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【要旨】　近年，職務発明訴訟の件数は減少してきており，1億円を超えるような高額な判決は見かけなくなった．

しかしながら，平成 16 年特許法第 35 条改正前に会社に譲渡された発明は，改正後の現在においても訴訟となる

可能性が少なくない．職務発明訴訟が提起されると，会社側にはその対応のため，判決による対価の額よりも大

きな負担を背負うことがある．会社側はこのような負担を伴う職務発明訴訟の発生を未然に防止する必要がある

とともに，職務発明訴訟が提起されてしまった場合には，迅速かつ的確な対応が必要となる．
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【Abstract】 The number of a lawsuit of employee invention was decreasing and it stopped in recent years, seeing the 

judgment which orders big-ticket payment which exceeds 100 million yen to an employer.　However, invention 

transferred before the legal revision of Article 35 of Patent Law in the Heisei 16 fiscal year may cause a lawsuit also in 

the present after revision.　When a lawsuit of employee invention is raised, the company side may shoulder a bigger 

burden than the amount of payment ordered by judgment for a load of lawsuits.　The company side needs to prevent 

beforehand generating of a lawsuit of employee invention accompanied by such a burden.　Moreover, when a lawsuit of 

employee invention has been raised, quick and exact correspondence is needed.
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1.　はじめに

職務発明訴訟において，青色発光ダイオード，味
の素等の高額な支払い判決は見かけなくなったもの
の，現在でも，半導体製造方法に関する発明1に対
して数千万円の支払い判決がなされている．一方，
以前にはほとんどなかったが，地裁で対価請求が棄
却されるケースが増えつつある2．
また，ラベルライター等の訴訟3を除いて，発明

者が退職した後に職務発明訴訟を起こすのがほとん
どである．そこで，現行の特許法第 35条4および

今後の改正5に言及しつつ，職務発明訴訟を未然に
防ぐための方法や，訴訟が提起されてしまったとき
の旧法下でなされた職務発明への対処の仕方につい
て，大企業や中堅企業を対象として考察する．

2.　職務発明訴訟の発生の主な原因

2.1.　会社への不満
（1）　不満の原因

職務発明訴訟発生の第一の原因として，技術者と
して優れた研究や技術開発を行ない，特許に関して
も価値の高い権利を取得しているのにもかかわらず，
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会社にその成果が評価されず，昇進，給与面で不満
を持っている場合が考えられる．これは，発明者の
職場環境が大いに関係しており，上司や同僚との人
間関係も影響しているものと思われる．
（2）　不満の解決策

第一の原因の解決策として，発明者の昇進等に関
しては，会社の人事部だけに任しておくのではなく，
知的財産権部が積極的に人事に働きかけ，たとえば
特許で会社に貢献した技術者に対しては昇進のため
の人事ポイントを付加するなど，技術者が発明の面
からも人事的評価がなされ，かつ，技術者の技術開
発意欲が向上するようにする工夫が必要である．
人事ポイントに関しては，技術者の特許出願の件
数，自社で実施している特許件数や他社にライセン
スしている特許など，それぞれ点数を決めて昇進の
ための人事評価に加点することなどができる．

2.2.　発明評価に対する不満
（1）　不満の原因

職務発明訴訟発生の第二の原因として，知的財産
権部の担当者から発明者に対して，発明の権利評価
の説明が十分になされず，かつ，その評価が低い場
合が考えられる．
裁判所で原告からの請求が棄却されるものの中に
は，発明者が権利評価の内容を十分に理解していな
いものや，自己の発明は会社の助けを借りずにほと
んどすべてを自らがなした発明であると誤解して訴
訟を起こしたのではないか，と思われるものも含ま
れている6．
例えば，他社からのライセンス収入に対する発明
者への報奨の場合，他社との契約上，どの会社から，
どれくらいのライセンス収入を得ているのかを発明
者に説明できないのがほとんどである．また，他社
とのライセンス交渉で複数の特許が対象になった場
合は，交渉相手との間で各特許について，先行技術
による特許の有効性や製品との関係について議論を
行ない，経験上，各特許は，少なくとも特許権を侵
害していることが明らかな特許，非侵害の特許，判
断がつきかねる灰色特許，無効特許に分けられ，各
特許の優劣が決定される．したがって，発明者に支
払われる報奨金は，交渉相手から得たライセンス収

