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論文上級答練で 

実力を維持していく学習法 
 

【宮口 聡 ＬＥＣ専任講師】 

 

私の講義では 

 

字面だけでなく、図・表・チャートを駆使し、更には、蛍光ペンを駆使することに

よって、右脳と左脳をバランスよく使う講義を展開いたします。 

色のルールは、原則、以下に従いますが、単にメリハリを付けるために色を使い分

けることもあります。 

 

ピンク    →  重要事項、重要キーワード、大項目・中項目の見出し、直接事項 

赤      →  基本的には、ピンクと同じ役割だが、ピンクが無いときやメリハ

リを出したいときに使う。 

オレンジ   →  尚書、論点、問題提起、限定事項、仮定的表現 

黄色     →  具体例（肯定的な具体例）、例外の例外（青の逆）、 新の改正

部分 

緑      →  理由付け 

青      →  但書や除き書等の例外的事項、否定的内容、否定的具体例、冒認

者や侵害者等の悪い奴 

紫      →  基本的には、青と同じ役割だが、青が無いときやメリハリを出し

たいときに使う。 
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受験生の皆さん、「８合目合格の原則」を御存知でしょうか。 

富士山の頂上が目指すべきゴール地点だとしたら、要領の良い人であれば、その８合目付近

で合格してしまう（上級者になる前に受かる）という原則です。 

つまり、合格するためには必ずしも上級者たる実力を要しないということですね。ところが、

実際は、この原則に当てはまらずに不本意ながらにして、上級者になる方が多いわけです。 

８合目を超えると不思議なことになかなか受からないわけです。 

「真の上級者」とは、フルスペックで答案を書くと相当凄いことになるが、時間と流れ・バ

ランスを考慮し、いわばデチューンバージョンの無難な答案を書くことができる実力を有する

人のことを言います。 

「上級者のつもり」の人は、知識をひけらかそうとするあまり、流れ・バランスが崩壊し、

却って採点者の心証を害し、芳しくない結果に終わります。 

なぜ、そうなってしまうのか。 

 

（原因その１） 

出題範囲が予め定められているタイプの答練には強いが、本試験のように範囲の限定がなく

なると弱い。 

  これは「答練」と「本試験」の違いに起因するものです。 

確かに、予備校の答練には出題範囲を予め設定しているものが多く、無限定のものは殆ど

ありません。 

したがって、その辺は、出題範囲無限定の上級者向けの答練を受講するなどして解決を図

る必要があるのです。 

 

（原因その２） 

本試験の雰囲気に圧倒されてしまう。 

要するに、答練の雰囲気と本試験の雰囲気の違いです。誰もが認めるような実力者が口述

試験で落ちたりすることがありますが、これと同じように、答練でトップを走っているよう

な人が論文試験で落ちることは珍しくありません。 

これを打破するには、現場に来て（教室に来て）答練を受けるのが効果的です。特に通信

の方で効果が上がっていないという方は是非、答練会場に足を運んで受ける努力をして下さ

い（ちなみに、私もかつては片道３時間掛けて答練を受けに行っていましたよ）。 

なお、本番で物怖じするタイプでない人は、通信でも大丈夫でしょう。 
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（原因その３） 

 余計なことを書いてしまいがちである。 

  上級者は合格に必要な知識を有していますが、却ってそれが裏目に出ることがよくありま

す。自分の得意分野の問題が出たりすると、ここぞとばかりに沢山書くわけですが、結果的

に訊いてもいないことを書いてしまっていることが多いという人は要注意です。それは真の

上級者とは言えません。 

もっと、問題文をよく読み、考える時間を増やしてください。そうすれば、答案を書く時

間が必然的に少なくなりますが、余計なことを書かずに済むので、却って良い点が取れるよ

うになります。 

 

（原因その４） 

 「文字が読みにくい」とコメントされることが多い。 

 点数は良いが「文字が読みにくいです」とか「もっと丁寧に書いてください」等のコメント

を付されることが多い方は要注意です。 

予備校の答練では、採点講師側に丁寧に採点する責任があるので、読みにくい文字で書かれ

ていても、よほどのことがない限りきちんと採点します。 

しかし、本試験でも果たしてそうかについては定かではありません。受験生を安心させるた

めに、「字の上手い・下手は関係ない」と実しやかに言われることもありますが、実際に、字の

読み易い受験生は短期で受かり、字の読み辛い受験生は受からないか、又は受かっても長期に

亘る傾向が見られます。 

したがって、読みやすい文字で書くに越したことはありません。普段読みにくい文字で書か

れている方でもスピードを落とせば、読みやすい文字が書けるはずです。勿論その分、書ける

量は少なくなりますが、余計なことを書かずに済むという大きなメリットがあります。今一度、

自分の答案を振り返って見て下さい。 

 

（原因その５） 

 しょうもないミスをよくやる。 

 問題の読み違い、受験番号未記入、答案用紙選択ミス、未完成答案等の形式的かつ重大なミ

スをしている可能性があるということです。 

日頃はこういうミスをしないという方でも、本番はいつもと状況が異なるわけですから、何

が起こるか分からないということを前提に、普段以上の注意力をもって臨んで欲しいです。 

 そういった意味においても、本試験と同等レベルの論文上級答練を受け続けることで、そう

いった、しょうもないミスを撲滅できると確信します。 

  

以上、気付いた点について述べてきましたが、「上級者のつもり」の人も、知識的には十分な

はずですから、上記の点に注意すれば、合格を勝ち取ることができるのです。 

論文上級答練を通じて、是非、「真の上級者」になりましょう。 
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論文上級答練 サンプル 

 

 問 題   

 

自動車メーカー甲は、2016 年４月１日から発動機メーカー乙が製造販売しているハイブリッ

ドエンジンＡ（１個当たりの販売価格は100万円であり、利益率は20％である。）と発動機メー

カー乙が製造販売しているディーゼルエンジンＢ（１個当たりの販売価格は50万円であり、利

益率は20％である。）を年間2000個の割合で購入し、ＡとＢを組み合わせて作ったディーゼル

ハイブリッドエンジンＸを搭載した乗用自動車を販売している。 

また、自動車メーカー甲は2017年４月１日から発動機メーカー乙が製造販売しているハイ

ブリッドエンジンＡと発動機メーカー丙が製造販売しているディーゼルエンジンＣ（１個当

たりの販売価格は25万円であり、利益率は８％である。）を年間1000個の割合で購入し、Ａ

とＣを組み合わせて作ったディーゼルハイブリッドエンジンＹを搭載した乗用自動車を販売

している。 

さらに、自動車メーカー甲は2018年４月１日から発動機メーカー乙が製造販売しているハ

イブリッドエンジンＡと発動機メーカー丁が製造販売しているディーゼルエンジンＤ（１個

当たりの販売価格は 50 万円であり、利益率は 10％である。）を年間 500 個の割合で購入し、

ＡとＤを組み合わせて作ったディーゼルハイブリッドエンジンＺを搭載した乗用自動車を販

売している。 

ディーゼルハイブリッドエンジンＸの特許発明イにつき特許権（2020年３月31日に存続期

間が満了）を有していた乙は、正当な権原及び正当理由なき丙、丁を被告として損害賠償請

求（民法第709条）訴訟を提起した。 

これに対し、丁は、裁判所が侵害成否の判断を示す前に提示された和解案（被告製品を販

売開始してから乙の特許権の存続期間が満了するまでに甲に販売した被告製品の総売上額に

対し実施料率３％（侵害認定後は原告主張の実施料率６％）を乗じて算出した額を支払うこ

と）に即座に応じたが、丙は応じなかった。 

なお、Ｂ、Ｃ及びＤには、Ａと組み合わせて用いる用途以外の用途は無いものとし、損害

額の算定にあたっては、問題文に書かれていること以外の事情は考慮しないものとする。ま

た、消滅時効（民法第 724 条）も考慮しないものとする。さらに、特許無効理由、及び存続

期間の満了以外の特許権消滅事由も考慮しないものとする。 

かかる場合において、以下の設問に答えよ。 

 

