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  令和元年司法試験 知的財産法・第１問

 
〔第１問〕（配点：５０） 

食品加工会社Ｘは、特許請求の範囲に「工程ａと工程ｂを含むことを特徴とする食品

中の成分Ｐ含有量の測定方法」（以下「本件発明」という。）と記載された特許権（以下

「本件特許権」という。）を有している。成分Ｐは、一般に健康に良いとされ、従来、食

品中の成分Ｐ含有量の測定方法としては、工程ａのみを含むものが広く使用されていた

が、本件発明は、工程ｂの追加により全体の測定時間を顕著に短縮させたものである。

また、本件発明は、Ｘの研究開発部門に所属していた甲がＸにおける勤務時間中にＸの

施設においてＸの資材を用いて完成させたものであり、本件発明完成時点のＸの職務発

明規程には、職務発明について、その発明が完成した時にＸが特許を受ける権利を取得

する旨が定められていた。 
Ｘが本件特許権に係る特許出願（以下「本件出願」という。）をした後、甲は、Ｘを退

職し、食品加工、測定機器の製造販売等を業とする会社Ｙに転職した。その後、Ｙは、

加工食品の製造工程に、本件発明の技術的範囲に属する測定方法（以下「Ｙ方法」とい

う。）を使用して成分Ｐ含有量を測定する工程を組み込み、測定の結果、成分Ｐ含有量が

基準値以上であることを確認した加工食品のみを成分Ｐ含有量の豊富な食品である旨を

表示して販売している（以下、Ｙ方法による測定を経てＹが販売している加工食品を「Ｙ

製品」という。）。 
以上の事実関係を前提として、以下の設問に答えなさい。なお、各問はそれぞれ独立

したものであり、相互に関係はないものとする。 
 

〔設 問〕 

１．Ｙは、Ｘから特許権侵害の警告を受けたため、本件発明の完成の経緯を甲に確認し

たところ、甲は、上司に反対された研究を甲独自の判断で進める中で本件発明を完成

させたのであるから、本件発明の完成はＸから期待されておらず、甲が特許を受ける

権利を有していると説明した。そのため、Ｙは、Ｙ方法の使用を続けたところ、Ｘは、

Ｙに対して、本件特許権に基づき、Ｙ製品の製造販売の差止め及びＹ製品の廃棄を求

める訴訟を提起した。Ｘの請求に対するＹの考えられる反論とその妥当性について論

じなさい。 
２．本件出願の特許請求の範囲には、出願当初、「工程ａを含むことを特徴とする食品中

の成分Ｐ含有量の測定方法」（以下「本件当初発明」という。）と記載されており、Ｘ

は、本件出願の出願公開後に本件当初発明の内容を記載した書面を提示してＹに警告

をした。しかし、本件出願前から工程ａのみを含む食品中の成分Ｐ含有量の測定方法

が広く使用されていたことを知るＹは、Ｙ方法の使用を続けた。 
⑴ 仮にＸが本件当初発明について特許権の設定登録を受け、Ｙに対して出願公開の

効果としての補償金の支払を請求した場合、Ｙは、どのように反論すべきか。 
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⑵ 特許請求の範囲に本件当初発明が記載された本件出願について拒絶理由通知を受

けたＸは、特許請求の範囲を本件発明のとおり補正したが、補正後にＹに対して再

度の警告をしなかった。その後、Ｘは、本件特許権の設定登録を受け、Ｙに対して

出願公開の効果としての補償金の支払を求める訴訟を提起した。Ｘの請求に対する

Ｙの考えられる反論とその妥当性について論じなさい。 
３．Ｙは、本件発明の実施にのみ用いられる測定機器Ｍを製造し、それら全てを貿易会

社Ｚに国内で販売している。Ｚは、それら全てを外国に輸出している。Ｘは、Ｙに対

して、本件特許権に基づき、Ｍの製造及び販売の差止めを請求することができるか。 
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  事案の整理
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  論 点 