入から上述の特許の優劣を勘案したものが支払われ
ることになる．
このとき，発明者には，相手側との契約上，上述
の特許議論の内容や特許の優劣が説明されない場合
が多いため，発明者にとっては報奨金の算出条件が
不明で，報奨金額に疑問を持つ場合がある．
なお，ここで灰色特許とは，交渉相手と特許の権
利範囲の解釈の違いが生じる特許のことを言う．た
とえば，権利者側は特許の権利範囲を広く解釈して
特許侵害であると考え，一方，権利行使を受ける側
は，権利範囲を狭く解釈して特許を侵害していない
と考え，互いに意見が一致しない場合がある．裁判
所であれば，特許侵害か否か，その白黒をはっきり
と決める必要があるが，企業間での交渉は，必ずし
も白黒はっきり判断しなくとも，他の対象特許が複
数存在するため，灰色特許以外の他の特許の存在に
よりライセンス料を定められる場合がある．企業間
での特許交渉では，一般に 1件のみの特許で特許交
渉を行なうことが少ないため，意見が一致しない特
許は灰色特許として扱い，それらを総合的に判断し
てライセンス料を決定する．実際に企業間での交渉
で発生する灰色特許は，経験上，交渉対象特許の 2

割から 3割程度存在する．
（2）　不満の解決策

第二の原因の解決策として，発明者に対して発明
の権利評価手法を分かりやすいものにして，周知を
図るとともに，その評価項目を客観的にする．すな
わち，発明者に発明の権利評価の客観性を納得して
もらうことが重要である．
発明の権利評価は，知的財産権部の内部で一方的
に決めるのではなく，技術部や営業部を含めて，総
合的に評価をしたほうが透明性を担保でき，発明者
の不満を少なくすることができる．
一方，会社に譲渡された発明の中には，大発明も
含まれている可能性もあり，現状の発明報奨規程を
拡大解釈しても，十分な報奨金を支払うことができ
ない場合がある．そのようなことが起こらないよう
に，あらかじめ発明報奨規程の中に発明の価値に見
合った報奨金が支払える特別規程を設けておくのが
望ましい．ここでの特別規程とは，単に，対価の計
算方法だけで発明の価値を算出できない発明，たと



63

職務発明訴訟と発明報奨規程の論説

えば，事業が衰退しているときにその発明によって
事業が持ち直しただけではなく，トップに躍り出た
ような発明に対する報奨を定めた規程をいう．この
発明がなければ，事業撤退もしくは倒産に追い込ま
れていたような場合に，この発明に対する通常の報
奨規程の報奨額では発明者自身も納得がいかない恐
れがある．このような大発明は，極めて稀であるた
め，大企業においても想定していない場合がある．
この特別規程があれば，発明者においては大発明で
あれば高額な報奨金がもらえることが明らかとな
り，その一方，その要件に満たない場合はその発明
自体が大発明でないことが理解でき，支払われる報
奨金が不足しているとの発明者の誤解を解消するこ
とができるからである．
また，発明者に報奨金の算出の条件に疑問を持た
れないように，知的財産権部の担当者は，ライセン
ス相手と契約上の秘密保持義務があって，そのライ
センス内容については詳しく述べられないことと，
その秘密保持義務により報奨金額の算定について詳
しく説明できないことを，誠実に発明者に説明する
ように心がけなければならない．

3.　職務発明訴訟での重要ポイント

3.1.　他社へライセンスしていない特許の場合であっ
て，原告（発明者）から本件特許を実施した製
品を会社が独占的に販売していると主張された
ときの会社側の対応

実際に職務発明訴訟が提起された場合は，裁判所
は当事者の主張から相当な対価の額を算定すること
になる．発明者への対価の額は，特許を他社にライ
センスしており，ライセンス料を取得している場合
は，発明者貢献度が決まればライセンス収入から計
算される．また，包括的ライセンスの場合であって
も，上述の 2.2.発明評価に対する不満，（1）不満の
原因で述べたように，他社との交渉結果により，特
許には優劣がつけられるため，ライセンス料に対す
る対象特許の各割合を決めることができ，計算が可
能である．
しかし，職務発明訴訟の場合は，他社にライセン
スしていない特許でも，自社実施分に独占部分があ