⑴ 丁が裁判所の和解案によって乙に支払うべき金額はいくらか。ただし、訴状送達の翌日

から支払い済みまでに生ずる法定利息は考慮しないものとする。 

 

⑵ ディーゼルハイブリッドエンジンＹは、乙の特許発明イの技術的範囲に属するか否かに

ついて論ぜよ。ただし、Ｃは、Ｂの下位概念ではなく、Ｂに何らかの構成要素を付加させ

たものでもないものとする。 

 

⑶ 丙との訴訟において、乙が主張・立証すべき事項について、均等論と間接侵害を併せて

適用することの是非及び具体的な損害算定額に触れつつ論ぜよ。 

【１００点】 
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 主要論点 
 
１．均等論（ 判Ｈ10.2.24） 

２．間接侵害（101条） 

３．損害賠償請求（民709条） 

４．102条１項 

５．102条２項 

６．102条３項 

７．102条４項 

８．103条 

 

 

 題意把握メモ 

 

乙：ディーゼルハイブリッドエンジンＸの特許発明イの特許権者 

 

甲：ディーゼルハイブリッドエンジンＸ（Ａ＋Ｂ）を搭載した乗用自動車を製造販売 

甲：ディーゼルハイブリッドエンジンＹ（Ａ＋Ｃ）を搭載した乗用自動車を製造販売 

甲：ディーゼルハイブリッドエンジンＺ（Ａ＋Ｄ）を搭載した乗用自動車を製造販売 

 

乙が原告 

Ｘ（イ）の特許権者

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞＡ 

（乙が製販） 

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙＢ 

（乙が製販）

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙＣ 

（丙が製販） 

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙＤ 

（丁が製販） 

販売価格 100万 50万 25万 50万 

利益率／単位利益額 20％／20万円 20％／10万円 ８％／２万円 10％／５万円 

実施料率／実施料    －    － ６％／1.5万円 ３％／1.5万円 

 

  ２０１６．４．１～       Ａ＋Ｂ ＝Ｘ（イ）  2000個／年 

                 （乙）（乙）（甲） 

 

    ２０１７．４．１～     Ａ＋Ｃ ＝Ｙ     1000個／年 

（乙）（丙）（甲） 

 

       ２０１８．４．１～  Ａ＋Ｄ ＝Ｚ      500個／年 

                 （乙）（丁）（甲） 

４年  ３年 ２年 

 

 

  ２０２０．３．３１（乙の特許発明イに係る特許権の存続期間満了） 
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 答案構成 
 
設問⑴ 1.5万円（＝50万円×0.03（ex-ante））×1000＝1500万円（102条３項） 

設問⑵ １．文理解釈論（70条１項） 

  文言上不一致→文言侵害不成立 

２．均等論（趣旨＆５要件） 

 ∵予想困難、法目的、社会正義・衡平の理念 

①非本質 

 ②目的・効果同一 

 ③製造等の時点で容易想到 

 ④出願時に公知技術でなく、かつ容易に推考できないこと 

 ⑤意識的除外事項でないこと 

設問⑶ 

 

 

 

原告乙は、以下の事項を主張・立証すべきである 

⑴ 乙が特許権者であったこと（満了しているので過去形） 

⑵ 丙が乙の特許権の侵害行為をしたこと（民709条） 

① 直接侵害→不成立 

② 間接侵害→101条１号 

明らかに１号に該当するので、２号の主張立証は不要だが、 

ＣからなるＹがイの技範に属することの主張立証を要する。 

③【論点】均等論と間接侵害の重複適用の可否 

⑶ 故意・過失 

過失の推定（103条）により、過失の立証は不要。 

⑷ 丙の侵害行為により乙が損害を被ったこと（民709条） 

① 原則、特許権の侵害行為との間に相当因果関係のある損害が発生した

こと及び損害額を主張立証すべき（民709条） 

② ただし、以下の特別規定あり（102条） 

ⅰ) 102条１項→３億円（＝10万円×3000個）。尚、２号考慮不要 

ⅱ) 102条２項→6000万円（＝２万円×3000個） 

ⅲ) 102条３項、４項→4500万円（＝25万円×0.06×3000個） 

 

 

 参考文献・参考判例 
 
特許庁編『工業所有権法逐条解説』〔第21版〕発明協会 

ボールスプライン軸受事件（ 判Ｈ10.2.24） 

ペン型注射器事件（大阪高判Ｈ13.4.19）   
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■□ＭＥＭＯ□■ 
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 攻めの答案 
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40

20

設問⑴について 

１．結論 

丁が和解案によって乙に支払うべき金額は、1500万円である。 

２．理由 

丁は、Ｄの販売開始日から乙の特許権の存続期間（67 条１項）が満了する

までの２年間に、甲にＤを 1000 個（＝500 個×２年）販売している。これに

１個当たりの実施料である 1.5 万円（＝販売価格×事前（ex-ante）実施料率

＝50万円×0.03）を乗じて得られる額は1500万円である（102条３項）。 

設問⑵について 

１．文言解釈論 

特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲に基づいて定められる（70条１項）。 

乙の特許発明イに係るディーゼルハイブリッドエンジンＸは、ハイブリッド

エンジンＡと、ディーゼルエンジンＢからなるのに対し、甲が製造販売するデ

ィーゼルハイブリッドエンジンＹは、ＡとディーゼルエンジンＣからなる。よ

ってＹは、文言上、乙の特許発明イの技術的範囲に属さない。 

２．均等論 

文言上属さない場合であっても、あらゆる侵害態様を予想して特許請求の範

囲を記載することの困難性、法目的、社会正義・衡平の理念に鑑み、以下の要

件を満たせば、均等なものとして、Ｙは特許発明イの技術的範囲に属すると解

するのが相当である。 

即ち、①Ｂが特許発明の本質的部分でなく、②ＢをＣに置き換えても、特許

発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、(ⅲ)

置き換えることに、当業者がＹの製造等の時点において容易に想到できたもの

であり、(ⅳ)Ｙが、特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから

出願時に容易に推考できたものではなく、(ⅴ)Ｙが、出願手続において特許請

求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないとき

は、Ｙは特許発明イの技術的範囲に属する。 

設問⑶について 

損害賠償請求とは、故意又は過失に基づく特許権の侵害によって生じた損害

の賠償を請求することをいう（民709条）。 

もっとも、特許法は、特許権侵害訴訟における原告の立証の困難性に鑑み、

民法709条に対する特別規定を設け、立証負担の軽減を図っている（102条等）。 

そこで乙は、以下の事項を主張・立証すべきである。 

１．乙が特許権者であったこと 

この点については、特許原簿（27条）に基づき主張立証すべきである。 

２．丙が乙の特許権の侵害行為をしたこと（民709条） 

⑴ 直接侵害（68条）の成否 

ＣはＹの一部にすぎないことから、乙の特許発明イの技術的範囲（70条１項）

に属さず、直接侵害（68条）は成立しない。 

⑵ 間接侵害（101条）の成否 

裁判所の和解案に従
って計算するだけの、
いわばサービス問題。 
 
もっとも、丁は、侵害
認定前における裁判
所の和解案に即座に
応じていることから、
事前実施料率の３％
が適用される点に注
意が必要！ 

いきなり均等論に飛
びつかないこと！ 
「文言解釈論→均等
論」の流れは、お決ま
りのパターン！ 

最判Ｈ10.2.24「ボー
ルスプライン軸受事
件」に則して、均等論
の趣旨と均等論の５
要件を書くとよい。 

過去形の表現となっ
ているのは、特許権の
存続期間が満了して
いるからである。 

いきなり間接侵害に
飛びつかず、「直接侵
害の成否」→「間接侵
害の成否」の流れで書
くこと！ 

「規範定立→あては
め」の順に書くのが理
想だが、時間と紙面が
なくなるので、いきな
りあてはめをした方
がベターである。 
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 攻めの答案 
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  特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産

