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特許実施許諾契約 における錯誤
知財高判平21
.1.28判時2044号 130頁 [
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1.事案の概要
Y'
は､名称 を ｢
石風 呂装置｣ とす る発明について､平成 15年 2月 1
4日､

とZ'
は､本件発 明に係 る石風 呂装置の共
特許権 の設定登録 を受 けた｡ Y'
は､同年 3月､ Z'
が代表者 を務 める Z社 に通常実
同販売等 を計画 し､ Y'
が設置 した石風 呂装置 1号及び 2号 (
不明瞭な部分が
施権 を許諾 した｡Z'

｢
Z装置｣
｢
Z装置｣ と

ないわけではないが､原判決 も本判決 もともに､両装置 を併せて
と呼んでい るよ うである｡本稿 において も､両装置 を併せ て

呼ぶ ことにす る｡) を見学 した､Ⅹ社 (
もっ とも､ この時点では､Ⅹ社 は
及び Y'
か ら､ Z装置は本件発
まだ設立 されていない ｡)の関係者 らは､ Z'
は､同年 12月22日､Ⅹ
明の実施 品であると説明 された｡Ⅹ社 の設立後､Y'
社 に対 し､地域 を岐阜県及び長野県､期 間を同 日か ら平成 30年 12月21日ま
で とす る､専用実施権 を設定 した (
以下､判決文を除き､この専用実施権
に対 し､
設定契約 を ｢
本件契約｣とい う｡)
｡実施料 については､Ⅹ社 が､Y'
契約金 として3000万円を支払 うほか､毎月､入浴料金 の 4% に相 当す る額
を支払 うことが合意 された｡また､本件契約書 には､その 6条 1項 におい
て､ ｢
本契約 に基づいてな されたあ らゆる支払いは､事 由の如何 に拘 わ ら
ず乙 (
筆者注 :Ⅹ社)に返還 され ない もの とす る｡｣とい う約定があった｡
そ して ､Ⅹ社 は､
平成 15年 12月24日､Y'
に対 し､
契約金 3000万円を支払 った｡
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その後 ､
Y'
とZ社 の間で､
本件発 明の技術的範囲について､
争いが生 じ､

Z社 が､実施料 の支払 を停止 したので､ Y'
は､ Y'
Z社 間の通常実施権許
諾契約 を解除 し､特許権侵害訴訟 を提起 した｡そ こで､ Z社 が､無効審判
を請求 した ところ､特許庁 は､進歩性 の欠如 を理 由に､無効審決 を した｡
8年 1
0月に確定 した｡
同審決 は､取消訴訟 を経て､平成 1

その後､Ⅹ社 は､ Y'
及び Y'
が代表者 を務 めるY社 に対 し､主位 的に､
不法行為 に基づ き､予備的に､債務不履行 に基づ き､契約金相 当額の損害
賠償 を求め､さらに､予備 的に､ Z装置が本件発 明の技術的範 囲に属 して
いると誤信 していた ことのほか､本件特許 が有効であると誤信 していた こ
とを理 由に､本件契約 は錯誤等 によって無効であると主張 して､同額の不
当利得の返還 を求めた｡不 当利得返還請求については ､Ⅹ社 は､このほか､
及び Y社 に
無効審決が確定 し､本件特許が遡及的に無効 になったか ら､Y'
は､契約金の全額 を不 当利得 として返還す る義務 が､少 な くとも､契約金
8年 1
0月か ら平成 30年 1
2月までの 1
2年 2
の うち､無効審決が確定 した平成 1

か月間に相 当す る額 を不 当利得 として返還す る義務 が､それぞれ あるとも
主張 した｡
もっ とも､不法行為及び債務不履行の主張については､原判決 も本判決
も､いずれ も退 けた｡

2, 原判決
請求認容 (
ただ し､遅延損害金の一部 を除 く｡)
原判決は､錯誤無効の主張について､まず､Z装置が本件発 明の技術的
Ⅹ社 は､その設立 を した関係者 が Y'
及
範囲に属 さない と判断 した上で､ ｢
び Z'
か らZ装置が本件発明の実施 品である旨の説 明を受 け､Z装置 と同一
の装置 を独 占的 に実施す るのに必要である との認識 の下 に本件 実施契約
を締結 した ものである｡ ところが､実際には､ Z装置は本件発 明の技術的
範囲に属 さず､Ⅹ社 は､本件実施契約 を締結 して も Z装置 と同一の装置 を
独 占的 に実施す るこ とので きる地位 を獲得す るこ とができなかった もの
である｡Ⅹ社 が この ことを知 っていれば本件実施契約 を締結す ることはな
かった とい うことができるか ら､Ⅹ社 には本件実施契約 の締結 につ き要素
の錯誤 があった とい うべ きである｡
｣ として､その主張を認 めた｡
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そ して､本件契約 6条 1項 の意義 について､本件契約 の締結前 に､ Y'
が､ Ⅹ社 (もっ とも､ この時点では､ Ⅹ社 はまだ設 立 され ていな い ｡) の
関係者 らに対 し､特許 が無効 になって も契約金等 の返還 を しない趣 旨であ
の定 め
る旨を説 明 した こ とを認 定 した上で､本件実施契約書 の 6条 1項 ｢
は､‑･
‑本件特許権 につ き､契約締結後､無効審判 が請求 され無効審決 が
確 定 した場合 であって も､本件契約金等 の返還 を しない趣 旨を合意 した も
のであるこ とが認 め られ る｡同条項 につ き､上記 の趣 旨を超 えて､本件実
施契約 につ き錯誤や詐欺等が存在す る場合 において､契約 の無効や取消 し
を理 由 と して本件 契約金等 の返還請 求 をす る こ とが一切 で きない との逮
旨まで含 む こ とにつ い て の合 意 が あ った こ とを うか がわせ る証 拠 は な
い｡｣ として､その結果 ､ Y'
に対す る不 当利得返還請求 を認 めた｡
そ して､Y社 も本件契約 の当事者 である と認定 し､同様 に､Y社 に対す
る不 当利得返還請求 も認 めた｡なお､両者 の不 当利得返還債務 は､不可分
債務 になる とした｡
なお､無効審決 の確 定 による契約金 の返還請求 については､本件契約 6
条 1項 を根拠 に､否 定 した｡

