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従業者発明に関する裁判例

平成28年度夏合宿
第二東京弁護士会知的財産権法研究会
弁護士中小路大・弁護士上沼紫野・弁護士西岡志貴

01．特許法３５条の変遷（昭和３４年法）

１ 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などの業務範囲に属し、かつ、その発明
をするに至った行為がその使用者などにおける従業者等の現在または過去
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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02．特許法３５条の変遷（平成１６年法）

１ 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
質上当該使用者などの業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその
使用者などにおける従業者等の現在また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
め仮専用実施権若しくは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
の定めの条項は、無効とする。

３ 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、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、若しくは使用者等のため専用実施
権を設定したとき、又は使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第
３４条の２の第２項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、
相当の対価の支払を受ける権利を有する。

02．特許法３５条の変遷（平成１６年法）

４ 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価につい
て定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際し
て使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定さ
れた当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われ
る従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定め
たところにより対価を支払うことが不合理と認められるもの
であってはならない。

５ 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたとこ
ろにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認め
られる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用
者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が
行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して
定めなければならない。
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03．特許法３５条の変遷（平成２７年法）

１ 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などの業務範囲に属し、かつ、その発明
をするに至った行為がその使用者などにおける従業者等の現在または過去
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を取得させ、使用者等に特許権
を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定
することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
３ 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにお
いてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたと
きは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属
する。

03．特許法３５条の変遷（平成２７年法）

４ 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明につい
て使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承
継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は
契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のた
め仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の
規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当
の金銭その他の経済上の利益（次項及び第七項において「相当の利
益」という。）を受ける権利を有する。
５ 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める
場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して
使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該
基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業
者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところによ
り相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつ
てはならない。



3/27/2017

4

03．特許法３５条の変遷（平成２７年法）

６ 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の
意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する
事項について指針を定め、これを公表するものとする。

７ 相当の利益についての定めがない場合又はその定めたとこ
ろにより相当の利益を与えることが第五項の規定により不合
理であると認められる場合には、第四項の規定により受ける
べき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受ける
べき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢
献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければ
ならない。

04．特許法３５条の改正の趣旨（平成１６年法）

 第 4 項は、職務発明について特許を受ける権利等の承継等が行わ
れた場合に支払われる対価について、契約、勤務規則その他の定
めにおいて定めることができることについて定めている。

 契約、勤務規則その他の定めにおいて、従業者等が支払を受ける
ことができる対価について定めた場合には、原則としてその定め
たところに基づき決定される対価を「相当の対価」としている。

 ただし、従業者等と使用者等との間には、その有する情報の量や
質、交渉力における格差が存在することから、対価の決定につい
てすべてを私的自治に委ねるのは適切ではない。このため、契約、
勤務規則その他の定めにおいて対価について定める場合において、
それが「相当の対価」と認められるためには、その対価が決定さ
れて支払われるまでの全過程を総合的に評価して不合理と認めら
れるものであってはならないこととしている。
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04．特許法３５条の改正の趣旨（平成１６年法）

 第 5 項は、契約、勤務規則、その他の定めにおいて、
「相当の対価」についての定めがない場合又は定めたと
ころにより対価を支払うことが不合理と認められる場合
等の対価の額の算定について定めている。

 使用者等と従業者等の間の多様な事情を考慮して「相当
の対価」の額を算定することが妥当であることから、
「相当の対価」の額を算定する際の考慮要素として、改
正前の特許法第 35 条第 4 項が規定する「その発明によ
り使用者等が受けるべき利益の額」と「その発明がされ
るについて使用者等が貢献した程度」 だけでなく、その
他の事情についても広く考慮した上で「相当の対価」が
算定されることを条文上明確にした。

 平成１６年法は平成１７年４月１日に施行（不遡及）。

05．特許法３５条の改正の趣旨（平成２７年法）

改正の必要性

①職務発明について特許を受ける権利が共有に
係る場合の帰属の不安定性

②職務発明について特許を受ける権利の二重譲
渡が行われた場合の帰属の不安定性

③「相当の対価」の在り方に対する多様なニー
ズの高まり

④「相当の対価」に関する法的予見可能性の低
下及び算定の複雑化に対する懸念
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05．特許法３５条の改正の趣旨（平成２７年法）

（１）権利帰属の不安定性問題への対応
特許を受ける権利が共有に係る場合の問題及び二重譲渡問題を解

決し、職務発明の特許を受ける権利の帰属の不安定性への対応を行
うべく、従業者等がした職務発明について、契約等においてあらか
じめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、
その特許を受ける権利はその発生時から使用者等に帰属する旨規定
した。→新設の３項
（２）「相当の対価」の文言の見直し
「相当の対価」の文言を、企業戦略に応じて柔軟なインセンティ

ブ施策を講じることを可能とするとともに、発明者の利益を守るた
め、金銭に限定せず金銭以外の経済上の利益を与えることも含まれ
るようにするために「相当の金銭その他の経済上の利益」（以下
「相当の利益」という。）に変更した。 →４項、５項、７項

05．特許法３５条の改正の趣旨（平成２７年法）

（３）法的予見可能性の向上
改正前第 35 条第 4 項の考慮要素を明確化するために、経

済産業大臣が指針を定めて公表する旨新たに規定した。こ
の指針では、契約等で定めたところにより相当の利益を与
えることが不合理であるか否かの判断に当たっての考慮要
素についてより具体的に明示するとともに、「相当の利
益」について契約等で定めた場合における第 35 条第 5 項の
不合理性の判断においては、同項に例示する手続の状況が
適正か否かがまず検討され、それらの手続が適正であると
認められる限りは、使用者等と従業者等があらかじめ定め
た契約等が尊重され、その結果、同項の不合理性が否定さ
れるという原則を明示し、同項の不合理性に係る法的予見
可能性を向上させることとする。→新設の６項
（４）平成２７年法は平成２８年４月１日に施行。
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11．野村證券職務発明事件（概要）