にのみ用いる物の生産等をする行為（同条１号）は、特許権を侵害するものと

みなされる（同条柱書）。ここで、「のみ」とは、経済的・商業的・実用的な

他の用途がないことをいうところ、題意より、Ｃには、Ａと組み合わせて用い

る用途以外の用途は無いため、ＣはＹの生産にのみ用いられる物に該当する。 

よって、Ｙが乙の特許発明イの技術的範囲（70条）に属すれば、101条１号

の間接侵害が成立するため、乙としては、101 条１号の主張立証を要し、同条

２号の主張立証は不要と考える。 

  なお、均等論と間接侵害を併せて適用することは、特許請求の範囲による第

三者の予測可能性の二重否定となり許されないとの意見もあるが、特許製品又

はこれと均等の範囲にある製品の製造にのみ用いる物の製造販売等に対し特

許権の効力が及ぶとするのが101条の趣旨に適合するものというべきであるか

ら、均等論と間接侵害を併せて適用すること認めるべきであると解する。 

３．丙に故意又は過失があったこと（民709条） 

侵害には過失の推定が働くので（103条）、過失の立証は不要である。 

４．丙の侵害行為により乙が損害を被ったこと（民709条） 

乙は、侵害と相当因果関係のある損害が発生したこと、即ち、乙が丙のＣの

販売により損害を被ったことを主張立証すべきである（民709条）。 

５．損害額 

⑴ 損害額の算定につき、102条１項乃至３項に基づく主張立証が可能である。 

① 102条１項 

丙が販売したＣの数量、乙の販売するＢの単位数量当たりの利益額を主張

立証する必要があるところ、丙は、Ｃの販売開始から乙の特許権の存続期

間満了までに 3000 個（＝年間 1000 個×３年）販売しており、乙の販売す

るＢの単位利益額が 10 万円（＝１個当たりの販売価格 50 万円×利益率

20％）である。よって、本規定によって主張立証できる損害額は、３億円（＝

10万円×3000個）である（102条１項１号）。 

なお、題意より、102条１項２号の額を算定する必要はない。 

② 102条２項 

丙がＣの販売により得た利益額を立証する必要があるところ、丙は、Ｃの

販売開始から乙の特許権の存続期間満了までに 3000 個（＝年間 1000 個×

３年）販売しており、丙の販売するＣの単位利益額が２万円（＝１個当た

りの販売価格25万円×利益率８％）である。よって、本規定によって主張

立証できる損害額は、6000万円（＝２万円×3000個）である。 

③ 102条３項、４項 

丙は和解に応じていないことから、事後的実施料率（ex-post）を用いて

実施料相当額（102条３項）を算出することが考えられる（102条４項）。 

よって、本規定によって主張立証できる損害額は、総売上7.5億円（＝25

万円×3000個）に実施料率６％を乗じて得られた額（4500万円）である。 

以上 

特許法概説13版P.458 

Ｙがイの技術的範囲
に属することについ
て必ず述べること
（「ペン型注射器事
件」参照）。 

大阪高判Ｈ13.4.19
「ペン型注射器事件」

丁は侵害認定前に和
解しているので、実施
料率３％であるが、丙
は和解に応じていな
いので、侵害認定後の
実施料率６％が適用
される（102条４項）。

「損害額の算定にあ
たっては、問題文に書
かれていること以外
の事情は考慮しない
ものとする。」とある
ので、実施相応数量や
特定数量を考慮する
必要はない。 
 仮に実施相応数量
を考慮したとしても、
特許権者乙は年間
2000個を製造販売し
ているので、1000個は
実施相応数量の範囲
内である。 

【102条３項の趣旨】 
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（青本）。
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 守りの答案 
 

 

ＬＥＣ東京リーガルマインド 弁理士 － 10 － 無断複製・頒布を禁じます 

40

20

設問⑴について 

丁は、Ｄの販売開始から乙の特許権満了までの２年間に、甲にＤを 1000 個

（＝500 個×２年）販売している。この間の売上額は５億円（＝販売価格×販

売個数＝50 万円×1000 個）である。よって、和解金は、５億円に実施料率

（ex-ante）３％を乗じて得られた額（1500万円）である（102条３項）。 

設問⑵について 

１．乙の特許発明イに係るエンジンＸはＡとＢからなるのに対し、甲が製造販売

するエンジンＹはＡとＣからなる。よってＹは、文言上、特許発明イの技術

的範囲（70条１項）に属さない。 

２．文言上属さない場合であっても、法目的、社会正義・公平の理念に基づき、 

⑴ Ｂが特許発明の本質的部分でなく、 

⑵ ＢをＣに置き換えても、特許発明の目的・効果と同一であり、 

⑶ 置き換えることに、当業者がＹの製造等の時点において容易に想到でき、 

⑷ Ｙが特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから出願時に容

易に推考できたものでなく、 

⑸ Ｙが特許請求の範囲から意識的に除外された等の特段事情もなければ、 

均等なものとして、Ｙは特許発明ハの技術的範囲に属する（70条１項）。 

設問⑶について 

損害賠償請求とは、故意又は過失に基づく特許権の侵害によって生じた損害

の賠償を請求することをいう（民709条）。そこで乙は、以下の事項を主張・

立証すべきである。 

１．特許権の侵害があったこと 

⑴ 乙が特許権者であったこと 

特許原簿（27条）に基づき主張立証する。 

⑵ 丙が乙の特許権を侵害していること 

① 直接侵害（68条） 

エンジンＹの構成要素の１つに過ぎないＣは、乙の特許発明イの技術的範

囲（70条）に属さず、直接侵害（68条）は成立しない。 

② 間接侵害（101条１号、２号） 

丙の間接侵害を主張するために、乙は以下の事項を立証すべきである。 

(ⅰ) Ｙが乙の特許発明イの技術的範囲に属していること（70条１項）。 

(ⅱ) 丙の行為が101条１号又は２号に該当すること 

題意より、Ｃには、Ａと組み合わせて用いる用途以外の用途は無いため、

ＣはＹの生産にのみ用いられる物に該当する（101条１号）。 

よって、乙としては、101条１号の間接侵害が成立することを主張立証

すれば足り、同条２号の主張立証は不要と考える。 

③ 均等論と間接侵害の重複適用の可否 

  あらゆる侵害態様を予想して特許請求の範囲を記載するのは困難ゆえに

均等論が適用され、特許権の効力の実効性を高めるために間接侵害の規定が

設けられている点に鑑みれば、重複適用しても何ら問題はないと考える。 

完全に現場思考型の
答案。ペン型注射器事
件を知らなければ、右
の様に展開するしか
ないだろう。 

読み易さを重視した
記載となっている。 



論文上級答練で実力を維持していく学習法 ● 11 

 

 守りの答案 
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２．丙に故意又は過失があったこと（民709条） 

