
1 

 

 

 

 

 

リコー職務発明対価請求事件 
 

第１審：東京地裁平成２６年６月２０日判決 

（平成２２年（ワ）第２５９３４号） 

 

控訴審：知財高裁平成２７年４月２３日判決 

（平成２６年（ネ）第１００８３号、同１０１０１号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年８月６日 

弁護士 西岡志貴 



2 

 

  

第１ 事案の概要 

 

１ 当事者 

原告：Ｘ（自然人） 

被告の元従業員である。 

昭和５７年に被告に入社し、ビジネス用ファクシミリ装置のＮＣＵ（ネットワー

クコントロールユニット：網制御装置）の電気回路設計を担当した。その後、平

成１４年４月に設計部門から知財部門に異動した。平成２２年３月３１日に被告

を退職。 

 

被告：株式会社リコー 

光学機器、事務用機器、音響機器、電気機器、その他一般機械器具等の製造、販

売、設置工事等を目的とする株式会社である。 

 

２ 事案の概要 

原告が、被告に対し、原告が被告に在職中に職務発明をし、その特許を受ける権利を

被告に承継させたので、特許法３５条３項（ただし、平成１６年改正前のもの。）に基

づく相当の対価として、５億円の支払いを求めた事案である。 

第一審は、原告の請求のうち７４６万７５７３円を認容した。 

当事者双方がこれを不服として控訴したが、控訴審は、第一審の判決を維持した。 

 

 

３ 事実関係 

（１）原告による職務発明と権利の承継 

原告は、被告の従業員であった昭和６０年、被告の業務範囲に属し、かつ、原告の

職務に属する「選択信号方式の設定方式」に関する発明（本件発明）をし、被告の発

明取扱規定（以下「本件取扱規定」という。）に基づいて、これの特許を受ける権利を

被告に承継した。 

（２）出願と設定登録 

被告は、昭和６０年１１月１２日、この発明について特許出願をし、平成９年５月

９日、設定登録を受けた。 

この発明の名称は「選択信号方式の設定方式」であり、請求項の数は１である。こ

の発明は、公衆電話回線を利用する通信装置に関する発明であった。 

（３）被告による本件特許権のライセンス 

被告は、Ａ社ないしＥ社の各社（合計５社）との間でそれぞれライセンス契約を締
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結した（以下Ｘ社とのライセンス契約を「Ｘ社ライセンス契約」のようにいう。）。こ

のうちＡ社ライセンス契約、Ｂ社ライセンス契約及びＥ社ライセンス契約は、いずれ

も被告と相手方との包括クロスライセンス契約である。Ｃ社ライセンス契約及びＤ社

ライセンス契約は、いずれもグラントバックつき有償ライセンス契約である。 

Ａ社ないしＥ社は、それぞれ、本件特許の実施を含む製品として、複数のファクシ

ミリ端末を製造して販売していた。 

（４）本件発明に係る対価の支払 

被告は、原告の在職中に、原告に対し、本件取扱規定に基づいて、本件発明に関す

る報償金として、合計５５５万７０００円を支払った。 

 

第２ 適用される法令 

本件には、平成１６年改正前の特許法３５条（以下「旧々３５条」という。）が適用され

る。 

１ 旧々３５条の規定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧々３５条のもとでは、原告の請求が認められるためには、次の要件が満たされる必要

がある。 

① 原告が職務発明をしたこと（３５条１項） 

② 原告がその発明の特許を受ける権利を被告に承継させたこと（３５条３項） 

平成１６年改正前の特許法３５条 

（職務発明） 

第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人

の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の

業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又

は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務

発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許

権について通常実施権を有する。 

２ 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等

に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定すること

を定めた契約、勤務規則その他の定の条項は、無効とする。 

３ 従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権

利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の

支払を受ける権利を有する。 

４ 前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるにつ

いて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。 
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これらの要件が充たされると、原告は、「相当の対価の支払いを受ける権利」を有するこ

とになる（旧々３５条３項）。そうすると、次に、「相当の対価」とは具体的に何円になる

のか、その算定が問題となる。平成１６年改正前の旧々３５条のもとでは、この金額の算

定は、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用

者等が貢献した程度」を考慮して定めることになる（旧々３５条４項）。 

本件では、上記①、②の要件が充たされていることについて、当事者間に争いはない。

そのため、もっぱら「相当の対価」を具体的に何円とすべきかが争いとなった。原告の請

求は５億円である。 

 

