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【要旨】　過去数十年間，欧州においては統一特許制度の導入および統一特許裁判所の設立が検討されてきたが，

ようやくかかる目的が達成されようとしている．本稿では，統一特許制度および統一特許裁判所の制定法上の根

拠を検討する．また，新設される統一特許制度と現行の欧州特許制度および各国特許制度との共存についても検

討する．更に，適用される手続上の規定および欧州統一特許制度の下での救済手段について分析し，欧州におい

て事業活動をなす日本企業に対する影響についても検討する．

【キーワード】　統一特許　　　欧州特許

【Abstract】 For many decades, Europe has tried to create a uniform European patent court, and it has never been 

closer to reaching this objective. This article will review the statutory basis of the new Unified Patent Court and the 

Unitary Patent. It will discuss the co-existence between the new Unitary Patent and the currently available protection 

through European and national patents enforceable in national courts. The note will further analyze the procedural 

rules applicable and remedies available at the Unitary Patent Court and discuss the effect of the new system on Japanese 

companies active in Europe.
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1.　背景

　1973年に欧州特許条約が採択されて以来，欧州
の学者および実務家は，一様に，欧州一円に直接の
効力を有する統一的な特許権侵害についての手続の
創設を求めた．もしそのように採択されたならば，
欧州特許庁における 1つの出願により，出願人は，
欧州特許条約の加盟国である 38ヵ国において当該
特許の保護を受け得るものとなる．一方，現行の制

度上は，欧州特許条約のいかなる加盟国において特
許の保護を受けるためにも，出願人は保護を受けた
い加盟国において個別に手続をする必要があり，当
該加盟国において手続のための費用を支払う必要が
ある1．現行の欧州特許の侵害を差し止めるために
は，特許権者は，侵害を審理・判断することが認め
られる各加盟国の管轄裁判所においてそれぞれ手続
を採る必要があり，かかる手続間において無効論・
侵害論において結論が異なる可能性は決して低くな
い．このように，現行制度上は，特許権の権利行使
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に関する手続の中で，相矛盾する結論を出すことが
十分にあると言わざるを得ない2．
　単一の特許裁判所制度により特許権侵害訴訟につ
いて全欧州において効力を有する判断をすることと
なれば，このような結論の相違は起こらないことと
なる．かかる欧州統一裁判所の創設に向けての直近
の努力がされ始めたのは，ノバルティスのケースに
おいて結論の相違が生じる数年前である 2006年の
ことである．始まりは，欧州委員会が，06年に欧
州特許裁判所の構想を，07年に欧州統一特許（す
なわち欧州特許庁により更なる国内手続なしに付与
され，欧州全域において効力を有する特許）の構想
を，それぞれ作成したことにある．当初の構想では，
欧州特許裁判所では，欧州統一特許および過去 10

年間に欧州特許庁により付与された現行の欧州特許
の双方のケースを審理することとされていた．09

年，欧州法上の要請により，提案された制度が欧州
法上適合しているかについて，欧州連合司法裁判所
に意見が求められた．欧州連合司法裁判所は，11

年に，欧州特許裁判所が欧州の枠組み外の裁判所と
して設置されるにも拘わらず，欧州法に関する決定
を出すものとして，当該制度は欧州法に適合しない
との意見を出した3．かかる意見が欧州特許裁判所
設立の動きを止めるのではないかとの予想もあった
が，しかしながら欧州特許裁判所設立のための政治
的な動きは止まらなかった4．
　欧州連合司法裁判所が本件についての検討をして
いた中，欧州委員会は欧州統一特許の翻訳について
の欧州連合理事会の規則を準備しており，その中で
は欧州特許庁の公用語である英語，ドイツ語および
フランス語により出願が可能であり，かつ特許権が
登録されることとなっていたが，一方で特許権が付
与された請求項についてはこれら 3つの言語すべて
で閲覧可能なように翻訳される必要があることとさ
れていた．欧州連合の立法規則の下では，翻訳につ
いての規則は欧州連合のすべての加盟国により全会
一致で承認されなくてはならないこととなってい
た．イタリア語およびスペイン語が欧州統一特許の
言語として加えられなかったため，イタリアおよび
スペインはかかる翻訳の規則に賛成することを拒ん
だ．欧州理事会は，イタリアおよびスペインの反対

