他の国の証拠収集制度（US: Discovery, GB: Disclosure, DE: Inspection）
と比較した場合の特徴は何でしょうか？
The provisions for such seizure have been available in France since 1968 (even if
there were some changes in 2007). By contrast, the procedure is more recent in Germany
for example. This means that French judges are much more familiar with this procedure.
The differences with respect to US or UK law are also significant, since the US and
the UK are common law countries, whereas France is a civil law country. This has
very strong implications in terms of the applicable general principles for
“administration de la preuve”’
The French seizure allows for a surprise effect.
Seizure に関する条項は、フランスでは 1968 年に導入された（もっとも、2007 年に若干
の改正があった）。これに対し、例えばドイツの証拠収集制度は、もっと近年になってか
ら設けられたものである。つまり、フランスの裁判官の方が制度について精通していると
いうことである。
米国や英国の法とフランス法の差異も大きい。というのは、両国はコモンローの国である
のに対し、フランスは大陸法の国だからである。このことは、適用される「administration
de la preuve（証拠の管理）」の一般原則という点で、非常に大きな意味合いを持つ。フ
ランスの Seizure は、不意打ち効果（surprise effect）の発生を許容するものである。
16-2

Seizure は Inspection（Germany）より優れているという考えでよいですか？

はい。
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16-3

そう思われる理由は？（French judges are much more familiar with this procedure

以外に制度面等で）
フランスのシステムは歴史が長い。一方、ドイツのシステムは最近設定されたもの（2004
年制定 2006～2007 年運用開始）。ゆえに、ドイツよりフランスの方が効率的となっている。
また、竹下先生が書いた AIPPI の論文も参考になる。押収物の観点では、フランスではサ
ンプル品や経理書類も対象となるが、ドイツではそうではない。執行者の観点では、フラ
ンスでは特許権者側が提案した専門家や法律家が参加可能な場合があるが、ドイツでは裁
判所が指定した者のみである。
16-4

Seizure を Discovery（US）や Disclosure（UK）と比べると、どちらの方がよいと

思いますか？
US や UK はよく分からない。
16-5

そう思われる理由は？

法的な面からは何も言えない。
ただ、実務的な面で、US や UK では膨大な作業量が発生することは知っている。

B. Questions concerning the status of use of the systems for evidence collection in
patent infringement lawsuits in France
B フランスの特許権侵害訴訟における証拠収集の利用実態に関する質問
19. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness, difficulties,
advantages, and disadvantages of the system of seizure.
１９．Seizure の利用しやすさや困難性、メリット、デメリットに関する考えをお聞かせ
ください。
From the point of view of the patentee: Orders for patent infringement seizures can
be obtained quite easily and very rapidly (for example it can take less than a week
to obtain the order).
From the point of view of the defendant (seized party): it is possible to seek
cancellation of the seizure order by way of summary cancellation proceedings, which
can also be implemented very rapidly (typically a few months). Further, the validity
of the seizure can also be discussed in the framework of the proceedings on the merits,
in which case this is decided together with the infringement claims. In both instances
(summary cancellation proceedings or case on the merits), the proceedings are of
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course inter partes.
Infringement seizure can be organized so as to preserve confidentiality of seized
documents. This is an advantage for all parties, since it reduces the risks of
invalidation of the seizure, while also reducing the risk of disclosing confidential
information that is not related to the patent infringement issues.
One of the main issues encountered over the past 10 years with patent infringement
seizures is that infringement seizures were sometimes easily cancelled by the Courts,
because many formal cancellation grounds have previously been accepted by the Courts.
It nevertheless seems that recent case-law has decided to refuse to cancel patent
infringement seizures so easily, and the standard now required for cancelling a
seizure is increased, especially regarding formal grounds.
特許権者の立場から：特許権侵害の証拠保全命令は極めて迅速かつ容易に得ることができ
る（例えば、1 週間以内に得ることができる）。
被告（差押えられた者）の立場から：略式手続によって証拠保全命令の取消しを求めるこ
とができ、当該手続も非常に迅速に終えることができる（通常は数か月）。さらに、保全
の有効性については、本案訴訟の枠内でも争うことが可能であり、その場合には侵害訴訟
それ自体と一緒に判断される。いずれの場合（略式の取消手続又は本案訴訟）においても、
手続は当然、当事者間手続である。
侵害の証拠保全手続は、差押えられた書類の秘密が保持されるように組織することができ
る。これにより、証拠保全手続が無効とされるリスクを低減しつつ、特許権侵害の問題と
は関係のない秘密情報が開示されるリスクも低減することになるので、全ての当事者にと
ってメリットがある。
特許権侵害の証拠保全に関係してここ 10 年間に遭遇した主な問題の一つは、それが容易
に裁判所によって取り消されることがあるということである。というのも、取消に関する
多くの方式上の根拠が、すでに裁判所によって認められているからである。
しかしながら、最近の裁判例では、特許権侵害の証拠保全をやすやすと取消すことを否定
しており、現在は、特に方式上の根拠に関して、Seizure の取消しに求められる基準は高
くなっている。
19-2

cancellation of the seizure order は、どのタイミングでどのように行われるの

ですか？
いつでもできる。
判事にキャンセルを申し立てることにより可能。その理由としては、Seizure の申立人が
正当な特許権者でなかった等がある。
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キャンセルの手続は迅速で、申し立てから 3～6 か月で結論が出る。
キャンセルが認められた場合に、再び Seizure を申し立てることも可能。それにより
Seizure が乱発されるケースもあり得るが、実際にはその様なケースは稀である。ある理
由で Seizure が認められなかった場合、同じ裁判所で再び Seizure を申し立てても認めら
れるのは難しい。
19-3

validity of the seizure は、cancellation of the seizure order とどのような

関係にあるのでしょうか？
直接関係がある。Seizure が有効でない場合、Seizure のキャンセルに繋がる。

23. Please tell us about your ideas concerning the user-friendliness, difficulties,
advantages, and disadvantages of the system of the order to preserve confidentiality.
２３．秘密保持命令の利用しやすさや困難性、メリット、デメリットに関する考えをお聞
かせください
The system is user-friendly, in that French Judges can freely set forth the practical
conditions for preserving confidentiality. The practice is very flexible and for
example orders can allow the implementation of so-called confidentiality clubs,
similar to protective orders under US law, even with several levels of
confidentiality.
It is necessary to find a balance between two opposed interests, namely the one of
the defendant (who deserves that its confidential information unrelated with the
alleged infringement be protected and not disclosed to its competitor), and the one
of the patentee/claimant, who must be able to enforce its patent rights and thus
to gather evidence in this regard. It is important for the patentee/claimant not
to be blocked as soon as the defendant alleges that some information is covered by
trade secrets and confidentiality.
We therefore consider that the French system is rather balanced.
当該制度は、裁判官は秘密を保持するために実行すべき条件を自由に設定することができ
るという点で、利用しやすい。実務では非常に柔軟に対応されており、例えば、アメリカ
法の保護命令と同様に、限定された開示を受ける範囲を命令によって定めることとができ
る。この際には秘密のレベルを設定することもできる。
ここでは、（侵害であるとされる行為とは無関係な秘密情報について保護を受け、それを
競争者に開示されない資格を有する）被告の利益と、（自身の特許権を行使することがで
き、侵害に関する証拠を集めることができるはずである）特許権者／原告の利益という対
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立する２つの利益のバランスを取る必要がある。特許権者／原告からすれば、被告がある
情報について営業秘密及び秘密保持の対象であると主張した途端に、ブロックされてしま
わないことが重要である。
以上のようなわけで、我々は、フランスの制度はバランスが取れていると考えている。
23-2

the practical conditions for preserving confidentiality としては例えばどん

なものがありますか？
侵害に関する書類をベイリフの管理下に置き、原告側には知られないようにする。
23-3

a balance between two opposed interests のために、被疑侵害者の立場で重要な

ことは？（特許権者の立場で重要なことは for the patentee/claimant not to be blocked
as soon as the defendant alleges that some information is covered by trade secrets
and confidentiality ということを理解した上で）
被告は開示を求めることができる。
ベイリフが管理している情報を被告が開示したい場合には、法的手続きなしで開示するこ
とができる。とはいえ、被告は一般的になるべく開示したくないと考えることが多い。
情報が秘密であっても、侵害の有無を判断するために開示しなければならない場合、ベイ
リフの管理下の情報は、判事が判断したうえで、開示される。