 第1審：東京地裁平成26年10月30日判決
 控訴審：知財高裁平成27年7月30日判決
 原告：外国人、平成20年5月12日被告に特別専任職として
雇用され、同21年6月1日に特定社員となり、同24年5月23
日に解雇通知を受け、解雇の有効性をめぐる別件訴訟を
提起した（別件訴訟は同27年原告が勝訴、同年12月高裁
で和解）。

 被告：野村証券株式会社
 原告が被告に対し、後記の発明について特許を受ける権
利を承継させたとして特許法35条3項及び5項に基づき、
相当の対価（286億9190万5621円の内2億円の一部請求）
の支払いを求めた事案であり、１、２審とも、原告の請
求を退けた。

12．野村證券職務発明事件（本件発明）

 本件発明：証券取引所コンピュータに対する電子注文の際の
伝送レイテンシ（遅延時間）を縮小する方法などに関する発
明

 発明日は、遅くとも平成22年8月23日と認定（平成16年法の適
用）。

 平成22年8月23日に原告その他の共同発明者らを出願人として、
米国特許商標庁に特許の仮出願、平成23年8月23日に本出願。

*仮出願(provisional application)は、通常よりも安い出願料により、早い出願日を確
保することのできる制度である（米国特許法111条(b)）。新規性などの審査は仮出
願の日が基準になる。仮出願のままでは審査は行われず、特許が付与されることも
ない。仮出願の日から12か月以内に書類を追加して本出願に転換しない限り、仮出
願は取り下げられたものとみなされる。もう一つのメリットは、発明が明細書に開
示されていれば、クレームを記載する必要がないことである（木村耕太郎・判例で
読む米国特許法新版292頁）。
＊2012年9月16日施行の改正法までは、米国では発明者のみが特許出願人であり、
特許を受ける権利の譲受人は出願人とはなれなかった。



3/27/2017

8

12．野村證券職務発明事件（本件発明）

 米国特許商標庁の審査官は、平成25年2月6日、米国特許法102
条(b)項（新規性(Novelty)の欠如）に基づき拒絶すべきである旨
のオフィスアクションを通知（2013年3月16日施行で102条は改正されて
いるので、注意されたい。日本知的財産協会国際第1委員会・米国特許法改正
America Invents Actの概要を参照）。

 米国特許法102条(b) A person shall be entitled to a patent 
unless –

(b) the invention was patented or described in a printed publication in 
this or foreign country or in public use or on sale in this country, 
more than one year prior to the date of the application for patent in 
the United States[.]
何人も以下の場合を除き特許権を付与される。
(b)その発明が、合衆国において特許出願された日より1年以上前に、本邦
又は外国において特許され、または、刊行物に記述され、本邦において公
に使用され販売された場合

12．野村證券職務発明事件（本件発明）

 出願人ら（原告は実質的に関与してない）は、応答書を
提出したが、審査官は、同年11月13日付最終オフィスア
クションにおいても、見解を変えなかった。

 被告及び被告グループ会社ないし出願人らが平成26年5月
13日の応答期限までに応答しなかったことから、同年2月
13日をもって米国出願は放棄され、米国での特許権を取
得できないことが確定するとともに、米国以外の国にお
いても特許権を取得できないことが確定した。

 米国出願は非公開となっており、本判決でも墨塗りと
なっていて、発明の内容は分からない。

＊米国特許法122条(b)(1)(A)により、特許出願は原則として公開されるが、
同条(b)(2)(B)(i)により非公開とすることができる。非公開とするためには、
公開制度を有する外国で対応特許が出願されないことの証明が必要であり、
もし公開制度を有する外国で出願した場合は、米国で公開されてしまう。
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12．野村證券職務発明事件（本件発明）

ムーアの法則（Moore’s Law）：集積回路上のトランジスタ数は「18か月
（＝1.5年）ごとに倍になる」というのが最も有名な公式である。
しかしながら、シリコンの集積度が指数的に向上していく時代は終わり、
今後は、「hardware specialization（特定用途に特化したハードウェアの実
装）」が重要といわれている。
シリコンの集積である汎用品のCPUに代わり、以下のハードウェアが使わ
れるようになっている。
ASIC(application specific integrated circuit、特定用途向け集積回路)：用途ご
とに回路を設計してLSI(Large-Scale integration：大規模集積回路)を特注す
るもの。最も高性能だが、高コストで、開発期間も長い。
GPU(graphics processing unit)：３次元のコンピュータグラフィックスに必
要な演算処理を行うビデオチップを、浮動小数点演算などの演算能力の高
さを見込んで、グラフィックス以外の用途に使う方法。
FPGA(field-programmable gate array)：回路構成をSRAM(static random access 
memory)上に持たせて動的書き換え可能にしたLSI。製造済みのデバイスに
アプリケーション用回路をプログラムするもの。

12．野村證券職務発明事件（本件発明）

 金融のHFT(high frequency trading)において、FPGAの利用が急速に
広まった。

 FPGA搭載NIC（ネットワークインターフェースカード）による
TCP(transmission control protocol)オフロードエンジン（TCPス
タック処理をNIC側で実行しCPUやPCIバスの負荷を下げる）のよ
うなネットワーク接続の低遅延化がFPGA利用のはじまり。