ると判断されて，裁判所が対価の額を算定する場合
がある．
たとえば，原告側から，自社実施分の 20%が独

占分であるとか，本件特許に係る発明により販売台
数が増加したとか，または，不景気の影響で本来売
上が下がるはずだったのが本件発明のおかげで現状
の売上を維持できたなどと主張され，会社側に対し
て販売台数や売上，利益などのデータを提出するよ
うに求釈明がなされる場合がある．このような場合
に，会社側はどのように反論，主張するかである．
一般には，会社側が誠意を見せ，かつ，裁判に協
力してデータを提出する場合がほとんどである．も
ともと，裁判所は会社側と原告側は同じ立場では扱
わず，原告に負担が少ないような取り扱いをする可
能性がある．すなわち，訴訟に関する資料は被告で
ある会社側の手元にあり，原則として原告は会社の
資料を外部に持ち出すことができないため，裁判所
は原告側からの求釈明に従って会社側に資料の提出
を促す．このような立場から，原告側は自己に有利
な資料が会社側にないか，次々と求釈明をして必要
な資料を会社側に要求する．
また，自己実施の 20%が独占分であることの立
証責任は原告側にあるから，会社側は一切データを
提出しないという戦略も可能である．しかしながら，
裁判例を見る限りほとんどの場合，原告からの求釈
明に応じてデータを提出しているものと考えられ
る．
求釈明に応じるかどうかはさておき，実際に自己
実施分の 20%が独占分と主張された場合の会社側
の対応であるが，特許に係る発明が製品に実施され
た場合と実施されていない場合とで，売上，利益，
シェア等に影響がなかったことを立証できれば，会
社側は棄却判決を取得できる可能性が高い．すなわ
ち，会社側は原告の請求に対して裁判所に棄却判決
をさせるため，発明が実施されていない製品と実施
されている製品とを比べて，売上が変化していない
こと，利益に変化がないことなどを立証することで
ある．しかし，現実はその証明は簡単ではない．部
品等の発明を除き，発明を実施している製品と実施
していない製品とを単純に比較することができない
からである．発明が実施された製品はその発明だけ
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が実施されているものではなく，それ以外の新たな
技術も同時期に導入されている場合もあるため，単
純に比較できない．また，製品の売上は景気，不景
気の影響を受ける．特許が実施された製品が季節製
品のエアコンなどの場合，発明が導入された時期が
たまたま猛暑であって発明の実施に関係なくエアコ
ンが良く売れた場合や，導入時期が冷夏であまり売
れなかった場合であって，次の季節が猛暑で，かつ，
その製品に新な技術が導入されたときに，売上の伸
びは発明の実施によるのか，猛暑によるものか，新
たな技術の導入によるものかが単純に比較できず，
発明実施による製品の売上の伸び（変化）を立証す
ることは，かなりの困難性を伴う．
また，会社側が棄却判決を取得するために証明す
るその他の事項として，その発明が実施された製品
の性能と従来品との性能に違いがないことや，実施
品の性能が他社製品と比べ優位性がなく，製品の売
れ行きに影響していないことも示す必要がある．こ
の場合，発明が実施された製品の性能については，
当時の技術資料から性能に関する実験データを抽出
し，また，他社製品については，他社の古いカタロ
グ等を収集して，そこから他社の性能に関するデー
タを取り出し，発明が実施された製品と他社製品と
の性能比較をしなければならない．
対象製品が古ければ古いほどデータ収集も立証も
困難になる．たとえば，出願から 20年を経過した
時点で訴訟が提起された場合の対価の額に対する時
効は，対価の支払い時期から 10年であるが，その
発明の成立過程，共同発明者の関係（原告がどのよ
うに発明に貢献したか），会社の社員教育，現在ま
で支払われた報奨金，発明が実施された製品やその
台数等を立証するために，結局，20年前の技術資
料や当時の関係者の証言などの収集が必要となる．
実際に調べてみると必要な資料が廃棄されていた
り，残っている技術資料から必要なデータが抽出で
きなかったりする．
したがって，将来の職務発明訴訟に備えて，上述

の主張が容易にできるように，技術資料や売上など
の資料，発明者へ支払った報奨金，発明の権利評価
の資料等を特許権消滅後も相当な期間残しておく必
要がある．

3.2.　発明者貢献度（裁判所の判断）

発明者貢献度に関して裁判所が公開している判決
においては，平成 19（2007）年度は，①発明者貢献
度 6%で 6955万円の支払い判決7，②発明者貢献度
5%で 5637万円の支払い判決8，③発明者貢献度 10%

で 4500万円の支払い判決9，④発明者貢献度 10%で
380万円の支払い判決10，平成 20（2008）年度は，
①発明者貢献度 3%で 512万円の支払い判決11，平成
21（2009）年度は，①発明者貢献度 20%で 5537万
円の支払い判決12，平成 22（2010）年度は，①発明
者貢献度 5%で 1302万円の支払い判決13，②発明者
貢献度 5%で 214万円の支払い判決14，③発明者貢
献度 10%で 150万円の支払い判決15，平成 24（2012）
年度は，①発明者貢献度 5%で 982万円の支払い
判決16，②発明者貢献度 10%で 2.5万円の支払い判
決17，平成 26（2014）年度は，①発明者貢献度 25%

