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最近公開された審決「CQI-Bericht II1」（CQIレポートII）におい
て、連邦司法裁判所は、特許侵害訴訟において被告にどの程度
の協力義務があるかという問題と、消尽の問題についてコメント
する機会を得た。

なお、本審決は非常に詳細であり、本ニュースレターではすべて
の面を説明することはできない。本件の対象となったのは、LTE
規格に関連する規格必須特許である。被告は、自社は当該特許
を侵害しておらず、消耗が発生しているなどと主張していた。
第一点目は、被告が無知を理由に侵害を否定したことである。し

かし、下級審がすでに説明しているように、有効に使用を否定す
ることはできない。

「製品を提供し、または販売する当事者は、製品の特性および動
作の態様に注意を払わないことによって、そこに内在する侵害の
責任を回避することはできない。そのような当事者は、関連する
情報を自ら持っていない場合、可能かつ合理的な限り、例えば製
造業者や供給業者に問い合わせたり、自ら調査を行ったりするこ
とによって、第三者からその情報を入手することが要求される。
したがって、侵害訴訟において、主張を受けた当事者は、一般に、
問題となる実施形態の技術的特性に関する相手方の提出物に
具体的に回答することが要求され得る。」2

 
連邦司法裁判所は、被告が使用した技術的解決策をどの程度説
明しなければならないか（したがって、企業秘密を開示する可能
性もある）については未解決とし、まだ今後の訴訟の対象となる
可能性もある。

しかし、実際には、消尽の問題の方がより重要であろう。特許権
者は、より正確には、主張された携帯機器に組み込まれたチップ
のメーカーを含むいくつかのチップメーカーと、いわゆる「最後に
訴えられる特約」契約を締結していた。

「原告は、係争中の携帯機器に使用されているチップセットのメ
ーカー2社との契約において、侵害行為で訴えられる可能性のあ
るすべての第三者が終了するまで、チップセットメーカーを訴え
ないことに合意した。」3

 
上訴裁判所は、これによって消尽は生じないとの判決を下した。
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なぜなら、通常の「訴えない特約」からすでに消尽は生じない
し、それに比べてより限定的である「最後に訴えられる特約」か
らは、さらに消尽は生じないからである。

連邦司法裁判所は、少なくとも部分的には反対した。すなわち、
一般的な「訴えない特約」が消尽をもたらすという点についてで
あった。

「連邦司法裁判所の確立した判例法によると、製品特許に基づ
く排他的権利は、特許権者又はその同意を得て第三者が販売
した保護対象製品の複製物に関して消尽する。合法的に取得
者及びその後の第三者の取得者は，これらの製品を意図したと
おりに使用すること，第三者に販売すること，又はこれらの目的
のために第三者に提供することを許可される［...］。

特許権者が、自ら又は同意を得れた第三者が特許された物品
を販売することによって排他的権利に伴う権限を行使した場
合、特許法の意味及び目的に従って、保護された物の今後の運
命に影響を与える可能性は、もはや特許権者に与えられない。
この物品の処分は、特許権者との関係で合法的に物品を取得
した取得者の責任となる。」4

 
しかし、第三者にも影響を与えるかどうかは、該当する契約の
問題であり、詳細に検討する必要がある。しかし、通常の「訴求
禁止特約」の場合は、前提とすることになる。

「しかし、特許権者が特許に基づく権利を主張しないことを宣
言し、その権利を明示的に留保する契約は、個々の場合におい
て、特許権者がまさに［第三者に対する］権利を諦めたくないと
いう意味で解釈されることがある。

その効果の重大性に照らして、同意は、第三者が特許の技術的
教示を利用することを禁止する権利を手放す意志を確実に示
す方法で表明されなければならない［...］。特許侵害行為に対す
る不介入や単なる黙認では十分 ではない［...］ので、契約にそ
のような同意が含まれているかどうかは常に慎重に検討されな
ければならない。契約の解釈の問題であり、基本的に事実の判
断に委ねられている。

しかし、契約当事者が製品の販売に対して、特許権者が特許に
基づくいかなる異議も申し立てないことを契約で十分に明確に
している場合は、通常、消尽につながる同意を確認するのに十
分であると考えられる。上院の理解によれば、この内容の宣言
は、通常、訴えないという特約に関連している。そして、第三者へ
の権利の留保は、消尽の範囲を制限するための効果のない試
みに過ぎない。」5
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本件では、当該契約書は入手できなかったが、報道によれば、一
般的な「訴えない特約」ではなく、前述のように「最後に訴えら
れる特約」が含まれているとのことである。

消尽につながるかどうかは、連邦最高裁の判断に委ねられた。
「最後に訴えられるという特約が消尽につながるかどうかとい
う問題については、契約当事者が、通常予想される経過で、特
許権者から特許権侵害の主張がなされることを恐れなければ
ならないかどうかが特に重要である。」6