 もう一つの用途は、市場データの処理やリスク分析における各種
演算やシミュレーションを高速度で実行する用途

 判決にFPGAに関する論文についての記述があることから、本件
発明は、FPGAを用いた低遅延化に関する発明と推測される。

 参考文献：マイクロソフトはどうやってBingをFPGAで実装したか
http://qiita.com/kazunori279/items/6f517648e8a408254a50、文字通り「ネット
ワークがコンピューター」な金融HFTでのFPGAの使われ方
http://d.hatena.ne.jp/kazunori_279/20130107/1357521548。

http://qiita.com/kazunori279/items/6f517648e8a408254a50
http://d.hatena.ne.jp/kazunori_279/20130107/1357521548


3/27/2017

10

13．野村證券職務発明事件（本件発明の実施）

 被告の海外関連会社であるノムラ・セキュリティーズ・
インターナショナル・インク（ノムラ・セキュリティー
ズ）は、米国の証券取引所において、アルゴリズムを組
み込んだコンピュータを使用して自動電子決済を高速高
頻度で実施するプログラム取引を行う際に、平成22年11
月からNXT Directという名称のシステム（本件システム）
を導入した取引を行っており、その後、同取引は被告の
海外関連会社であるインスティネット・エルエルシー
（インスティネット）に引き継がれた。

 原告は、本件発明が本件システムで実施されていると主
張し、被告は実施されていないと主張している。

 本件システムの構成要件該当性は、墨塗りのため詳細が
分からないが、裁判所は構成要件該当性を否定している。

14．野村證券職務発明事件（被告の職務発明に関する規定の定め）

発明又は考案に関する規定（被告発明規程１）
（報奨金）
第5条 当社が社員等から承継した職務発明について、
特許又は実用新案の出願を行ったとき、当該職務発
明にかかる特許権又は実用新案権を取得したとき、
及び発明又は考案の実施により当社が金銭的利益を
得たときには当該職務発明を行った社員などに対し
て出願1件ごとに報奨金を支払うものとする（第2項
省略）
3 報奨金の額、支払方法等については、別途定める
手続により決定するものとする（以下略）
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14．野村證券職務発明事件（被告の職務発明に関する規定の定め）

報 奨 金

特許権 実用新案権

出願時（１件あたり） ３万円 ５千円

権利取得時（１件あたり） １０万円 １万５千円

発明又は考案（特許権又は
実用新案権を取得したもの
に限る）を実施したことに
より当社が金銭的利益を得
た場合

次の各部で構成する「特許等協議委員会」の協議に
より決定する（※）。
法務部長、人事部長、財務部長及び当該発明者の

所属部店長
但し、役員又は重要な職員への報奨金については、
別途執行役員会による承認を要する。

報奨金に関する定め（被告発明規程２）
規定（注・被告発明規程１）第5条第3項に規定する報奨金の額及び支払
方法は以下の通りとする。

14．野村證券職務発明事件（被告の職務発明に関する規定の定め）

※【協議内容及び協議における考慮要素】
（協議内容）
他社から実施料収入を得た場合又は自ら当該特許を実施することに
より収入を得た場合、各年度において次の諸点につき協議の上、決
定するものとする。
①当該特許の貢献によりもたらされた収入金額
②①で定めた収入金額に関わる利益率及び利益金額
③②で定めた利益金額に占める発明者の貢献の割合及びその金額
なお、①～③の判定根拠となる資料は、当該発明者の所属部店が提
示するものとする。また、上記収入は、原則として当該発明が会社
に譲渡されたとき若しくは特許出願時のいずれか早い方から計算す
る。
以上により算出された実施時報奨金については、経営戦略会議に報
告するものとする。
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14．野村證券職務発明事件（被告の職務発明に関する規定の定め）

（考慮要素）

協議にあたっては、次の事項を考慮するものとする。

①基本的には、発明者の貢献割合の低い発明に対しては、高
額な支払いは行わない。

②発明者への報奨金額の妥当性に関する協議内容・根拠は、
書面に明確に記録する。

③発明者のほかに、共同して発明に貢献した役職員がいる場
合には、定められた実施時報奨金の分配比率を決定する。

（以下略）

15．野村證券職務発明事件（争点）

（1）被告発明規程の定めにより相当の対価を支払うことの不
合理性

（2）相応の対価の請求の可否及び金額

ア 本件システムの本件発明の構成要件充足性

イ 独占的利益の有無

ウ 本件システムの運用により被告が受けるべき利益の額

エ 本件発明の単独発明性

オ その他の考慮要素
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15．野村證券職務発明事件（争点）

原告の主張 被告の主張

争点（1）被告発明規程の
定めにより相当の対価を
支払うことの不合理性

①被告発明規程の策定に際し
て協議がされたことはない、
②被告発明規程２は被告の社
内イントラネットで開示され
ていない、③被告発明規程１
は日本語版のイントラネット
でのみ開示され、外国人であ
る原告には実質的に開示され
ていない、④原告は、報奨金
の算定について意見聴取を受
けていない、⑤被告発明規程
２が実施時報奨金の支払いを
特許登録がされた場合に限定
しているのは被告発明規程1
と矛盾する、⑥出願時報酬の
3万円は低額である