２ 本件に旧々３５条が適用される理由 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 本件発明 

本件発明の請求項は次のとおりである。（構成要件にわけて記載している。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 電話回線を伝送回線として用いる通信装置の選択信号方式の設定方式において， 

Ｂ１ 複数の異なる信号方式の選択信号を発生する選択信号発生手段と， 

２ 電話回線上のダイアルトーンを検出するダイアルトーン検出手段を備え， 

Ｃ１ 装置設置時に，上記選択信号発生手段から異なる種類の信号方式の選択信号を順

次発生させ， 

２ その都度上記ダイアルトーン検出手段がダイアルトーンを検出しているかどう

かを判別し， 

Ｄ ダイアルトーンが検出されていないときに発生させた選択信号の信号方式を当該

電話回線における選択信号の信号方式として設定するとともに， 

Ｅ いずれの信号方式の選択信号を発生させてもダイアルトーンが検出され続けた場

合には，あらかじめ設定された所定の信号方式を当該電話回線における選択信号の信

号方式として設定することを特徴とする 

Ｆ 選択信号方式の設定方式。 

 

改正法附則 2条 1項 

…改正後の特許法第三十五条第四項及び第五項の規定は、この法律の施行後にした

特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価について

適用し、この法律の施行前にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実

施権の設定に係る対価については、なお従前の例による。 
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第４ 本件に関する前提知識 

１ 独占の利益と相当の対価について 

現行の特許法３５条７項（旧々３５条４項）における「その発明により使用者が受け

るべき利益」は、いわゆる「独占の利益」であるとされる。 

従業員が職務発明をしたときは、その発明に係る特許を受ける権利は（原則として）

従業員に帰属する（特許法２９条１項柱書）。ただし、使用者は、その職務発明につい

て対価を払うことなく通常実施権を有する（特許法３５条１項）。 

したがって、従業員がその職務発明に係る権利を使用者に承継等させたときは、使用

者は、「（特許権）－（通常実施権）」に相当する権利を承継等したことになる。これ

を「独占の利益」と呼んでいる。 

従業員は、職務発明に係る権利を使用者に承継等させることにより「相当の利益」（平

成２７年改正前は「相当の対価」）を受けることになるから、「相当の利益（対価）」

は、「独占の利益」に対する対価であると考えることになる。 

特許権者は、特許発明を排他的に実施する権利を有する（すなわち特許権者が特許発

明を「独占」する）からこそ、特許権者は第三者に対して特許発明の実施を許諾するこ

とができる。そのため、「独占の利益」には、第三者に対する特許発明のライセンス料

が含まれる。 

 

２ 包括的クロスライセンス契約とは何か 

包括的クロスライセンス契約とは、当事者双方が多数（数千に及ぶことがある。）の

特許発明等の実施を互いに許諾しあう契約である。互いにライセンスを与え合うので、

金銭のやりとりはない場合が多い。 

例えば、大手家電メーカーの間で締結される包括的クロスライセンス契約は、一定の

契約期間を定め、複数の分野（「テレビ関連機器」、「オーディオ関連機器」、「エア

コン関連機器」など、おおまかなもの）を指定して、その期間中にその分野において当

事者が取得する一切の特許発明等につき、包括的に、互いに金銭を伴うことなく相手方

に対してその実施を許諾するというものである。 

 

３ グラントバックとは何か 

ライセンサー（権利者）がライセンシーに対して特許権等に基づき権利を許諾する場

合において、ライセンシーがその特許発明等を改良した場合などには、ライセンシーが

有することになるその改良発明等に係る権利について、ライセンサーに対し実施権等を

与える定めをいう。 
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４ 通常のライセンス契約における「相当の対価」の算定方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 本件における「相当の対価」の算定の流れ 