侵害には過失の推定が働くので（103条）、過失の立証は不要である。 

３．丙の侵害行為と因果関係のある損害を乙が被ったこと（民709条） 

乙は、丙のＣの販売により逸失利益が生じたことを主張立証すべきである。 

４．損害額 

⑴ 102条１項乃至３項に基づく主張立証が可能である。 

① 102条１項 

丙がＣを販売開始してから乙の特許権の存続期間が満了するまでの３年

間に3000個を販売しており、乙の販売するＢの単位利益額が10万円（＝販

売価格50万円×利益率20％）である。よって、本規定により主張立証でき

る額は、３億円（＝10万円×3000個）である（102条１項１号）。 

なお、題意より、102条１項２号を考慮する必要はない。 

② 102条２項 

上記同様、丙によるＣの販売個数は3000個である。 

また、Ｃの単位利益額が２万円（＝１個当たりの販売価格 25 万円×利益

率８％）である。よって、本規定により主張立証できる額は、6000万円（＝

２万円×3000個）である。 

③ 102条３項、４項 

丁と異なり、丙は和解に応じていないので、実施料率は３％（ex-ante）

ではなく、６％（ex-post）が適用されるものと考えられる（102条４項）。 

よって、102条３項により主張立証できる額は、総売上7.5億円（＝25万

円×3000個）に実施料率（ex-post）６％を乗じて得られた額、即ち、4500

万円である。 

以上 
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 出題意図   
今回は、損害賠償請求、均等論、間接侵害にスポットを当てました。侵害系といえば、差止

請求（100 条）の事案の方が圧倒的に多く出題されるためか、差止請求の事案には強くても、

損害賠償請求（民709条）の事案には弱い受験生が多く見受けられます。そこで、損害賠償請

求の事案に強くなってもらうため本問を出題しました。 

 

また、本問は、均等論と間接侵害の重複適用の可否について判示した東京高判Ｈ13.4.19「ペ

ン型注射器事件」についても訊いています。下級審判例ではあるものの、実務界ではかなり有

名であり、特定侵害訴訟代理業務試験において頻繁に出題されています。 

 

さらに、102条については、Ｈ30特実Ⅱにおいて出題されましたが、令和元年法改正を契機

として、今後は具体的な算定額を訊いてくる可能性もあることから出題させて頂きました。 
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 解説 
 
１．設問⑴について 

具体的に額を算出させる問題です。裁判所の和解案に従って算出するだけです。 

丁は侵害認定前の段階で和解案に応じているので、３％の実施料率（ex-ante）が適用され

ます。Ｄの１個当たりの販売価格は50万円であり、Ｄを1000個販売しているので、50万円

×1000×0.03＝1500万円となります（102条３項）。 

２．設問⑵について 

均等論（ 判Ｈ10.2.24）について訊いています。メジャー論点であり、上級答練を受ける

レベルの受験生にとっては、特に説明を要しないと思いますが、それだけに完成度の高さが

求められます。均等５要件が欠落する人は殆どいませんが、均等論の趣旨が欠落する人は多

いので気を付けてください。 

また、いきなり均等論に飛びつくのではなく、「１．文言解釈論（文言侵害）」→「２．均

等論（均等侵害）」という順序で書くようにしてください。 

３．設問⑶について 

損害賠償請求訴訟（民709条）における原告の主張立証事項について訊いています。主張

立証すべき事項は、「１．侵害の成立」、「２．故意又は過失」、「３．侵害によって損害が発生

したこと」、「４．損害額」です。 

「１．侵害の成立」では、間接侵害（101 条１号又は２号）がメインとなります。直接侵

害（68条）は成立しないからです。ただ、注意すべきは、ディーゼルエンジンＣを構成要素

に含むディーゼルハイブリッドエンジンＹが乙の特許発明イの技術的範囲（70条）に属する

ことが前提となります。参考判例として、大阪高判Ｈ13.4.19「ペン型注射器事件」が存在し

ます。 

「２．故意又は過失」のところでは、103条の話をすれば十分です。 

「３．侵害によって損害が発生したこと」は、厳密には「損害の発生」と「侵害と損害の

相当因果関係」に分けられますが、厳密に書いても時間と紙面の無駄なので、「丙の侵害によ

って乙に損害が発生したことを主張立証すべきである」と書けば十分でしょう。 

「４．損害額」は、出来・不出来に も差が出るところだと思います。 

【102条１項】 

・１号＝原告製品の単位利益額×被告製品の譲渡数量（実施相応数量を限度とする） 

・２号＝実施相応数量を超えた分（or特定数量分）は、実施料相当額となる。 

 以上の合計額となるが、本問では、題意より、２号を考慮する必要はない。 

【102条２項】 

・被告の利益額を損害額と推定する規定である。 

【102条３項】 

・実施料相当額（＝ex．被告の売り上げ×実施料率）の請求 

・実施料率→事前実施料率と事後実施料率の２種類がある（102条４項参照）。 

 

といったところです。 
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 判例チェック 
 
【最判Ｈ10.2.24「ボールスプライン軸受事件】 

均等論の趣旨と５要件 

 

特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であって

も、（１）右部分が特許発明の本質的部分ではなく、（２）右部分を対象製品等におけるも

のと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するもので

あって、（３）右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常

の知識を有する者（以下「当業者」という。）が、対象製品等の製造等の時点において容

易に想到することができたものであり、（４）対象製品等が、特許発明の特許出願時にお

ける公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、か

つ、（５）対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除

外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右対象製品等は、特許請求の範囲

に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが

相当である。 

特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して特許請求の範囲を記載することは

極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後

に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権

利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することと

なり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばか

りでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となるからである。 
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【東京高判Ｈ13.4.19「ペン型注射器事件」】 

均等論と間接侵害の重複適用 

 

第五 当裁判所の判断 

 

一 本件装置発明について（争点一） 

 当裁判所も、本件装置発明に関する特許の侵害があるとはいえないと考える。 

 その理由は、次に訂正するほか、原判決七二頁二行目から八八頁一行目までに記載された

とおりであるから、これを引用する。 

（原判決の訂正等） 

１ 原判決七五頁一行目の「固定する」の前に「容器を」を加える。 

２ 原判決七七頁末行の「⑦及び」を削る。 

３ 原判決八二頁末行の「持ち運び」の前に「かつ」を加える。 

４ 原判決八四頁末行から八七頁六行目までを削る。 

５ 原判決八七頁七行目の「(四)」を「(三)」と改め、同頁八行目の「ものであり」から次行

の「ないから」までを「ものであるから」と改める。 

 

二 本件方法発明について（争点二の結論） 

  当裁判所も、被告方法は、アンプルの前端部を水平やや斜め上向きにして注射液の調製を

行う点で本件方法発明の構成要件Ｂのうち「アンプルが前端部を上にしてほぼ垂直に保持さ

れた状態で」を充足せず、本件方法発明を文言上侵害するものということはできないが、他

の構成要件についてはこれを充足しており、右の相違点は、「ほぼ垂直に保持する」に代わっ

て置換された方法として、本件方法発明の技術的範囲と均等であり、結局、被告方法は本件

方法発明を侵害するものであると考える。 

  そして、被告装置は、本件方法発明を均等論上侵害する被告方法の実施のみに使用される

ものと認められるから、被告装置の製造等は、本件方法発明を間接的に侵害すると考える。 

  以下の三ないし九において、これらの理由について述べる。 

 

三～七  省略  
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八 被告方法が本件方法発明と均等の範囲にあるか（争点二６）について 