①職務発明につき出願時、
権利取得時及び実施時に
段階を分けて相当の対価
を支払うこととし、特許
権を取得した場合に限り
実施報奨金を支払う旨定
めることは、発明の価値
に応じて支払いの基準を
明確化する点で合理的で
あり、その支払金額も他
社の基準ないし社会通念
に照らして低額とはいえ
ない。②被告は被告発明
規程1を社内のイントラ
ネットで従業員に開示し
ている

15．野村證券職務発明事件（争点）

争点(2)相当の対価の請求
の可否及び金額

原告 被告

ア.本件システムの本件発
明の構成要件充足性

充足する。 充足しない。被告又は被
告グループは本件発明を
実施していない。

イ.独占的利益の有無 被告は、米国特許出願を
非公開手続により行うこ
とで、高頻度取引の分野
で事実上の排他的利益を
確保することを選択した。
被告は米国特許商標庁の
オフィスアクションに対
して十分な対応をせず、
特許の可能性を自ら放棄
し、本件発明を秘密情報
として保持することによ
り、事実上の排他的利益
を得た。

本件米国出願の前後から
多くの技術文献に開示さ
れており、技術的に格別
なものではなかった。被
告は、このような事情を
考慮し、このまま費用と
時間をかけて手続を進め
る意味に乏しいと判断し
本件米国特許出願の権利
化を断念した。
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15．野村證券職務発明事件（争点）

原告 被告

ウ 本件システムの運用
により被告が受けるべき
利益の額

高頻度取引におけるレイ
テンシの低減による注文
の迅速性は、注文発注業
務を仲介するブローカー
間の競争における優劣を
決する上で特に重要な要
素の一つであり、被告グ
ループ会社には、本件発
明に起因する多額の利益
が生じた。その利益の額
は、アジア地域の証券取
引所における売り上げの
８割、その他の地域の売
り上げの１割であり、合
計９５６億３９６８万５
４０６円である。

本件システムにおいて本
件発明を実施していない
し、被告は米国で本件シ
ステムを運用していない。
米国において本件システ
ムを運用する被告グルー
プ会社が顧客から得た報
酬から、証券取引所が提
供するスペースにサーバ
を設置するための賃料な
どの諸経費を控除すると
赤字になるので、利益は
上がっていない。

15．野村證券職務発明事件（争点）

原告 被告

エ 本件発明の単独発明
性

原告は平成２０年夏ころ
には単独で本件発明を完
成させ、平成２１年９月
には、原告の管理下での
ロンドンの技術チームが
その実証を完了していた
から、本件発明は原告の
単独発明である。

被告グループ会社の関連部署
は、平成２１年９月頃から共
同して、株式の高頻度取引プ
ラットフォームを低レイテン
シ化するための検討を開始し、
ノムラ・セキュリティーズに
所属するBを中心とした検討
チームが組織された。同チー
ムが数か月にわたり、当時知
られていた様々な処理方法の
長所及び短所を調査した結果、
この知見が本件発明へとつな
がった。本件発明は本件米国
出願の出願人らの共同発明で
ある。
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15．野村證券職務発明事件（争点）

原告 被告

エ その他の考慮要素 ①原告の入社時の職務は本件
発明とは直接関係がなかった、
②原告に対する給与等は本件
発明による被告への貢献を評
価したものではない、③本件
システムのランニングコスト
は極めて低いこと、④被告グ
ループ会社は、本件システム
の開発リスクをほとんど負っ
ていなかったこと、⑤被告グ
ループ会社は、本件システム
の運用を通じ、他のサービス
についても新たな顧客の獲得
という利益を得ている。本件
発明についての原告の貢献度
は３割を下回らないので、相
当の対価は２８６億９１９０
万５６２１円である。

争う。

16．野村證券職務発明事件（1審判断：不合理性）

 被告が被告発明規程１を改正し、被告発明規程２を策定するにあたり、被告の
従業員らと協議を行ったことをうかがわせる証拠はない。原告の入社時に被告
の発明規程に関する協議を個別に行ったり、その存在や内容を説明したことは
ない。

 被告発明規程１は被告のイントラネットにより開示されていたが、被告発明規
程２は従業員らに開示されておらず、原告に個別的に開示したこともない。

 被告発明規程には、対価の額の算定について発明者からの意見聴取や不服申立
等の手続は定められていない。過去に他の従業員に報奨金を支払ったときにも、
従業員からの意見聴取はされていない。

 労働政策研究・研修機構の平成18年7月7日付調査結果によれば、回答企業のう
ち87.5％が特許等の出願時に、81.8％が特許権等の登録時に報奨金を支払うとし
ており、その８割が定額制を採用しているところ、その額は出願時が平均9941
円（最大10万円、最小1000円）、登録時が平均2万3782円（最大30万円、最小
1200円）であった。また、自社実施または他社への実施許諾等があった場合に
いわゆる実績補償を行う企業は76.8％であり、その大部分が評価に基づいて金
額を決定しているところ、過半数の企業は上限を設けておらず、上限額を設け
た企業の平均額は約1208万円（自社実施時）ないし約2292万円（他社への実施
許諾又は権利譲渡時）であった。
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16．野村證券職務発明事件（1審判断：不合理性）

 特許法35条4項によれば、対価についての定めが不合理であるか否かは、①対価
決定のための基準の策定に際しての従業者等との協議の状況、②基準の開示の
状況、③対価の額の算定についての従業者等からの意見聴取の状況、④その他
の事情を考慮して判断するものとされている。

 そうすると、考慮要素として例示された上記①～③の手続を欠くときは、これ
ら手続に代わるような従業者等の利益保護のための手段を確保していること、
その定めにより算定される対価の額が手続的不備を補って余りある金額になる
ことなど特段の事情がない限り、勤務規則等の定めにより対価を支払うことは
合理性を欠くと判断すべきである。