25. How much time and cost is generally required to carry out the system for collecting
evidence in patent infringement lawsuits? Please be specific regarding the seizure
procedure in particular.
２５．一般的に、特許権侵害訴訟における証拠収集には、どの程度の費用・期間がかかる
のでしょうか？特に Seizure について回答願います。
Costs depend on a number of factors, in connection with the preparatory work:
・the number of patents for which infringement is suspected,
・the number of products (commercial references) for which infringement is suspected,
・the technical field and the complexity of the patent/s,
・the amount of evidence already available before the seizure,
・the number of locations where seizure is performed (it is quite common to perform
seizures simultaneously at several locations),
・the requirement for the presence of other experts (eg IT experts).
It is usually charged on a time-spent basis.
Ancillary costs include fees of the bailiff, translations, fees of the IT expert,
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travel expenses to the place of seizure, purchase price for the products seized,
etc.
費用は、準備作業に関連して、以下のような要素によって決まる。たとえば、
・侵害が疑われる特許の数
・侵害が疑われる製品の数（商取引の数）
・特許の技術分野と複雑性
・Seizure の以前にすでに入手できた証拠の量
・Seizure がなされた場所の数（複数の場所で同時に Seizure が実施されるのが非常に一
般的である）
・他の専門家（例えば IT 専門家）を参加させる必要性
費用は通常、時間単位で計算される。
付随費用には、執行官の料金、翻訳料金、IT 専門家への料金、Seizure を実施する場所へ
の交通費、差し押さえられた製品の購入費用などが含まれる。
25-2

証拠収集のコストを抑えるためにはどんな点に気を付けることが重要ですか？

コストを抑えるのは難しい。
証拠収集の場所を１箇所に限定すればコストは抑えられるかもしれないが、その分立証す
るための包括的な情報が得られ難くなってしまうというリスクがある。
結局、コストをかけるか否かは事案の重要度による。

26. From the standpoint of a patentee's attorney, what are the good point, points
to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the systems for collecting evidence in France?
２６．特許権者の代理人の立場から、フランスの証拠収集制度の良い点、維持すべきと考
えている点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点
は何でしょうか？
Seizure is a strong tool for the patentee, especially for process patents.
Infringement seizure is a very user-friendly tool, since it is rather quick and easy
to be allowed to carry out an infringement-seizure.
One possible drawback is probably the fact that for several years French judges
accepted too easily to cancel them (cancellation was pronounced for allegedly minor
formal

deficiencies,

for

instance

when

it

was

not

mentioned

in

the

infringement-seizure report exactly how many minutes had been given by the bailiff
to the defendant for reading the order, between the notification of the order and
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the beginning of the infringement-seizure), creating a kind of uncertainty regarding
their validity. It however seems that French judges are currently coming back to
a more reasonable approach and no longer cancel infringement-seizure too easily.
Seizure は、特許権者、特に方法特許の権利者にとって、強力な武器となる。
Seizure は、迅速かつ容易に実行が認められるので、非常に利用しやすい。
一つ欠点があるとすれば、それは、何年もの間、裁判官がきわめて安易に Seizure の取り
消しを認めていたため（方式上わずかであるが不備があるとされたものが取り消された。
例えば、Seizure の報告書の中で、執行官が命令を通知してから Seizure を開始するまで
の間に、被告が命令を読むために正確に何分与えたかを記載していなかった場合など）、
その有効性についてある種の不確かさをもたらしているという点である。しかしながら、
現在は、裁判官はもっと合理的なアプローチに戻りつつあり、このように安易に Seizure
を取り消すことはなくなっている。
26-2

a more reasonable approach とは具体的にはどんなものですか？

Seizure のキャンセルは、その理由が小さなものであっても、基本的には認められていた。
例えば、数年前には、Seizure の理由を読み上げるのに十分な時間が与えられなかった等、
極めて事務的な手続上の不備を理由として、Seizure がキャンセルされてしまうことすら
あった。
そのため、近年では、Seizure のキャンセルは、被疑侵害者にとって著しく不利益が生じ
るようなことでもない限り、基本的には認められないような方向になってきている。
26-3

上記について、裁判官の判断は今後どのように変わっていくと思いますか？

よりリーズナブルな形になるように対応していく。
そうでないと、ユーザから合理的・実践的でないとみなされてしまう。

27. From the standpoint of an alleged infringer's attorney, what are the good points,
points to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved
or difficult-to-use points of the systems for collecting evidence in France?
２７．被疑侵害者の代理人の立場から、フランスの証拠収集制度の良い点、維持すべきと
考えている点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい
点は何でしょうか？
There are a number of good points for the defendant, in particular to ensure the
right to be heard and the right to a fair trial:
・As mentioned above, there is the option to seek cancellation of the seizure order
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by way of summary cancellation proceedings. Such proceedings can be implemented
rapidly and allow to ensure the right to be heard.
・Further, the validity of the seizure may also be challenged with the framework
of the proceedings on the merit.
・Also, even during the seizure proceedings, the defendant may request that the
bailiff put documents under seal so as to protect confidentiality – even if it is
not explicitly provided for in the seizure order.
Also, since patent practitioners in France are well versed with seizure proceedings,
it is also possible for defendants to prepare and get ready if they suspect that
a competitor is likely to request a seizure order.
被告にとって良い点がいくつかある。特に、審問を受ける権利と公正な裁判を受ける権利
が確保される点が重要である。
・上述のように、被告は略式手続によって、保全命令の取消しを求めることができる。当
該手続は、迅速に実施され得るし、また審問を受ける権利の確保も可能とする。
・さらに、本案訴訟手続の枠内においても、Seizure の有効性について争うことができる。
・また、Seizure 手続の最中であっても、被告は、執行官に対し、
（たとえそれが保全命令
に明記されていなかったとしても）秘密保持のために書類を密封するよう求めることがで
きる。
さらに、フランスの特許実務家は Seizure について精通しているので、被告としては、競
争者が Seizure の命令を請求する可能性があるのではないかと疑う場合には、その準備を
し、備えておくことも可能である。
27-2

it is also possible for defendants to prepare and get ready if they suspect

that a competitor is likely to request a seizure order とありますが、どのように気
付くのでしょうか？
警告レターが来たら、次のステージとして Seizure が実施されるかもしれないと分かる。
当然のことながら、特許権者としては、警告レターを先に送る場合、事前に交渉の余地が
ある反面、Seizure で不意打ちはし難くなる。そのため、特許権者は、それらの利点欠点
を考慮した上で、警告レターを先に送るか否か判断することになる。
26&27-2