に対し，「協力強化手続（Enhanced Cooperation 

Procedure）」を利用した．これは，1999年にアム
ステルダム条約により採択された手続であり，滅多
に利用されない手続であるが，反対する欧州連合加
盟国の参加の必須ではない欧州連合内の制度に関す
ることで，高度な融合または協力を築くためのもの
について，欧州連合加盟国が利用することのできる
手続である5．
　欧州司法裁判所の意見からたった 1ヵ月後に，欧
州委員会は，欧州統一特許のための協力強化手続の
下での規則案を，翻訳についての規則の改訂案と共
に公表した．更にその 1ヵ月後に，欧州委員会は統
一特許裁判所の設立のための協定の草案が公表する
に至り，この点についての政治的な機運は更に明ら
かとなった．この協定の草案では，欧州委員会は欧
州法に関する論点の最終判断は欧州司法裁判所によ
りなされるとすることにより，欧州司法裁判所の懸
念に応えた6．裁判所の所在地についての議論につ
いては，典型的な欧州の妥結法により，2012年 6

月に結論が出ていた．すなわち，統一特許裁判所の
セントラル・ディビジョンはパリに置くこととし，
セントラル・ディビジョンの支部をロンドンおよび
ミュンヘンに置くこととし，控訴裁判所はルクセン
ブルクとなった．セントラル・ディビジョンに加え
て，一定数以上の特許訴訟を有する国については
ローカル・ディビジョンを設置することが可能であ
り7，さらに複数の国が第一審のリージョナル・ディ
ビジョンの設置に合意し8，以下のようなシステム
となった9．
　2012年 12月に，欧州統一特許および統一特許裁
判所の創設に関する以下の規則が公表された．
　・理事会規則（EU）No. 1257/2012（欧州統一特
許規則）

　・理事会規則（EU）No. 1260 / 2012（翻訳に関す
る規則）

　2013年 2月には，スペインおよびポーランド以
外の欧州連合加盟国が，統一特許裁判所についての
協定に署名した10．上記の規則についても 13年 1

月に効力を発生したが，ただし統一特許裁判所につ
いての協定が効力を発生するまでその法的効力は停
止されている．協定が効力を発生するためには，少
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なくとも 13の加盟国が批准しなくてはならず，か
つドイツ，フランスおよび英国の批准が前提条件と
なる11．

2.　移行期間

　新制度の開始後においても，移行期間中は，協定
83条に基づいて統一特許裁判所の管轄については
経過措置が採られる．かかる期間中は，現行の欧州
特許および各国裁判所の管轄権が並行して存続する
こととなる．このような経過措置は，まずは統一特
許裁判所制度開始後 7年間は有効であることとなっ
ている．必要とされた場合は，かかる経過措置は更
に 7年間まで延長することができる．
　移行期間中，欧州特許庁に特許出願する場合，（協
定を批准する国において直接効力を発生する）欧州
統一特許を出願するか，（出願人が欧州特許条約を
批准した国のうち効力を発生させる国において国内
手続をする）現行の欧州特許を出願するかの選択を
することとなる．欧州統一特許については，統一特
許裁判所の管轄に服することとなる．すなわち欧州
統一特許が侵害された場合の権利行使および欧州統
一特許を無効にするための裁判は，統一特許裁判所
においてなされることとなる12．
　現行の欧州特許条約の下での特許（本稿では「現
行の欧州特許」としている．）については，新制度

導入の前に取得されたものであっても新制度導入の
後から取得されたものであっても，いずれも統一特
許裁判所または国内手続により当該特許が有効と
なっている欧州特許条約の加盟国の国内裁判所のい
ずれにおいても権利行使することができる．特許権
者が欧州統一特許からの「オプトアウト」をしたと
きは，現行制度同様に国内裁判所においてのみ訴訟
をなし得ることとなる．欧州特許が「オプトアウ 

ト」13されるまでは，特許権侵害訴訟および特許権
を無効とするための裁判は，統一特許裁判所および
国内裁判所において提起することができ，理論的に
は複数の裁判所に審理されて異なる結論を導くこと
があり得る． 