 ①被告は、被告発明規程の策定及び改定につき、原告と個別に協議をしておら
ず、他の従業員らと協議を行ったこともうかがわれない、②被告において対価
の額、支払方法等について具体的に定めている被告発明規程２は従業員らに開
示されていない、③対価の額の算定にあたって発明者から意見聴取することも
予定されていない。④についても、(1)被告において代替手段を確保しているこ
とはうかがわれないし、(2)対価の額及び支払条件等については、被告の報奨金
は他社と比べて高額なものとは言えないし、(3)被告発明規程２において、実施
時報奨金が特許権などの取得を要件とした根拠も不明である。よって、被告発
明規程の定めにより対価を支払うことは不合理である。

17．野村證券職務発明事件（1審判断：相当対価）

 本件システムは、ノムラ・セキュリティーズ及びインスティネットによ
り運用されており、被告グループトップの野村ホールディングスが本件
発明にかかる権利を他の権利とともに一括管理している。被告が野村
ホールディングの権利を譲渡したときに対価が授受されたことを認める
に足りる証拠はない。

 本件米国出願の前後から、高頻度取引の分野でFPGAを実装することに
よる低レイテンシの実現が課題とされており、被告グループを含む各社
が競争関係にあった。但し、高頻度取引の分野で競合他社がどの程度の
取引速度を実現していたか、又被告グループ会社が競合他社に対して競
争的優位を有していたかを認めるに足りる証拠はない。

 本件発明は米国で特許出願されたものであり、特許法35条3項及び5項が
類推適用される（最高裁平成18年10月17日第三小法廷判決・民集60巻8
号2853頁）。本件発明については新規性の欠如を理由に特許を受けられ
ないことが確定している。このことは、独占的地位に由来する独占的利
益の不発生を推認させる事実であるから、相当の対価を請求する者は、
それにもかかわらず独占的利益が発生したことを相当の根拠をもって主
張立証する必要がある。
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17．野村證券職務発明事件（1審判断：相当対価）

 ①被告が野村ホールディングに本件発明に係る特許を受ける権利
を譲渡したときに対価が授受されたことを認めるに足りない

 ②本件米国出願の前後から、FPGAを実装することで格段に加速
された低レイテンシの取引が実現できることを示唆又は開示する
研究結果の公表等が相次いでいた

 ③高頻度取引の分野で被告グループ会社が競合他社に対して競争
的優位を保っていたと認めるに足りない

 ことからすると、被告が本件発明に係る技術分野で競合他社の市
場参入を排除することができていたとも認め難い。

 以上によれば、被告に本件発明に基づく独占的利益が生じてい
たと認めることはできない。また、米国以外の国においても本件
発明につき特許権を受けることができないことが確定したから、
被告に本件発明に基づく独占的利益が生ずる見込みはないという
ほかない。

18．野村證券職務発明事件（2審：主張の補充）

 控訴人（原告）の主張
 ①相当対価算定における使用者の独占的利益は、特許に
基づく法的独占的利益に限られるものではなく、事実上
の独占的利益も含まれる。被控訴人（被告）グループ会
社は、本件発明をノウハウとして非公開とすることで、
他社に先駆けた先行者利益としての事実上の独占的利益
を得ている。

 ②また、被控訴人（被告）が受ける利益は、被控訴人
（被告）が本件発明に係る特許を受ける権利を野村ホー
ルディングスに譲渡した対価そのものとして算出するこ
ともできる。被控訴人（被告）から野村ホールディング
スに対する譲渡の対価が無償であったとしても、本来、
被控訴人（被告）が得られるはずであった譲渡対価を算
定すべきである。
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18．野村證券職務発明事件（2審：主張の補充）

 被控訴人（被告）の主張
 特許法35条4項は、相当対価の定めにより相当対価を支払うことの不合

理性の判断基準として①ないし④の点を考慮すべきとしているが、①な
いし③の要素は例示に過ぎないのであって必須の要素ではないし、④の
要素も①ないし③と同等の重みを有する考慮要素である。

 ア 協議の状況：控訴人（原告）が特定社員へ転換する際に、被控訴人
（被告）の規程・制度等を確認することを書面で求め、控訴人（原告）
は当該書面に署名しているから、被控訴人（被告）の規程・制度等を理
解したうえで、それらが適用されることを承認していた。

 イ 基準の開示の状況：被控訴人発明規程１は、被控訴人（被告）の２
つのイントラネット上に開示されていた。被控訴人発明規程１には、報
奨金の額が別に定められていることが明記されているから、被控訴人発
明規程２の存在を知ることができる。報奨金が支払われる場合が示され、
具体的報奨金額について確認したいものは確認できる程度で開示として
十分である。

18．野村證券職務発明事件（2審：主張の補充）

 ウ 意見聴取の状況：控訴人（原告）は、譲渡証の提出を拒む等、被控
訴人（被告）とのコミュニケーションを拒んでおり、対価に関する意見
を求めようがなかった。

 エ その他の事情

 (ｱ) 控訴人（原告）の地位：控訴人（原告）は月額基本給250万円と
して特別専任職として入社し、特定社員へ変換後年収は3000万円となっ
ていた。手続的な不備があったとしても、これを補って余りある金銭を
得ていた。

 (ｲ) 本件発明の価値：本件発明は特許性を欠くものであり被控訴人規
定による出願時報奨金3万円は十分に高額である。
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19．野村證券職務発明事件（2審判断：不合理性）

