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注目判決

平成２４年（ネ）第１００１５号 特許権侵害差止請求控訴事件

（平成２５年２月１日判決言渡）

第１ 事案の概要及び前提となる事実

１．事案の概要

控訴人兼被控訴人（第１審本訴原告・反訴被告，以下「原告」という。）は，ごみ貯蔵カ

セット及びごみ貯蔵機器に関する特許権（特許第４４０２１６５号，発明の名称「ごみ貯

蔵機器」，以下「本件特許権」といい，本件特許権に係る特許を「本件特許」といい，本件

特許に係る発明を「本件発明」という。）等に基づいて，被控訴人兼控訴人（第１審本訴被

告・反訴原告，以下「被告」という。）に対し，被告が輸入・販売等をしている製品（イ号

物件）は上記特許権等を侵害するなどと主張して、イ号物件の輸入・販売等の差止め（特

許法１００条１項等）及び廃棄（特許法１００条２項等）を求めるとともに、損害賠償（特

許法１０２条２項、３項、民法７０９条等）として合計２億０６７２万９９８３円及びこ

れに対する遅延損害金の支払を求めた（本訴）。

他方，被告は，原告が，被告の顧客に対し，被告が販売するイ号物件が原告の知的財産

権を侵害しているとの事実を通知したことなどは，被告の営業上の信用を害する虚偽の事

実の告知，流布（不正競争防止法２条１項１４号）に該当すると主張して，原告に対し，

損害賠償（不正競争防止法４条，民法７０９条，７１０条）として７５２７万４６９６円

及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた（反訴）。

原審（平成２３年１２月２６日判決言渡，平成２１年（ワ）第４４３９１号，平成２３

年（ワ）第１９３４０号）は，①イ号物件は，本件発明１（本件特許の請求項１４に係る

発明）の全ての構成要件を充足し，その技術的範囲に属している，②本件発明には，新規

性・進歩性の欠如，特許法３６条６項２号（明確性要件）違反の無効理由は存在しないと

判断し，イ号物件の輸入・販売等の差止め，廃棄を認めた上で，原告は，日本国内におい

て本件特許権を実施していたと認めることはできず，同法１０２条２項の推定の前提を欠

き，同項に基づき損害額を算定することはできないとして，同条３項に基づき算定した損

害賠償（実施料相当額）１８１３万９１５２円，弁護士・弁理士費用３００万円，合計２

１１３万９１５２円及びこれに対する遅延損害金の支払を認めるとともに、被告の請求を

棄却した。

これに対し，原告と被告は，それぞれ敗訴部分の取消しを求めて本件各控訴を提起し，

原告は，当審において，損害賠償について請求を拡張し，合計２億５９６９万１３４０円

及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた。

控訴審における主たる争点は，本件特許権侵害による損害に関して，特許法１０２条２

項の適用があるか否か，これが肯定される場合に，推定を覆滅する事情が認められるか否

かである。
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２．前提となる事実

（１）本件発明１

本件発明１を構成要件に分説すると，次のとおりとなる（括弧内の分説は，被告による

ものである。以下，本件発明１の構成要件の分説のための符号については，下記のとおり，

原告の分説のための符号を先に挙げ，括弧内でこれに対応する被告の分説の符号を示すこ

ととする。）。

Ａ（Ａ） ごみ貯蔵機器の上部に備えられた小室に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置

に係合され回転可能に据え付けるためのごみ貯蔵カセットであって，

Ｂ（Ｂ） 該ごみ貯蔵カセットは，

（Ｂ－１） 略円柱状のコアを画定する内側壁と，

Ｃ（Ｂ－２） 外側壁と，

Ｄ（Ｂ－３） 前記内側壁と前記外側壁との間に設けられたごみ貯蔵袋織りを入れる貯蔵

部と，

Ｅ（Ｂ－４） 前記内側壁の上部から前記外部壁に向けて延出する延出部であって，使用

時に前記ごみ貯蔵袋織りが前記延出部をこえて前記コア内へ引き出される延出部と，

Ｆ（Ｂ－５） 前記ごみ貯蔵カセットの支持・回転のために，前記ごみ貯蔵カセット回転

装置と係合するように，前記外側壁から突出する構成と，を備え，

Ｇ（Ｃ） 前記ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるように構成された，