１ 前記一で引用した原判決が説示するとおり、特許請求の範囲に記載された構成中に相手方

が製造等をする製品又は用いる方法（「対象製品等」）と異なる部分が存する場合であっても、

① 右部分が特許発明の本質的部分ではなく、② 右部分を対象製品等におけるものと置き換

えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、③ 右

のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者

（「当業者」）が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであ

り、④ 対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから

右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、⑤ 対象製品等が特許発明の特許出願手続

において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないとき

は、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された製品と均等なものとして、特許発明の技

術的範囲に属するものと解するのが相当である（ 高裁判所平成10年２月24日判決参照）。 

  そして、右各要件のうち、①ないし③は、特許請求の範囲に記載された発明と実質的に同

一であるというための要件であるのに対し、④及び⑤はこれを否定するための要件であると

いうべきであるから、これらの要件を基礎付ける事実の証明責任という意味においては、①

ないし③については均等を主張する者が、④及び⑤についてはこれを否定する者が証明責任

を負担すると解するのが相当である。 

  そこで、被告方法が右各要件を充足するかを、以下検討する。 

  なお、被告方法が本件方法発明の構成要件と異なる部分は、前記５のアンプルの保持方法

の点だけであり、残りの構成要件については、前述したとおり、全て充足することが認めら

れる。 

２ 本質的部分について 

(一) 被告方法が特許発明の方法と均等であるというためには、本件方法発明の特許請求の範囲

に記載された構成中の被告方法と異なる部分が特許発明の本質的部分でないことを要する。右

にいう特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当

該特許発明特有の作用効果を生じるための部分、換言すれば、右部分が他の構成に置き換えら

れるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分を

いうものと解するのが相当である。特許法は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を

奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的としており（特許法１条）、特許を受けるこ

とができる発明は、自然法則を利用した技術的思想のうち高度なものであって（同法２条１項）、

特許出願前に公知ではなく、かつ公知の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができ

なかったものに限られる（同法29条）。そして、発明は何らかの技術的課題を解決することを

目的とし、その発明の構成が有機的に結合することによって特有の作用効果を奏するところに

特徴がある。これらのことからすれば、特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、公知

技術では達成し得なかった目的を達成し、公知技術では生じさせることができなかった特有の

作用効果を生じさせる技術的思想を、具体的な構成をもって開示した点にあるといえる。この

ように考えると、明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の作用

効果を生じさせる技術的思想の中核をなす特徴的部分が当該発明の本質的部分であると理解
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すべきであり、被告方法がそのような本質的部分において特許発明の構成と異なれば、もはや

特許発明の実質的価値は及ばす、特許発明の構成と均等であるとはいえない。そして、右の特

許発明における本質的部分を把握するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された一部を

形式的に取り出すのではなく、当該特許発明の実質的価値を具現する構成が何であるのかを実

質的に探求して判断すべきである（以上の点も、前記引用の原判決と同旨である。）。 

(二) これを本件についてみると、前記六４のとおり、本件特許発明の優先権主張日において、

多室シリンダアンプルの構成、注射装置においてネジ機構を用いる構成は公知であり、ネジ

機構により注射液を調製する方法についても周知技術であったということができるから、本

件方法発明は、これらの構成を結合して、後側可動壁部材をネジ機構によりゆっくりと押す

ことにより敏感な薬剤を簡易に調製する方法を開示した点に特徴的部分があるというべきで

あり、このような構成を採用したことが本件特許発明の本質的部分であると解される。 

(三) 他方、注射液を調製する際に「ほぼ垂直に保持された状態」とする点については、本件

公報中に右構成を採用することの格別の技術的意味や作用効果を示唆する記載は見当たらな

いが、原告製造に係る本件装置発明の実施品（検甲二の１）添付の取扱説明書には、注射液

を調製する際に、「注射針側を下に向けて本体（本件装置発明でいう管状部材のうちの一つに

相当する。）を回しながら取り付けると中の液が出てしまいますので必ず注射針を上に向けた

まま操作して下さい。」との注意書があり、被告装置の取扱説明書（乙一）にも同様に、「カ

ートリッジホルダーグリップ（原判決別紙物件目録(一)の操作ノブ34に相当する。）を回し

ているときに、針先を下に向けると薬液がこぼれますから注意して下さい。」との注意書があ

ることからすると、注射液を調製する際に針先から液が漏れないようにする点にその技術的

意義があるものと考えられる。そして、注射液を調製する際に、針先から液が漏れないよう

に針先を上に向けること自体は、公知技術に関する公報の記載（乙二二の４の第五図一〇頁

右上欄末行及び乙二二の５の第九図11欄 41行目。ただし、後者については本件特許発明の

優先権主張日より後の文献であるが、同内容の公開公報が右優先権主張日前に公刊されてい

たと認められる。）においても格別技術的意義を有する事柄として記載されていないことから

して、通常に行われている常套手段にすぎないと認められるから、注射液の調製方法として

特段新規性、進歩性がある部分とは考えられず、これは、多室シリンダアンプルを使用した

注射液の調製方法であっても異なるところはない。 

  なお、被告は、本件方法発明においては、注射液の調整に際し、アンプルの前端部をシー

ルする「膜」が針によって開通されるステップは存在しないから、針先から液が漏れるとい

うことはあり得ないと主張するが、前記三のとおり、注射液の調製に際し、アンプルの前端

部の膜を貫通する時点については限定されていないと認められる。 

(四) 被告は、本件方法発明の核心は、水性相を静かに上昇させて薬剤を溶解し、活発な混合

を起こさないようにすることであるから、ネジ機構により「ゆっくり」と混合させるだけで

なく、「アンプルの前端部を上にしてほぼ垂直に保持された状態（垂直保持状態）」とするこ

とが必要となるから、アンプルの垂直保持は、本件方法発明において本質的部分をなすと主

張する。 

 たしかに、本件方法発明の構成を採用することにより、ネジ機構によって、重力に反して

水性相を「ゆっくり」と上昇させ、薬剤を溶解し、活発な混合は起さないことができるため、
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敏感な薬剤の調製の際に容易に生ずる薬剤の変性を減少させることができるという作用効果