 まず、控訴審は、被控訴人発明規程の内容を合理的に解釈すると、特許権を取
得できなかった発明については、当該発明の実施の有無や被控訴人の金銭的利
益の取得の有無にかかわらず、実施時報奨金を支払わない定めもしているもの
と認められるとした。そして、本件発明にも被控訴人（被告）発明規程が適用
される場合であり、被控訴人は、本件発明承継の対価として、出願時報奨金3万
円のみを支払い、権利取得時報奨金及び実施時報奨金を支払わないことを決し
たものと認められるとした。

 不合理性の有無について
 ア 協議の状況：控訴人の入社時に、被控訴人発明規程に関し、個別の協議や

内容説明の上了承を得ることは行われていない。平成20年4月1日の被控訴人発
明規程１の改正に際して、控訴人を含む被控訴人の従業員らと協議を行ったこ
ともない。単に、被控訴人発明規程を確認することを求めただけでは協議が
あったとは言えない。

 イ 開示の状況：被控訴人発明規程１は、被控訴人（被告）のイントラネット
上に開示されていた。被控訴人発明規程２は従業員らに開示されておらず、控
訴人に個別に開示されたとも認められない。被控訴人発明規程１の５条３項に
は、「別途定める手続により決定する」とあり」、この条項から、被控訴人発
明規程２が別途存在することは直ちに推知しえない。

19．野村證券職務発明事件（2審判断：不合理性）

 ウ 意見聴取の状況：被控訴人が、本件発明の対価の額の算定に
ついて、控訴人（原告）から意見を聴取したことは認められない。
控訴人が権利の譲渡を拒んでいたとしても、従業員等に対し、意
見を陳述する機会を付与すれば足りるところ、被控訴人発明規程
は、意見聴取、不服申立ての手続きは定めておらず、また、被控
訴人が個別に控訴人に対して意見陳述の機会を付与したことは認
められない。

 エ その他の要素：①本件発明が実施されていないこと、本件発
明は特許を受けることができないことが確定していることは、考
慮しうる要素である、②控訴人は、顧客拡大という営業目的で雇
用されたものであり、その給与は専らそのことに対する労務の対
価であり、本件発明後に特別の待遇を受けたこともないから控訴
人の給与は考慮すべき要素ではない、③労働政策研究・研修機構
の調査については、どのような要件のもとにおいて実績補償を支
払うとしているのかなど、企業の発明規程の内容は不明であり、
直ちに考慮要素とすることはできない。
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19．野村證券職務発明事件（2審判断：不合理性）

 平成16年法律第79号による特許法35条の改正の趣旨は、同法改正
前の旧35条4項に基づく相当対価の算定が、個別の使用者等と従業者
等間の事情が反映されにくい、相当対価の額の予測可能性が低い、
従業者等が職務発明規程の策定や相当対価の算定に関与できていな
いとの問題があるという認識を前提に、相当対価の算定に当たって
は、支払いに至る手続き面を重視し、そこに問題がない限りは、使
用者等と従業者等であらかじめ定めた自主的な取り決めを尊重すべ
きであるところにある。

 被控訴人発明規程は、控訴人を含む被控訴人の従業者らの意見が
反映されて策定された形跡はなく、対価の額等について具体的な定
めのある被控訴人発明規程２に至っては、控訴人を含む従業者らは
事前にこれを知らず、相当対価の算定にあたって、控訴人の意見を
斟酌する機会もなかったといえる。そうであれば、被控訴人発明規
程に従って本件発明の承継の対価を算定することは、何ら自らの実
質的関与のないままに相当対価の算定がされることに帰するのであ
るから、特許法３５条４項の趣旨を大きく逸脱するものである。

19．野村證券職務発明事件（2審判断：不合理性）

 そうすると、算定の結果の当否を問うまでもなく、被控訴人発
明規程に基づいて本件発明に対して相当対価を支払わないとした
ことは、不合理であると認められる。

 「協議」「基準の開示」「意見の聴取」は、一般的に、適正な
手続のための基本的要素であるところ、控訴人発明規程は、その
いずれについても不十分であると認められ、またその余の手続面
について考慮すべき事情は、本件証拠上何らうかがうことができ
ない。そうであれば、その他の要素を考慮するまでもなく、被控
訴人発明規程に従って本件発明の対価を算定することは、不合理
と認められる。
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110．野村證券職務発明事件（2審判断：相当対価）

 (1) 被控訴人が受けるべき利益の対象
 野村ホールディングスは、その有する知的財産権を一
括して管理し、その権利を子会社に実施させ、、それに
より得た利益をグループ会社間の決算関係を通じて被控
訴人グループ内で調整しているものと考えられる。そう
すると本件システムの運用から得られた利益は、被控訴
人グループ全体に帰属していると評価できる。したがっ
て、相当対価の算定にあたって考慮すべき使用者等が受
けるべき利益としては、被控訴人の下で生じた利益だけ
ではなく、被控訴人グループ全体に生じた利益を考慮す
ることができる。

 相当対価の算定方法は、裁判所が裁量により決する事
柄であり、当裁判所は、自社実施方式を準用した相当対
価の算定方式を採用するものである。

110．野村證券職務発明事件（2審判断：相当対価）

 (2) 独占的利益の有無
 使用者等は、職務発明について無償の法定通常実施権を有するから、相

当対価の算定の基礎となる使用者等が受けるべき利益の額は、特許権を受
ける権利を承継したことにより、他者を排除し、使用者等のみが当該特許
権にかかる発明を実施できるという利益、すなわち、独占的利益の額であ
る。この独占的利益は、法律上のものに限らず、事実上のものも含まれる
から、発明が特許として成立しておらず、営業秘密又はノウハウとして保
持されている場合であっても生じうる。