で 67万円の支払い判決となっている18．
これらの判決から見る限り，発明者へ支払われる
額が年々少なくなりつつある．また，発明者貢献度
が 20%以上と判断された判決が，平成 21（2009）
年度と平成 26（2014）年度とにそれぞれ 1件存在
する．平成 21（2009）年度の判決の発明貢献度に
関しては，その発明が会社での業務の延長線上でな
されたものではなく，その着想は発明者が独自にな
されたという判決内容であるため，その発明者貢献
度が大きくなっている．
一方，平成 26（2014）年度の判決においては，
その発明が会社の業務の延長線上でなされたもので
あるが，発明者の貢献度が大きく，公表されている
内容のみだけではその理由が判断できない．しかし，
この判決では，支払金額が 67万円と少額であるた
め，この点が，何らかの影響を与えた可能性がある．
以上の過去から現在に至る判決から推測すると，
一部を除き，発明者貢献度は 5%もしくは 10%の
いずれかであり，全体からみると 5%程度がおよそ
の目安と考えられる．
会社側の立場では，会社の貢献度が大きくなるよ
うに設備の提供，発明者の教育，昇進，給与等あら
ゆる主張をすることになるが，会社の発明環境は発
明ごと，会社ごとで異なり，明確な判断基準はなく，
裁判所の裁量に委ねられているのが現状である．
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3.3.　営業秘密（原告側の資料についても）

職務発明訴訟においては，裁判所が発明者への対
価を決定する必要があるため，特許が使用されてい
る製品の売上，利益などを把握する必要がある．そ
のため，原告である発明者もしくは裁判所は，求釈
明という形で会社側に各年度の該当商品の売上等の
提出を求める．そのような場合に，会社側は提出す
る売上，利益などの資料が営業秘密に該当するか判
断し，営業秘密であれば，裁判所に提出する際に閲
覧制限を申し立てることで秘密を守ることができる．
ところが，原告側が訴訟の準備として，あらかじ
め上述の会社の営業秘密に該当する資料を取得して
いる場合があり，また，原告においては特にその資
料が公になっても不利益がないため，その資料が会
社の営業秘密に当たるかなど関係なく裁判所に提出
される場合がある．そのため，訴訟においては，会
社側は，自ら提出する資料だけでなく，原告が提出
した資料にも営業秘密が含まれているかも注意深く
判断し，必要に応じて閲覧制限の申し立てをする必
要がある．

3.4.　ラボノート等の技術資料の管理

技術者のラボノートや技術報告書は，発明時の状
況把握に大いに役立つものである．特にラボノート
には発明者が行なった実験データ，技術上の問題点
やその改善方法など開発の初期段階から発明完成に
至るまでの経緯が書かれており，その内容を解析す
ることによって訴訟で主張すべき必要な情報を取り
出すことができる場合が多い．また，発明者の寄与
度が問題となる場合は，発明者間でどのような実験
や検討が行なわれたかの解析にも役立つ．
したがって，当然のことではあるが，会社は技術
報告書や技術者のラボノートは年代順に大切に保管
して，技術者であっても勝手に持ち出しができない
ように厳重に管理をしておかなければならない．

3.5.　無効主張は行なわず，先行技術，代替技術で対
象発明に近いものを提示

会社側の反論の中には，不足対価の額が少なくな
るように，特許に価値がなく，先行技術により特許
が無効であると主張している場合がある19．しかし，

会社側から特許の無効主張がなされると，裁判官は
なぜ年金も支払って特許を維持していたのかとの疑
問を持ち，かえって，今までの会社側の主張内容に
ついての信憑性に疑いを抱き，裁判官の心証を損な
う場合がある．
職務発明訴訟に係る特許権が無効であるとの会社
側の主張については，知財高裁は，「有効な特許権
の存在を前提にこれを実施してきた使用者が，職務
発明報酬対価請求訴訟を提起されるに至って初めて
無効事由の存在を主張して当該利益の従業者への配
分を免れようとすることは，前記特許法旧 35条 3

項および 4項の趣旨のみならず禁反言の見地からも
到底容認できるものではない」と述べており，また，
「無効事由の有無に関する事情は，仮想実施料率を
認定するに当たり総合考慮すべき諸事情の中の一要
素となり得るとしても，その影響を過大視すること
はできない」とも述べている20．
たとえば，他社へのライセンス特許が無効である
ことが判明し，無効審判で特許が遡及的に消滅させ
られたとする．その場合，会社側は，今まで得たラ
イセンス料を返還しなければならないかというと，
そのようなことにならないように，あらかじめライ
センス契約で返還義務のないことを手当てしている
のが一般的である．したがって，他社へのライセン
ス料に関しては，たとえ本件特許が無効であろうと，
無効になるまでに本件特許により得た会社の利益は
減少しない．すなわち，訴訟のときに無効理由が見
つかったとしても，通常，今まで他社から得ていた
ライセンス収入は影響を受けないことになる．
一方，他社へライセンスしていない特許の場合で
あって，無効理由が存在する特許であれば，実施を
望む第三者は無効審判を請求するだろうし，逆に，
無効審判が請求されていない特許であれば，第三者
が実施を望む特許ではないことになる．
したがって，裁判官の心証を害さないためにも，