フランスの証拠収集は全体として、特許権者側は quick and easy to be allowed

to carry out an infringement-seizure、被疑侵害者側は cancellation of the seizure
order や validity of the seizure や request that the bailiff put documents under seal、
と双方にとってユーザーフレンドリーな点があるようですが、両者のバランスは取れてい
ますか？
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はい。

III. Damages
Ⅲ 損害賠償
A. Questions concerning the systems for damages in patent infringement lawsuits in
France
A フランスの特許権侵害訴訟における損害賠償の制度に関する質問
28. What system for damages is available in patent infringement lawsuits in France?
Please also specify the governing law and the applicable clauses.
２８．フランスの特許権侵害訴訟において、どのような損害賠償制度が存在するのでしょ
うか？その根拠となる法律及び条文も教えて下さい。
According to article L615-7 of the French Intellectual Property Code: “To set the
damages, the court takes into account distinctively (1) the negative economic
consequences of the infringement, including lost profits suffered by the injured
party, (2) the moral damage incurred by the injured party, (3) and the profits made
by the infringer including intellectual, material and promotional investments
savings made by the infringer thanks to the infringement.
However, as an alternative measure, the Court may, further to a request from the
patent holder, grant a lump-sum payment as damages. The amount of the lump-sum payment
will be higher than the amount of royalties that would have been paid to the patent
holder if the infringer had sought a license for the right of using the patent right
which has been infringed. This amount of a lump-sum payment does not exclude the
compensation for moral damage incurred by the injured party”.
In France, the basic principle when it comes to damages is that the right-holder
is entitled to the compensation of all the damages caused by the infringement, but
only the damages and nothing more, i.e. there are no punitive damages.
Damages are evaluated on the basis of the number/volume of infringing goods sold
by the infringer in France (in French: “masse contrefaisante”) during the period
of infringement. It should however be noted that the statutes of limitation for patent
infringement only allow claiming damages five years back from the time the
infringement action is filed.
On this basis, damages are usually mainly based upon the right-holder’s lost
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profits.
・If the patent is exploited (the patentee work the invention), the patentee and
/ or its exclusive licensee must be indemnified for the profits which have been
prevented due to the existence of the infringement. In other words, the lost profits
will be the loss caused by the loss of sales due to the infringement.
In view of the elements provided by the parties, the judge determines:
4.

the scope of the infringement, namely the number of infringing
goods which have been sold during the infringement period (N) ;

5.

the part of business really lost by the patentee/exclusive
licensee (X%); the judge will check whether the right-holder would
have been able to produce the totality of the infringing goods sold
by the infringer in France; in the negative, a reducing coefficient
can be applied ;
In the case where the right-holder is working the invention, but is
not able to provide the totality of the infringing goods, the principle
of lost profits will only be applied to the part of the infringing
goods he would have been able to produce and sell. The damages for
the remaining part of the infringing goods will be calculated on the
basis of a reasonable royalty rate.

6.

the profit margin of the patentee when it sells one patented
product (P).

Then, (N) x (X %) x (P) gives the approximate amount of the
right-holder’s lost profits.
・If the patent is not exploited (the patentee does not work the patent), the patentee
and / or its exclusive licensee is indemnified by a lump-sum corresponding to the
royalties which could have been paid by a licensee. The reasonable royalty rate must
be increased compared to the usually practiced royalty rates in the relevant field.
Hence, the exact amount will very much depend on the relevant technical field /
industry.
Article L.615-7 of the French Intellectual Property Code has been amended in March
2014 for the purpose of increasing the amount of damages granted to patentees.
Indeed, it is now stated that the judge has inter alia to take into consideration
“the profits made by the infringer including intellectual, material and promotional
investments savings made by the infringer thanks to the infringement”.
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This new provision aims at completing the assessment of damages, so as to ensure
that the infringer will not keep any benefit or profit from the infringement. It
brings the French system of assessment of infringement damages rather close to a
punitive damages system, without being one. The goal remains to compensate or remedy
all the harm suffered by the patentee due to the infringement, but not to go beyond
that.
フランス知的財産法第 L615-7 条によれば：「裁判所は、損害を決定するために、独自に次
のことを考慮する。（1）被害者に生じた逸失利益を含む、侵害の負の経済的帰結、（2）被
害者が被った道徳的損害、（3）侵害の結果、侵害者が行った情報、材料、宣伝のための投
資の節約分を含む、侵害者に生じた利益。
もっとも、裁判所は、代替的な措置として、さらに特許権者から要請されたときは、損害
賠償として、一時金の支払いを認めることができる。一時金の支払額は、侵害者が侵害さ
れた特許権についての実施権の許諾を求めていた場合に特許権者に支払ったと考えられ
る金額よりも高くなる。この一時金の支払額は、被害者の被った道徳的損害に対する補償
の適用を排除するものではない。」
フランスでは、損害賠償に関する基本原則により、権利者は侵害により生じた損害全てに
ついて補償を受ける権利を有するが、損害に限定され、それ以上の補償を受けることはで
きない。つまり、懲罰的損害賠償は存在しない。
損害賠償額の評価は、侵害が行われた期間中にフランス国内で販売された侵害品の数量
（フランス語では”masse contrefaisante”という）に基づき行われる。しかしながら、
特許権侵害に対する出訴期限により、損害賠償の請求は、侵害訴訟が提起されたときから
遡って 5 年間についてのみ認められている点に留意する必要がある。
これに基づき、損害賠償は、通常は、主として権利者の逸失利益に基づき算定される。
・特許が実施されている場合（特許権者が発明を実施する場合）は、特許権者及び／又は
その独占的被許諾者は、侵害の存在により阻害された利益について補償されなければなら
ない。すなわち、逸失利益は、侵害を原因とする販売額の減少により生じた損失となる。
当事者から提出される要素を考慮して、裁判官は次のことを決定する。
7.

侵害の範囲。すなわち、侵害期間中に販売された侵害品の数（N）

8.

特許権者／独占的被許諾者が実際に失った取引の部分（X%）。裁判官
は、権利者がフランス国内で侵害者が販売した侵害品の全部を生産できた
かどうかを確認する。できなかった場合には、係数を引き下げて適用され
る。
権利者が発明を実施しているものの、侵害品の全部を提供できない場合に
は、逸失利益の原則は、権利者が生産し販売することができたと考えられ
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る侵害品の部分にのみ適用される。侵害品の残りの部分に対する損害賠償
は、合理的実施料率に基づき算出される。
9.