① まず、包括的クロスライセンス契約であるＡ社ライセンス契約、Ｂ社ライセンス契

約及びＥ社ライセンス契約について、「被告が受けるべき利益の額（＝独占の利益）」

を算定する。 

② また、グラントバック付有償ライセンス契約であるＣ社ライセンス契約及びＤ社ラ

イセンス契約について、「被告が受けるべき利益の額」を算定する。 

③ 次に、「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」を考慮して係数を定め、

①及び②で算定した値の合計額にこれを乗ずる。  
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第６ 包括クロスライセンス契約における「被告が受けるべき利益の額」 

１ 包括クロスライセンス契約の特徴 

図１ 包括的クロスライセンスの状況の図示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような包括クロスライセンス契約においては、 

①ライセンスに対して金銭的対価が発生しないから、何をもって「独占の利益」という

べきか 

②従業員の発明は、包括クロスライセンスの対象となる膨大な数の特許権を構成する１

個の特許権に過ぎない。これをどのように考えるべきか 

という２点が問題となる。 

 

２ 包括クロスライセンス契約においては何をもって「独占の利益」というべきか 

包括クロスライセンス契約における「被告が受けるべき利益の額」は、本来的には、①

「相手方に本来支払うべきであった実施料の支払義務を免れること」である。ただし、こ

れに代えて②「相手方が自己の特許発明を実施することにより、本来相手方から支払を受

けるべきであった実施料」を基準として算定することも合理的である。 

→本件では②の方法を用いている。 
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３ 「膨大な数のうちの１個の特許権でしかない」という点をどう考えるか 

ア 基本的な考え方 

まず、上記１のように 

独占の利益 ＝ 「相手方が自己の特許発明を実施することにより、本来相手方か

ら支払を受けるべきであった実施料」 

と考えることができるから、これを前提とする。 

そして、通常のライセンス契約における計算例で確認したように、 

 「相手方が自己の特許発明を実施することにより、本来相手方から支払を受けるべ

きであった実施料」は、 

相手方が特許発明の実施品により得た売上 × 実施料率 

 で計算することができる。 

包括クロスライセンス契約においては、この「相手方が自己の特許発明を実施する

ことにより、本来相手方から支払を受けるべきであった実施料」は、包括クロスライ

センス契約の対象となる数千個・数万個の特許権全体の「独占の利益」といえる。 

そのため、それら全体の中の１個の特許権について「独占の利益」を計算するには、

特許権全体の「独占の利益」に、その特定の特許権の寄与率を乗ずればよい。 

 

 

 

（判決文の抜粋、下線は報告者による） 

（１）包括クロスライセンス契約において使用者が受けるべき利益の額 

ア 包括クロスライセンス契約は，当事者双方が多数の特許発明等の実施を相互に許

諾し合う契約であるから，当該契約において，一方当事者が自己の保有する特許発

明等の実施を相手方に許諾することによって得るべき利益とは，相手方が保有する

複数の特許発明等を無償で実施することができること，すなわち，相手方に本来支

払うべきであった実施料の支払義務を免れることであると解することができる。 

 しかし，営利企業が包括クロスライセンス契約を締結する場合，相互に支払う

べき実施料の総額が均衡すると考えて契約条件を定めたものと解するのが合理

は，その均衡を図るために，一方から他方にいわゆるバランス調整金としての

実施料が支払われることになる。），包括クロスライセンス契約における当事者

の利益を，「相手方に本来支払うべきであった実施料の支払義務を免れることに

よる利益」に代えて，「相手方が自己の特許発明を実施することにより，本来相

手方から支払を受けるべきであった実施料」を基準として算定することも合理

的ということができる。 
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すなわち、本件発明の独占の利益は、 

本件発明の独占の利益 ＝  

相手方が包括クロスライセンス契約の対象製品によって上げた売上   

× 想定実施料率  

× 本件発明がそれに寄与した割合（寄与度） 

により求める。 

 