（Ｄ） ごみ貯蔵カセット。

（２）イ号物件の構成

ａ ごみ貯蔵容器の上部に取り付けるためのごみ貯蔵カセットであり，

ｂ ごみ貯蔵カセットは，

ｂ－１ 略円柱状のコアを画定する内側壁と，

ｂ－２ 外側壁と，

ｂ－３ 前記内側壁と前記外側壁との間に設けられたごみ貯蔵袋織りを入れる貯蔵部と，

ｂ－４ 前記内側壁の上部から前記外側壁に向けて延出する延出部であって，使用時に前

記ごみ貯蔵袋織りが前記延出部をこえて前記コア内へ引き出される延出部と，

ｂ－５ 前記外側壁外周面の円周方向の等間隔の４箇所に欠け部を有する突出部と，を備

える。

（３）本件発明とイ号物件との対比等

イ号物件は、本件発明１の構成要件Ｂ～Ｅ（Ｂ～Ｂ－４）を充足する。
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第２ 裁判所の判断

１．本件発明１に係る特許権の侵害の有無

（１）本件発明１の構成要件Ａ（Ａ），Ｆ（Ｂ－５），Ｇ（Ｃ）に関して，被告は，本件発

明１のごみ貯蔵カセットは，「ごみ貯蔵カセット回転装置に係合されて回転可能に据え付け，

かつ，ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられる」との用途等に限定されるものと解

されるとするのに対し，原告は，上記用途等に限定されるものではないと解されると主張

するので，この点について検討する。

ア 特許請求の範囲

本件特許の特許請求の範囲によると，本件発明１（請求項１４）において，「ごみ貯蔵カ

セット」は，「回転可能に据え付ける」「ため」に「ごみ貯蔵機器の上部に備えられた小室

に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置に係合され」（構成要件Ａ（Ａ）），「ごみ貯蔵カセ

ットの支持・回転の」「ために」，「ごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように」，「外側壁

から突出する構成」を備え（構成要件Ｆ（Ｂ－５）），「ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り

下げられるように構成」（構成要件Ｇ（Ｃ））されているから，本件発明１における「ごみ

貯蔵カセット」は，ごみ貯蔵カセット回転装置に係合されて回転可能に据え付けられ，か

つ，ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられる構成であることが認められるものの，

特段，それ以外の用途に使用されることを排除するような記載は存在しない。

したがって，特許請求の範囲の記載からみる限り，本件発明１における「ごみ貯蔵カセ

ット」については，上記用途等に限定されるものではないと解するのが相当である。

被告は，本件発明１の構成要件Ａ（Ａ），Ｆ（Ｂ－５）に「ために」と記載されているこ

とから，用途が限定されていると主張するが，上記「ために」との記載は，「回転可能に据

え付ける」又は「ごみ貯蔵カセットの支持・回転」というごみ貯蔵カセットをごみ貯蔵カ

セット回転装置に係合させることの目的を表すにすぎず，それ以上に他の用途を排除する

ものと解することはできない。

イ 発明の詳細な説明，図面

本件明細書の記載によると，本件発明は，例えばおむつのようなごみを貯蔵するごみ貯

蔵機器に関する発明であり，ごみ貯蔵カセットは，異なる容器の大きさに対応でき，また，

カセットの回転抵抗を最小にすることが望ましいところ，本件発明のごみ貯蔵機器は，ご

み貯蔵カセットを回転させることができるよう，把持部をもつ外側の回転可能な円板を備

え，回転可能な円板はごみ貯蔵カセットと係合しており，さらに，ごみ貯蔵カセットは，

その外側円筒状壁周りの環状フランジから吊るすように設計されている結果，多数の異な

るタイプの容器に据え付けることができ，回転するために低抵抗であること，実施例にお

いても，同様の構成が開示されていることからすると，本件明細書において，ごみ貯蔵カ

セットは，ごみ貯蔵カセット回転装置に係合して吊り下げられる構成が開示されていると

認められる。
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しかしながら，他方，本件明細書においては，上記の構成のみに限定し，それ以外の用