3. 本判決
原判決取消 し ｡請求棄却
本判決 は､錯誤無効 の主張 について､まず ､事業者 の心構 え として､｢
本
件実施契約 は､営利 を 目的 とす る事業 を遂行す る当事者 同士 によ り締結 さ
れた ものであ り､その対象 は､本件特許権 (
専用実施権)であるか ら､契
約 の当事者 と しては､取引の通念 として､契約 を締結す る際に､契約 の内
容である特許権 が どの よ うな ものであるかを検討す ることは､必要不可欠
である とい える｡す なわち､合理的 な事業者 としては､『発 明の技術 的範
囲が どの程度広 い ものであるか』､『当該特許 が将来無効 とされ る可能性 が
どの程度 であるか』､『当該特許権 (
専用実施権)が､ 自己の計画す る事業
において､ どの程度有用で貢献す るか』等 を総合的 に検討 ､考慮す ること
は当然 であ る とい える｡ そ して､『技術 的範 囲の広狭』及び 『無効 の可能
性』については､特許公報 ､出願手続及び先行技術 の状況 を調査 ､検討す
ることが必要 にな るが､仮 に､自ら分析 ､評価す ることが困難であった と
知的財産法政策学研 究

v
ol
.
31(
2
01
0
) 1
4
9

判例研 究

して も､専門家の意見を求める等 によ り､適宜の評価 をす ることは可能で
あるとい うべ きである｡｣ と一般論 を述べた上で､｢
Ⅹ社 は､Y'
か ら､専用
実施権 の設定を受 け､その権利 に基づいて､第三者 に再許諾 (
通常実施権)
,
■1
(
を し､また､自ら施設 を運営す るす ることによって､利益 を図 ることを計
画 していた｣ ことを前提 に､ ｢
実際にも､ Ⅹ社 は､本件実施契約 に基づ く
再許諾権限に基づいて､‑‑‑に対 して､通常実施権 を付与 した ことによ り､

5
25万円の契約金の支払 を受 けていた｣ことを認定 し､｢
技術的範 囲につい
てのⅩ社の認識 の誤 りは､Ⅹ社 の計画 していた事業の妨 げになった とは到
底理解す ることはできず ､Z装置が本件発 明の技術的範 囲又はそれ と均等
の範 囲に含 まれ ていない限 りⅩ社 において本件 実施契約 を締結す る意忠
表示 をす ることがなかった とまで認 めることはできない｡
｣と判示 し､｢
本
件実施契約 を締結す るに当た り､Z装置が本件発 明の技術的範 囲に含 まれ
ると原告が誤信 した点は､要素の錯誤 に当た ると解すべ きではな く､また､
原告の認識 した事実に何 らかの点に誤 りがあった として も､それは重大な
過失 に基づ くもの とい うべ きであるか ら､原告 は本件実施契約 の無効 を主
張す ることができない｡｣ と結論付 けた｡
なお､無効審決の確定による契約金 の返還請求 に関 しては､本件契約 6
条 1項が当然 に適用 され ることを前提 に､ ｢
本件特許権 は､当事者双方が

予測 しなかった事情 によって､無効 とされ るにいたったが､本件実施契約
では不返還 の特約 が付 されていたため､Ⅹ社 は､無効 となった ことを理 由
として､支払 った金額 の返還 を求めることはできなかった｡｣ とい う表現
及び Y社 ｢
において本件不返還特約 を援用す ることが信義則 に
を用い､Y'

反す るとい うこともできない｣ と判示す るのみである｡

/
;
‑
. 検討
特許権者 か ら､その特許権 について､第三者 が専用実施権の設定又は通
常実施権 の許諾 (
以下､両者 をま とめて ｢
実施許諾 ｣ と呼ぶ ことにす る｡)
を受 けるのは､通常､それ を受 けなけれ ば､その特許権 を侵害す ることに
なる､とその第三者 が考 えるか らであろ う｡しか し､特許権侵害の成否 は､
必ず しも一義的に明 らかであるとは限 らない｡そのため､あ らか じめ実施
許諾契約 を締結 していて も､契約締結 当時に当事者 が予期 していた ことと
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は異 な る結果 が後 に判 明す ることもある｡例 えば､当事者 ､特 に被許諾者
が､均等 を含む､特許発 明の技術的範 囲‑の属否 ､特許 の有効性 について､
誤信 していた よ うな場合 である2)｡ そ して､ この よ うな場合 に､被許諾者
は､実施許諾契約 に基づ いて既 に支払 われた実施料 について､その返還 を
請求す ることがで きるか､が問題 にな る｡本件 では､被許諾者 であるⅩ社
は､技術 的範 囲‑ の属否 のほか､特許 の有効性 について も誤信 していたが､
本件契約 には､ ｢
本契約 に基づいてな され たあ らゆる支払 いは､事 由の如
何 に拘 わ らず 乙 (
筆者 注 :Ⅹ社) に返還 され ない もの とす る｡｣ とい う約
定があった｡文言の上では､その理 由にかかわ らず ､返還 を請求す るすべ
ての場合 に､ この約 定が適用 され るよ うに読 めるが､原判決 も本判決 も､
この約 定 を特許 が無効 になった場合 に限定 して解釈 してい る｡少 な くとも､
技術 的範 囲‑の属否 について誤信 していた場合‑ の適用 は否定 してい る｡
したがって､本件 は､既払実施料 について､特許 の有効性 の誤信 について
は不返還 の合意 があるが､技術 的範 囲‑の属否 の誤信 については不返還 の
合意がない事例 である とい うことがで きよ う｡

2)