直接に特許が無効であると主張をするのではなく，
先行技術に対して大きな違いがないとか，先行技術
から権利範囲はここまでに限定されるとか，代替技
術は多く存在するとかなど，発明の価値，権利範囲
が極めて小さいことを主張するようにした方が無難
である．
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また，電機業界などは，他社へのライセンス活動
が活発な業界であるが，たとえば軽自動車など必ず
しもそうでない業界もある．このようなライセンス
活動が活発でない業界では，他社との係争を望まず，
自社で技術開発して，できるだけ他社の技術を使わ
ないように特許調査をしている企業がある．職務発
明訴訟を提起された企業がそのような業界である場
合は，不足対価の額が少なくなるように，発明は独
占的に使用するためではなく，代替技術が複数あっ
て他社とのすみわけを図るため特許出願しているだ
けで，他社の技術に比べ本件発明の優位性がないな
どと主張をしてもよい．
以上のように，無効理由が明らかであり，業界が
無効理由の存在を認識しているなどの特段の事情が
ない限り，あえて裁判官の心証を害する可能性があ
る無効主張を直接的にしなくても，上述のように他
社からのライセンスの要望がないことや，先行技術
や代替技術の存在等を説明して，自社実施に独占分
は存在しないとの主張で十分であると思われる．
なお，裁判で無効主張は認められるべきとの考え
方もある21．

3.6.　知財高裁での判決の対価の額は地裁の約2倍以
上

地裁で対価の額が算定され，控訴審の知財高裁で
判決される対価の額は，地裁の判決に比べ 1.5倍か
ら 2倍を超える場合が多い22,23,24．このような傾向
を具体的に示したのが図 1である．図 1に示すよう
に成功報酬で請け負う弁護士を除き，時間換算で費
用を要求する弁護士に依頼した場合，時給 2万円と
して 1年間争ったとき，訴状を含め準備書面は 6回，
相手方からの答弁書および準備書面の検討を含めて
の打ち合わせが 12回，裁判所への交通費など，安
く見積もってもそれだけで 200～300万円必要とな
る．大きな企業は，自社の正当性を主張するためと，
できるだけ社員が訴訟を起こさないように徹底的に
裁判所で争う．この場合，地裁での対価の判決の額
がさほど大きくなければ，豊富な資金を持つ会社側
が控訴すると，資金の乏しい発明者は弁護士費用等
で金銭的に不利となり，争っても控訴審で獲得した
対価よりも地裁および高裁での合計の弁護士費用が
大きくなる可能性もあり，控訴を断念するかもしれ
ない．これはあくまでも私見であるが，そのような
ことがないように，発明者を守るために，知財高裁

0

5000

対価額（地裁判決） 対価額（知財高裁判決）

A 訴訟¹

B 訴訟²
C 訴訟³ 
D 訴訟⁴

E 訴訟⁵
F 訴訟⁶

（万円）

図1　地裁判決と知財高裁判決での対価の額

注1 : 平成 19年（ネ）第10021号　補償金請求控訴事件
注2 : 平成 19年（ネ）第10056号　不当利得返還等請求控訴事件
注3 : 平成 21年（ネ）第10020号　職務発明の対価請求控訴事件
注4 : 平成 19年（ネ）第10008号　職務発明対価支払等請求控訴事件
注5 : 平成 20年（ネ）第10082号　職務発明対価請求控訴事件
注6 : 平成 19年（ネ）第10033号　職務発明譲渡対価請求控訴事件
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側が発明者の訴訟費用も考慮して対価の額を決定し
ているのではないかと思われる．

A訴訟では，知財高裁で発明者の貢献度が地裁の
判断より大きく判断されて，その結果として対価の
額がおよそ 2倍となっている．B訴訟では，計算式
が黒マーカで隠されているため，対価の額が大きく
なった要因ははっきりしないが，知財高裁での対価
の額が地裁と比べ約 1.5となっている．C訴訟では，
知財高裁で遅延損害金の起算点が繰り上げられて，
対価の額が約 2倍となっている．D訴訟では，知財
高裁で発明者貢献度が地裁で判断された 25%から
10%に引き下げられたものの，実施料相当額が大
きく判断されて，その結果，対価の額が約 4倍となっ
ている．E訴訟では，地裁では時効が成立し，他社
実施も認められない等の理由で棄却されたものの，
知財高裁では会社側に独占の利益が発生しているこ
とと，消滅時効に関する判断が変更されて，約 500