　欧州特許庁での特許は，当該特許に関して統一特
許裁判所において裁判が提起されるまでの間のみ
「オプトアウト」することができる．その代わり，
一旦オプトアウトされたら，統一特許裁判所で裁判
をすることはできず，国内裁判所でのみ裁判をする
こととなる．オプトアウトするためには，特許権者
は手続上の費用のためにオプトアウトフィーを支払
うこととなるが，50～100ユーロの間の金額で提案
されている14．オプトアウトされた欧州特許は，国
内裁判所において当該特許に関する裁判が提起され
ない限りは，再び「オプトイン」することができ 

る15．移行期間経過後は，すべての現行制度の特許
権も，特許権者が移行期間経過後の 1ヵ月前に「オ

欧州連合司法裁判所欧州法に関する事
項についての判断

控訴裁判所
ルクセンブルク

第二審

第一審
リージョナル・ディ
ビジョン（ストック
ホルム等）

ローカル・ディビジョ
ン（デュッセルドル
フ，マンハイム等）

セントラル・ディビ
ジョン（パリ，ロン
ドン，ミュンヘン）

図1　統一特許裁判所の構造
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プトアウト」するか，あるいはかかる欧州特許条約
に基づく特許出願により指定された国の国内裁判所
における手続が開始されていない限り，統一特許裁
判所の専属管轄に服することになる．

3.　統一特許裁判所の下での手続

　統一特許裁判所協定は，英国，ドイツ，フランス
およびオランダの弁護士および裁判官により構成さ
れる起草委員会により作成途中の欧州特許裁判所手
続規則により補完される．2014年 1月に手続規則
の第 16草案が，14年 10月に手続規則の第 17草案
が，それぞれ公表された16．起草委員会に加え，統
一特許裁判所の準備委員会が発足し，統一特許裁判
所の設立準備の監督が委託された．かかる準備委員
会により公表された統一特許裁判所設立の工程表に
よれば，15年 5月までに最終の手続規則に合意す
ることが予定されている17．直近の欧州特許裁判所
手続規則の第 17草案は以下の 6つの編により構成
されている．
　1.第一審における手続（規則 10条～159条） 
　2.証拠（規則 170条～202条）
　3.保全措置（規則 205条～213条） 
　4.控訴審における手続（規則 220条～254条）
　5.一般条項（規則 260条～365条）
　6.費用及び法律扶助（規則 370条～382条）
　それぞれの編はさらに複数の章を有し，更に各章
は場合によっては複数の節に分かれている．

3.1.　手続の構造

　第一編は，最も長い編であるが，統一特許裁判所
の第一審における手続についての基本的なルールを
定めている．ただし，これらは一定の限度において
は控訴審の手続においても準用される．かかる手続
は，（i）書面手続（Written Procedure），（ii）中間手続 

（Interim Procedure），および（iii）口頭弁論（Hearing）
の 3つに分けられ，その内容を簡単に示したのが以
下のチャートである．
　このような手続の流れは，一般的には，現在のド
イツの民事訴訟法の下での特許訴訟の手続の流れに
類似している．また，ドイツにおける手続と類似し
て，統一特許裁判所における訴訟においては，原告
が訴状において以下のような事項を含むような実質
的な訴状を準備することが要求されており，手続当
初から実体的な審理がなされることが予定されてい 

る18．
　・原告が依拠している事実の明示
　・なぜかかる事実が侵害を構成するかの理由 

　・原告によるクレーム解釈についての説明
　・上記事実を立証する可能な限りの証拠および今
後必要となる証拠の明示

　訴状は電子的なフォームにより提出される．訴状
提出の後，形式的要件がすべて充足されているかが
チェックされる19．かかる手続が完了すると，裁判
体が構成され，裁判長によりその件についての主任
裁判官が任命される20．
　答弁書は，訴状送達より 3ヵ月以内に提出されな