特許権者が特許製品を一つ販売する際の、特許権者の利ざや（P）。

したがって、(N) x (X %) x (P)により、権利者の逸失利益の概算総額が計算
される。
・特許が実施されていない場合（特許権者が特許を実施しない場合）は、特許権者及び／
又はその独占的被許諾者は、被許諾者が支払ったはずの実施料に対応する一時金により補
償される。合理的実施料率は、関連分野で通常用いられている実施料率よりも引き上げら
れなければならない。したがって、正確な金額は、関連する技術分野／産業によって大き
く異なってくることになる。
フランス知的財産法第 L.615-7 条は、特許権者に認められる損害賠償額を増加させるため
に 2014 年 3 月に改正された。
実際、現行法では、裁判官は、とりわけ、「侵害の結果、侵害者が行った情報、材料、宣
伝のための投資の節約分を含む、侵害者に生じた利益」を考慮すると定めている。
この新規定は、損害賠償の査定について、侵害者に侵害から得た利益の一切を保持させな
いように確保することの達成を目的としている。この規定により、フランスの侵害訴訟に
おける損害賠償査定システムを、懲罰的損害賠償システムにすることなく、それに近いも
のにしている。その目的は、引き続き、侵害を原因として特許権者が被った損害の全て（た
だしそれを超過しない）を補償又は賠償することである。
28-2

(1)の具体例が 1.2.3.という理解でよいでしょうか？

はい。
28-3

(2)(3)は具体例にどのような形で算定に絡んでくるのでしょうか？

また、(1)(2)(3)が重条適用されて算定される場合がある。
また、(1)(2)(3)が独立適用されて算定される場合もある。
28-4

a lump-sum payment as damages の趣旨は？

ロイヤリティをベースに算定される。
実際には、侵害者という立場を勘案して、通常のロイヤリティより少し高めに算定される。
28-5

a lump-sum payment as damages はどんなシチュエーションで利用されるのでしょ

うか？
(1)では算定が困難である場合に、lumpsum にスイッチする。
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これは、特許権者の申し立てにより、双方の合意のもとで行われる。
28-6

Article L.615-7 の法改正は、損害賠償額を上げることを目的としたとのことです

が、改正の前後で具体的に何が変わったのですか？
3 月に改正された。
具体的には、(1)(2)(3)の間に and を入れた。
今まで、(1)(2)(3)の計算方法は存在していたが、それらが重条適用できるか否か意見が
分かれていたため、それが可能である点を明確にした。
改正前の議論としては、(1)(2)(3)は重条適用できるという意見を持つ判事がおり、皆も
そう思っていたのだが、その点が明確ではなかったため政府が明確にする流れとなった。
28-7

Article L.615-7 の法改正は、懲罰的賠償と似て非なるものであるとのことですが、

具体的に似ている点と異なる点はそれぞれ何ですか？
(3)の重条適用が明確になったため、より懲罰的賠償に近いものとなった。
28-8

民法の原則（損害賠償は経済的損失を補填するもの）からすると、今回の法改正は

大きな変更と言えるのではないか？
はい。
いい質問。
実用的な観点から判事も受け入れたが、これは懲罰的賠償ではなく通常の損害賠償として
考え、あくまで民法の原則の反中で適用していくことになるであろう。

29. Please explain the purpose of the system for damages you mentioned in 28 above
and the background that led to the introduction of this system. Does this system
incorporate the purpose of prevention of infringement?
２９．２８．でお答え頂いた損害賠償制度の趣旨や制度導入の背景を教えて下さい。その
根拠となる文献も分かれば教えて下さい。また、侵害抑止という趣旨は、損害賠償制度に
組み込まれていますか。
See above in 28.
The French system for damages will be efficient for stopping the infringement
(notably with a system of constraints to be applied if the infringer keeps on
manufacturing and / or selling infringing products), but does not as such incorporate
the purpose of prevention of infringement.
What will be mainly dissuasive for a potential infringer is the fact that judges
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are allowed to grant or apply distinct complementary sanctions, such as preliminary
or permanent injunctions, the publication of the decision (stating that the defendant
committed infringement) in newspapers or professional reviews or magazines (at the
expense of the infringer), the destruction of the infringing goods, the order for
the infringer to remove all infringing goods which have been put the market…
上記の問 28 を参照のこと。
フランスの損害賠償制度は、侵害阻止において効果的（特に、侵害者が侵害品の製造及び
／又は販売を継続する場合には、強制システムが適用される。）だが、制度自体には侵害
抑止の趣旨は組み込まれていない。
潜在的な侵害者を主に思いとどまらせるのは、仮差止命令又は恒久的差止命令、（侵害者
が費用を負担しての）新聞、専門誌への判決の公表（被告が侵害を行ったとの記載）、侵
害品の破壊、侵害者への市場からのすべての侵害品の撤去の命令などの異なる補充的制裁
を認定又は適用することが裁判官に認められているという事実である。
29-2

distinct complementary sanctions はどの条文に基づいていますか？

It is article L.615-7-1 of the French Intellectual Property Code, which states:”If
civil conviction for infringement is held, the Court may order, at the request of
the plaintiff, that products recognized as infringing goods and materials and
instruments predominantly used in their creation or manufacture be recalled from
commercial channels, removed definitively from the market, destroyed or confiscated.
The court may also order any appropriate measures for advertising the judgment, in
particular its display or full or extract publication in newspapers, by communication
to the public via online services it designates, on the terms specified therein.
The measures mentioned in the first two paragraphs are ordered at the expense of
the infringer.”

31. Does the court order the losing party to pay the court cost and/or the attorney
fees for the other party?
If so, in which situation is the losing party ordered to pay, and what is the amount
ordered? Please also specify the governing law and the applicable clauses.
３１．裁判手数料と代理人弁護士費用はそれぞれ敗訴者が負担することが認められるので
しょうか？
YES の場合、それぞれどんな場合にどの程度の額が認められるのでしょうか？その根拠と
なる法律及び条文も教えて下さい。
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In France, Court fees are almost negligible, and the bulk of the costs for litigants
are attorney fees.
According to article 700 of the French civil procedure code, the Court/judge may
indeed order the losing party to reimburse part or all of the legal costs incurred
by the “winning” party, including attorney fees.
The order to the “losing” party to reimburse legal costs (including inter alia
the infringement-seizure costs, and the professional fees of the attorney-at-law
of the “winning” party) to the “winning party” is a discretionary decision of
the Court. Which means that, the Court will, on a case per case basis, decide:
- either that each party will have to bear its own costs (which means that the
“winning party” is not reimbursed at all) ; it can happens when the judge has mixed
feelings about the outcome of the case (for instance when the judge has to reject
the infringement action because of lack of proofs of infringing acts, but
nevertheless suspects that the defendant has committed such acts) ;
- or that part of the legal costs are to be reimbursed by the “losing” party to
the “winning party” ; it is usually the case when the infringement is upheld and
the plaintiff wins ; but the judge rarely grants a reimbursement covering the entirety
of the legal costs of the winning party (the fact to provide the Court with the
invoices of the bailiff, of the patent attorney and of the attorney-at-law can
sometimes increase the amount of the reimbursement granted). It means that the amount
of reimbursement ordered will depend on each case but will rarely reach the full
amount of the legal costs involved.
However, since the Judge has discretion and is not required to provide grounds for
awarding costs, it is not always possible to predict the result on this issue.
On average, the amount of reimbursement granted to the “winning party” in patent
infringement cases is in the range of 20 000 euros to 40 000 euros, but it can climb
to 200.000 – 250.000 euros in most complicated cases.
The trend is that the amounts are increasing, and “winning” litigants may now expect
a better recovery of legal costs.
フランスでは、裁判手数料はほとんど微々たるもので、訴訟当事者の費用の大半は代理人
弁護士費用である。
フランス民事訴訟法第 700 条によれば、裁判所／裁判官は、実際に敗訴者に対し、代理人
弁護士費用を含む、「勝訴」者に発生した訴訟費用の全部又は一部を補償するよう命じる
ことができる。
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「敗訴」者に「勝訴者」の訴訟費用を補償させる命令（とりわけ、侵害の証拠保全費用、
及び「勝訴」者の代理人弁護士費用を含む。）は、裁判所の裁量により決定する。すなわ
ち、裁判所は、個別の事例ごとに、次のいずれかについて決定を下す。
- 各当事者が自身の費用を負担すること（つまり、「勝訴者」には、全く支払われないと
いうことである）。裁判官が訴訟の結果に対して複雑な心境にある場合にこの決定となり
得る（例えば、裁判官が、侵害行為の証拠がないので、侵害訴訟を却下せざるをえなかっ
たが、被告が侵害行為を行ったと疑っている場合）。
- 又は、訴訟費用の一部を「敗訴」者が「勝訴者」に補償すること。通常は、侵害が認定
され、原告が勝訴する場合にこの決定となる。ただし、裁判官が勝訴者の訴訟費用を完全
に賄う補償を認めることは滅多にない（執行官、弁理士及び代理人弁護士の請求書（イン
ボイス）を提出した事実があると、認められる補償額が増える時がある）。命令される補
償額は、各事件に応じて決まるが、関係する訴訟費用全額が認められることは滅多にない
ということである。
しかしながら、裁判官に裁量権があり、費用の裁定に関して理由を示すことが求められな
いため、この問題に関しては常に結果を予測できるという訳ではない。
特許権侵害訴訟の「勝訴者」に認められる補償額は、平均して 2 万ユーロから 4 万ユーロ
の間であるが、最も複雑な事案では 20 万ユーロから 25 万ユーロにまで達することもあり
うる。
補償額は増加傾向にあり、現在では、「勝訴」者は、訴訟費用についてより高い回収率を
期待することができる。
31-2