万円の対価の額が認められている．F訴訟では，地
裁では原告は発明者でないとして請求を棄却された
が，知財高裁では原告（控訴人）が発明者と判断さ
れて，対価の額として 380万円が認められている．
会社側においては，知財高裁に控訴すると対価の
額も訴訟費用も大きくなる可能性が高いため，会社
側はそのことをよく考慮して控訴するのか，控訴を
断念するか，時期を見計らって和解するのかの判断
が必要となってくる．
一方，会社側に支払い判決が出た場合や和解をす
る場合には，会社側は現行の発明報奨規程の内容に
判決が影響しないかどうかを検証する必要がある．
もし，発明報奨規程の内容が否定されるのであれば，
判決にそった方向に発明報奨規程の内容を修正すべ
きである．

4.　職務発明訴訟と発明報奨規程との関係

4.1.　発明評価の重要性（客観性）

職務発明訴訟で特に問題となる発明報奨規程の部
分は，発明を他社にライセンスをしたときに支払わ
れる報奨金と自社で発明を実施したときに支払われ
る報奨金である．
会社はそれぞれの報奨に対して，ライセンス収入

や自社での実施台数に応じて報奨金を支払うことに
なる．このとき，他社にライセンスしている特許は
1件ではなく複数の特許を契約対象としている場合
が多い．また，自社で実施している特許も製品ごと
に複数あり，特許の価値はそれぞれ異なる．そのた
め，ライセンス収入や実施台数にあわせて単純に頭
割して報奨金を支払うとすれば，発明者にとって不
公平になる可能性もある．たとえば，ライセンスし
ている特許にはコアになる特許もあり，また，自社
で実施している特許には事業そのものを支えている
特許もある．そのため，多くの会社は，発明者に不
公平にならないために，知的財産権部が他社にライ
センスしている特許にはライセンス報奨，また，自
社で実施している場合には特許がどの製品に実施さ
れているか，その製品の台数は何台かなど，特許発
明の実施台数に応じて報奨金を支払う実施報奨と呼
ばれる制度が存在する．また，その実施報奨の対象
特許の中で，価値としては現時点で他の対象特許と
変わらないものの，将来において大きな価値を生じ
る可能性のある特許に対して，発明者にインセン
ティブを与える目的で，実施報奨の報奨金に上乗せ
して支払う優秀発明報奨などの制度を設けている企
業もある．
発明の権利評価に関しては，複数の評価の項目を
設けて総合的に判断しているが，この評価項目に，
たとえば，「重要発明」であるとか「将来性がある」
などの項目が存在する場合がある．この場合に，何
を持って「重要」なのか，どのような点に「将来性」
があるのかなど，評価に客観性を持たせることが大
切である．客観的な項目はそのウエイトをできるだ
け大きく，主観的な評価項目は小さくして，発明者
に評価結果を納得してもらうことが重要である．
また，注意しておきたいのは，発明報奨規程に設
けられていない，その場しのぎの報奨金を支払わな
いことである．発明報奨規程は整備されているが，
たとえば，発明報奨規程では製品に実施された場合
は実施報奨として報奨金が支払われると規定してい
る場合に，その製品は実際に販売されず，試作品に
だけ発明が実施されたときに報奨金を支払うべきか
が問題となる場合などがある．発明報奨規程での「製
品に実施された場合」とは，発明による会社への貢
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献という趣旨から，実際に販売された場合を想定し
ている．しかし，広く解釈した場合は，試作品への
発明の実施も考えられる．この場合，ときには発明
者に報奨金を支払い，異なる試作品では発明者に報
奨金を支払わないなど，はっきりと決まっていない
ときに，知的財産権部の担当者の個人的な判断で報
奨金を支払ったり支払わなかったりすることがあ
る．
また，ある企業を吸収して，買収先の技術者が転
入し，その技術者の発明が買収した企業で実施され
た場合，その発明はそもそも吸収した側の会社の職
務発明でないため，本来は当該発明の実施は発明報
奨規程の対象外である．このような場合に，報奨金
を支払うこと，すなわち，発明報奨規程にない例外
の報奨金支払いの実績を作ってしまうと，その例外
を正当化するために更なる例外を作らざるを得なく
なり，結局，発明報奨規程の存在自体があいまいと
なり，かえって発明者から見ると，発明報奨規程が
不公平なものとなる．したがって，発明報奨規程に
ない報奨はせずに，次の発明報奨規程改正の際に盛
り込むようにすべきである．