書面手続
中間手続

中間会議 口頭弁論訴状
答弁書
特許無効のカウンタークレーム

答弁書への反論
特許無効のカウンタークレームへの反論
特許訂正請求

原告の再反論に対する再々反論

1 2 3 4 5 6 7
月

8 9 10 11 12 13 14

図2　統一特許裁判所における手続きの流れ
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ければならない21．答弁書は，被告が侵害の点につ
いて争う理由，実質的な被告の依拠する証拠への言
及，といった被告の主張を含むものでなくてはなら
ない22．被告が特許の無効を主張する場合， 答弁書
は特許無効のカウンタークレームを含むものでなく
てはならない23．被告が特許無効を主張する場合は，
特許無効のカウンタークレームについて，侵害訴訟
を審理する裁判体によって判断されることを望むか
どうかについて明示的に意見を述べなくてはならな
い．侵害訴訟がローカル・ディビジョンまたはリー
ジョナル・ディビジョンにおいて提起された場合，
被告は，特許の有効性については統一特許裁判所の
セントラル・ディビジョンにより審理され，（侵害
論と無効論につき）2つの手続により審理されるこ
とへの希望について意思を明確にしなくてはならな
い．侵害訴訟がローカル・ディビジョンまたはリー
ジョナル・ディビジョンにおいて提起された場合，
かかるディビジョンにおいて特許の無効論において
判断することもできるし，特許無効のカウンターク
レームをセントラル・ディビジョンに提起し，侵害
論と無効論の手続を分けることもできる24．ローカ
ル・ディビジョンまたはリージョナル・ディビジョ
ンが無効論についても判断することとなった場合，
裁判体に技術的な見識のある裁判官を加えなくては
ならない25．主任裁判官は，答弁書受領後，実務上
可能な限り速やかに（もし開催するのであれば）中
間会議および口頭弁論の日程を設定しなければなら
ない26．答弁書の中で特許無効のクレームを提起し
た場合，原告は 2ヵ月以内にかかる点について応答
しなくてはならない27．また，特許無効のカウンター
クレームがなされた場合，原告は答弁書受領後 2ヵ
月以内に応答しなくてはならないが，そうでなくと
も原告は再反論をすることができる．かかる答弁書
に対する原告からの応答がなされた後，被告は 1ヵ
月以内に再答弁を行なうことができる28．
　中間会議の目的は，主任裁判官が口頭弁論のため
に必要な準備ができることを確認することにある．
中間会議を行なうかどうかは主任裁判官の裁量によ 

る29．手続規則草案によれば，中間会議の目的の中
には，争いのある論点および事実およびそれらにつ
いての当事者のそれぞれの立場を特定し明確にする

こと，和解の可能性を探ること，証拠提出に関する
命令をすること，並びに（もし証人尋問がなされる
のであれば）証人に対してなされる質問の範囲の設
定，といった点が挙げられている 30．主任裁判官は，
中間会議が開かれるか否かに拘わらず，当事者に接
触し，口頭弁論の準備のために質問をすることがで
きる．最後に，口頭弁論の間，裁判体のすべての裁
判官が当事者に対して質問をすることができ，当事
者の陳述を聞くこととなる31．証人または専門家証
人が採用された場合，当事者は裁判長の訴訟指揮の
下で質問をすることができる．口頭弁論は一日を越
えてなすことはできず，口頭弁論終了後可及的速や
かに判決が出されることとなる．

3.2.　証拠

　一般的には，訴訟を提起する当事者が特許権者で
ある場合，自ら依拠する事実につき，相手方がかか
る事実を争う場合，その立証の負担を負うこととな
る32．特許権侵害訴訟の手続中，唯一立証の負担が
修正されるのは方法の特許についての主張がなされ
ている場面である．原告である特許権者が被告の製
品が原告が特許権を取得した方法を使用して製造し
ている製品と同一であることを示した場合，被告は
被告が特許の方法と同一でない方法を使用している
ことを示さなくてはならない33．
　手続規則草案の下，事実を立証するための以下の
手段および証拠の種類が明示的に認められてい 