途に使用される構成を含むことを排除するような記載は特段存していないこと，回転装置

が欠落したごみ貯蔵機器にも適合することが本件発明１のごみ貯蔵カセットとしての技術

的意義を損なうことをうかがわせるような記載は存在しないことからすると，本件発明１

のごみ貯蔵カセットについては，ごみ貯蔵カセット回転装置に係合して吊り下げられる構

成ではあるが，かかる用途等に限定されるものではないと解するのが相当であり，このよ

うに解することが，本件明細書の記載にも整合するというべきである。

したがって，本件明細書の記載によっても，本件発明１のごみ貯蔵カセットは，上記用

途に限定されるものではないと解するのが相当であり，これに反する被告の主張を採用す

ることはできない。

ウ 出願経過，出願当時の技術水準

被告は，出願経過及び出願当時の技術水準に照らすと，本件特許の出願人（原告）は，

回転装置欠落ごみ貯蔵機器に取り付けて使用することができるようなごみ貯蔵カセットに

ついては，本件発明１より意識的に除外したと主張する。

そこで検討すると，・・・省略・・・本件特許の出願当時の技術水準及び本件特許の出願

経過によれば，本件発明１にかかるごみ貯蔵カセットは，ごみ貯蔵カセット回転装置と係

合して据え付けられ，ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられる構成として特定され

たと認めるのが相当である。そして，他方において，上記の出願経過において，回転装置

欠落ごみ貯蔵機器について特段の言及がないこと等からすると，原告（出願人）において，

ごみ貯蔵カセットについて，補正により上記の構成とした以上に，回転装置欠落ごみ貯蔵

機器に取り付けて使用することができるような構成のごみ貯蔵カセットを意識的に排除し

たと解することはできないというべきである。したがって，これを前提とする被告の主張

は，いずれも採用することはできない。

（２）以上によると， 本件発明１ の構成要件Ａ （ Ａ ） ， Ｆ （ Ｂ － ５ ） ， Ｇ

（Ｃ）に関して，本件発明１のごみ貯蔵カセットは，「ごみ貯蔵カセット回転装置に係合さ

れて回転可能に据え付け，かつ，ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられる」構成で

あるが，かかる用途等に限定されるものではないと解するのが相当である。

（３）本件発明１の構成要件充足性について

イ号物件は，本件発明１の構成要件Ｂ～Ｅ（Ｂ～Ｂ－４）を充足することは，当事者間

において争いがない。また、証拠及び弁論の全趣旨から、イ号物件は，構成要件Ａ（Ａ），

Ｆ（Ｂ－５），Ｇ（Ｃ）を充足する。したがって，イ号物件は，本件発明１の構成要件Ａ（Ａ）

～Ｇ（Ｄ）のすべての構成要件を充足し，その技術的範囲に属している。
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２．損害について