4.2.　特許法第35条との関係

特許法第 35条第 5項で「その定めたところによ
り対価を支払うことが同項（同条第 4項）の規定に
より不合理と認められると判断される場合」につい
て，平成 16（2004）年度の特許法第 35条の改正は，
従業員との協議が合理的になされておれば，協議が
なされた発明報奨規程に従って報奨金を支払ってお
れば足りるとの改正であるが，それが不合理であれ
ば対価の額は裁判所が決めるとも規定している．不
合理の内容は明確ではなく，改正後に会社に譲渡さ
れた発明が職務発明訴訟となった場合には，裁判で
「不合理」とはどのようなものを示すのかがある程
度明らかになると思われるが，特許庁は従業員との
「協議」の方法等を例示しており，このような方法
を用いて従業員との協議を行なっている会社は従業
員への対価の額についても十分検討されていると考
えられる．さらに，外資の導入を妨げる職務発明訴
訟をできるだけ発生させないことを考慮した改正
の趣旨25から考えて，報奨金の額が「不合理」と判

断されることは極めてまれな場合に限定されると解
される．したがって，会社側は報奨規程の改正の際
に，従業員との協議をしっかりと行ない，従業員に
も改正の趣旨をしっかりと認識してもらうことが，
職務発明の訴訟を招かないもっとも最善の策だと考
える．
また，一方で，平成 16（2004）年度の特許法第

35条の改正では「企業がどこまで努力したら訴訟
リスクを回避できるのかの基準は依然として不明確
であり，具体的事例についてもほとんど示されてお
らず，企業の要請に対応しているとは言えず，企業
は不透明な負担を強いられている状況である」との
意見がある26．
また，「手続きが適正であれば，その手続きによっ
て決定された対価の額はそれで最終的に確定する．
……このような「手続き重視論」が一部で支持され
るのは使用者が対価を一方的に決定でき，事実上対
価請求権廃止と同様な効果を得ることができるから
であると解される」との意見もある27．
このように，従業員との協議に関しては，どこま
で具体的に行なえばよいのかの不安も確かに残るこ
とも事実である．

4.3.　発明報奨規程と不利益変更について

発明報奨規程は，少なくとも，出願時に一定の金
額を支払う出願報奨，発明が自社で実施された場合
に実施台数に応じて支払う自社実施報奨，他社への
ライセンスや特許売却時にライセンス料や売却金額
に応じて支払うライセンス報奨等で構成されるのが
一般的である．
発明に対する報奨金の額は，発明を会社に譲渡し
たときの発明報奨規程が適用されるため，本来は発
明報奨規程が改正されても，発明譲渡時の発明報奨
規程で報奨すべきである．
しかしながら，年間数千件以上の出願を行なう大
企業などは，出願件数が多いため出願時の発明報奨
規程に合わせて報奨金を算定することは実際に運用
が困難であり，また，改正された発明報奨規程の方
が一般に報奨金額が高いため，過去に会社に譲渡さ
れた発明も改正された発明報奨規程に従って報奨さ
れる場合が多い．
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したがって，新たに発明報奨規程を改正した場合
に，旧発明報奨規程下で譲渡された発明に不利益が
生じる部分については経過措置を設けて，不利益が
生じないようにしておく必要がある．たとえば，出
願時の報奨対象や金額を変更するときは，旧発明報
奨規程下で譲渡された発明は，すでに新発明報奨規
程の出願時での報奨対象から外れているから問題は
ないが，新発明報奨規程が適用されて発明が実施さ
れたときの報奨金額や他社からのライセンス収入等
に対する報奨金額が少なくなるような場合には，不
利益が生じないように手当てしておく必要がある．

4.4.　従業員との協議

発明報奨規程を変更するときは，従業員との協議
が義務付けられているが，その協議の方法は 1つで
はなく，いろいろな協議方法がある．職務発明訴訟
が起こったとき，従業員との協議の正当性を主張す
るために，①協議の周知を図ること，②報奨規程の
変更部分を明確化すること，③不利益変更の箇所を
注意喚起すること，④従業員からの質問に対して会
社側からそのすべてに対して回答すること，さらに，
⑤誰が協議に参加したか，⑥誰がどのような質問を
したか等をデータとして残しておくことも重要であ
ると考えられる．
従業員との協議において，大企業であれば，従業
員一人ひとりから意見を聴取して，1件ごとに回答
することは現実的に困難である．そのため，イント
ラネットを利用して従業員からの意見を聴取してそ
れらまとめて，会社側の回答を掲載するのが一般的
である．
協議の際に，従業員から寄せられた意見の中には，
さまざまな意見があるが，発明報奨規程の改正箇所
以外の報奨内容について不満が寄せられる場合があ
る．このとき，この不満が解消できるように，しっ
かりとした回答を用意することが重要である．また，
これらの意見をもとに，発明報奨規程運用の方向性
も決めることができる．
なお，発明報奨規程は社会，時代に合わせて改正
していかなければならないものであるから，そのた
めにも会社側の回答が，将来の発明報奨規程改正の
際に妨げとならないように，従業員から寄せられた