  答案構成

 
・職務発明該当性（東京地判平 14.9.19 百選［31］ 青色発光ダイオード事件） 

・方法の発明の実施（最判平 11.7.16 百選［56］ 生理活性物質測定法事件） 

・補償金支払請求のための警告（最判昭 63.7.19 百選［38］ アースベルト事件） 

・間接侵害における独立説と従属説 

 
 
 
設問１ 

Ｙ方法が本件発明の技術的範囲に属する（70 条１項）として、Ｙ製品製造販売の差止請

求（100 条１項、２項） 

１ 冒認出願による無効の抗弁（104 条の３、123 条１項６号） 

  【論点】職務発明該当性 

  職務発明に該当 → 法人帰属（35 条３項） 

  冒認出願ではない 

２ Ｙ製品の製造販売は実施（２条３項２号）に当たらない 

  【論点】方法の発明の実施 

  方法の発明は製造方法の発明とは異なる 

設問２ 

１ 小問⑴ 

補償金請求（65 条１項） 

  新規性違反による無効の抗弁（65条６項、104 条の３、123 条１項２号） 

２ 小問⑵ 

  【論点】補償金支払請求のための警告 

  補正の前後で技術的範囲に属する → 再度の警告不要が原則   

設問３ 

 間接侵害による差止請求（100 条１項、101 条４号） 

 本件発明は外国で使用 → 直接侵害が成立しない 

 【論点】独立説と従属説 
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  解答例 

 
設問１ 

Ｘは、Ｙ方法が本件発明の技術的範囲（70条１項）に属することから、当該方法を

使用したＹ製品の製造販売は本件特許権の侵害（68条）であると主張する。 

１ 冒認出願による無効の抗弁（104条の３、123条１項６号） 

⑴ これに対しＹは、本件発明は職務発明（35条１項）ではないから、あらかじめ

使用者に特許を受ける権利を取得させる条項は無効である（同条２項）である結

果、Ｘは甲から特許を受ける権利を承継しておらず、特許を受ける権利を有しな

い者がした出願として冒認出願となるから、無効理由が存在する（123 条１項６

号）との無効の抗弁を主張する（104条の３）。そこで、本件のように会社の業務

命令に反して行った研究の過程で生み出された発明は職務発明といえるかが問題

となる。 

 ⑵ 35条の趣旨に鑑みると、発明の完成を直接の目的とするものに限らず、結果か

らみて発明の過程となりこれを完成するに至った思索的活動が使用者との関係で

被用者らの義務とされる行為の中に予定され期待されている場合をもいうと解す

る。 

具体的には、従業者の地位、給与、職種、当該発明完成過程への使用者の寄与

の程度等を総合的に勘案して個別的に決定され、諸般の事情から当該従業者等が

当該発明を完成させることが一般的に予定ないし期待されていれば足りる。 

 ⑶ 甲は、勤務時間中にＸの施設においてＸの資材を用いて完成させたものであり、

使用者Ｘの協力がなければ得られなかったであろうと考えられるから、Ｘの寄与

の程度は大きい。よって、上司に反対された研究を甲独自の判断で進める中で本

件発明を完成させたとしても、本件発明を完成させることは一般的に予定ないし
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期待されていたといえる。 