 本件発明は、本件システムにおいて実施されておらず、本件システムそ
れ自体が、すでに本件発明の代替技術といえる。本件米国出願の前後から、
FPGAを実装することで格段に加速された低レイテンシの取引を実現できる
ことを示唆又は開示する研究成果の発表が相次いでいるといえ、本件発明
には本件システム以外に多数の代替技術が存する。そうすると、本件発明
が営業秘密として保持されていることによる独占的利益は、およそ観念し
難い。

 以上によれば、本件発明に基づく独占的利益は生じておらず、かつ、将
来的にも生ずる見込みはない。
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111．野村證券職務発明事件（検討：３５条４項）

 ＜３５条４項の不合理性の審査は何を対象とするのか＞
 (1) プロセス審査説：従業者の関与の下で不合理でない手続に従って対価

を支払っていれば、裁判所が事後的に相当対価の追加的支払を認めること
はないとする考え方。

 (2) 中山説：対価の定めとそれに基づく具体的算定が不合理でない場合に
は、その額が正当な対価であるという一応の推定を受ける。協議、開示、
意見聴取は例示であり、それ以外の諸般の状況も含め、不合理性は総合的
に判断される。５項所定の諸事情を勘案要素とすることは許されるが、仮
に５項の規定で算定すればより高い算定額となると予想されるような場合
であっても、正当な手続があれば、極めて不当な額でない限り不合理とは
言えない。手続が不合理であっても、結果的に十分な額の対価が支払われ
ていれば合法（中山信弘：特許法第３版74頁）。

 (3) 高林説：３５条４項により相当対価額の定めが不合理とされないため
には、手続に合理性があるのみでは足りず、額の合理性も要求される。額
の合理性が認められるためには、程度の差はあれ５項に規定する諸事情が
考慮される必要がある（高林龍：標準特許法第４版84頁）。

111．野村證券職務発明事件（検討：３５条４項）

 (4) 第１審判決：本件では、協議、開示、意見聴取の全てが
不十分であり、算出額の不合理性を考慮するかどうかは判示
されていない。定めにある対価の額が高額であれば、手続的
不備を補うことができるという考え方が示されている。

 (5) 控訴審判決：①相当対価の算定に当たっては、支払に至
る手続面を重視し、そこに問題がない限りは、使用者等と従
業者等であらかじめ定めた自主的な取り決めを尊重すべき、
②（本件では手続面がすべて不十分であり）特許法３５条４
項の趣旨を大きく逸脱するものである、そうすると、算定の
結果の当否を問うまでもなく、（中略）不合理である。 こ
こに「算定の結果の当否を問うまでもなく」とあるところを
見ると、不合理の判断にあたっては、算定の結果の当否も問
う必要がある（対価の額の合理性も必要である）と考えてい
るのではないか。
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112．野村證券職務発明事件（検討：外国での特許を受ける権利）

 ３５条は、基本的にはわが国でなされた職務発明の扱いにつき規
定したものであり、わが国でなされた職務発明を外国に出願する場
合はどのように扱われるか

 １ 最判H18年10月17日民集60巻8号2853頁（判時1951号35頁、判タ
1225号190頁。日立光ピックアップ事件）

 (1)① 外国の特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題は、債権
的法律行為の効力の問題であるから、その準拠法は、法例7 条1項
（通則法7条に相当）の規定により、第一次的には当事者の意思に
従って定められ、本件では準拠法を日本法とする旨の黙示の合意が
存在することから、譲渡の対価については日本法が準拠法となる。
② 譲渡の対象となる特許を受ける権利が諸外国においてどのよう
に取り扱われ、どのような効力を有するのかという問題については、
譲渡当事者間における譲渡の原因関係の問題と区別して考えるべき
であり、その準拠法は、特許権についての属地主義の原則に照らし、
当該特許を受ける権利に基づいて特許権が登録される国の法律であ
る。

112．野村證券職務発明事件（検討：外国での特許を受ける権利）

 (2) 我が国の特許法は外国の特許を受ける権利を直接規律するものではな
く、35条1項、2項の「特許を受ける権利」は我が国の特許を受ける権利を
指すものと解さざるを得ないでのあり、3項にいう「特許を受ける権利」に
ついてのみ外国の特許を受ける権利が含まれると解することは文理上困難
であって、外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価の請求について35条3
項、4項を直接適用することはできない（なお、原審は直接適用）。

 (3) しかし、両当事者が対等の立場で取引をすることが困難であることに
鑑み、使用者等が得られると客観的に見込まれる利益のうち一定範囲の金
額を確保できるようにして従業者などを保護し、もって発明を奨励し、産
業の発展に寄与するという同法の目的を実現することを趣旨とするもので
あること、また、各国の特許を受ける権利は、社会的事実としては実質的
に1個と評価される同一の発明から生じるものであり、当該発明に関する法
律関係を一元的に処理しようというのが当事者の通常の意思であると解さ
れることから、35条3項及び4項の規定が類推適用される。
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112．野村證券職務発明事件（検討：外国での特許を受ける権利）