これ らのほか､間接侵 害の成否､先使用等の法定通常実施権 の成否等 について､

当事者 が誤信 していた よ うな場合 も考 えるこ とがで きよ うが､本稿 では割愛す る｡
後者 に関 して､専用実施権 について､中L
L
l
信 弘『工業所有権法 (
上)特許法』(
第 2版 ､
有斐閣､2000年)438頁は､ ｢
特許権者 が法定実施権 の存在 を知 っていなが らそれ を
秘 してお けば､担保 責任 が生ず るであろ う｡｣ と述べ る｡
なお ､錯誤無効 とヨ
戦痕担保 責任 (
民法570条)の関係 については､最判 昭33.6.1
4
民集 1
2巻 9号 1
492頁が錯 誤優 先説 に立 ってい る と言 われ るこ とが あ るが､最判 昭
暇疲担保 と錯誤 の関係 に関す る判例 の
41
.
4.1
4民集20巻 4号649頁 も考慮すれ ば ､ ｢
一般論 はそれ ほ ど大 きな意味 を持 ってお らず ､当事者 の主張に応 じて噸痕担保 な り
錯誤 な りを認 めてい る とみ うる｡｣ (
内田貴 『民法 Ⅱ 債権各論』 (
第 2版 ､東京大学
出版会 ､2007年)1
42頁) と評価 され てい る｡ 山本敬 三 『民法講義Ⅳ‑1契約』 (
有斐
閣､2005
年)299頁 も､前者 について､ ｢
当事者 が錯誤無効 の主張 をせず に､職疲担
保 の主張 を した場合 に､これ を否定す る趣 旨ではないだ ろ う｡その意味で､判例 も､
実質的 には選択可能説 に立つ とみ るこ とがで きる｡｣ と述べ る｡ もっ とも､堰疲担
保責任 には､1年 の除斥期 間が定 め られ てい る (
同法566条 3項)
0
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(
1
) 特許が無効 にな った場合3)
①

学説の状況

不返還 の合意 がない場合 には､既払実施料 について､不 当利得否定説4
)
が多数である｡ これ には､被許諾者 は､事実上､実施許諾契約 によって利
益 を受 けてい ることを論拠 とす るもののほか､それ に拠 りなが ら､さらに､
法律 関係 の錯綜 を防 ぐために､継続的契約 については遡及効 を制限す るべ
きであるとい う一般論 か ら､実施許諾契約 について も同様 に取 り扱 うべ き
であるとい う理 由を付 け加 えるものな どがある｡これ に対 し､不 当利得肯
定説 5)は少数である6)｡

3)

詳 しくは､拙稿 ｢
特許 の無効 と既払実施料 の返還 の要否｣商学討 究5
9巻 1号 (
2008

午)83頁 (
ht
t
p:
//hdl
/ha
nd
l
e.
ne
t
/1
0252/1
033)を参照 され たい｡
4)

詳 しくは､前掲注 3)拙稿 86‑88頁注 1
4)〜1
7)を参照 されたい｡

5)

前掲注 3)拙稿 88‑92貢 (
その骨子 は､以下の とお りである｡ 不 当利得否 定説 の

多 くは､被許諾者 には ｢
損失｣がない ことを理 由 とす るが､不 当利得返還請求権 の
成否 においては､実施料 の支払それ 自体 が ｢
損失｣ と評価 され るべ きであ り､その
成否 は､専 ら ｢
法律上の原 因｣の存否 にかか ることにな る｡ そ して､実施許諾契約
を締結す る当事者 は､特許権が有効であることを一応 の前提 としてい るのが通常で
あろ うか ら､特許 が無効 になって しまえば､それ は錯誤 に陥 っていた ことにな る｡
しか も､特許権が有効 であることは､意思表示 の内容 になってい るはず であるか ら､
判例 (
大判大 3.1
2.1
5民録 20輯 11
01
頁)の立場 に立った として も､｢
要素の錯誤｣ (
氏
法95条本文)に当た ることになる｡) そのほか､ 同86頁注 1
3)を参照 され たい｡
｡

また､不 当利得否定説 が論拠 とす る､被許諾者 の事実上の利益 について､田村 善
之 ｢
特許発 明にかか る補償金請求訴訟 にお ける無効理 由掛酌 の可否 について｣知財
管理 60巻 2号 (
201
0年)1
73‑1
7
4頁 は､既払実施料不返還 の特約 がある場合 に不 当
利得返還請求 が認 め られ ないのは､ ｢
当事者 が ノウハ ウの供与 な ど特許権 の不行使
以外の要素 に着 目していた り､あるいは無効 の リス クをライセ ンシーが負担す るほ
うが よい と判断 していた りす るな ど､何 らかの理 由に よ り当事者 が 自由意思 に基づ
いてライセ ンス契約 で締結 した ことを根拠 とす るに過 ぎない｡‑‑‑その場合 に不 当
利得返還請求が認 め られ な くなるの も､その よ うな特約 があるために法律上の原 因
があるか らなのであって､事実上の利益があったか らではない｡｣ と指摘す る｡
6)

なお､駒 田泰土 [
判批]速報判例解説 知的財産法No.
27(
LEX/DB25
440285)4頁に

は､専用実施権者 と被疑侵害者 の関係 と､特許権者 と専用実施権者 の関係 を対比 し
て､ ｢
確 かに､当該特許権 に無効理 由があって も､それが看過 され て無断実施者 に
対す る差止請求等が認容 され る とい うことはあ るだろ う｡ しか し､事後､無効審決
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②

本判決の評価

本件 では､原判決 も､本判決 も､特許 の無効 に関 しては､既払実施料 の
不 当利得返還請求 を否定 してい るが､それ は､いずれ も､本件契約 にお け
る不返還 の合意 を根拠 に してい る｡特約 があれ ば､それ に従 うことは当然
で ある｡特約 自体の有効性 が争 われた もの として､東京地判昭57.ll
.29判
時1
070号94頁 [
カ ップ入 り即席食 品容器 ]がある｡ この事件 では､実用新
案権 が無効 になった ことか ら､通常実施権者 が､契約金及び実施料 の不返
還 の約定 を含 む､契約全体 が錯誤 によって無効 である と主張 して､それ ら
の返還 を求 めたが､同東京地判 は､実用新案権者 と同業他社 の間に本件実
用新案登録 の有効性 について紛争 が存在 し､既 に無効審判 が請求 されてい
た こ とを通常実施権者 が認識 していた こ とな どを指摘 した上で､ ｢
不返還
の約 定 においては､本件 実用新案登録 が将来無効 となる場合 を合理的に予
期 しうる事態 として認識 した うえ､支払ずみの契約金及 び実施料 の返還 を
要 しない 旨が合意 され た もの とい うべ｣きである と判示 して､錯誤無効 の
主張 を排斥 した｡合理的な意思解釈 の結果 ､実施料不返還 の特約 が､特許
等 が無効 になった ときに備 えた約 定である と認 定 され る以上は､特許等 が
無効 になったか らといって､そのよ うな特約が錯誤無効 になることはない