る34．
　・書証（印刷されているか否か，手書きか否かに
関わらない．各種書面，陳述書，図面，写真等）

　・専門家の報告書，実験報告書
　・物証（装置，製品，試作品等）
　・電子ファイル，録音，録画
　上記の通り，統一特許裁判所では，手続当初より
実体的な審理がなされることが予定されている．特
許権者である原告は，訴状において侵害の合理的な
可能性を示すことが予定されている．訴状は入念に
準備される必要があり，適切に主張する事実および
それらを立証する証拠を示さなくてはならない．し
たがって，原告は，訴訟提起前に，証拠の収集・検
討を行なう必要がある．装置の特許の侵害の場合は，
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侵害を主張する装置を取得し，念入りに分解して「リ
バースエンジニアリング」をすることにより有効な
証拠が得られる可能性がある．しかしながら，特に
一定の方法が請求項の一部となっているような場合
においては，原告である特許権者は，被告が保有す
る非公知の情報を取得する必要があるかもしれな
い．統一特許裁判所協定 60条において，かかる場
合において，訴訟提起前に証拠を保全したり，被告
の施設を検証する一定の方法を定めている．かかる
訴訟前の証拠収集方法は，現在フランスやドイツに
おいて可能な証拠収集手段をベースとして規定され
ている．ドイツのかかる検証の制度においては，一
方当事者のみ参加の手続により実施可能であり，裁
判所に選任された独立した専門家が原告の参加なし
に行なうものである．かかる制度は，手続規則 197

条に採用されている35．統一特許裁判所の裁判官が
どの程度，一方当事者のみ参加の手続に基づいて検
証命令を出すか，原告の証拠収集を積極的に支援す
るかについては，今後の実務を見ていかなくてはな
らない．一方で，フランスおよびドイツにおけるこ
の点についてのこれまでの経験・評判からすれば，
フランスおよびドイツのローカル・ディビジョンに
おいては可能な限りこれまでの実務を続けていくも
のと予想される．

3.3.　法的救済

　統一特許裁判所においても，さまざまな国におけ
る特許権侵害訴訟と同様，有効な特許権の侵害が認
められれば，差止と損害賠償の請求が可能となる．
特許権者が本体の訴訟で勝訴した場合，裁判所は侵
害者または一定の第三者（かかる第三者のサービス
が特許権侵害に寄与している一定の場合）に対する
差止を認めることができる36．興味深いことに，統
一特許裁判所協定の文言は，「may grant」との文言
を用いることにより，裁判所に差止を認めるか否か
につき裁量を与えている．これは，特許権侵害が認
められれば差止も認めることとなっている現在のド
イツの特許法の建付けからは異なっている．新しい
裁判所が，アメリカのモデルのように，差止につき
公平の観点からの判断基準を実務上発展させていく
のかについては，今後の実務を見守る必要があ 

る37．差止に加えて，裁判所は，侵害者の費用負担
の下，以下の処分も命じることができる38．
　・侵害であることの確認判決 

　・侵害製品の回収および商流からの除去 

　・可能であれば，侵害物品の（完成）製品からの
除去

　・侵害製品，素材および /または道具の破壊
　上記の手段は，侵害の深刻度および発令予定の法
的救済，侵害している装置や素材を非侵害の状態に
するための侵害者の意思，並びに第三者の利益を比
較衡量してなされる39．
　現行のドイツにおける特許権侵害訴訟の手続と類
似して，統一特許裁判所においては本体の訴訟にお
いては損害賠償額の決定を行なわない．ドイツでは，
ほとんどのケースにおいて，裁判所が侵害と判断し
た後，損害賠償について裁判所外において合意に
至っている．かかる裁判所外での合意ができない
ケースにおいては，特許権者は賠償額確定のトライ
アルを開始することができる．損害賠償の認容は，
被告に過失（すなわち侵害につき知っていたか，あ
るいは合理的に知り得るべきであった場合）がある
ことが前提となる40．過失が認定された場合，特許
権者は，侵害者に対し，侵害がなければ得られたは
ずの逸失利益を損害賠償として請求できる41．逸失
利益の算定が不可能である場合，合理的なロイヤル
ティの額に従って損害賠償を請求することもでき 

