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統一特許制度からのニュース － 手続き規則の
制定

連邦司法裁判所、特性の意味に関する問題　―
「コンパウンド層」 

連邦司法裁判所、暗黙の秘密の問題 - „表面コ
ーティング“ について



6月8日、ルクセンブルクで統一特許裁判所の第2回行政委員会が
開催された。

その会議では、統一特許裁判所の手続規則を含む重要な法律文書
が再び採択された。2017年に初発行された第18版に対応し、少数
の変化以外、ほとんどが編集的な変化のだけである。

最も重要な実質的変更は、新しくなった第262規則によると、裁判
所の審決および命令のみが公表されるようになったことである。そ
の他の文書は、要求でしか公開されなくて、その要求については報
告裁判官が決定する。さらに当事者は、提出物の内容をファイル閲
覧から除外するよう要求することができる。その場合、当事者は、該
当する場合、提出物の編集版（何が取り除いた版）を提出しなければ
ならない。ただし、正当な要求があれば、ファイルの閲覧によって情
報にもアクセスできる。

予想通り、特定の提出物の内容を相手側の特定の人物にのみ提供
することを可能にする新しい第262A規則が挿入された。その規
則の初版1では、相手側の弁護士のみがアクセスを許される本当の
in-camera手続きを認めていたが、現在は、ドイツ法(第145条a項)
と同様に、2少なくとも1人の自然人にアクセスが許されなければな
らないと規定されている。

また、不正な「opt-out」要求をレジストリから削除できる新しい第
5A規則も発表された。実際にどのような意味を持つのか、まだ不明
である。

文書の送達に関する第270ff規則に大きな変更もあった。司法文書
の送達に関するEUの第2020/1784規則がその間に発効されたた
めである。

手続き規則の改訂版、ドイツ語版、フランス語版が夏頃に公開され
ている予定である。規則は9月1日に発効する。特に「opt-out」とい
う第5規則は手続きの段階で3すでに適用されるべきものであるた
め、必要なことである。

同時に裁判料金も決定されたが、旧版と比較してほとんど変化はな
い。

最後に、アイルランドは、2023年または2024年に統一特許制度へ
の加盟になるために、必要な国民投票を実施すると発表しているこ
とを付記しておく。従って、アイルランドは統一特許制度の発効後、
最初に加盟する国になることが考えられている。

統一特許制度の開始は2023年初旬を予定している。

統一特許制度からのニュース － 
手続き規則の制定

1 Hüttermann GRUR Int 2019年, 第11号p.1148
2  MH　Newsletter　2021年第８号
3  MH　Newsletter　2022年第4号

European Qualifying Exami-
nation (EQE)のCパートおよび
Dパートでの予科 
 
コロナ禍の状況が許されば、こ
れらの予科は2022年11月2４
日(木)·25日(金)と12月10日(
土)·11日(日)に開催される予定
である。どちらの予科も内容は同
じなので、1つのコースに出席す
れば十分だと思われておる。 
この予科では、EQE試験のCパー
トとDパートに合格するための、
適切な受験方法やミスを防ぐた
めの戦略に注目を置いておる。経
験では、よく準備された試験資料
があったら、合格の可能性を大
幅に高める。それゆえに、この予
科では、参加者に必要な方法に
よった知識を提供したいと思わ
れておる。この点において、こちら
の予科は参加者自身がEPCの法
律に関する基礎知識を準備する
ための補足的なものと理解され
るべきである。その代わり、EQE
試験のCパートとDパートに合格
するために、参加者はEPCの専
門知識をできるだけ多くポイント
に変換する方法を学んでいくつも
りである。予科はドイツ語のみで
デュッセルドルフのKaistrasse 
16Aにある当社で行われ、無料
で受講することができる。予科の
講師はDr. Torsten Exner氏, 
Dipl.-Ing. Andreas Gröschel 
氏と Prof.Dr. Aloys Hütter-
mann氏がおる。 
 
今からeqe@mhpatent.deに登
録することができる。フルネーム
と勤務先を記してください。

https://www.unified-patent-court.org/news/administrative-committee-takes-significant-steps-towards-setting-unified-patent-court
https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/ac_04_08072022_rop_annex_1_en_final_tracked_for_publication.pdf
https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/ac_05_08072022_table_of_court_fees_en_final_for_publication.pdf
https://enterprise.gov.ie/en/News-And-Events/Department-News/2022/June/280620222.html
https://www.mhpatent.net/app/download/11716656721/Newsletter_8_2021_JP.pdf?t=1655993253
https://www.mhpatent.net/app/download/11925287221/Newsletter_4_2022_JP.pdf?t=1655993253
mailto:eqe%40mhpatent.de?subject=


連邦司法裁判所、特性の意味に
関する問題　―「コンパウンド層」
連邦司法裁判所は、「コンパウンド要素」（Verbundelement）4の
審決において、比較的不確定な特徴がどの程度まで意味を持ちう
るかについて意見を述べた。