0

7)

本件 では､Ⅹ社 は主張す るものの､原判決 も､本判決 も､特許 の無効 によ
る錯誤無効 の成否 については､検討 していない｡本判決 においては､ ｢
本
件特許権 は､当事者双方が予測 しなかった事情 によって､無効 とされ るに
いたったが､本件実施契約 では不返還 の特約 が付 され ていたため､Ⅹ社 は､
無効 となった こ とを理 由 として､支払 った金額 の返還 を求 めるこ とはでき
なかった｡｣ と述べ､不返還 の特約 が 当然 に効力 を有す るこ とを前提 に し

が確 定 したのであれ ば､原専用実施権者 は､再審 の手続 (
民訴法 338条 1項 8号)
に よ り､無断実施者 か ら受領 した損害賠償金 の返還 を求 め られ る可能性 がある｡‑
‑ この よ うに､ひ とたび特許権 が遡及的に消滅 して しまえば､無断実施者 と原専用
実施権者 との関係 は再構成 を迫 られ ることになる｡それ に もかかわ らず ､原専用実
施権者 と原特許権者 の関係 は再構成 されず､後者 は実施料 の返還 に応 じな くて よい
とい うのは奇妙 な結論 といわ ざるをえない｣ とい う指摘 がある｡
7
) 吉原省 三

｢
無効審決 が確定 した場合 の支払済実施料等 の返還 の要否 ｣山上和則先

生還暦記念論文集 『判例 ライセ ンス法』 (
発 明協会 ､ 2000年)28頁
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てい る｡ この特約 が不 当利得 を否定す る根拠 になってい る｡す なわ ち､前
掲注 5)田村 1
7
4頁が指摘す るよ うに､ ｢
事実上の利益 の有無 ではな く法律
上の原 因の有無 をメル クマー ク として｣ い る｡少 な くとも､学説 にお ける
不 当利得否定説 が論拠 とす る､被許諾者 の事実上の利益 には言及 していな
い｡仮 に､被許諾者 の事実上の利益 の有無 を問 うのであれ ば､本件契約 で
は､本件 において返還 を請求 され た契約金 とは別途､入浴料金 の 4%が実
施料 として支払 われ ることが約定 され てはい るものの､期 間 を1
5
年 間 とす
)
に もかかわ らず ､一時金
る契約 が､契約締結後 わずか 3年弱で終 了 した8
である契約金 の全額 について､被許諾者 が事実上の利益 を受 けていた とい
うこ とは困難 であろ う9)｡果た して､不返還 の合意 がない場合 に､本判決
が､民法9
5
条の錯誤 の問題 として処理す るか否 かは不明であるが､少 な く
とも､学説 にお ける多数説 とは異 なる立場 に拠 ってい る と評価す ることが
で きるのではないだ ろ うか 10)｡

8)

｢
実施権許諾の対象特許の無効審決が確定 した場合 には実施権者 に解約権が発生

す る｡ しか し契約 は解約 まで有効 に存続す るか ら､実施権者 は解約 までの実施料 を
支払 う義務 を負 う｡｣ とい う見解 (
野 口良光 ｢
特許実施契約｣原増 司判事退官記念

9
7
2
年)1
0
2
9頁) もあるが､実施許諾契
『工業所有権の基本的課題 (
下)』 (
有斐閣 ､1
約は､無効審決の確定によって､当然に終了 し､以後､実施料支払義務 は発生 しな
い と解す るべ きである (
前掲注 7)吉原 34頁､石村智 ｢
実施契約｣牧野利秋 ‑飯村

0
0
4年)3
6
5
敏 明編 『新 ｡裁判実務体系 知的財産 関係訴訟法』 (
追捕 ､青林書院 ､2
蛋)
0
9)

もっ とも､専用実施権 について､不当利得否定説 に立 ちつつ も､前掲注 2)中山

439頁注 2)は､ ｢
一時払いの実施料であるな らば､事実上独 占的実施 のできなかっ

た期間に相 当す る分については返還す る必要があろ う｡｣ と述べ る｡
1
0)

加 えて､後掲大阪地判平21.4.7 [
放熱 シー ト] も､補正 によって特許請求の範

囲に含 まれない よ うになった被告製 品について､特許権発生 日までは､それ らの製
品が実施契約 中の実施料算定の基礎 となる ｢
許諾製 品｣ に該 当す ることを根拠 に､
特許権発生 日後は､それ らの製品は ｢
許諾製 品｣には該 当 しない ものの､既払実施
料 について､不返還条項があることを根拠 に､実施料の受領 に法律上の原因を欠 く
(
がない) とはいえない､ と判示す る｡なお､同大阪地判では､｢
本件実施契約 に基
づいて被告か ら原告 にな されたあ らゆる支払は､許諾特許 の無効､本件実施契約 の
解約その他 いかなる理 由によって も被告 に返還 され ない もの とす る｡｣ とい う不返
還条項 について､ ｢
その文言上､契約締結後 に生 じたあ らゆる事 由が これ に含 まれ

1
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(
2
) 特定の製品 】方法が技術的範囲に属 さないことが判明 した場合
①