る42．更に，裁判所が侵害者に過失が認められない
とする場合，特許権者は不当利得の返還または対価
の支払を求めることができる43．

3.4.　管轄

　統一特許裁判所の第一審は，上記の通り，セント
ラル・ディビジョン，リージョナル・ディビジョン
およびローカル・ディビジョンにおいてなされるが，
特許権を無効にするための裁判はセントラル・ディ
ビジョンにおいてなされるのが原則である．セント
ラル・ディビジョンにおいては，技術分野によって
パリ（繊維，紙，物理，電気等），ロンドン（医薬
品を含む化学，生活必需品），ミュンヘン（機械工学）
にそれぞれ事件が係属する．一方，特許権侵害訴訟
においては，主にリージョナル・ディビジョン，ロー
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カル・ディビジョンにおいてなされるが，締約国内
に居所がない場合等はセントラル・ディビジョンに
提起することもできる．特許権侵害訴訟は，被告地，
損害発生地等一定の事由があるリージョナル・ディ
ビジョンまたはローカル・ディビジョンにおいて提
起することができるが，そのような事由のあるリー
ジョナル・ディビジョンまたはローカル・ディビジョ
ンは複数に及ぶ可能性が十分にある．そのため，権
利行使段階においては，まずは裁判地の選択が重要
であり，実務の動向等を見ながら，いわゆるフォー
ラム・ショッピングが行なわれる可能性も十分にあ
るであろう．
　控訴審はルクセンブルクに所在する控訴裁判所に
おいて行なわれる．なお，欧州法に関わる論点につ
いてのみ，欧州連合司法裁判所への上訴をすること
ができる．

4.　日本企業の関与と日本企業への影響等

　毎年，欧州特許庁への特許出願のうち，約 20%

が日本企業によるものである．また，過去数十年の
間，日本企業は，欧州における特許関連訴訟におい
ても，主要なプレーヤーであると言える．このよう
な状況を考慮して，起草委員会は，日本の産業界や
特許庁の意向も考慮しているようである．統一特許
裁判所が成功するか否かにおいては，産業界による
関与と関心が重要である．欧州特許庁が設立された
とき，日本の産業界が欧州特許庁への出願に積極的
であり，このことは新制度設立の成功の一因となっ
た．日本企業がどの程度新しい統一特許制度および
統一特許裁判所制度を積極的に活用するかは，再び
新制度の当初段階における認知の重要な要素とな
る． 

　一方，新制度を利用する日本企業としては，まだ
新制度の詳細は確定していないものの，出願段階，
権利行使段階において，それぞれ以下のような影響
があるものと考えられる．
　出願段階においては，（言わずもがなではあるが）
加盟国において国内手続を経る必要がなくなるた
め，少なくとも加盟国においては，出願手続が簡明
になり，管理も容易になる．また，手続全体の迅速

化も期待される．もっとも，イタリア，スペイン等
欧州統一特許制度に加盟しない国において特許権取
得が必要となる場合もあり，ケースバイケースの特
許戦略は必要ではあるが，これらの国で国内手続が
必要であることは従前と変わらない．
　権利行使段階においては，統一特許裁判所を利用
する場合，特許権侵害訴訟および無効裁判の判決の
効力が国を越えて及ぶため，紛争の一回的解決に資
することとなると考えられる．もちろん，新しい制
度であるため，今後の実務を見守る必要があるが，
例えばドイツにおいては，現行制度が新制度に類似
しており，これまでの実務とそれほど差異が出ない
のではないかと予想される44．実務の蓄積・安定と
いうことを意識して，もしかすると，いわゆるフォー
ラム・ショッピングのようなことが意識されるかも
しれない．特許権侵害訴訟においては，被告地，損
害発生地等一定の事由がある場合に，当該リージョ
ナル・ディビジョンまたはローカル・ディビジョン
において提起することができるため，権利行使段階
においては，まずは裁判地の選択が重要な第一歩と
なると思われる．
　手続規則についてはまだ議論されているところも
あり，未完成である．なお，統一特許の実体的な論
点については，統一特許規則からは意図的に除外さ
れ，国内法に委ねられているところも多い（共有に
関するルール，従業員発明者への報奨等）．その場
合にどの国の法律が適用されるかについては，出願
人の居所によることとなる．ちなみに，日本を含む
欧州域外からの出願人に対しては，ドイツ法が適用
されることになる．

注
　1　複数の国において手続が採られると費用がかなりかかるため，製

薬業界以外においては，多くの出願人がドイツ，フランス，英国
等の主要国以外においては手続を採らない傾向も見られる．

　2　顕著な事例としては，ノバルティス・ジョンソン＆ジョンソン間
におけるコンタクトレンズに関する欧州特許 EP0819258（A1）
に関するケースである．ノバルティスは，かかる特許権をジョン
ソン＆ジョンソンがオーストリア，英国，フランス，オランダお
よびドイツにおいて侵害したと主張した．フランスおよびオラン
ダの裁判所においては特許権が有効であることを前提に特許権侵
害が認められたが，ドイツ，英国およびオーストリアの裁判所に
おいては異なる理由により特許権が無効と判断された．