The trend の背景は？

損害賠償額はもっと引き上げられるべきだという、判事の声があった。
侵害者が法的費用も含めて全額負担するというのは、理に適った考え方である。
31-3

The trend は今後も続きそうですか？

はい。
31-4

The trend についてどう思われますか？

望ましいトレンドだと思う。
より法的費用が多く回収できるようになれば、より訴訟が起こしやすくなる。

32. Does the court award punitive damages?
If so, in which situation are punitive damages awarded and what is the amount awarded?

- 623 -

Please also specify the governing law and the applicable clauses.
If not, what is the underlying idea for not awarding punitive damages?
３２．懲罰的賠償は認められるのでしょうか？
YES の場合、どんな場合にどの程度の額が認められるのでしょうか？その根拠となる法
律及び条文も教えて下さい。
NO の場合、どんな思想が基にあって認められていないのでしょうか？
Compensation is supposed to be limited to the damage actually suffered and justified :
punitive damages are not provided for under French Law. See above 28.
EU directive 2004/48/EC could have introduced punitive damages but in the end, the
European Parliament decided not to do so. French civil law does not provide for
punitive damages (the compensation is supposed to exactly correspond to the damages
actually suffered by the right-holder, as it is the case for general liability
regime).
賠償は、実際に被った損害で、正当な理由があるものに限定されなければならない。懲罰
的賠償は、フランスの法律では規定されていない。上記の問 28 を参照。
EU 指令 2004/48/EC は、懲罰的賠償を導入する可能性があったが、最終的には欧州議会が
否決した。フランス民法は、懲罰的賠償を規定していない（賠償は、一般的な賠償責任が
そうであるように、権利者が被った損害と正確に一致しなければならない）。
32-2

懲罰的賠償は今後も認められるようになることはなさそうですか？

いいえ。
日本と同様に、民法の哲学から考えられない。
32-3

US では enhanced damage（懲罰的賠償＋弁護士費用）という言葉があるが、フラン

スではどうか？
その様な言葉はない。

33. What would you mention as the unique characteristics of the system for damages
available in France when compared with similar systems available in other countries
(US, GB, DE, etc.)
３３．他の国（US, GB, DE, etc.）の損害賠償制度と比較した特徴は何でしょうか？
By contrast to UK or DE, the amount of damages in France can be decided together
with the infringement action on the merits.
By contrast to the US, there are no punitive damages.
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英国やドイツと比較した場合、フランスの損害賠償額は、本案訴訟とともに決定される可
能性がある。
米国と比較した場合、懲罰的賠償制度が存在しない。
33-2

損害賠償額について、US や FR は本案訴訟と一緒に決定するのが通常であるのに対

し、UK や DE は本案訴訟と一緒に決定しないのが通常ですが、この差にはどのような考え
方があるのでしょうか？（英米法と大陸法の違いとは別の観点の考え方があるのか）
よい質問。
同時にやった方が、全体として効率的と考える。ただし、フランス判事はそう考えている
ようだが、必ずしもそうとは言えない。必要な場合には、専門家を集めて判断することも
ある。専門家が計算した方が、金額はより正確で高くなる傾向がある。裁判官のみで判断
する場合、詳細な判断が行い難いため、金額はより不正確で低くなる傾向がある。
33-3

裁判官の方がコンサバなのでしょうか？

はい。

B. Questions concerning the status of use of the systems for damages in patent
infringement lawsuits in France
B フランスの特許権侵害訴訟における損害賠償の利用実態に関する質問
39. How is an amount equivalent to a reasonable royalty calculated?
Is there any database that can be used for calculating an amount equivalent to a
reasonable royalty in France?
３９．実施料相当額の算出方法はどのようにされるのでしょうか？
算出に利用できるデータべースは仏国には存在しますか？
There is no specific rule or method for calculating the amount equivalent to a
reasonable royalty.
We usually review commercial databases (such as RoyaltyStat and RoyaltySource) or
professional studies for finding comparable or similar licensing agreements in the
same field of the product/process concerned, to provide the Court with the most
relevant information and real-life examples in this regard (the terms commonly or
already applied in a given field).
実施料相当額の算出について特定のルール又は方法は存在しない。
我々は、通常は、この関連で最も関係のある情報や実例（所定の分野において一般的に又
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は既に適用される条件）を裁判所に提出するために、商業データベース（RoyaltyStat 及
び RoyaltySource など）や専門的な研究を検討したりして、関連製品／方法と同じ分野の
比較可能な又は類似のライセンス契約を見つけている。
39-2

ロイヤルティーに基づく算定は、ライセンスしたくないのに結果的にしたようなも

のであるため、通常のロイヤルティーより高くなる筈では？
その場合の算定結果は、通常のロイヤルティーより高くなる。

47. From the standpoint of a patentee's attorney, what are the good points, points
to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved or
difficult-to-use points of the system for damages in France?
４７．特許権者の代理人の立場から、フランスの損害賠償制度の良い点、維持すべきと考
えている点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい点
は何でしょうか？
From the standpoint of a patentee's attorney,
・the good points are that:
〇there are multiple, combinable systems of assess damages,
〇 infringement seizure and right to information are valuable tools to access
information relevant to the assessment of the amount of damages to be claimed,
・the plaintiff has the option of appointing an amicable expert to support the damage
claims, which is not very costly and brings credibility to the case.
・it would be an improvement to apply the punitive damages system in France.
特許権者の代理人の立場からは、
・良い点は次の通りである。
〇損害を査定するためのシステムが複数あり、それらを結びつけることができること
〇侵害の証拠保全と情報に対する権利が、請求された損害賠償額の査定に関連する情報に
アクセスするための貴重な手段であること。
〇原告は、損害賠償請求額を裏付ける友好的な鑑定人を任命することができること。これ
には費用はあまりかからず、主張を信頼できるものにしてくれる。
・フランスにおいて懲罰的賠償制度を適用すれば、改善されることになるだろう。
47-2

amicable expert とは？

独立した専門家。客観的な情報に基づくため、裁判官にウケがいい。
フランスではよく使われる。
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専門家は原告被告双方が立てることが可能。原告側はより高い損害賠償を算出するために
利用し、被告側はより低い損害賠償を算出するために利用する。これに加えて、裁判所も
専門家を立てて、専門家が計３者となることもある。
その場合であっても、最終的には、どの情報や数字を使うべきか、裁判所が判断する。
フランスでは、多くの場合原告被告双方が専門家を立てる。特に大型訴訟の場合はそうで
ある。
47-3