イ 対象特許の分類 

判決は、本件発明の寄与度の算定の前提として、包括クロスライセンス契約の対象と

なる特許権を次のように分類している。 

① 提示特許 

当事者は、包括クロスライセンス契約の締結過程において，交渉に望むにあたり、

自社の特許のうち、相手方が実施している可能性が高いと推測している特許や技術的

意義が高いと認識している基本特許を，代表的な特許として相互に相手方に提示する。

これを「提示特許」と呼ぶ。 

 ② 代表特許 

当事者は、包括クロスライセンス契約の諸条件を決定するにあたり、提示特許のう

ち一部の特許について、その技術的価値の程度や有効性，当該特許に相手方の製品が

抵触するか否か，及び抵触していると認められた製品の売上高等について具体的に協

議する等して重視し，その有効性，技術的価値及び相手方の製品との抵触性等が確認

された特定の特許と対象となる製品の売上高を重視した上で，包括クロスライセンス

契約の諸条件を決定する。これを「代表特許」と呼ぶ。  

 ③ 非提示特許 

代表特許でもなく、提示特許でもない対象特許。 

 ④ 実施特許 

非提示特許であっても，包括クロスライセンス契約締結当時において相手方が実施

していたこと又は実施せざるを得ないことが認められるような特許。 

 ⑤ 後に実施特許（この名称は報告者が付した） 

非提示特許であって，契約締結当時において相手方が実施していないものであるが、

契約締結後，その契約期間中であって，かつ当該特許の存続期間中に，相手方が当該

特許を実際に実施していることが認められる特許 

 

イ 対象特許の分類ごとの寄与度 

 そして、判決は、これらの分類ごとに、各特許が「被告が受けるべき利益の額」にど

の程度まで寄与するかについて、次のとおり述べた。 

① 提示特許及び② 提示特許の寄与度 
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提示特許、特に代表特許に当たる特許は、原則として、当該包括クロスライセンス

契約の締結に大きく貢献したものとして、包括クロスライセンス契約において使用者

が受けるべき利益の額に対する寄与度が大きいものと評価される。 

 ③ 非提示特許の寄与度 

非提示特許については、多数の特許群を構成するものとしてその価値を観念するこ

とができるものではあっても、それは多数の特許群の総体であることによって初めて

把握される価値であって、原則として、その総体の価値を個々の特許に還元すること

はできず、個々の特許については、包括クロスライセンス契約に対する特段の寄与度

を認めるまでの必要はない。 

 ④ 実施特許の寄与度 

代表特許・提示特許に準じるものとして、当該契約締結に対する一定の寄与度を認

めることができる。 

 ⑤ 後に実施特許の寄与度 

包括クロスライセンス契約の許諾対象特許を構成する特許群の中の一つとして、一

定の寄与度を認めることができると解するのが相当である。 

ただし、原則として、当該特許の技術的意義等の個別の価値を考慮することは相当

ではなく、単に多数の特許群を構成する特許の一つとしての価値、すなわち、その契

約における相手方に対する許諾対象特許の件数分の１程度の割合をもって、同契約に

対する当該特許の寄与率とすることが相当であるというべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下は判決文の抜粋） 

（１）包括クロスライセンス契約において使用者が受けるべき利益の額 

ア 包括クロスライセンス契約は，当事者双方が多数の特許発明等の実施を相互に許

諾し合う契約であるから，当該契約において，一方当事者が自己の保有する特許発

明等の実施を相手方に許諾することによって得るべき利益とは，相手方が保有する

複数の特許発明等を無償で実施することができること，すなわち，相手方に本来支

払うべきであった実施料の支払義務を免れることであると解することができる。 

 しかし，営利企業が包括クロスライセンス契約を締結する場合，相互に支払うべき

実施料の総額が均衡すると考えて契約条件を定めたものと解するのが合理的である

から（ただし，その実施料の総額が均衡しないことが明らかである場合は，その

均衡を図るために，一方から他方にいわゆるバランス調整金としての実施料が支

払われることになる。），包括クロスライセンス契約における当事者の利益を，「相

手方に本来支払うべきであった実施料の支払義務を免れることによる利益」に代

えて，「相手方が自己の特許発明を実施することにより，本来相手方から支払を

受けるべきであった実施料」を基準として算定することも合理的ということがで

きる。 

イ このような包括クロスライセンス契約においては，互いが保有する数千件又
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は１万件を超える多数の特許が許諾対象となり得るが，その契約締結過程におい