 ２ 最判H14年9月26日民集56巻7号1551頁（カード式リーダー事件）
 (1) 上告人（日本人）が米国特許に基づき、被上告人（日本法人。日本特

許の特許権者）が製品を米国に輸出する行為を、米国特許法271条(b)項の特
許権侵害を積極的に誘導（誘引）する行為（actively induces infringement）
にあたるとして、①輸出目的の製造、輸出、被上告人の子会社に対する誘
導の差止、②被上告人の日本での在庫の廃棄、③不法行為による損害賠償
を請求した事案

 (2) ①特許権の効力の準拠法に関しては、法例等に直接の定めがないから、
条理に基づいて、当該特許権と最も密接な関係がある国である当該特許法
が登録された国の法律による、②特許権に基づく差止及び廃棄請求の準拠
法は、登録国の法律である、③米国特許法271条(b)項等を適用して被上告人
に差止め又は廃棄を命ずることは、法例33条（通則法42条に相当）にいう
我が国の公の秩序に反するものと解されるから、米国特許法の上記各規定
は適用しない（我が国は、特許権について属地主義の原則を採用しており、各国の特許権
は当該国の領域内においてのみ効力を有するにかかわらず、便国特許権に基づき我が国におけ
る行為の差止などを認めることは、米国特許権の効力をその領域外である我が国に及ぼすのと
実質的に同一の結果を生ずることとなって、属地主義に反する＝我が国の特許法秩序の基本理
念と相いれない。）。

112．野村證券職務発明事件（検討：外国での特許を受ける権利）

 ＊特許権についての属地主義の原則：各国の特許権が、その成立、移転、効力等に
つき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ
認められること（最判H9年7月1日民集51巻6号2299頁参照）

 (3) ①特許権侵害を理由とする損害賠償請求については、特許権特有の問題ではな
く、財産権の侵害に対する民事上の救済の一環にほかならないから、法律関係の性
質は不法行為であり、その準拠法については法例11条1項によるべきである、②本件
損害賠償請求について法例11条1項にいう「原因タル事実ノ発生シタル地」は、米国
特許権の直接侵害行為が行われ、権利侵害という結果が生じた米国と解すべきであ
り、同国の法律が準拠法となる（法適用通則法17条は結果発生地を原則としてい
る）、③本件米国特許権の侵害という事実は、法例11条2項（法適用通則法22条1項
に相当）にいう「外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルト
キ」に当たるから、被上告人の行為につき米国特許法の上記各規定を適用すること
はできない（属地主義の原則を採り、米国特許法271条(b)項のように特許権の効力を
自国の領域外における積極的誘導行為に及ぼすことを可能とする規定を持たない我
が国の法律の下においては、これを認める立法又は条約のない限り、特許権の効力
が及ばない登録国の領域外において特許権侵害を誘導する行為について、違法とい
うことはできず、不法行為の成立要件を具備しない。）。
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112．野村證券職務発明事件（検討：外国での特許を受ける権利）

 (4) カード式リーダー最判への批判
 ① 差止と損害賠償とで準拠法を分ける判旨は、知財侵害に対する
救済の準拠法を一括して考える海外での議論と平仄が合わず、パリ
条約の特許独立の原則から、不法行為地法（保護国法）たる日本法
を準拠法とすべき（石黒一憲・国際私法第2版206頁）。

 ② 特許権の成立、性質、効力等については、特許権付与の行政処
分性に鑑み、外国国家行為承認の枠組みで考えるべき。特許独立の
原則から、米国特許は我が国では承認されず、わが国の特許法によ
ることになる（道垣内正人・特許権侵害事件の国際裁判管轄と準拠
法（二弁知財研編「特許法の日米比較」164頁））。

 ③ 法例11条2項（通則法22条1項に相当）では、行為の不法性（悪
性）自体を問題とするものであって、地域的適用関係は問題とすべ
きではない。特許権侵害項を誘導（誘引）する行為が日本法でも違
法であれば、賠償請求が認められる余地がある（道垣内・前掲書170
頁）。但し、公序則により、米国法の適用が排除される可能性があ
るのでは（道垣内・前掲書172頁）。

112．野村證券職務発明事件（検討：外国での特許を受ける権利）

 ３ 学説
 (1) 35条は、契約の問題として捉えるのではなく、労働問題
に類するものと捉えて、同条を直接適用すべきとする考え方
（通則法12条参照）

 (2) 職務発明の問題は、特許権の発生・帰属と密接に関連し
ているために、すべて各登録国の特許法によるべきとする考
え方

 (3) 属地主義を抵触法上の利益衡量の結果導かれた法理であ
ると理解したうえで、使用者と従業者間の職務発明に関する
法律関係については、外国における特許を受ける権利や特許
権等に関するものを含めて、両者の労働関係に適用される準
拠法国の特許法により一元的に処理されるとする考え方（田
村善之「職務発明に関する抵触法上の課題」知的財産法政策
学研究5号8頁）。
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112．野村證券職務発明事件（検討：外国での特許を受ける権利）

 (4) 中山説：①外国での特許を受ける権利や特許権には
直接的には触れていないが、平成27年改正前のように出
願権が従業者に帰属する場合、外国での出願権あるいは
出願中の権利または特許権を使用者に移転する旨の契約
（黙示の契約の含む）については、35条は特に禁止して
いるとは考えられない、②出願権が誰に帰属するかは特
許を取得する国の法による、③35条に基づいて相当の利
益を請求できるかについては、いずれの説を採用したと
しても長短はあろう（中山前掲85頁以下）。

 ４ 雑感
 35条が準拠法になると言いつつ、属地主義を持ち出し
て直接適用できないというのは、国際私法の解釈手法と
していかがなものか。直接適用でよかったのではないか。