を奏すると考えられる。そのことから、アンプルの前端部を上にすることは重要であるとい

えても、アンプルの前端部を上にしている限り、「ほぼ垂直に保持」する必要はなく、水平か

らやや上向きに保持しても、前記の作用効果は達成される。 

  そうすると、アンプルの前端部を上向きに保持することが本件方法発明の本質的部分であ

るといえたとしても、アンプルをほぼ垂直に保持することまでは要求されず、ほぼ垂直に保

持すること自体は、本質的部分とはいえず、被告方法と本件方法発明における構成は、本質

的部分において異ならないといえる。 

３ 置換可能性について 

  本質部分を前記２のとおり考える以上、「ほぼ垂直に保持」を「水平からやや上向きに保持」

することに置き換えても、その作用効果を奏することができる。 

  被告装置は、針先を水平に近い斜めの状態に保持して注射液を調製するものであるが、「ほ

ぼ垂直に保持」するという本件方法発明の構成をこのように置き換えても、二室シリンダア

ンプルの後側可動壁部材をネジ機構を用いてゆっくり押すことにより、敏感な薬剤の簡易な

調製を可能としたという本件方法発明の目的を達することは被告も認めるところであって、

本件方法発明と同一の作用効果を奏するものということができるから、置換可能性があると

認められる。 

４ 置換容易性について 

  本件方法発明の「ほぼ垂直に保持する」との構成を、被告方法のように、水平に近い斜め

状態に保持する構成に置き換えても、水平よりも針先を上に向けておれば、注射液がこぼれ

ることがないことは明らかであり、また、二室シリンダアンプルにおいて、注射器を垂直に

保持すれば、ネジ機構によるピストンの移動に関係なく前室に薬液が流入することがないが、

これを斜め状態に保持した場合でも、連絡通路の大きさが極端に大きい場合でなければ、ピ

ストンの移動に関係なく急激に薬液が前室に流入することがないことは被告も認めるところ

であって、このことは被告装置の構造上明らかであるから、右部分の置換は、当業者が被告

装置の製造時点において容易に想到することができたものであるということができる。 

５ 公知技術からの容易推考性について 

(一) 被告は、被告方法と本件方法発明とが一致する点については、本件優先日において周知

の多室シリンダアンプルに、同じく周知のネジ機構による前進構成を寄せ集めたものにす

ぎず、本件優先日において、当業者が極めて容易に推考できたものであると主張する。 

   しかし、これらの公知技術を組み合わせることを示唆するものが当時存したことを窺わ

せる証拠はなく、これらを組み合わせることが容易に推考できたと認めるに足りない。そ

して、被告方法については、本件特許発明の方法を得ない限り、公知技術から容易に推考

できたと認めることはできない。 

(二) 被告は、本件特許を維持した特許庁審決において、本件方法発明が「アンプルの前端部

を膜でシール」したもの（可動壁部材の前進に伴って圧力上昇を発生する）であることを

理由に、公知技術の結合容易性を否定したと主張するが、甲一三によると、むしろ、前側
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スペース内の圧力上昇による可動壁の圧力破壊を前提とした公知技術と、前側スペース内

の圧力上昇を伴わず、連絡通路を介して調整をする公知技術の組み合わせ（本件方法発明）

が、当業者といえども容易に想到し得ないと判断しているのであって、被告の主張は理由

がないというべきである。 

６ 本件方法発明における、垂直保持以外の態様の意識的除外について 

(一) 本件全証拠によっても、被告方法が本件特許発明の出願手続において特許請求の範囲か

ら意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情があると認めるに足りる証拠はない。 

(二) なお、被告は、本件方法発明における「ほぼ垂直に保持された状態で」との要件が、拒

絶理由通知に対する出願人の手続補正により付加されたものであることを主張している。 

   しかし、右の拒絶理由通知には、進歩性欠如（特開昭62-14863号公報を引用）と新規性

欠如（特開昭64-25872号公報を引用）を理由として、備考に「注射液を調製する際、空気

の混入を防ぐようにすることは、常套手段である。」との拒絶理由通知が発せられたが（乙

三の 13）、その際の請求項１は「‥‥の方法において、振盪および空気の混合を回避して

水性相⑾を薬剤⑽を通して下方から上向きに静かに流すようにしたことを特徴とする前記

方法」であった（乙三の12）。 

   右拒絶理由通知に対する意見書（乙三の 15）において、原告は、「本発明は‥‥水性相

または液体成分を薬剤又は固形成分に混合するために操作される後側可動壁部材が、ねじ

機構またはホルダ手段の相互に螺合する管状部材のねじ操作により前進させて、連絡通路

を解放することを特徴とするものです。これに対して、特開昭62-14863号公報に記載の発

明は‥‥ねじ機構により液相成分の固相成分側への流入量を精密に制御する技術思想は存

在せず、また、注射器のピストンにより後側可動壁部材を押圧する構成となっているため、

ねじ機構を用いることは実質上不可能と謂わざるをえません。‥‥また、特開昭64-25872

号公報の発明は移動防止膜により分離された二室にそれぞれ収容された薬剤を移動防止膜

の破断により混合して注射液を形成する構成となっており、移動防止膜の破断はプランジ

ャにより一方の室に収容された薬剤を加圧することにより行われます。従いまして、本引

用例の構成は、本願特許請求の範囲に記載されたバイパス通路及びねじ機構による流量調

整機能の記載を欠くものです。」と記載している。そして、手続補正によって、請求項１を

「‥‥の方法において、アンプルが前端部を上にしてほぼ垂直に保持された状態で、後側

可動壁部材がネジ機構によりアンプル内を前進して、水性相を振盪または空気の混入を防

止しつつ静かに下側から上側に流通させるようにしたことを特徴とする薬剤の水溶液、水

エマルジョンまたは水懸濁液を調製する方法。」と補正されたことが認められる（乙三の

16、17）。 

   これによると、右拒絶理由に対して、出願人が手続補正によって付加した重要な点は、

ネジ機構により、アンプル内において後側可動壁部材を前進させることであり、下方から

上向きに水性相を静かに流すという点は、出願当初の明細書に記載されており、アンプル

の保持の態様については、上向きであることは当然必要とされていたことは認められるが、

少なくとも「ほぼ垂直」であるとまでは限定されていなかった。 

   したがって、右手続補正により「ほぼ垂直」というアンプルの保持態様を付加したこと

により、これに入らない被告方法は、文言上本件方法発明の構成を充足しないことになる
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が（前記五参照）、手続補正により付加された「ほぼ垂直に保持された状態で」との要件は、

右の拒絶理由通知における特許拒絶理由を回避するために付加された要件ではないという

べきである。 

   また、拒絶理由の備考として、注射液を調製する際に空気の混入を防ぐようにすること

は常套手段であると記載されていた点については、これ自体は前述したように注射液を調

製する際の常套手段を記載したにすぎないし、この点を回避するために「ほぼ垂直に保持

された状態で」との要件を付加したとも考えられない。 

７ まとめ 

  以上によると、被告方法は、本件明細書の請求項１に記載された方法と均等なものとして、

本件方法発明の技術的範囲に属すると解すべきである。 

 

 

九 被告装置の製造等による本件方法発明の間接侵害の成否（争点二７）について 

１ 被告方法は、前記五のとおり、「ほぼ垂直に保持された状態で」使用することを予定してい

ないものの、前記八のとおり、本件方法発明と均等であり、その技術的範囲に属すると認め

られるのであるから、被告装置は、本件方法発明の技術的範囲内に属する方法の実施にのみ

使用するものということができ、したがって、被告装置の製造等は、本件方法発明を間接的

に侵害するというべきである。 

２ 被告は、均等論と間接侵害を併せて適用することは、特許請求の範囲による第三者の予測

可能性を二重に否定することになり、許されないと主張する。 

  しかし、当該特許方法又は当該特許方法と均等の範囲にある方法の実施にのみ使用する物

の製造、販売等は、直接特許権を侵害する場合と同じく特許権の効力を及ぼしめるものとす

るのが特許法101条の趣旨に適合するものというべきであるから、当該特許方法と均等の範

囲にある方法の実施にのみ使用される物を製造、販売する行為を間接侵害に含ましめないと

する根拠はなく、被告の主張を採用することはできない。 

 

十 結 論 

 以上によると、原告の請求は理由があるからこれを認容すべきところ、これと同旨の原判

決は相当である。よって、本件控訴を棄却し、控訴費用の負担につき民事訴訟法 67 条、61

条を適用して、主文のとおり判決する。 

（当審口頭弁論終結日 平成12年 10月30日） 
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 基本書チェック 

 

【青本102条】（令和元年改正と無関係な解説は省略する。） 

 