要素の錯誤

本件では､前記の とお り､原判決で も､本判決で も､技術的範囲‑の属
否の誤信 に関 しては不返還の特約は適用 されない とされた｡このよ うに不
返還の合意がない ときに､ Z装置のよ うに､特定の製品 ｡方法が技術的範
囲に属 さない ことが判明 した場合 に､被許諾者は､実施許諾契約 について､
錯誤無効 を主張す ることができるか､が問題 となるが､特定の製品 ｡方法
の属否の誤信 11)においては､それが技術的範囲に属す ることが契約締結時
に前提 とされていなければ､当然､実施許諾契約 には影響 を及ぼ さない12)
が､技術的範囲に属す ることが前提 とされていた場合 には､民法95条の錯
誤 の問題 となる13)14)15)16)｡本件では､ Z装置が本件発明の技術的範囲に属

ることになる｣ と判断 された｡
ll
)

技術 的範 囲 に関す る誤信 については､具体的な製 品 ｡方法 を前提 とはせず に､

単に広そ うである とか狭そ うであ るとか､漠然 とその技術的範 囲の広狭 について誤
信す る とい う事態 も考 えることはできよ うが､通常は､その技術的範 囲が どこまで､
す なわ ち､ どの よ うな製 品 ｡方法 まで及ぶ のか､ とい う捉 え方 をす るはず であ り､
そ うであれ ば､その よ うな誤信 も､究極的には､特定の製 品 ｡方法の属否 の誤信 に
収赦 させ て もよいのではないか と思われ る｡
1
2
)その よ うな例 として､｢
侵 害品か否かをめ ぐる紛争 を解決す るた めの和解契約 と
して実施契約 が締結 された よ うな場合｣(
増井和夫 ‑田村 善之 『特許判例 ガイ ド』(
第

3版 ､有斐閣 ､2005
年)47
4頁 (
田村善之執筆))を挙 げ ることができる｡もっ とも､
同頁 は､ ｢
侵 害品であ るか否 か とい うことが争点 とはな らず ､侵 害品で あるこ とを
前提 に して賠償額 を定 める契約 がな されたに過 ぎない場合 には別論 が成 り立｣つ こ
とも指摘す る｡その よ うな事例 として､大阪地判昭48.ll
.28半りタ308号278頁 [
はた
きの柄]があ る｡同大阪地判 は､イ号物件 のほかに､登録意匠の範 囲に属 さない ロ
号物件 も原告の意 匠権 を侵害 している とい う前提 に立 って結 ばれた､賠償額 を定 め
る契約 について､錯誤無効 を認 め､同契約 に基づ く原告 の主位 的請求 を退 けた｡
1
3
) 前掲注

8)石村 371
頁

1
4
) 特 定の製 品

｡方法 の属否 の誤信 は､動機 の錯誤 に当た ることにな ろ うか ら､特

定の製 品 ｡方法が技術的範囲に属す ることが前提 とされ ていた場合 とは､判例 (
大
判 大 3.1
2.1
5民録 20時 11
01頁) の立場 に拠れ ば､被許諾者 のその よ うな誤信 が表示
されていた場合 をい うことになる｡
1
5
) なお､船舶 の運航委託契約 の債務 不履行等 による損害賠償 を請求す る原告 に対
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す る とい うⅩ社 の誤信 について､原判決 は､要素の錯誤 に当た る と判 断 し
たが､本判決 は､要素の錯誤 に当た らない と判断 した｡ この相違 は､本判
決 が認定 した､本件契約締結前 に､ Ⅹ社 の関係者 らが､ ｢
石風 呂装置 を用
いた施設 を 自ら設置 して経営す るには資金 が足 りないので､む しろ､本件
特許 の専用実施権 の設定 を受 けて､第三者 に再許諾す る ビジネ スを行 うこ
とを考 えた｡｣ とい う事実 の有無 によるものである とい え よ う1
7
)
が､本判
決 によって も､誰 が石風 呂装置 を製作す るのかな ど､Ⅹ社 が､本件契約 に
よって､どの よ うな事業 を企 図 していたのか､は必ず しもはっき りとは し
ない 18)19)｡
技術的範 囲‑の属否 の誤信 が､要素の錯誤 に当た る と判断 され た場合 に
は､被許諾者 に重過失がない限 り､既払実施料 について､原則 として､不

して被告 が主張す る同契約 の解 除の有効性 (
民法 651条 2項但書 の ｢
やむ を得 ざる
事 由｣の存否)についての判断の中において､登録実用新案 の技術 的範 囲に属 さな
い船舶 についての使用料 の支払約束 (
もっ とも､当時は､特許 出願 中であった｡ な
お､その後 ､出願 の変更が され た｡) は本来根拠 のない ものであったか ら､支払済
みの使用料 は清算 され るべ き性質の ものであ り､また､使用料 の支払約束 は被告か
ら申 し出があれ ば解 消 されねばな らない ものであった､と判示す るもの と して､神
荷役船]がある｡
戸地判 昭63.5.27判 タ687号 242頁 [
1
6
)実施料 の支払方式 に応 じて既払実施料 の返還請求 の可否 を検討す るもの と して､
雨宮正彦 ｢
実施契約｣牧野利秋編 『裁判実務大系 工業所有権訴訟法』 (
青林書院 ､
1
985年)396‑399頁｡
1
7
)前掲注