て，それぞれが保有する多数の特許の全てについて，逐一，その技術的価値や相

手方による実施の有無等を相互に評価し合うことは現実的に不可能であるから，

相手方が実施している可能性が高いと推測している特許や技術的意義が高いと

認識している基本特許を，自社の代表的な特許として相互に相手方に提示して交

渉に臨み（以下，このように相手方に提示された特許を「提示特許」という。），

それらの特許の技術的価値の程度や有効性，当該特許に相手方の製品が抵触する

か否か，及び抵触していると認められた製品の売上高等について具体的に協議

し，提示特許のうち有効性，技術的価値及び相手方の製品との抵触性等が確認さ

れた特定の特許（以下「代表特許」という。）と対象となる製品の売上高を重視

した上で，互いに保有する特許の件数や出願中の特許の件数も比較考慮すること

により，包括クロスライセンス契約の諸条件が決定されることが通常であると考

えられる。 

 したがって，上記提示特許，特に代表特許に当たる特許は，原則として，当該

包括クロスライセンス契約の締結に大きく貢献したものとして，包括クロスライ

センス契約において使用者が受けるべき利益の額に対する寄与度が大きいもの

と評価されるというべきである。 

ウ 他方で，代表特許でもなく，提示特許でもない，他の対象特許（以下「非提

示特許」という。）については，多数の特許のうちの一つとして，その他の多数

の特許とともに厳密な検討を経ることなく当該契約の対象に含まれたものとい

うべきである。 

 また，例えば，既に締結された包括クロスライセンス契約の契約期間が満了す

るに際して，当該契約の契約期間を延長する趣旨で更新契約を締結するような場

合には，改めて特定の特許を互いに提示してそれを評価し合うというようなこと

をせずに，従前の主要な条件を維持したまま，更新契約の締結に至ることがあり

得るが，このような場合にも，その対象に含まれる個々の特許については，多数

の特許のうちの一つとして，他の多数の特許とともに厳密な検討を経ることな

く，当該契約の許諾対象とされることになる。 

 そうすると，このような非提示特許については，それらが包括クロスライセン

ス契約の許諾対象特許に含まれる以上，その許諾対象特許の総体を構成するもの

として，同契約締結に対する何らかの寄与度を観念することができるとはいい得

るとしても，それは上記提示特許等による寄与度を除いた部分にすぎず，また，

非提示特許の数が極めて多いことが通常であることからすると，個々の非提示特

許の寄与度は極めて小さいというべきであり，しかも，相手方がこれを具体的に

評価して契約締結に至ったわけでない以上，仮に一つの非提示特許が存在しなか
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ったとしても結果的に同じ条件でライセンス契約が締結されたと考えられる

のであるから，それらの個々の非提示特許については，当該ライセンス契約締

結に対して直接的に有意な貢献をしたと評価することはできないのが原則で

ある。 

 したがって，非提示特許については，多数の特許群を構成するものとしてそ

の価値を観念することができるものではあっても，それは多数の特許群の総体

であることによって初めて把握される価値であって，原則として，その総体の

価値を個々の特許に還元することはできず，個々の特許については，包括クロ

スライセンス契約に対する特段の寄与度を認めるまでの必要はないものとい

うべきである。 

エ もっとも，非提示特許であっても，包括クロスライセンス契約締結当時に

おいて相手方が実施していたこと又は実施せざるを得ないことが認められる

ような特許（以下「実施特許」ということがある。）については，それが相手

方に提示されなかったとしても，当該契約締結時にその存在が相手方に認識さ

れており，相手方がこれを考慮に入れて当該契約を締結した可能性があり，ま

た，特許権者が包括クロスライセンス契約の締結を通じて現に禁止権を行使し

ているものということができることから，このような実施特許は，当該契約の

締結に対して何らかの直接的な貢献をした可能性を否定することはできず，し

たがって，代表特許・提示特許に準じるものとして，当該契約締結に対する一

定の寄与度を認めることができると解される。 

オ さらに，非提示特許である特定の特許について，契約締結当時における相

手方の実施が認められず，契約締結に対する直接的な貢献が認められない場合

であっても，例えば，契約締結後，その契約期間中であって，かつ当該特許の

存続期間中に，相手方が当該特許を実際に実施していることが認められるよう

な場合には，相手方は，既にライセンス契約によって使用が許諾されている特

許の一つであったからこれを使用したという事情があるにせよ，当該特許の技

術的価値を認めて，これを実施することでその現実的な利益を得ているという

ことができ，また，当該特許の特許登録及び当該ライセンス契約を通じてその

禁止権が行使されているといい得ることから，当該特許が特許群を構成する多

数の特許の一つにすぎないとしても，その特許群が有する価値の一部を当該特

許に個別に還元して評価し得ないものではないと解される。 

 したがって，このような特許についても，包括クロスライセンス契約の許諾

対象特許を構成する特許群の中の一つとして，一定の寄与度を認めることがで

きると解するのが相当である。 

 ただし，この場合，当該特許は，ライセンス契約の締結過程において代表特
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３ Ａ社ライセンス契約における「被告が受けるべき利益の額」の算定 