その予想（it would be an improvement to apply the punitive damages system in

France.）には根拠は？
個人的な見解であり、客観的な根拠はない。

48. From the standpoint of an alleged infringer's attorney, what are the good points,
points to be maintained or user-friendly points and bad points, points to be improved
or difficult-to-use points of the system for damages in France?
４８．被疑侵害者の代理人の立場から、フランスの損害賠償制度の良い点、維持すべきと
考えている点又は利用しやすい点／悪い点、改善すべきと考えている点又は利用しづらい
点は何でしょうか？
From the standpoint of an alleged infringer's attorney, it would be important not
to apply the punitive damages system in France, and to maintain the current system
(compensation of all the damages caused by the infringement, but only the damages
and nothing more).
The good point is that plaintiffs bear the burden of proof for quantum of damages.
Many plaintiffs are reluctant to disclose sensitive information such as margins or
turnover values, so that at times plaintiffs are not in a position to make a clear
and convincing case about extent of damages.
被疑侵害者の代理人の立場からは、フランスでは、懲罰的賠償制度を適用せず、現行の制
度（侵害により被った損害の全部の補償。ただし、損害のみ補償されるのであって、それ
以上ではない）を維持することが重要であろう。
良い点は、損害の額の立証責任を原告が負うことである。多くの原告は、利益や売上高な
どの機微な情報を開示したがらないので、時には、原告が損害の程度について明確かつ説
得力のある根拠を示せないことがある。
47&48-2

フランスの損害賠償は全体として、特許権者側は quick and easy to be allowed

to carry out an infringement-seizure、被疑侵害者側は cancellation of the seizure
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order や validity of the seizure や request that the bailiff put documents under seal、
と双方にとってユーザーフレンドリーな点があるようですが、両者のバランスは取れてい
ますか？
いいえ。
47&48-3

No の場合、バランスはどちら寄りと考えますか？

損害賠償額が低い場合が多い。若干は改善されきているが。
47&48-4

そう思われる理由は？

法的には既に整っているが、判事が法の適用においてそのような適用をするように至って
いない。
47&48-5

それに対して法改正又は現場の対応として今後どのようにすべきだと考えます

か？
判事に対して、損害賠償額を上げてもらえるように理解を促す試みが必要。
権利者側としては、裁判所に全ての情報を提出し、それらの材料をきちんと評価して損害
賠償額を正確に算出してもらえるようお願いする意見書を出すという手も考えられる。

IV. Question concerning the patent infringement lawsuit system in Japan
Ⅳ 日本の特許権侵害訴訟システムに関する質問
49. Please tell us about what you think are the good or bad points of the patent
infringement lawsuit system in Japan.
４９．日本の特許権侵害訴訟システムで良い又は悪いと考えている点についてお聞かせ願
います。
Good point of patent infringement lawsuit system in Japan
- Speed of proceeding: It is good that the first instance of patent litigation could
give decision around 12 months.
- Cost of litigation: It seems that the cost of litigation is not so expensive than
the cost in US or UK.
- Fairness: It seems that there is no difference in treatment at court, between
overseas plaintiff and Japanese plaintiff. We could feel fairness in courts in Japan.
Bad points of patent infringement lawsuit system in Japan
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- Low win rate of patentee: It seems that win rate of patentee is not so high (around
25% in 2010 - 2014).
- Difficulty of gathering proof of infringement: Seizure of proof is only gathered
after infringement is examined and confirmed at the court. Thus, it is difficult
to get proof of infringement which could be used in the litigation. It is more
difficult to get proof for patent of process of manufacturing.
- Low amount of damage at court decision: Compared to claimed amount of damage,
decision gives low amount of damage. (we heard it is around 30% of claimed damage)
In view of patentee, it is not so attractive to start litigation.
- High rate of amicable settlement, before getting any decision of infringement
lawsuit. (We heard it is around 25% which goes to decision, and 75% goes to
settlement.) Thus, in view of patentee, it is hard to expect getting decision of
injunction or damage.
日本の特許権侵害訴訟システムの良い点：
- 訴訟手続のスピード：特許訴訟の第一審の判決が 12 ヶ月ほどで出される点が良い。
- 訴訟費用：訴訟費用は、米国や英国に比べて高すぎないと思われる。
- 公正さ：外国人の原告と日本人の原告とで、裁判所における取り扱いに差がないと思わ
れる。日本の裁判所は公正だと考えられる。
日本の特許権侵害訴訟システムの悪い点
- 特許権者の勝訴率が低いこと：特許権者の勝訴率はあまり高くないと思われる（2010 年
～2014 年は 25％ほど）。
- 侵害の証拠集めが困難：証拠の保全は、裁判所で侵害の審理が行われ、確認されて初め
て行われるので、訴訟で利用できる侵害の証拠を入手するのが難しい。製法特許の証拠の
入手はさらに難しい。
- 裁判判決での損害賠償額が低い：請求された損害賠償額に比べて、判決で認められる損
害賠償額が低い（聞いたところでは、請求された損害賠償額の 30％ほどということだ）。
特許権者にとっては、あまり訴訟を開始する魅力がない。
- 侵害訴訟の判決が出される前の和解率が高い。（聞いたところでは、判決まで行くのが
25％ほど、和解するのが 75％ということだ。）したがって、特許権者にとっては、差止め
又は損害賠償の判決を得ることを期待するのが難しい。
49-2

証拠収集について、日本は特にどの国の制度を参考にすべきだと思いますか？

フランス。
49-3

その理由は？
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フランスの証拠収集のシステムは効率的だと考えている。
49-4

損害賠償について、日本は特にどの国の制度を参考にし、どの程度の額を目指すべ

きだとだと思いますか？
フランス。
49-5

その理由は？

客観的な形で損害、マイナスを計算する必要がある。
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【フランス裁判官】
Ⅰ

証拠収集

１．全般
1-1

フランスの証拠収集の制度全般について、特に良い点／悪い点は？

フランスでは、“saisie-contrefaçon” (差押手続)のおかげで証拠収集が非常に容易と
なっている。特許権者は、判事から、いわゆる侵害者の下へ直接行って、見本、商業文書
や技術文書、計算書類、会計書類を入手する機会を認められる決定を得ることができる。
この決定は一方的に行われる。裁判所には、当事者判事（Standing judge）が常駐してお
り、この判事は、特許権者の説明を聴取し、既に収集された証拠を見た上で、差押の請求
について判断を行わなければならない。
２．Seizure の利用状況
2-1

近年のフランスの特許訴訟において、Seizure が利用された割合は？

昨年には、特許訴訟は全て、差押手続後に提訴された。
差押手続は、特許権者が既に十分な侵害の証拠を持っていても請求される。なお、特許権
者が差押手続を通じて探しているのは、侵害の出所であるという証拠、どの企業が侵害疑
義商品を販売しているのか、どの企業が侵害疑義商品を製造しているか等である。
また差押手続は侵害の規模や損害を立証するために必要な会計書類を入手するための方
法でもある。
フランスでは、特許権者は、同じ訴訟において、損害賠償請求も行うので、訴訟手続の開
始時点で、かかる損害の証拠を提出することも要する。
2-2