 
そして、原告とチップメーカーとの間の契約について検討するよ
う、本件を控訴審に差し戻すとした。

「最後に訴えられるという特約」は、特に携帯電話や通信の業
界において、珍しい契約要素ではなく、したがって、本判決と今
後の訴訟の行方には、連邦司法裁判所への再度の付託につな
がる可能性が十分にあり、非常に重要な意味を持っている。

もし、本件で消尽の判断が下された場合、統一特許裁判所を説
得するために、対応する特許を再度「opt-out」または「opt-in」
しないことが有利に働くと考えるからである。

連邦裁判所、取り戻せる費用に
ついて „Kosten des Paten-
tanwalts VII“ (弁理士費用 
VII) - ECJ C-531/20 „Nova-
Text „の議論も
最近公表された判決「Kosten des Patentanwalts VII」7 （弁
理士費用VII）において、ドイツ連邦最高裁判所は、商標事件にお
ける費用に関する法律について再び判決を下したが、以前に欧
州司法裁判所に付託されたこともあり、本件は個々の事件をはる
かに超えた、また商標法を超えた具体的意義を持つものだと言え
る。

本件は、原告が被告に対してEU商標を提訴し、裁判上の和解に
より法的手続が終了したもので、争点は被告が負担すべき費用の
みであった。

原告は、「訴訟手続において、弁理士の参加を表明し、費用決定手
続において、弁理士が実際に訴訟手続に参加したことを弁護士に
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より保証していた。裁判所に提出されたすべての答弁書も弁理士
と調整されたものであった。また、和解交渉の際も、電話連絡は当
事者弁護士のみであったが、弁理士もこのように参加していた」8 
のである。

しかし、被告は、ドイツ商標法140条3項の（当時の）文言が明確
に異なっているにもかかわらず、その弁理士の費用の負担を拒否
した。結局、以下のような問題はECJに付託された。

「指令[2004/48]の第 3 条(1)項と第 14 条は、弁理士の支援
が適切な法的措置のために必要であったかどうかに関わらず、商
標法に基づいて行われる手続において弁理士の支援のために成
功者が負担した費用を払い戻す義務を不成功側に課す国内法を
妨げると解釈されるか。」

ECJ9 は肯定的に答え、特に以下のように述べた。

「上記の観点から、まず [...] 本案で争点となっているような国
内規定の自動適用は、場合によっては、特に加盟国が実施する手
続が不必要に費用がかかってはならない指令2004/48の第3条
(1)に規定されている一般義務に違反する結果となりかねない。

次に、そのような規定の適用は、推定される権利の保有者が、失
敗した場合に比較的高額な訴訟費用 を負担しなければならな
いことを恐れて、自らの権利が尊重されることを保証しようとする
法的手続 きを起こすことを抑止する可能性が高く、特に内部マ
ーケットにおいて知的財産の高度な保護を確保 するという指令 
2004/48 の目的とは相反している。

さらに、法務官もその意見書の第 49 段落で本質的に観察して
いるように、法的措置の当事者の代表者による名誉に関する宣言
によって費用が無条件かつ自動的に含まれ、当該費用が問題の
紛争との関連で合理性と比例性に関して国内裁判所の評価を受
ける余地がない場合、指令 2004/48 の第 3 条 (2) 項で規定
されている一般義務に違反して当該規定の誤用に道を開く可能
性もある。」10 

現在、問題は連邦裁判所に戻され、連邦裁判所は今度は控訴裁
判所に問題を戻したが、以下のように述べた。

「したがって、商標法第140条第3項の弁理士の補助費用は、必
要性の審査なしに取り戻せるとする従来からの見解を維持するこ
とは不可能である。むしろ、指令 2004/48 の第3条と第4条が
必要な弁理士の補助費用のみが取り戻せるという趣旨の指令に
準拠したこの規定の解釈を要求している。」11
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必要性を検討することが、今後の控訴審の課題である。

元々の係争額が5万ユーロ（だけ）に設定されていたことを考える
と、訴訟期間が長く、協力弁理士の費用弁償が当時比較的低額で
あったことが激しく争われたことは、やや意外なことだと思われて
いる。

本件は、少し前のC-57/15 「United Video Properties 」12 
同様に、ECJが関与しており、その結果、払い戻し可能な費用はそ
の必要性について常にそれぞれの裁判所で検討されなければな
らないという発見が、ヨーロッパの産業財産保護全体、特に統一
特許裁判所にも当てはまるという事実から、重要になってきてい
る。したがって、統一特許裁判所の最初の費用査定決定は、最終
的にECJへの再送検につながらないとしても、少なくとも控訴さ
れることになるだろうと思われている。
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