本稿では、包括クロスライセンス契約における被告が受けるべき利益の額の算定の一例

として、Ａ社ライセンス契約を概観する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（判決文の抜粋） 

（１）Ａ社ライセンス契約において、本件特許はどれに分類されるか（判決文抜粋） 

 （※事実認定の問題である。）  

…Ａ社ライセンス契約において，本件特許は，代表特許，提示特許又は実施特許とし

て，その契約締結に直接的に有意な貢献をしたものとはいえない。しかし，少なくと

もＡ社ライセンス契約締結後に，その契約期間中であって，かつ本件特許の存続期間

中に，Ａ社が実際に本件発明を実施している事実が認められることから，本件特許に

ついては，Ａ社ライセンス契約の許諾対象特許群を構成する特許の一つとして，前記

（１）オ（報告者註：「後に実施特許」を指す）で説示した基準に基づいて，本件発

明により被告が受けるべき利益の存在を認めることが相当である。 

 そうすると，Ａ社ライセンス契約において本件発明により被告が受けるべき利益の

額は，「Ａ社における対象製品の総売上高×Ａ社に対する許諾対象特許の想定実施料

率×（１÷Ａ社に対する許諾対象特許の件数）」として算定するのが相当である。 

（２）本件特許の実施品の売上 

 上記（イ）及び（ウ）によれば，Ａ社の＊＊＊の平成９年から平成１７年までの国

内売上高は，合計１兆４３３２億５５８３万８１６８円となる。 

（３）想定実施料率 

 包括クロスライセンス契約であるＡ社ライセンス契約の想定実施料率を２．５％と

すべきことは，当事者間に争いがない。 

（４）Ａ社ライセンス契約の許諾対象特許の件数 

…５万５５６８件となる。 

（５）Ａ社ライセンス契約における利益の額 

許又は提示特許として相手方に提示されたことはなく，また，相手方が当時こ

れを実施していたこともないから，その契約締結に際して相手方が当該特許の

個別の価値を評価したわけではないのである以上，当該特許の同契約に対する

寄与の程度を算定するに当たっても，原則として，当該特許の技術的意義等の

個別の価値を考慮することは相当ではなく，単に多数の特許群を構成する特許

の一つとしての価値，すなわち，その契約における相手方に対する許諾対象特

許の件数分の１程度の割合をもって，同契約に対する当該特許の寄与率とする

ことが相当であるというべきである。 
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第７ グラントバック付有償ライセンス契約における「被告が受けるべき利益の額」 

１ 包括クロスライセンス契約における「被告が受けるべき利益の額（独占の利益）」は何か 

 判決は、グラントバックの価値も「独占の利益」に含まれるとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ Ｃライセンス契約における「被告が受けるべき利益の額（独占の利益）」 

実際に被告がＣ社から受領したライセンス料に、Ｃ社から被告にグラントバックされ

た権利の価値を加えて、＊＊＊円をＣライセンス契約において「被告が受けるべき利益

の額」と認定した。 

 

第８ 「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」（使用者寄与度） 

判旨は次のような理由で、使用者貢献度は９５％であるとした。 

 

 

 

 

 

 前記のＡ社製品の平成９年から平成１７年までの各年の売上高（その合計額は，１兆

４３３２億５５８３万８１６８円。）に，想定実施料率（２．５％）及び本件特許の

寄与率（５万５５６８分の１）を乗じて，Ａ社ライセンス契約において本件発明によ

り被告が受けるべき利益の額を計算すると，その合計額は，６４万４８２０円（小数

点以下切捨て。以下同様。）となる。 

 