（１）上記のとおり，被告は，イ号物件の輸入，販売，販売の申出により，本件発明１に

係る特許権を侵害しているから，被告は，これにより原告が被った損害を賠償する義務が

ある。

（２）特許法１０２条２項に基づく損害額の算定

原告は，特許法１０２条２項に基づく損害額の算定を主張するのに対し，被告は，原告

は日本国内において本件発明１を実施していないから，同項の適用はない，仮に同項の適

用があるとしても，同項による推定を覆滅する事情が認められると主張する。当裁判所は，

被告の主張には理由がなく，本件において，原告に生じた損害額を算定するに当たり，特

許法１０２条２項を適用することができ，同項による推定を覆滅する事情は認められない

と判断する。その理由は，以下のとおりである。

ア 特許法１０２条２項を適用するための要件について

特許法１０２条２項は，「特許権者・・・が故意又は過失により自己の特許権・・・を侵

害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において，その者

がその侵害の行為により利益を受けているときは，その利益の額は，特許権者・・・が受

けた損害の額と推定する。」と規定する。

特許法１０２条２項は，民法の原則の下では，特許権侵害によって特許権者が被った損

害の賠償を求めるためには，特許権者において，損害の発生及び額，これと特許権侵害行

為との間の因果関係を主張，立証しなければならないところ，その立証等には困難が伴い，

その結果，妥当な損害の塡補がされないという不都合が生じ得ることに照らして，侵害者

が侵害行為によって利益を受けているときは，その利益額を特許権者の損害額と推定する

として，立証の困難性の軽減を図った規定である。このように，特許法１０２条２項は，

損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定であって，その効果も推定にすぎ

ないことからすれば，同項を適用するための要件を，殊更厳格なものとする合理的な理由

はないというべきである。

したがって，特許権者に，侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られ

たであろうという事情が存在する場合には，特許法１０２条２項の適用が認められると解

すべきであり，特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は，推定さ

れた損害額を覆滅する事情として考慮されるとするのが相当である。そして，後に述べる

とおり，特許法１０２条２項の適用に当たり，特許権者において，当該特許発明を実施し

ていることを要件とするものではないというべきである。

以上に照らして，本件における特許法１０２条２項の適用の可否について検討する。

イ 事実認定

・・・省略・・・
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ウ 判断

上記認定事実によれば，原告は，コンビ社との間で本件販売店契約を締結し，これに基

づき，コンビ社を日本国内における原告製品の販売店とし，コンビ社に対し，英国で製造

した本件発明１に係る原告製カセットを販売（輸出）していること，コンビ社は，上記原

告製カセットを，日本国内において，一般消費者に対し，販売していること，もって，原

告は，コンビ社を通じて原告製カセットを日本国内において販売しているといえること，

被告は，イ号物件を日本国内に輸入し，販売することにより，コンビ社のみならず原告と

もごみ貯蔵カセットに係る日本国内の市場において競業関係にあること，被告の侵害行為

（イ号物件の販売）により，原告製カセットの日本国内での売上げが減少していることが

認められる。

以上の事実経緯に照らすならば，原告には，被告の侵害行為がなかったならば，利益が

得られたであろうという事情が認められるから，原告の損害額の算定につき，特許法１０

２条２項の適用が排除される理由はないというべきである。

これに対し，被告は，特許法１０２条２項が損害の発生自体を推定する規定ではないこ

とや属地主義の原則の見地から，同項が適用されるためには，特許権者が当該特許発明に

ついて，日本国内において，同法２条３項所定の「実施」を行っていることを要する，原

告は，日本国内では，本件発明１に係る原告製カセットの販売等を行っておらず，原告の

損害額の算定につき，同法１０２条２項の適用は否定されるべきである，と主張する。

しかし，被告の上記主張は，採用することができない。すなわち，特許法１０２条２項

には，特許権者が当該特許発明の実施をしていることを要する旨の文言は存在しないこと，

上記アで述べたとおり，同項は，損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられたもの

であり，また，推定規定であることに照らすならば，同項を適用するに当たって，殊更厳

格な要件を課すことは妥当を欠くというべきであることなどを総合すれば，特許権者が当

該特許発明を実施していることは，同項を適用するための要件とはいえない。上記アのと

おり，特許権者に，侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろ

うという事情が存在する場合には，特許法１０２条２項の適用が認められると解すべきで

ある。

したがって，本件においては，原告の上記行為が特許法２条３項所定の「実施」に当た

るか否かにかかわらず，同法１０２条２項を適用することができる。また，このように解

したとしても，本件特許権の効力を日本国外に及ぼすものではなく，いわゆる属地主義の

原則に反するとはいえない。

以上のとおり，被告の上記主張は採用することができず，原告の損害額の算定について

は，特許法１０２条２項を適用することができ，同項による推定が及ぶ。

エ 特許法１０２条２項に基づく損害額の算定

・・・省略・・・平成２１年１１月６日から平成２３年１２月末日までに生じた，原告

の損害は，合計１億３４６１万７０２２円と推定される。
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（３）逸失利益の不発生ないし推定の覆滅に関する被告の主張について