1)永野 76‑77頁参照｡

1
8
)前掲注 1)駒 田261‑262頁は､ ｢
結論 として錯誤無効 を否定す る とい う解釈論 も
十分 に成立す る余地があろ う｡｣ (
同262頁)と留保 しつつ ､｢
Xの計画 に係 る事業 に
とって有益であった とい う､いわば結果論 の観 点か ら要素の錯誤 を否定 した本判決
の論理 には､首を傾 げた くなる部分がないわけではない｡
｣(同261頁)と指摘す る｡
1
9
)一般論 ではあるが､牧野利秋 ｢
出願 中の製 法特許等 に基づ く商品の製造販 売 を
目的 とす る独 占権付 与契約 において右特許等 が得 られ なか った場合 と要素 の錯琵
呉
の有無｣前掲注 7) 『判例 ライセ ンス法』 18頁は､｢
要素の錯誤 の有無 に関す る従来
の裁判例 をみれ ば､無効 とされ た事案 は､契約 で予定 され てい る各給付 にお ける等
価性 が実際には存 しないのに錯誤 の結果 これが存す ると誤信 し､この誤信 に相手方
の言動が影響 を及 ぼ してい ると認 め られ る場合 であることが多｣ い と指摘す る｡
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当利得の成立が認 め られ ることになる20)が､このよ うな事態 を回避す るた
めに､特許権者 としては､技術的範囲‑の属否 について誤信 していたよ う
な場合 にも､既払実施料 を返還 しない ことを被許諾者 と合意 してお くべき
であろ う｡本件で も､ ｢
事 由の如何 に拘わ らず｣返還 しない とい う約定は
あったが､例 えば､原判決 では､ ｢
本件実施契約 につ き錯誤や詐欺等が存
在す る場合 において､契約の無効や取消 しを理 由として本件契約金等の返
還請求 をす ることが一切 できない との趣 旨まで含む ことについての合意
があった｣とはいえない とされた｡実施料不返還の特約 と一概 に言って も､
その約定が どの よ うな場合 に適用 され るのかを明示 してお くことが望 ま
れ ることになる2
1
)
｡
なお､技術的範囲に属す ることが前提 とされていた特定の製品 ｡方法が
これに属 さない ことが判明 して も､特許権者がノウハ ウの提供等の積極的
な義務 を負 っている場合 には､必ず しも契約の全部が無効 になるとは限 ら
ないであろ う｡それ によって契約 の 目的を達す ることができない ときは､
被許諾者 は､差止請求権等の禁止権 を行使 しない とい う不作為義務 を超 え
る部分に対応す る対価の支払 を免れ るために､顎疲担保責任 の規定に基づ
いて､解 除す ることになろ う22)0
また､技術的範囲に属す ることが前提 とされていた特定の複数の製品 ｡
方法の うち､その一部の製品 ｡方法のみが技術的範囲に属 さない ことが判
明 した場合 には､可分であれば､その部分のみが無効になることになろ う｡
②

重過失

本判決 は､｢
合理的な事業者 としては､『
発明の技術的範囲が どの程度広
20)

もちろん､特定の製 品 ｡方法 の技術 的範 囲‑ の属否 について､争 いをや めるた

めに､実施許諾契約 が締結 された よ うな場合 には､不 当利得返還請求は認 め られ な
い ｡

21
)松本 司

｢ライセ ンス対象 が権利範 囲外 である と判 明 した場合｣ 山上和則 ‑藤川

義人編 『知財 ライセ ンス契約 の法律相談』(
青林書院 ､2007年)396‑397頁は､和解
的 なライセ ンス契約 においては､争点の蒸 し返 しを防 ぐために､互譲 の対象 となっ
た争点 を､ライセ ンス契約 の前文等 に明記す るこ とを推奨す る｡
22)

もっ とも､解 除の効力 は将来 に向かってのみ生 じると解 され るので､不作為義

務 を超 え る部分 に対応す る支払済みの対価 の返還 を請求す るこ とはできない｡
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い ものであるか』､『当該特許 が将来無効 とされ る可能性 が どの程度 である
か』､『当該特許権 (
専用実施権)が､ 自己の計画す る事業 において､ どの
程度有用で貢献す るか』等 を総合的に検討 ､考慮す ることは当然 である と
いえる｡｣とい う一般論 を踏 まえて ､Ⅹ社 に重過失があった と認 定す る23)｡
そ もそ も､要素の錯誤 には当た らない と判示 してい るので､この重過失 の
判 断 は傍論 であ る ともい えるが､ Ⅹ社 の誤信 が Z'
及 び Y'
の説 明に起 因 し
てい ることを考 えれ ば､その一般論 には異論 がないに して も､Ⅹ社 に とっ
てはかな り厳 しい判断であるよ うに も思われ る

｡

しか し､本件発 明の構造

が決 して複雑 である とはいえない ことを考 えれ ば､Ⅹ社 が､本件契約 の締
結 に先立 って､先行技術 を十分 に調査 していれ ば､ Z装置が技術的範 囲に
属 さない こ とは容易 に知 るこ とがで きたのか も しれ ない｡ もっ とも､ Y'
も､Z装置 が技術 的範 囲に属す る と考 えていた とい うのであるか ら､共通
錯誤 として､民法95条但書 の適用 は排 除 され るべ きである24)が､本判決 が､
同条但書の適用 を排 除 しなかったのは､それ を当事者 が主張 しなかった と
い うことであろ うか｡

(
3
) 訂正又は補 正によって､特許請求の範囲が減縮 し､その結果 ､特定
の製品 *方法がその範囲に含 まれ ないよ うにな った場合
本件 の事案 とは異 なるが､最後 に､契約締結時 に､技術 的範 囲に属す る
ことが前提 とされていた特定の製 品 ｡方法が､訂正又 は補正 に よって､特
許請求の範 囲に含 まれ ない よ うになった場合 に､被許諾者 は､既払実施料
について､その返還 を請求す ることができるのか､につ いて検討す る｡
①

特許権発生後の実施許諾契約

ところで､訂正審判請求及び訂正請求 に当たっては､特許権者 は､専用
実施権者 ､許諾 による通常実施権者等 がいれ ば､それ らの者 の承諾 を得 な
けれ ばな らない とされ てい る (
特許法 127条 ､ 134条 の 2第 5項)25)26)｡ 同

23)