１項は、平成10年の一部改正により新設され、令和元年の一部改正により改正された規定で、

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。 

              （中略） 

平成10年の改正以降、侵害者の譲渡数量のうち、特許権者の「実施の能力」を超える数量又

は「販売することができない」数量とされ、１項の推定が覆滅された部分について、３項が規

定する実施料相当額分の賠償が認められるか否かという点が論点となり、旧来これを肯定する

ことが裁判例の趨勢であった。 

しかしながら、椅子式マッサージ機事件（知財高判平成18年９月25日）判決以降、裁判例に

おいては、覆滅部分に関する３項による賠償を否定する趨勢が強くなったといわれる一方、学

説の多数はこれに反対しており、立法的な解決が必要な状況となっていた。 

旧１項は、主に売上減少による逸失利益のみ規定しており、これ以外の逸失利益については

特段の規定を措置していなかったところ、知的財産の権利者自らが実施すると同時に、権利を

ライセンスして利益を得ることができると認められるのであれば、売上減少による逸失利益の

みならず、ライセンス機会の喪失による逸失利益も含めて、損害賠償額算定の特例を定めるこ

とが損失の塡補という観点からは望ましい。そこで、令和元年の一部改正により、１項が改正

され、売上減少による逸失利益（特許権者の単位数量当たりの利益額に、譲渡数量のうち実施

相応数量（特許権者の実施の能力に応じた数量）を超えない部分から特定数量（侵害者の営業

努力や代替品の存在等のように、特許権者が販売することができないとする事情に相応する数

量）を控除した数量を乗じた額、１号）とライセンス機会の喪失による逸失利益（譲渡数量の

うち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合において、これらの数量に応じた実施

料相当額、２号）の合計額について、特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権に

ついての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権につ

いての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除き、特許権者が受けた損害の額とす

ることができる旨が規定された。 

 

＜簡潔バージョン＞ 

∵ 特許権者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分について、侵害者にラ

イセンスしたとみなして、損害賠償を請求できることとしたものである。 

 

 

なお、 

２項（侵害者の利益額を損害額と推定する旨の規定）、 

３項（実施料相当額の規定）、 

５項（軽過失参酌） 

については、改正に影響がないため、ここでは説明省略。 
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４項は令和元年の一部改正により新設された規定である。 

先述のとおり、３項について「通常」の文言が削除されたが、実際の裁判例において、改正

によって訴訟当事者間の具体的事情が十分の斟酌された実施料相当額が認定されるようになっ

たか否か、判然としない状況にあった。他方、平成10年改正以降の裁判例により、実施料相当

額の算定における具体的な考慮要素として、過去の実施許諾例、業界相場、特許発明の内容、

特許発明の貢献度、侵害品の販売価格・販売数量・販売期間、市場における当事者の地位等、

様々な考慮要素が示されていた。令和元年改正の検討過程では、特に類型的に増額に働き得る

と考えられる考慮要素として、下記三点について留意すべきと審議会において指摘された。 

 

第一は、損害賠償額算定の段階では、有効な特許が侵害されたことが認定されていることで

ある。一般に、権利者の過去の契約例や一般的な市場相場による料率は、権利者と実施者との

間で有効な特許であるか否か、又は、特許権の保護範囲内か否かが、裁判所で確定していない

状況で決定される実施料率（事前（ex-ante）に算定された実施料率）である。他方、特許権侵

害訴訟において有効な特許が侵害されたことや保護範囲内であることが判明した場合には、こ

れらの事情を勘案して当該実施料率よりも高めに算定された実施料率（事後的（ex-post）に算

定された実施料率）が相当実施料率として認められるべきである。 

 

第二は、特許権者による実施許諾の判断機会の喪失である。特許権侵害が認められる場合、

侵害者は特許権者の許諾なく特許権を実施しており、特許権者にとっては実施許諾するかどう

かの判断機会が失われていることになるが、こうした事情についても、実施料相当額の増額要

因として考慮されるべきである。 

 

第三は、侵害者は契約上の制約を負っていないことである。通常、ライセンス契約を締結す

るに当たっては、 低保証料支払い、契約解除事由の制限、特許無効の場合の返還請求の制限、

支払期限の存在等、様々な制約を受けることがあり得るが、侵害者はこうした制約なく実施を

している。この事実についても、実施料相当額の増額要因として考慮されるべきである。 

 

４項は、こうした考慮要素を包括的に規定する形で、「侵害があったことを前提として…特

許権…を侵害した者との間で合意をするとしたならば、…特許権者…が得ることとなるその対

価を考慮することができる」と規定し、特許権侵害の事実、特許権者の許諾機会の喪失、侵害

者が無制約で実施したこと等の事情を考慮することができる旨を定めている。 

 

 

＜簡潔バージョン＞ 

∵ 特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額を考慮できる旨

を明記したものである。 
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ケース１：権利者の製造能力を超える数量が存在する場合【Ｒ１改正本P.19】 

権利者の製造能力不足から実施相応数量にカウントされない数量がある場合、これ

については侵害者に対してライセンスし得たと観念することが可能であることから、

相当実施料額分のライセンス機会喪失に伴う逸失利益が認められる。 

・侵害者の販売数量：100個    

・実施相応数量：30個（特許権者の生産能力） 

・権利者の単位数量当たりの利益：１万円 

・単位数量当たりの相当実施料額：２千円 

１号：１万円×30個＝30万円    

２号：２千円×70個＝14万円…実施相応数量を超える数量に係る損害賠償 

（格子柄部分） 

⇒合計：44万円 

 

ケース２：侵害者の営業努力が存在する場合【Ｒ１改正本P.20】 

侵害者の営業努力があるとして「特定数量」にカウントされる場合については、

当該「特定数量」については、侵害者にライセンスしたと擬制して相当実施料額

分のライセンス機会喪失に伴う逸失利益が認められる。 

     ・侵害者の販売数量：100個 

・特定数量：90個（侵害者の営業努力：特許権者の販売能力では10個しか販売

できなかったであろうところ、侵害者の営業努力によって、

100個販売できた） 

       ・権利者の単位数量当たりの利益：１万円 

・単位数量当たりの相当実施料額：２千円 

１号：１万円×10個＝10万円 

２号：２千円×90個＝18万円⇒合計：28万円 
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ケース３：競合品が存在する場合【Ｒ１改正本P.21】 

侵害者がいなければ、権利者とその競合他社で侵害者の利益を分け合っていたと考

えられる場合には、当該部分について、権利者は侵害者にライセンスしたと擬制する

ことが可能であることから、相当実施料額分のライセンス機会喪失に伴う逸失利益が

認められる。 

・ 侵害者の販売数量：100個 

・ 特定数量：90個（競合品の存在：シェア（侵害者を除く） 

⇒ 特許権者：10％、競合他社：90％）  

・ 権利者の単位数量当たりの利益：１万円 

・ 単位数量当たりの相当実施料額：２千円 

１号：１万円×10個＝10万円 

２号：２千円×90個＝18万円⇒合計：28万円 

 

ケース４：特許発明が侵害製品の付加価値全体の一部にのみ寄与している場合【同P.22】 

セットメーカーが部品の特許権を侵害するケースのように、特許発明が侵害製品の

付加価値全体の一部にのみ寄与している場合において、寄与が否定された部分につい

ては、相当実施料額分のライセンス機会喪失に伴う逸失利益を認めず、２号による損

害の認定を認めないこととした（寄与度否定分に係る損害賠償（点線囲い部分））。 

 ・ 侵害者の販売数量：100個 

・ 特定数量：70個（特許発明の製品への寄与度：30％）  

・ 権利者の単位数量当たりの利益：１万円 

・ 単位数量当たりの相当実施料額：100円 

１号：１万円×30個＝30万円  ２号：なし  ⇒合計：30万円 



論文上級答練で実力を維持していく学習法 ● 25 

無断複製・頒布を禁じます ＬＥＣ東京リーガルマインド 弁理士 

 

 推定規定３点セット 

 

【青本102条２項（損害額の推定規定）】 

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。 

 