以上より、本件発明は職務発明であり、本件発明完成時点のＸの職務発明規程

には、職務発明について、その発明が完成した時にＸが特許を受ける権利を取得

する旨が定められていたのであるから、本件発明完成により、Ｘは特許を受ける

権利を取得する（35条３項）。よってＹの反論は妥当でない。 

２ Ｙ製品の製造販売は本件発明の「実施」（２条３項）ではない 

 ⑴ 本件発明は、単純方法の発明であり、当該方法を使用した製品の製造販売は本

件発明の実施に当たらず（２条３項２号）、Ｙ製品の製造販売に対する差止請求は

認められないと反論する。 

 ⑵ 方法の発明と物を生産する方法の発明とは明文上判然と区別され（２条３項）、

特許権の効力も明確に異なっているから、方法の発明と物を生産する方法の発明

とを同視することはできない。よって、方法の発明を使用した物の製造販売は、

特許発明の実施（２条３項）に当たらない。 

 ⑶ 本件発明は単純方法の発明であり、差し止めることができるのはＹ方法の使用

であってＹ製品の製造販売ではない。よって、Ｙの反論は妥当である。 

設問２ 

１ 小問⑴ 

 Ｘは、本件出願中のＹ方法の使用に対し、補償金請求をする（65 条１項）。これ

に対しＹは、本件出願前から工程ａのみを含む食品中の成分Ｐ含有量の測定方法は

広く使用されていたのであるから、本件当初発明は公然実施（29条１項2号）によ

り新規性を欠くとして無効の抗弁（65 条６項、104 条の３、123 条１項２号）を主

張する。これについてはＹの反論が妥当である。 
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２ 小問⑵ 

 ⑴ Ｘは、本件出願中のＹ方法の使用に対し、補償金請求をする（65 条１項）。こ

れに対しＹは、補正後の請求項で再度警告をしていないから、警告要件（65条１

項）を欠くとして補償金請求権は発生していないと主張する。 

 ⑵ 警告後、特許請求の範囲について補正を行った場合に再度警告を要するか。 

願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内において、補正前の請

求の範囲を減縮するものであって、第三者の実施品が補正の前後を通じて技術的

範囲に属するときは、補正後に再度の警告等により第三者が補正後の登録請求の

範囲の内容を知ることを要しないと解する。 

なぜなら、第三者に対して突然の補償金請求という不意打ちを与えることを防

止するために警告ないし悪意を要件とした65条の立法趣旨に照らせば、改めて警

告ないし悪意を要求しなくても、第三者に対して不意打ちを与えることにはなら

ないからである。 

 ⑶ 本件では、補正前の請求項は工程ａであり、Ｙ方法は工程ａ＋工程ｂであるか

ら、Ｙ方法は本件当初発明の技術的範囲に属している。一方、補正後の請求項は

工程ａ＋工程ｂであるから、Ｙ方法にほかならず、Ｙ方法は本件発明の技術的範

囲に属している。 

   これに対し、Ｙは、本件出願前から工程ａのみを含む食品中の成分Ｐ含有量の

測定方法は広く使用されていたのであるから、本件当初発明は公然実施（29条１

項2号）により新規性を欠くため実施が担保されているところ、補正後に警告せ

ずに特許権を行使することは不意打ちに当たると反論すると思われるが妥当でな

い。なぜなら、初回の警告により、本件当初発明の下位概念の請求項での登録可
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能性が存在することを認識すべきだからである。よって、Ｙの反論は妥当でない。 

設問３ 

⑴ ＸはＹに対し、Ｍ装置は本件発明の方法の使用にのみ用いるものであるとして、

間接侵害による差止めを請求する（101 条４号、100 条１項）。一方、Ｙは、直接侵

害が成立しない場合、間接侵害は成立しないと反論する。そこで、直接侵害が成立

しない場合の間接侵害の成立の成否が問題となる。 

⑵ 101 条の趣旨は、直接侵害を惹起する蓋然性の高い予備的・幇助的行為を一定の

範囲で侵害と擬制することによって特許権の実効性を確保することにある。 

したがって、直接侵害がなければ間接侵害が成立しないか、直接侵害行為がなく

とも間接侵害が成立するかは、特許権の実効性が確保されるかどうかを、特許権者

と101条所定の行為を行う者との利害損失を個別的に考慮して判断すべきである。 

⑶ 本件についてみると、Ｍ装置を使用した本件発明の直接実施が国外で行われてい

る場合、これに対する間接侵害行為に特許権を及ぼすことは、実質的に国外での直

接実施についても特許権を及ぼすことになり、むしろ特許権の不当な拡張になって

しまう。よって、間接侵害は認められないため、Ｘの請求は認められない。 

以上  
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