Seizure 以外では、主にどのような方法で証拠収集が行われるのか？

別の主要な証拠収集方法は、私たちが“constat d'achat”（購入認定書）と呼んでいる
ものである。特許権者が選出した執行官が、自分が目撃する以下のことについて説明する
（フランスにおける報告書の原則。またフランスの執行官が宣誓して就任した人物である
ことを想起されたい）。
–

執行官は、手に何ももっていない男／女が店に入っていき、その後、何かを手にも
って店から出てくるのを目撃した。執行官は、その購入（物）について説明し、商
品と札（ticket）に自身の氏名と印を付ける。
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–

執行官は、ある者が何かをウェブサイトで直接購入したことを説明し、次に、その
袋が到着するとその包装、その袋の中に入っている商品と商品に入っている書類に
ついて説明する。執行官は、その包装、商品、書類に自身の印を付す。

これらの書類と物が裁判所に提示されると、裁判所は、当該商品がこうした店舗やウェブ
サイトからのものであることを確信する。
saisie-contrefaçon 命令を受ける前に、開始のための証拠が必要なので、購入認定書が差
押手続に先行して提出されることが非常に多い。
2-3

Seizure や Seizure のキャンセルが乱発されていると聞いたが、それは本当か？その

理由は？
裁判所によって指定された執行官が命令の条件を遵守せず、許されているよりも多くの書
類を持ち出すために、差押手続が取り消されることがある。しかし、取消の最たる理由は、
執行官の補佐として指名された専門の弁護士（professional practitioner）が通常は特
許権者の代理人であり、その者が差押の活動の指図を行うことが非常に多いということで
ある。これは執行官の役割であって、弁護士の役割ではない。
そうなると、裁判所は、必ず、執行官が自身の仕事をしなかったと判断し（差押について
責任を負う唯一の人物は、執行官であり、彼が裁判所を代理しているのである）、差押報
告書を取り消す。
取消の理由はもう一つある。この手続は非常に効率の良いものなので、企業の中には、差
押に行く権利を得て、侵害を主張して競合者の書類を押収する企業がある。本案の審理の
段階で、裁判所は、侵害がなく、非常に激しい競争状況にあること、そして特許権者が実
際には別の製品や別の製法（しかもこの新しい方法は秘密に保持されている）を開発した
競合者の技術文書に関心があったこと、つまり、特許権者が実際に知りたがっていたのは、
競合者のノウハウであったことに気が付く。
2-4

将来的にはどのように変わっていくべきか？

解決策：
第一に、判事が、特許権者から完全に独立した専門の弁護士を選任するのが良いと私は考
える（これは破毀院（Cour de Cassation）の見解ではない）。破毀院は、特許権者の弁護
士が、差押活動の補佐をすることができると認めている。その理由は、この弁護士が特許
権者の被用者ではないことである。弁護士は、独立した職業であるので、従属した立場に
はない。
第二に、判事が、侵害の判決が言い渡されて初めて、計算書類や会計書類を入手する権利
を特許権者に認めるのが良いと考える。
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３．Seizure における機密情報の保護
3-1

Seizure における機密情報の保護は、妥当 or 不足 or 過剰？その理由は？

秘密情報は、差押手続においては本当に保護されていると考える。侵害疑義者が一部の書
類について秘密であると告げれば、執行官がそれを保管し、それらを特許権者には引き渡
さないからである。
その後、当事者らが裁判所に出廷し、差押を認可した判事が、時には鑑定人を指名して、
当該書類が秘密書類かを判断する。
二つ目の理由として、判事は、秘密書類に関する協議を避けるために、その判断において
ますます慎重になっており、関連書類の一覧表を作成しようとするようになっているから
である。
3-2

将来的にはどのように変わっていくべきか？

差押手続は、既に一部の書類の機密性を考慮に入れて、変更されている。現在では、執行
官が自身で保管する書類の開示又は非開示についての決定が多数行われている。
４．Seizure の濫用防止のための対策
4-1

Seizure の濫用防止のための対策は、妥当 or 不足 or 過剰？その理由は？

差押手続の濫用的な利用を阻止するための主な手段は、判事の働きに応じて決まってくる
と考える。
4-2

将来的にはどのように変わっていくべきか？

判事は、差押を命じる際に慎重になる必要がある。侵害とされる行為についての十分な証
拠を入手し、特許権者がさらなる証拠を入手することが必要な理由を考慮し、許可を与え
る措置、必要な書類の一覧表を作成する必要がある。差押の対象を侵害の問題に限定しな
ければならない。
ただし、より複雑であるのは、特許権者が言わなかったことを想像することであり、手続
が終了した時点で、侵害疑義者が侵害者だと宣言されなかった場合には、当該侵害疑義者
をどれほど深刻な状況に陥らせることになり得るのかということを想像することである。
５．他の国（US・UK・DE）との比較
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5-1

Discovery(US)・Disclosure(UK)・ Inspection(DE)と比較した場合の、Seizure の特

徴は？
フランスの差押手続に固有の特徴は、商品の見本や書類が差押の申立人に直接渡されると
いうことである。
discovery や disclosure は、コモンロー法系の手続の一部であるので、これとは全く異な
る手続となっている。これらの証拠収集手続を、大陸法系の証拠収集手続と比較するのは
非常に難しい。
5-2

Inspection(DE)はあまり利用されていないようだが、Seizure はなぜ多く利用されて

いるのか？
ドイツの inspection 手続は、あまり頻繁には利用されていない。フランスの差押手続ほ
ど頻繁には利用されていない。これは、仏独では裁判所に提出される証拠のレベルが同じ
ではないからである。
ドイツでは、特許を取り扱う裁判所が二つあり、一方で侵害が、もう一方で特許の有効性
が扱われる。侵害を扱う裁判所では、特許の有効性が強く推定されるので、非常に強力な
証拠を提出する必要はない。
特許権者が信頼性のある証拠を提出すれば、ドイツの判事にとっては十分であり、立証責
任は転換される。つまり、侵害疑義者が侵害がないことを立証しなければならなくなる。
これには、歴史的・文化的な理由がある。ドイツの特許庁は、特許を付与する際に、常に
非常に厳格な審査を行っているのである。
フランスには、特許を取り扱う裁判所は一つしかなく、特許権の侵害と有効性を同時に扱
っている。侵害者は、無効の主張により抗弁するのが慣例となっている。フランスの特許
庁は、ドイツの特許庁と同じ審査は行っていない。フランスの特許庁は、特許を付与する
前に新規性の審査しか行っていない。したがって、フランスの特許の有効性は強く推定さ
れない。
このため特許権者は、裁判所に非常に強力な侵害の証拠を提出するのが慣例となってお
り、差押手続がこの可能性を特許権者に与えるものとなっている。
Ⅱ

損害賠償

６．全般
6-1

フランスの損害賠償の制度全般について、特に良い点／悪い点は？

フランスでは、特許権の侵害と損害賠償請求は単一の訴訟で行われるので、特許権者が、
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差押手続において有用な証拠を全て収集した場合には、この二つの点について2年で判決
を得ることができるときもある。
もっとも、実際には、特許訴訟では損害賠償が主要な争点ではないので、特許権者の主張
についての立証は行われていない。
７．侵害の認定と損害賠償額の認定の関係
7-1