（判決文抜粋） 

（２）実施料収入について 

ア …のとおり，Ｃ社ライセンス契約において，被告はＣ社から＊＊＊円の実施料の支払を受

けたことが認められる。 

 そうすると，この＊＊＊円は，本件発明によって被告が受けるべき利益に当たる。 

… 

（３）グラントバックの価値について 

ア …のとおり，Ｃ社ライセンス契約において，Ｃ社は被告に対して，上記実施料を支払うほ

か，グラントバック特許＊＊＊件及びグラントバック権＊＊＊件を付与しているところ，これ

らのグラントバックは，同契約において，被告が本件特許をＣ社に許諾することの対価として，

Ｃ社が実施料とともに被告に付与したものであるから，上記グラントバックが有する価値は同

契約によって被告が受けた利益に当たると認めるのが相当である。 

 

（判決文の抜粋） 

ア …原告は，被告から特段の指示・命令を受けることなしに，自ら本件発明を着想

し，自らこれを具体化し，単独でこれを完成させた… 

また，その発明・考案説明書において…後に本件補正による引用例との差異化を可

能にしたものと認められる。このほか，原告は，本件特許出願後の本件異議申立ての
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第９ 結論 

Ａ社、Ｂ社及びＥ社とのライセンス契約（いずれも包括クロスライセンス契約）、並び

に、Ｃ社及びＤ社とのライセンス契約（いずれもグラントバック付有償ライセンス契約）

について、「被告が受けるべき利益」を算定したところ、その合計は、２億６０４９万１

４７８円であった。 

上記のとおり、使用者の貢献度は９５％であるから、原告が被告から受けるべき相当対

価の額は、 

手続に際して，本件補正を行っても被疑侵害品が本件発明の技術的範囲に入ることを確

認したり，本件特許の登録後には，開発部又は知的財産部の従業員として，他社製品の

本件発明への抵触性を確認し，これに基づいて権利活用依頼書を作成するなど，本件特

許の活用に積極的に貢献したことが認められる。 

 そのような結果，被告は，Ｃ社及びＤ社との間でそれぞれ本件特許に係る有償ライセン

ス契約を締結し，Ｃ社からは実施料として＊＊＊円（グラントバックの価値を含めた評

価は＊＊＊円），Ｄ社からは実施料として＊＊＊円（グラントバックの価値を含めた評

価は＊＊＊円）を受領し，また，Ｅ社ライセンス契約においても，本件特許をカウンタ

ー特許として提示することで，＊＊＊円相当の精算金の減額を得たものと認めることが

できる。 

イ 他方，…本件特許出願は，被告の知財部門から，…Ｚ特許事務所に依頼して行われた。 

 さらに，本件特許出願当時，…出願時明細書等に記載された特許請求の範囲の内容には

新規性を有する部分がなかったため，…被告の知的財産部の従業員がＺ弁理士とともに

対応に当たり，…反論を行うことによって，本件特許出願が特許登録に至ったことが認

められる。 

 そして，被告においては，日頃から従業員に対して積極的に発明を奨励し，…知財部門

には少なくとも１００名程度の従業員を在籍させて…いる。…本件において原告が行っ

た他社製品の実機試験等は，いずれも原告が被告の開発部門又は知財部門の従業員とし

て行った…。 

 本件各ライセンス契約はいずれもそのような被告の知財部門の業務活動を通じて締結

されたものであるが，このうちＡ社ライセンス契約及びＢ社ライセンス契約について

は，本件特許は，（提示特許でも実施特許でもない（報告者追記））から，その契約締結

に直接的に有意な貢献をしたものとはいえず，また，Ｃ社ライセンス契約について

は，…本件発明を実施してい…ないにもかかわらず，本件特許に係る有償ライセン

ス契約として締結されたものであることが認められる。 

ウ 本件における上記の諸事情に鑑みれば，本件発明によって被告が受けた利益につ

いての被告の貢献度は，９５％と認めるのが相当である。 
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２億６０４９万１４７８円×５％＝１３０２万４５７４円 

となる。 

このうち５５５万７０００円はすでに被告から原告に対して支払われているので、本訴

訟における認容額は、その残額である７４６万７５７３円となった。 

 