【青本103条（過失の推定規定）】 

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ず、また前条４項

の規定の適用を受けるためには軽過失によりしたことを立証しなければならない。 

 

【青本104条（生産方法の推定規定）】 

本条は、特許が方法の発明についてされている場合にその方法の発明の侵害を防止するため

一定の条件の下に立証責任の転換をする旨を規定したものである。 

特許権侵害訴訟においては、他の場合と同様、その侵害の事実があったことの立証は別段の

規定がない限り原告がしなければならないことはいうまでもない。 

しかし、方法の発明について特許がされている場合に、ある行為がその方法を侵害してされ

たものであるということの事実を立証することは容易なことではない。 

たとえば、物質Ａと物質Ｂとを高温度で化合せしめ一定時間の後急速に冷却して物質Ｐを製

造する方法に特許がされている場合に、結果物である物質Ｐそのものを較べてもそれが上記の

特許に係る方法によって製造されたものかどうかは容易に判断し難く、それを製造した工場を

較べても高温度で化合した事実とか急速に冷却した事実とかはその痕跡をとどめないのが常で

ある。このような実情にかんがみ、その特許になっている方法によって生産される物が特許出
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願前に日本国内において公然知られていない物（すなわち、新規な物）であるときは、その物

と同一の物はその方法によって生産されたものと推定しようというものである。 

物が公然知られていない場合に限られるので、その物についても特許される可能性がある場

合が少なくなく、しかも物自体について特許を受けていれば上記に説明したような立証の困難

ということは生じない。 
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 短答試験 H26-2 
 

特許権侵害による損害賠償請求訴訟についての次の事案に関し、以下の(ｲ)～(ﾆ)のうち、
誤っているものは、いくつあるか。 
 

(事案) 
特許権者甲は、物Ａに係る自己の特許権を侵害した乙に対し、損害賠償を求める訴えを提

起した。乙は、侵害の行為を組成した物Ａを販売しており、その数量等は以下のとおりであ
った。 

 

乙が販売した物Ａの数量 1000万個 

乙が物Ａの販売により得た物Ａ１個当たりの利益の額 ８円 

甲が乙の侵害行為がなければ販売することができた物Ａ１

個当たりの利益の額 

10円 

甲の実施の能力に応じた額 １億円 

乙の販売数量中、甲が販売することができないとする事情に

相当する数量 

50万個 

甲が特許発明の実施に対し受けるべき物Ａ１個当たりの金

銭の額 

５円 

 

(ｲ) 特許法第102条第１項の規定により算定した甲の損害の額は、8000万円である。 

 

(ﾛ) 特許法第102条第２項の規定により算定した甲の損害の額は、１億円である。 

 

(ﾊ) 特許法第102条第３項の規定により算定した甲の損害の額は、4750万円である。 

 

(ﾆ) 甲が 9000 万円の損害賠償を請求した場合において、乙が自己の侵害行為に故意又は
重大な過失がないことを立証したときは、裁判所は、これを参酌して甲の損害額を4500
万円と認定することもできる。 

 

１ １つ   ２ ２つ   ３ ３つ   ４ ４つ   ５ なし 
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 論文試験Ｈ24Ⅱ 
 

甲は、「ａ＋ｂ＋ｃからなるソーラーパネルＡ」に係る特許発明イ（以下「発明イ」とい

う。）についての特許権Ｐを有しており、その特許権について範囲を全部とする専用実施権

を乙に設定し、乙は、甲の承諾を得て、丙に通常実施権を許諾した。 

その後、日本国内において、丁は、正当な権原なく「ａ＋ｂからなる部品Ｂ」を製造し、戊は、

丁からこれを買い受けて、正当な権原なく「ａ＋ｂ＋ｃ’からなるソーラーパネルＡ’」を製造、

販売している。なお、ｃ’はｃとは異なる構成を指すものとする。 

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。 

ただし、設問１～３はそれぞれ独立しているものとする。また、設問１⑴を除き、ソーラー

パネルＡ’（以下「Ａ’」という。）は発明イの技術的範囲に属するものとする。 

 

１．⑴ 戊の行為が特許権Ｐを侵害するのはどのような場合か、説明せよ。 

⑵ 丁の行為が特許権Ｐを侵害するのはどのような場合か、説明せよ。 

 

２．⑴ 甲は、単独で、戊に対し、①差止め及び②損害賠償を求めることができるかそれぞ

れ分けて説明せよ。 

⑵ 丙は、単独で、戊に対し、①差止め及び②損害賠償を求めることができるか。それ

ぞれ分けて説明せよ。 

 

３．戊は、日本国内におけるＡ’の製造、販売を中止した。その後、戊は、外国であるＸ国

の工場においてＡ’を製造するようになり、その全部がＸ国内で販売され設置されている。

そこで、丁は、日本で製造した部品Ｂの全てをＸ国における戊の工場に向けて輸出するよ

うになった。この場合、乙は、特許権Ｐに基づき、丁の行為の差止めを求めることができ

るか、説明せよ。 

【１００点】 
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 配点基準 
 

基 準 配 点 

設問⑴                  ex-ante↓ 

実施料相当額…Ｄの販売価格（50万円）×実施料率３％＝1.5万円／１個 

丁が２年間にＤを販売した個数…1000個（＝500個×２年） 

和解金額…1.5万円×1000個＝1500万円（102条３項） 

計10点 

３点 

３点 

４点 

設問⑵ 

１．文理解釈論（70条１項）…文言不一致（文言侵害不成立） 

２．均等論（趣旨＆５要件） ∵予想困難、法目的、社会正義・衡平の理念 

①置換部分が非本質 

 ②置き換えても目的・効果同一 

 ③製造等の時点で容易想到 

 ④出願時に公知技術でなく、かつ、容易に推考できたものでもないこと 

⑤意識的に除外された等の特段の事情がないこと 

計20点 

５点 

（趣旨）５点 

(要件①)２点 

(要件②)２点 

(要件③)２点 

(要件④)２点 

(要件⑤)２点 

設問⑶ 

損賠請求とは～（民709条）。原告乙は、以下の事項を主張・立証すべき。 

１．乙が特許権者であったこと（満了しているので過去形が望ましい。） 

２．丙が乙の特許権の侵害行為をしたこと（民709条） 

① 直接侵害→不成立 

② 間接侵害→101条１号又は２号のうち、１号に該当。 

（もっとも、ＣからなるＹがイの技範に属することを要する。） 

 ③ 【論点】均等論と間接侵害の重複適用の可否（ペン型注射器事件） 

３．故意・過失 

過失の推定（103条）により、過失の立証は不要。 

４．丙の侵害行為により乙が損害を被ったこと（民709条） 

特許権の侵害行為との間に因果関係のある損害が発生したこと 

５．損害額を主張立証すべき（民709条） 

① 102条１項（１号）→３億円（＝10万円×3000個）｡ 

なお、題意より、２号については考慮不要。 

② 102条２項→6000万円（＝２万円×3000個）。 

③ 102条３項、４項→4500万円（＝25万円×3000個×６％（ex-post））。 

計40点 

２点 

２点 

 

３点 

４点 

４点 

５点 

 

３点 

 

２点 

 

５点 

 

５点 

５点 

心証点 30点 

合計 100点 

※上記項目以外の項目の記載、題意把握ミス、重大な積極ミス、条文ミス等について 

は、加点又は減点の処理が行われます。 

※答案用紙選択ミス、用紙裏表紙逆、黒色・青色以外のペンを使用、鉛筆書き、修正ペン使

用、解読不能な文字で書いた答案、氏名・受講番号不記載の答案は採点されないことがあ

ります。 
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