　3　2011 年 3 月 8 日欧州連合司法裁判所 Opinion 1/09 は以下よ
り閲覧可能である（http://curia.europa.eu/juris/document/
document.jsf?text=&docid=80233&pageIndex=0&docla
ng=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=21535, 
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2014 年 12 月現在）．
　4　Jochen Pagenberg 著 「Little Hope for an EU Patent Court 

after the CJ Opinion, posted at the blog of the European 
Patent Lawyers Association EPLAW」（2011 年 4 月 5 日）
参 照． 以 下 よ り 閲 覧 可 能 で あ る（http://www.eplawpatent 
blog.com/2011/April/Pagenberg%20Little%20hope.pdf, 
2014 年 12 月現在）．

　5　イタリアおよびスペインは，統一特許保護の創設の分野における
協 力 強 化 手 続 を 認 め た 2011 年 3 月 10 日 付 の 理 事 会 決 定
2011/167/EU に対して異議を申し立てた（OJ 2011 L 76, 
at 53）．欧州連合司法裁判所は，2013 年 4 月 16 日付の意見
C-274/11 および C-295/11 において，かかる訴えを退け，協
力強化手続の利用は欧州法の沿っていることを確認した．

　6　当初案では，欧州統一特許の侵害についての最終的な判断は欧州
司法裁判所に委ねる旨の条項が含まれていた．このように欧州連
合司法裁判所が実体的な特許法の問題に日常的に関与することが
適切かどうか，ということが（欧州司法裁判所の人員と負担の観
点からも）検討され，統一特許規則からは実体的な侵害の条項は
削除され，代わりに侵害を決定する権限を各国法に委ねる旨の条
項が入っていた．

　7　2014 年 12 月時点において，以下のローカル・ディビジョンの
設置が発表されている．
 ・ ドイツ :  デュッセルドルフ，マンハイム，ミュンヘン，ハンブ

ルグ
 ・ フランス : パリ
 ・ ベルギー : ブリュッセル
 ・ デンマーク : コペンハーゲン
 ・ アイルランド : ダブリン

　8　2014 年 12 月時点において，バルト諸国（エストニア，ラトビア，
リトアニアおよびスウェーデン）においては，ストックホルムの
リージョナル・ディビジョンのみが設置予定である．

　9　第一審および第二審の裁判所に加えて， 統一特許裁判所協定には，
リスボンおよびリュブリャナに特許仲裁調停センターを設置する
ことも記載されている．

 10　スペインは欧州統一特許規則および翻訳についての規則について
の欧州議会および理事会に対する追加の訴えを欧州連合司法裁判
所においてしており（Case C-146/13 および Case C-147/ 
13），今回はイタリアはかかる手続に参加していない．この最後
の訴えは，2013 年に提起されて以来，統一特許裁判所を準備す
るに当たっての潜在的な脅威となっていた．2014 年 11 月には，
司法長官イヴェス・ボッツは，欧州司法裁判所におけるこれらの
最終の訴えも退けることを提案している．

 11　2014 年 12 月現在，統一特許裁判所についての協定は 5 加盟国
により批准されており，前提条件となっている 3 ヵ国のうちでは
唯一フランスが批准している．批准手続の最新の情報については
欧州特許庁の以下のウェブサイトによりチェックできる（http://
www.consilium.europa.eu/policies/agreements/search-
the-agreements-database?command=details&lang=en&
aid=2013001&doclang=EN）．

 12　協定においても，欧州特許庁における特許に対する異議・無効に
するための手続と統一特許裁判所での手続が並列することは予定
されている（但し，欧州特許庁においては特許権が権利付与され
てから 9 ヵ月以内にかかる手続が採られる必要がある）．かかる建
付けは現在のドイツその他 EU 加盟国の制度と異なっている．例
えばドイツでは，欧州特許庁での手続において結論が出されるか，
あるいは欧州特許庁においてかかる手続を採るための期間を徒過
した場合にのみ，連邦特許裁判所における特許を無効にするため
の手続を採ることができる．