ドイツやイギリスとは異なり、フランスでは侵害の認定と損害賠償額の認定が一つの

訴訟で争われるが、その良い点／悪い点は？
すでに回答済み。
８．損害賠償の額
8-1

フランスの損害賠償の額は、妥当 or 低い or 高い？

損害賠償額は、裁判所に提出された書類によって決められる。
特許権者が、自己の損害額を算定するために十分な書類を提出する場合には、商業的な損
害、侵害者によって奪われた投資の回収分、名声の喪失に対する賠償金を回復する損害賠
償を得ることになる。
特許権侵害が確定した場合であって、特許権者が訴訟手続前に入手できなかったときに
は、侵害者に対して、特許権者に会計書類を引き渡すよう命じることがある。侵害者は、
当該書類を引き渡さなければならず、引き渡さなければ処罰の対象となる。
次に、私たちは、当事者らに和解の機会を与え、和解に至ることができなかった場合には、
裁判所に再度戻り、損害賠償に関する判決を受けることを認めている。
侵害者が侵害から大きな収益を受けており、損害額について正当な理由を見出すためには
書類が必要だと私たちが考える場合には、手続を二つのパートに分けることを決定する。
私たちは、専門家は避けるようにしている。というのは、審理期間が長すぎるし、特許訴
訟の当事者らは、大抵は、書類が引き渡されれば、損害額を算定する手段を有しているか
らである。
8-2

将来的にはどのように変わっていくべきか？

私たちは、この手続を二つのパートに分けることをますます増やしていくと考える。最初
のパートが特許権の侵害と有効性に関する手続であり、次のパートが会計書類を入手し、
和解に至るための6か月の猶予を与えた後の、損害賠償に関する手続である。6か月の猶予
の後に和解に至ることができなかった場合には、当該事案は法廷に戻って、損害賠償に関
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する最終判決を受けることになる。
９．損害賠償の計算方法
9-1

フランスの損害賠償の計算方法は、妥当？

EU 指令を実施する国内法である知的財産法（CPI）第 L615-7条に関する損害額の算定を行
っている。
侵害者に対して抑止効果をもたせる損害額の算定を行うことができるので、同条の規定は
前進となった。
それまでは、損害額の算定は、特許権者の損失を回復する目的でのみ行われていた。
しかし、今では、侵害者の利益を考慮することが認められるので、非常に大きな違いがあ
る。
9-2

2014 年 3 月に施行された改正
「Code de la propriété intellectuelle Article L615-7」

について、改正の際にはどのような議論があったか？
この改正では、特許権者の損害賠償額を増やすことが目指さされた。しかし、判事は法律
を遵守しなければならないので、特許権者の損失額又は侵害者の利益に名声の毀損による
損害を加えた金額以上を認めることはできない。
本当の問題は、損害の十分な証拠を得ることである。自分の損失が X ユーロだ、侵害者の
利益が Y ユーロだと証言するのでは十分でなく、その事実を証明しなければならない。損
害は事実であり、証明されなければならない。
9-3

国ごとに計算方法が似ていても損害賠償額に開きが出る主な理由は？

違いは、裁判所に提出される証拠によって生じている。
9-4

将来的にはどのように変わっていくべきか？

特許権者が侵害者から有用な書類を入手する方法を整備する必要があると考える。
しかしながら、判決で侵害が認められたにもかかわらず、損害賠償額が低いことがあり、
特許権者が失望することがある。その理由は、侵害者が必ずしも大きな利益を上げていな
いためである。
１０．懲罰的賠償
10-1

フランスにおいて懲罰的賠償は導入すべきか？その理由は？
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フランスの判事の大多数と同様に、懲罰的損害賠償には反対である。それは、これが侵害
に対する解決となるものではないし、またフランスの文化からは程遠いものだからであ
る。
私は民事の裁判官であり、処罰や懲罰的損害賠償は、刑事訴訟に関連するものである。
何らかの懲罰的損害賠償が支払われなければならないとすれば、ペナルティとして国家に
対して支払うことになる。
１１．訴訟費用の敗訴者負担
11-1

フランスにおいて訴訟費用の敗訴者負担はどの位の確率でどの程度の金額が認めら

れているか？
フランスでは、民事訴訟法で認められている場合であっても、勝訴者に多額の賠償金を与
えるということはされてこなかった。フランスでは裁判手数料がかからないことを想起す
る必要がある。
フランスの文化として、司法の「公平な」利用のみではなく、誰もが「無償で」司法を利
用できなければならないというものがある。したがって、この考え方が弁護料に関する解
釈にも影響を与えている。
７年前に変化の兆しが現れ始めたのだが、これを根拠として裁判官の中には、多額の賠償
金を認めることができるとすることに対して反対の者もいる。
私たちは、勝訴者に対してこれまでより多い賠償額を認めている。弁護士からの当時者の
訴訟費用に係る証拠が提出されなければならない。
通常は、暫定的措置として、約80,000～100,000ユーロを与えている。
特に弁護士費用など、訴訟手続の料金に対する平均的な補償額は、それぞれの事案によっ
て異なる。訴額に依るのではなく、その事案の難しさに依る（有効性、侵害、その立証の
ために突き止められ、議論される先行技術）。
最高額は、350万ユーロであった。
容易な事案である場合、裁判所は、約10,000ユーロを与える。「通常の」難しさの事案で
ある場合には、裁判所は、約30,000～50,000ユーロを与える。
11-2

将来的にはどのように変わっていくべきか？

現在のトレンドとしては、勝訴者（特にそれが被告である場合）に多額の賠償金が認めら
れていると考える。
Ⅲ

日本の特許訴訟システム
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１２．訴訟件数
12-1

日本で訴訟件数が少ない点について、どう思うか？その理由は何だと思うか？

多くの理由が考えられる。
-実際の侵害が少ないこと。もっとも、私はこれが原因ではないと思う。
-政策上、侵害を取り締まる意思がない（したがって、特許権者が支援を受けられない）
-司法を容易に利用できない。
-訴訟費用が高い。
-訴訟の期間が長すぎる（司法における時間は、ビジネスのそれとは異なる）
１３．証拠収集
13-1

日本が証拠収集をし易くするにあたり、気を付けるべきポイントは？特にどの国の

制度のどのような部分を参考にすべきか？
EU の統一特許裁判所の手続規則に定められている差押手続が、フランスの差押手続とド
イツの査察（inspection）を上手く妥協させたものであり、良い解決策だと考える。
この手続は、必要な場合や、請求の中で説明されている場合以外は、一方的な手続ではな
い。
差押の範囲（perimeter）が厳密に限定されている。
秘密書類の差押の扱いについては、命令中の記載を見る必要がある。
専門の代理人は、特許権者から独立している必要がある。
書類は、裁判所に引き渡される。
１４．損賠賠償額
14-1

日本が損賠賠償額を高くするにあたり、気を付けるべきポイントは？特にどの国の

制度のどのような部分を参考にすべきか？
侵害によって企業がなした利益の全てを考慮する可能性を認めるのは、損害賠償額を増加
させる上で良い考えである。
侵害者が特許権者に自身の書類を提供するまでの猶予を与え、当事者らに和解に至るため
の猶予を与えて、この猶予期間の後に何が起こるかを見るというのが良い考えである。
裁判所から損害賠償に関する決定を得る機会を中断することは、和解の話し合いに良い効
果をもたらす。
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