第１０ 原告が提出した証拠が違法収集証拠にあたるか 

第９までに述べた論点のほか、本件では、「原告が提出した証拠が違法収集証拠にあた

るものとして証拠能力を否定されるか」という論点もある。 

原告は、就業規則によって業務上の機密の漏洩を禁止されており、また、退職時には、

在職中に知りえた会社の企業秘密に関する情報を全て会社に返還し、退職後にそれらを洩

らしたり、使用したりしないことが義務付けられていた。さらに、原告は、被告の企業秘

密管理規定にしたがって、被告を退職するに際し、これらの規定に基づいて秘密保持誓約

書及び退職者チェックリストにそれぞれ署名押印して、被告に提出していた。この秘密保

持誓約書には、原告が勤務中に従事した業務において知り得た被告の法務・知的財産管理

上の情報等の一切の情報について、退職後も秘密を保持し、第三者に開示・漏洩せず、ま

た、自ら又は第三者のために使用しないこと、及び、その業務上作成、入手した文書、資

料、電子データ等の一切を被告に返還し、それらを一切保有していないことをそれぞれ誓

約する旨が記載されていた。 

 しかし、原告は、本件訴訟において、原告は、特許権の活用に関する被告の社内文書

及びこれに関する従業員間のＥメールをプリントアウトした文書、他社とのライセンス契

約の内容を記載した文書、他社とのライセンス交渉経過に関する社内の報告書並びに他社

とのライセンス契約に係る協議内容が記された議事録などの本件社内文書の写しを書証と

して提出した。これらの文書は、いずれも原告が被告における自己の業務に関連して、被

告社内で入手した被告の社内文書であって、いずれも原告が退職時に被告に対してその返

還を確認し、その旨を誓約したはずの文書に該当していた。 

この点について、判決では、原告の行為は「法律上及び契約上の義務に違反するもので

あって，被告に対する背信行為というべき」と述べたが、原告が提出した書証の証拠能力

は否定しなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（判決文の抜粋） 

民事訴訟においては，証拠能力の制限に関する一般的な規定は存在せず，訴訟手続を通じた

実体的真実の発見及びそれに基づく私権の実現も民事訴訟の重要な目的というべきであるか

ら，訴訟において当事者が提出する証拠が，当事者間の訴訟外の権利義務関係の下で法律上，

契約上若しくは信義則上の義務に違反して入手されたものといい得るとしても，それゆえにそ

の訴訟上の証拠能力が直ちに否定されるべきものであるとはいえず，当該証拠が著しく反社会

的な手段を用いて採取されたものであるなど，それを民事訴訟において証拠として用いること

が民事訴訟の目的や訴訟上の信義則（民訴法２条参照）に照らして許容し得ないような事情が
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以上 

ある場合に限って，当該証拠の証拠能力が否定されると解するのが相当である。 

本件においては，…原告が本件社内文書を持ち出して，退職後も所持していることは，法

律上及び契約上の義務に違反するものであって，被告に対する背信行為というべきものであ

るが，他方で，本件社内文書は，いずれも原告が被告における自己の業務に関連して接する

ことができ，その業務の過程で入手し得たものと考えられること，それら本件社内文書が不

競法２条６項に規定する「営業秘密」の成立要件を充たす文書であるか否かは必ずしも明ら

かでなく，また，原告は上記社内文書を法律上正当な権利の行使である職務発明対価請求訴

訟の書証として利用しているにすぎないこと，本件社内文書のような使用者側の保有する特

許権のライセンス契約等に関する社内文書は，職務発明対価請求訴訟において，一般的に請

求の基礎となる事実関係の解明に重要な書類であり，職務発明対価請求訴訟は，本来企業と

従業員若しくは元従業員との間の訴訟であるから，上記のような社内文書においても，閲覧

制限の申し立てをし，当事者間で秘密保持契約を締結したりするなどすれば，上記社内文書

が不用意に外部に流出することはないにもかかわらず，本件において，被告は上記社内文書

等を書証として提出することを拒んでいること，以上の事情をも考慮すると，原告が被告在

職中に入手した本件社内文書を本件訴訟において自己の有利な証拠として用いることは，い

まだ著しく反社会的なものであるとまで断じることはできず，民事訴訟の目的や訴訟上の信

義則に照らしても全く許容し得ないものとまでいうことはできない。 

 