 13　新制度導入後においては，欧州特許庁への出願は，「オプトアウト」
しない限り欧州統一特許の出願とみなされる．

 14　2014 年 2 月の会議におけるケビン・ムーニー氏（統一特許裁判

所の手続規則の起草委員会議長）の発言．議事録は以下のウェブ
サイト参照（http://www.iir.nl/fileadmin/user_upload/6844 
4_Unitary_Patent_Package/Summary_Conference_Unita 
ry_Patent_Package_-_Amsterdam__06-02-2014_.pdf）．

 15　統一特許裁判所協定 83 条 4 項．「オプトイン」に関しては費用は
発生しない予定である．

 16　以下のウェブサイト参照（http://www.unified-patent-court.
org/images/documents/UPC_Rules_of_Procedure_17th_
Draft.pdf）．

 17　以下のウェブサイト上の統一特許裁判所準備委員会の工程表参照
（http://www.unified-patent-court.org/images/docu-
ments/roadmap-201409.pdf）．

 18　手続規則第 17 草案 13 条．
 19　手続規則第 17 草案 16 条．
 20　手続規則第 17 草案 17 条および 18 条．
 21　手続規則第 17 草案 23 条．
 22　手続規則第 17 草案 24 条．
 23　手続規則第 17 草案 25 条．被告は 1 つもしくは複数の無効の理

由を示さねばならず，可能な限り法的な根拠も示さなくてはなら
ず，かつ適宜被告としてのクレーム解釈も示さなくてはならない．
かかる主張は可能な限り証拠と共に示さなければならない．

 24　統一特許裁判所協定 33 条 3 項．
 25　手続規則第 17 草案 37 条 3 項．
 26　手続規則第 17 草案 28 条．
 27　原告はさらに手続規則第 17 草案 30 条に基づいて特許無効のカ

ウンタークレームに対して訂正を申し立てるという選択肢もある．
かかる場合においては，被告は更に 2 カ月以内にかかる請求項の
訂正に対して応答することとなる（手続規則第 17 草案 32 条 1
項）．

 28　手続規則第 17 草案 32 条 3 項．
 29　手続規則第 17 草案 101 条 1 項．
 30　手続規則第 17 草案 104 条．
 31　かかる陳述は，裁判長または主任裁判官が案件の結論に対して重

要であるとする事項に限定され得る．
 32　統一特許裁判所協定 54 条，手続規則第 17 草案 172 条．
 33　統一特許裁判所協定 55 条 1 項．
 34　手続規則第 17 草案 170 条 1 項．
 35　統一特許裁判所協定 60 条 3 項および 4 項．
 36　統一特許裁判所協定 63 条 1 項．
 37　手続規則の以前の草案では，侵害者が「意図的でなくかつ過失が

なかった場合で，仮に議論の対象となっている処分がなされた場
合にかかる当事者に不均衡な損害を発生させる場合で，権利者へ
の損害賠償が合理的に満足のいくものであると裁判所が判断した
場合」においては，裁判所が差止処分をなさないものとする旨の
条項を含んでいた（手続規則第 16 草案 118 条 2 項）．直近の手
続規則の草案では，かかる条項は削除され，新しい裁判所にかか
る基準についての議論の発展が委ねられている．

 38　統一特許裁判所協定 64 条 1 項から 3 項．
 39　統一特許裁判所協定 64 条 4 項．
 40　統一特許裁判所協定 68 条 1 項 : 統一特許裁判所協定及び手続規

則草案は，侵害が認められた場合における明示的な反証可能な過
失の推定を定めているわけではないが，かかる過失の推定を新し
い裁判所が導入したとしても何ら不思議はない．

 41　逸失利益に加え，裁判所は，侵害者の「不正利得（unfair prof-
its）」および「侵害により権利者に生じた精神的な不利益のような
経済的な要素以外の要素」も考慮することができる．統一特許裁
判所協定 68 条 3 項（a）．

 42　統一特許裁判所協定 68 条 3 項（b）．
 43　統一特許裁判所協定 68 条 4 項．
 44　ヨーロッパ全体の特許権侵害訴訟のうち 60～80% はドイツにお

いて行なわれている．