このほか､要素 の錯誤 には 当た らない と した上 で､ さらに､重過失 を認定す る

もの として､大阪地判平2
0.
2.1
8平 1
8(ワ)
883
6[
太陽電池装置]がある｡
2
4
) 前掲注

1)駒 田2
6
2頁参照｡

2
5
) その趣 旨について､特許庁編

『工業所有権法 (
産業財産権法)逐条解説』 (
第1
7

1
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法 127条について､特に制限的な解釈 を採 らない限 りは､被許諾者 として
は､その承諾 を与える代わ りに､実施料の減額 を求めるな ど､既払実施料
)
｡もっとも､
の扱い も含 めて､特許権者 と交渉す る機会があることになる27
あ らか じめ､実施許諾契約 において､承諾義務 を課 されていれば28)29)､そ
のよ うな機会はない｡ しか し､例 えば､あ らか じめ承諾義務 を課 され るこ
とな く､かつ､注26)のよ うに､審判体 に知 られなかったために､審判 に
よって認 め られた訂正 について､具体的な承諾 も与えていなかった通常実
施権者 であれ ば､技術的範囲に属す ることが前提 とされていた特定の製
品 ｡方法が､訂正によって､技術的範囲に属 さない よ うになった場合 に､
既払実施料について､その返還 を請求す ることはできないであろ うか｡
確かに､訂正によって減縮 された部分に着 目すれば､特許 が一部無効に
なった とみ ることもできよ う｡また､訂正には､遡及効がある (
特許法 128

版 ､発 明協会 ､2008年)35
2頁 は､ ｢
特許権者 が誤解 に基づいて不必要な訂正審判 を
請求す ることもあ り､また噸庇 の部分のみ を減縮すれ ば十分であるのにその範 囲を
こえて訂正す ることも考 え られ ､そ うなる と前記 の権利者 は不測 の損害 を蒙 ること
もあるので､一応訂正審判 を請求す る場合 には これ らの利 害関係 ある者 の承諾 を得
なけれ ばな らない こ ととした｣ と説 明す る｡ もっ とも､この規定 によって､特許権
者 が､訂正 とい う､無効 を回避す る有効 な手段 を適宜に利用す ることが阻まれ るお
それ がない とはい えない｡ この よ うな問題 も含 めて､ 日本弁理士会 中央知的財産研

訂正 ｡補正 を巡 る諸問題｣が検討 されてい るよ うである｡
究所 において､ ｢
26)

しか も､許諾 に よる通常実施権者 であって も､登録 を要す る とは解 され ていな

い｡そのため､審判体が､その存在 を知 らないままに､訂正 を認 めて しま うことも

27条違反 は､無効理 由 ともされ ていない (
同法 1
23条 1項 8号
あ りうる｡ そ して ､1
参照｡)
0
27)

しか し､吉藤幸朔 (
熊谷健一補訂)『特許法概説 』(
第1
3
版 ､有斐閣 ､1
998年)609

頁注 2)は､｢
過剰 でない減縮 であるに もかかわ らず ､承諾制の趣 旨に反す る要求 (
た
とえば､通常実施権者 が従来有償 の実施料 を無償 にせ よとの要求)を し､これが容
れ られ ないか らといって､承諾 を拒否す ることは当然不 当であろ う｡｣ と述べ る｡
2
8
) 将来 の訂正 について､あ らか

じめ承諾義務 を課す とすれ ば､包括 的 な ものにな

らざるを得 ないが､その よ うな義務 を課す ことが､事案 によっては､不公正な取引
方法 (
独 占禁止法 1
9条 ､2条 9項) に当た る とされ ることもあろ う｡
2
9
) 通常実施権者 の承諾義務 の存否 が争 われ た事例

として､東京高判平 1
6.1
0.27平

1
6(
ネ)29
95 [
貯留浸透 タンク]がある｡
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条 ､1
3
4条の 2第 5項)か ら､訂正 によって､特定の製 品 ｡方法が技術的
範囲に属 さない よ うになった場合 に､これ を後か ら見れ ば､誤信 があった
とい うこともできるか も しれ ない｡ しか し､訂正によって減縮 された部分
は無効理 由を抱 えていた と常に言 えるわけではない｡また､遡及効がある
とはい え､その製 品 ｡方法は契約締結時には技術的範囲に属 していたので
あるか ら､契約締結時に既 に無効理 由を内包 していた､前記 (
1
)の場合 と
は異な り､誤信 があった とはいえない｡ したがって､訂正 によって減縮 さ
れた部分 に属す る特定の製 品 ｡方法が技術的範囲に属す ることが契約締結
時に前提 とされていた よ うな場合で も､以後の実施料額 に影響す ることに
なるのは格別､民法95条の錯誤 の問題 とはな らず､この よ うな通常実施権
者であって も､自己の承諾 を得 ない訂正 によって､何 らかの損害が生 じた
のであれば､別途､その賠償 を請求す る余地 は残 されてい よ うが､既払実
施料 については､その返還 を請求す ることはできない と解す るべ きである｡

② 特許権発生前の実施許諾契約
特許 出願 中な ど､特許権の発生前の発 明について､実施許諾契約 が締結

0
年改正では､出願後の特許 を受 ける権利 に対す
され ることがある｡平成 2
るもの として､仮専用実施権及び仮通常実施権 とい う制度 が新設 され (
特
許法3
4条の 2､3
4条の 3)､それ らの登録 も可能 になった (
同法3
4条の 4､

3
4条の 5) しか し､補正 においては､訂正 と異な り､仮専用実施権者及
｡

び仮通常実施権者 がいた として も､それ らの者 の承諾 は必要 とされていな
｡そのため､補正が されて も､仮専用実施権者等 には､出願人 と交渉

い 30)

す る機会はない｡ もっ とも､出願前はもちろん､出願後であって も､そ も
そ も､当該発 明について､特許 が付与 され るか否かは定かではない｡仮 に
特許が付与 され るに して も､最初 に添付 した特許請求の範囲の とお りの特
許が付与 され るとも限 らない｡他者 には販売 しない とい う不作為義務 の対

3
0)

平成20年改正法の施行前の事案 であるが､後掲大阪地判平21.4.7 [
放熱 シー ト]