ア 被告は，日本国内において原告製品を販売して利益を得ているのは，コンビ社であ

って原告ではない，また，原告とコンビ社間には，強制的な最低購入量の定めや最低購入

量不達成時の経済的な補填の定めがあり，原告には損害が生じないから，原告の損害賠償

請求は失当であると主張する。

しかし，被告の上記主張は，以下のとおり採用できない。

すなわち，上記のとおり，原告は，コンビ社との間で本件販売店契約を締結し，・・・省

略・・・，原告は，コンビ社を通じて原告製カセットを日本国内において販売していると

いえることからすれば，日本国内において，原告製品の販売から利益を得ているのは，コ

ンビ社のみであるとはいえない。また，原告とコンビ社間に，強制的な最低購入量の定め

や最低購入量不達成時の経済的な補填の定めがあると認めるに足りる証拠は存在しない。

のみならず，本件において，被告は，原告製カセットの販売におけるコンビ社の利益額

等について具体的な主張立証をしていないことなどに照らすと，コンビ社が原告製カセッ

トの販売をしていることをもって，上記推定の覆滅を認めることはできない。

イ また，被告は，①原告製カセット１パック（３個入り）の値段は，イ号物件のカセ

ット１パック（３個入り）に比べて５００円高く，イ号物件が供給されなかったときに原

告製カセットが購入されるとは限らない，②「アップリカ」のブランド力を理由に製品を

購入する消費者が多数存在するものと考えられるから，イ号物件が供給されなかったとき

に原告製カセットが購入されるとは限らない，③イ号物件の販売以外にも，被告の新製品

（非侵害品）や他者の競合品の販売数量の増大，原告製本体の不具合や消費者の使用方法

の変更が原告製カセットの販売数減少に影響を与えたなどとして，原告の損害賠償請求は

失当であると主張する。

しかし，被告の上記主張も，以下のとおり採用できない。

すなわち，イ号物件も原告製カセットと同様，通常，原告製本体とともに，当該用途に

のみ使用されるものであること，イ号物件と原告製カセットの価格差は１パック（３個入

り）で５００円程度（１個当たり約１６７円）であること，原告が日本における販売店に

指定したコンビ社は，日本国内において「アップリカ」とブランド力において遜色はない

と推認されることに照らすと，イ号物件の販売数に相当する数だけ，原告製カセットの売

上げが減少したと解するのが相当であり，「アップリカ」のブランド力，原告製のごみ貯蔵

機器に対する競合製品の存在や原告製本体の不具合等をもって，上記推定の覆滅を認める

ことはできない。

ウ 以上のとおり，被告の上記主張は採用することができず，原告には被告の侵害行為

による逸失利益の発生が認められ，また特許法１０２条２項による上記損害額の推定の覆

滅を認めることはできない。
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（４）弁護士・弁理士費用

原告が，本件訴訟の提起及び追行を，原告代理人らに委任したことは当裁判所に顕著で

あり，本件での逸失利益額，事案の難易度，審理の内容等本件の一切の事情を考慮し，被

告の不法行為と相当因果関係のある弁護士・弁理士費用としては，１３４６万円と認める

のが相当である。

（５）小括

以上によれば，原告の被告に対する損害賠償請求は，特許権侵害に基づく損害賠償（逸

失利益）１億３４６１万７０２２円と弁護士・弁理士費用１３４６万円の合計１億４８０

７万７０２２円，及び・・・民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限

度で理由がある。

2013 年 3 月 5 日

特許業務法人ＳＳＩＮＰＡＴ