意見に対する回答を慎重に作成しなければならな
い．

5.　職務発明訴訟の動向

平成 16年改正特許法第 35条の施行後（施行日 : 

平成 17（2005）年 4月 1日）に会社に譲渡された発
明に対する職務発明訴訟については，他社から得た
会社の収入がロイヤリティに該当するか否かについ
て争われた訴訟28以外に，対価の額が不足として争
われた訴訟は，現時点ではほとんど発生していない
ように思われる．会社も従業員も裁判所で算定され
るおよその対価の額を把握しており，会社側はそれ
に応じた報奨制度を設定するとともに，平成 16年
改正特許法第 35条に記載されている，会社と従業
員との協議も行なっていると考えられる．このよう
なことから，対価の額にある程度不満があったとし
て会社側と争っても，以前の裁判のような高額な対
価の額を獲得できないことが従業員にも予想できる
ため，将来においてもほとんど発生しないと予想さ
れる．しかし，改正前に会社に譲渡された発明が依
然として残っており，この特許が存在している限り
は，職務発明訴訟の可能性はあるので，この先十数
年間は準備を怠ることができない．

6.　今後の職務発明制度の改正について

特許庁において，職務発明制度の見直しについて，
「（1）従業者等に対して，現行の法定対価請求権又は
それと同等の権利を保障する．（2）政府は，法的な
予見可能性を高めるため，関係者の意見を聴いて，
インセンティブ施策についての使用者等と従業者等
の調整（従業者等との協議や意見聴取等）に関する
ガイドラインを策定する．（3）職務発明に関する特
許を受ける権利については，初めから法人帰属とす
る」が公開されている29．
（3）で記載されているように，特許を受ける権利
を著作権と同様に法人帰属にすれば，発明者から職
務発明訴訟は発生することはない．職務発明訴訟は，
外国から我が国への資本投資のリスクとなってお
り，経団連等の意見を反映したものと考えられる．
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企業においても，発明者においても職務発明訴訟は
かなりの労力を必要とするものだから，職務発明訴
訟が将来なくなるとの観点からは望ましいことであ
る．一方，発明者にとっては，大発明をしたときに
会社から十分な補償が得られるか不安が残るもので
ある．やはり，報奨金の額が「不合理」とならない
ように，会社は従業員と協議して，発明の重要性に
応じたしっかりとした報奨制度を作っていかなけれ
ばならない．

7.　おわりに

職務発明訴訟は，会社だけではなく発明者にとっ
ても好ましくない結果をもたらす場合が多い．発明
者は訴訟のために精神的にも肉体的にも疲労を伴
い，時間的にも拘束され，対価の支払額がたとえば
300万円程度であれば，その対価は上述で示した弁
護士費用の金額と，獲得した対価に対する税金のた
めにほとんどなくなってしまうことになる．
また，会社においても訴訟のために人員を確保し，
古い発明のものであれば 20年前の埃のかぶった資
料を倉庫から探し出して，すでに退職されている方
の証言も得る必要があり，場合によっては弁護士費
用が対価支払額よりも大きな額になってしまう場合
がある．
知的財産権部の担当者は，リエゾン活動のときは
すばらしい発明だとして，出願のための資料作成や
弁理士との打ち合わせを発明者にお願いして，いざ
訴訟になると，発明の有用性を否定するようなこと
を主張せざるを得ず，従業員と元従業員である発明
者との間でうれしくない論争を繰り広げなくてはな
らなくなる．
職務発明訴訟は，大発明以外は上述のように会社
だけでなく訴訟を起こした発明者をも不幸にする．
すなわち，多くの時間を費やして訴訟を行なった割
にほとんど対価を獲得できなかった場合や，今まで
勤めた会社にいわば喧嘩を売ることになり，当然そ
の噂は会社全体に広がるとともに，場合によっては
在職中にお世話になった従業員に迷惑をかけること
もある．このような不幸が起こらないように，発明
の権利評価は客観的かつ慎重に行ない，発明者に評

価の内容を十分理解してもらうことである．また，
評価に不服のある場合は会社以外の有識者を含めて
判断し，その結果を発明者に説明するなどして評価
に客観性をもたせ，発明者に納得してもらうことが
重要である．
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