は､補正書 を提 出 した とい うだけでは もちろん､補正によって特許請求の範囲が減
縮 された上で特許査定 され､特許権が発生 した場合 に も､許諾者 たる特許権者一般
に､明示又は黙示の合意の有無にかかわ らず､信義則上､通知義務 を認 めることは
できない と判示す る｡
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象が争われた事案ではあるが､最判平5
.
1
0
.1
9
裁判集民事 1
7
0号31
頁 [
掘削
装置]が､ ｢
本願発 明につ き､出願 の過程で明細書の特許請求の範囲が補
正 された結果､特許請求の範囲が減縮 された場合には､これ に伴 って本件
契約 によって被上告人以外 に納入販売 しない とい う義務 の対象 となる装
置 もその範囲のものになると解す るのが相 当である｡｣ と判示 した ことに
)
､
照 らせ ば､実施許諾契約 において､特に定めがなければ､補正に応 じて31
実施料の対象 となる許諾の範囲 も変動す る､ と理解す ることもできよ う｡
したがって､最初 に添付 した特許請求の範囲の とお りの特許の取得 を出願
人が保証で もしていない限 りは､た とえ契約締結時に特許権発生の暁には
その技術的範囲に属す ることが前提 とされていた特定の製品 ｡方法が､補
正 によって特許請求の範囲に含 まれないよ うになった として も､以後の実
施料額 に影響す ることになるのは格別､民法95条の錯誤の問題 とはな らな

1
.
4.
7平1
8(
ワ)1
1
4
2
9[
放熱 シー
い と解す るべ きである32)33)｡大阪地判平2

31
)

訂正 の効力 が生 じるのは､訂正 を認 め る審決 が確 定 した時であ る (
特許 法 1
28条 ､

1
3
4条 の 2第 5項) の に対 して､補 正 の効 力が生 じるのは､補 正書 を提 出 した時で
8条 の 2第 1項)又 は却 下決 定 (
同
あ る と解 され る｡補正 について却 下処分 (
同法 1
法 53条 1項)が され た ときは､そ の特許 出願 は､補正 が され る前 の状態 に戻 るこ と

7
)吉藤 31
9頁注 1)参照｡)｡
にな る (
前掲注 2
3
2)

さ らには､拒絶査 定又 は審決 が確 定 して､特許 の付 与す ら受 け られ なか った と

きで も､同様 に､民法 95条 の錯誤 の問題 とはな らない と解 す るべ きで あ る (
松尾和
1
)山上 ‑藤 川編 4
1
4頁参照 ｡ )｡ その場
子 ｢
特許 出願 中の発 明 とライセ ンス｣前掲注 2
合 ､実施許諾契約 は､無効審決 が確 定 した場合 と同様 に､当然 に終了す ることにな
るのではなか ろ うか｡
3
3)

補 正 の事案 ではないが､許諾 の対象 で あ る特許 出願 中の発 明 につ いて､拒絶事

由又 は無効 事 由が存在 す る とい う被 告 の主張 に対 して､ ｢これ を認 め るに足 りる証
拠 はない｡
｣ と判示す るので､傍論 ではあ るものの､ ｢
契約期 間 中に許諾 の対象 とな
る発 明に係 る特許 出願 のすべ てが最終拒絶 され ､あ るいは､特許 が無効や 取消等 に
よ り失効す る場合 は契約 も終 了す るもの とす る旨 (
‑‑)や ､原告 は被告 に対 し許
諾 の対 象 とな る発 明 に係 る特許 出願 につ いて特許 が成 立す る こ と及 びそ の有 効性
につ いて一切保証せず ､これ につ いて義務や責任 を一切負 わない もの とす る旨 (
･
･
･
‑)が定 め られ てい るこ と｣か ら､仮 に拒絶事 由又 は無効事 由が存在す る と して も､
実施許諾契約 等 につ いて､要素 の錯誤 に当た る とも､原始 的 に不能 であ る ともい え
ない として､未払 の実施料等 の支払 を求 め る原告 の請求 を認容 した事例 として､東
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ト]は､組成物 中の体積分率 を限定す る補正 によって､被告製 品の一部が
技術的範 囲に含 まれない よ うになった とい う事案 において､既払実施料の
不 当利得返還請求権 を 自働債権 とす る相殺 の抗弁 を主張す る被告 に対 し
て､ ｢
被告の意思表示 の時点 (
‑‑‑)では､未だ本件補正書は提 出 されて
お らず‑‑､同時点においては､被告の動機 に錯誤 があった とは認 め られ
特許 出願 は拒絶 され ることもあ り､また､
ない｣ と判示す るとともに､ ｢
補正又は訂正 され ることもあ り､特許請求の範囲に変動 を生 じ得 る点は本
件実施契約上織 り込み済み とい うべ きである｡｣ とも付 け加 え､公 開公報
の特許請求の範 囲34)に記載 され た発 明に特許権 が発生す るこ とを前提 と
して締結 したか ら､実施契約 35)は錯誤 によって無効であるとい う被告 の主
張を排斥 した36)｡
このほか､契約締結時に､特許査定が されれば､技術的範 囲に属す るこ
とが前提 とされていた特定の製 品 ･方法が､特許査定によっていったんは
技術的範囲に属 した ものの､その後､訂正 によって属 さない よ うになった
場合の扱いについては､前記 ｢
①

特許権発生後 の実施許諾契約 ｣ と同様

である｡

本稿 は､平成 22年 3月 1
5日に開催 され た北海道大学知的財産法研 究会 にお ける筆
者 の報告 に加筆 した ものである｡

.
4.1
6平 1
9(
ワ)28849 [
pM 除去装置] がある｡
京地判平21
34)

特許庁 の実務 では､願 書 に最初 に添付 した明細書等及 びその後 に提 出 され た補

正書が､公 開公報 に掲載 され る (
橋本 良郎 『特許法』 (
第 3版 ､発 明協会 ､2006年)
1
00頁)
｡
この事件 では､出願公 開後 に補正が されてい る｡
35)

約 定の実施料率 は､特許権発生後 は販売価格 の 3%で あったのに対 し､特許権

発生前は

1%であった｡

3
6
)加 えて､同大阪地判 は､実施契約 中の ｢
許諾特許 ｣ とい う文言 につ いて､特許
権発生前の ｢
許諾特許｣ とは､公 開公報 の特許請求の範 囲に記載 された発 明を指す
と解 した上で､補正 によって特許請求の範 囲が減縮 し､対象製 品の一部が特許請求
の範囲に含 まれ ない よ うになった として も､その部分 について､実施料 の支払義務
がな くなるのは､特許権発生後である と判断す る｡
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