詳しくは、複数の層を重ね合わせて使用するコンパウンド要素の製
造工程に関するものである。決定的な特徴は、あるB層をまだ反応
性のあるA層に適用することが要求され、「反応性」という言葉が特
別に重要視された。

しかし、特許請求の範囲にも、明細書にも詳しく説明されていない。
それでも、その特徴が不定でも無意味でもない。

  「反応の経過が漸近的であること、すなわち理論的には
100%の反応はありえないことから、状況によって[A層]がま
だ反応可能であるとみなされる期間が非常に長くなるかもし
れない。しかし、［A層］の適用が［コンパウンド要素の他のある
層］間の接着力を適切な程度まで改善しなければならないと
いう目的によって、実用的な限界が生じる。その点でも、本件
特許には、数値で決められた明細書がない。ただし、製造され
るコンパウンド要素の使用目的にとって意味のない程度の接
着力の向上では不十分である。」

結果として、本件特許が先行技術に対して新規性·進歩性があると
審決され、連邦特許裁判所の反対審決が覆された。

そのため、特許の不定形な特徴は、特定の状況下では非常に価値
があることが確認されている。欧州特許庁の実務5と比較すると、あ
る意味寛大であることは否定できない。

連邦司法裁判所、暗黙の秘密の
問題 - „表面コーティング“ につ
いて
2つ目のさいきんに公表された審決「表面コーティング」(Oberflä-
chenbeschichtung)6では、連邦司法裁判所は、ある文書が公的
になったか否かという問題を論じた。詳しくは、技術図面に関するこ
とであった。
それは、

4  2022年4月26日付連邦裁判所審決 -  X ZR 44/20 - Verbundelement
5  例えば、G 3/14という審決によれば、不明瞭な点は特許権者に不利になるとされている。
6 2022年4月12日付連邦裁判所審決 -  X ZR 73/20 - Oberflächenbeschichtung

iam誌に掲載 ― iam1000とい
うリストに4社のパートナーが
掲載 
今年も我が社はiam誌の2022
年のランキングに掲載されて
いただけた。さらにDr. Stefan 
Michalski, Prof. Dr. Aloys 
Hüttermann, Dr. Dirk Schulz
とGuido Quiramは世界での
特許法分野のベストな弁理士
1000名の「iam 1000」というリ
ストにも掲載されていただけた。 
 

Handelsblatt誌とBest La-
wyersに掲載　 
我が会社のパートナーのDr 
Dirk Schulz とDr Uwe Al-
bersmeyerは、Handelsblatt
誌の「Beste Anwälte 2022」と
いうリストに掲載されていただけ
た。そして、Best Lawyersにも
一推し弁護士として掲載されて
いただけた。

juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d6574a4871a714ced515e03d34cd19f3&nr=130324&pos=6&anz=30
juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d6574a4871a714ced515e03d34cd19f3&nr=130500&pos=7&anz=30
juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d6574a4871a714ced515e03d34cd19f3&nr=130500&pos=7&anz=30
https://www.iam-media.com/rankings/patent-1000/profile/firm/michalski-huttermann-patent-attorneys
https://www.iam-media.com/rankings/patent-1000/profile/firm/michalski-huttermann-patent-attorneys


  「本件特許の発明者の一人が、[...]優先日前に工具の製造に
従事していた（無効）出願人の子会社に送ったものである。［
特許権者]の反論の余地のない発表によると、発明者が関わ
っていた研究プロジェクトの関係で行われたものであったと
のことである」7

ということである。

連邦司法裁判所は、（議論の余地がない）明示的に締結された契約
がなかったとしても、暗黙の秘密保持契約が存在するとの審決し
た。

その点に関して、何も新しいことはなく、むしろ以前の判例路線を確
認するものだと言える8。しかしながら、無効審判の原告が、営業秘
密の存在について適切な保護措置を明示的に定めている営業秘密
保護法の関係で、公表の問題についても類似の措置を適用しなけ
ればならないと主張していたため、「表面コーティング」は注目に値
するといえる。しかし、連邦司法裁判所は否定した。

  「（判例法の）修正は、申請者の見解に反して、営業秘密の保
護に関する法律（GeschGehG）により促されるものではな
い。[…]　GeschGehG第2条第1項の意味における営業秘密
の概念に該当しない情報は、PatG第3条第1項第2文の意味に
おける公衆にアクセスできると、それ以上の説明なしにみなさ
れることは、法律から推測されるものではない。ある情報へのア
クセスが狭い範囲に限定され、不特定多数の第三者に開示さ
れる暗示がない限り、さらなる開示を防止するための対策が講
じられていない場合や、秘密を保持することに正当な利益がな
い場合でも、その情報は公衆にアクセスできない。」9

したがって、特許権者は、連邦裁判所の比較的寛大なガイドライン
に頼り続けることができるだと思われている。

7  審決、第117項 
8  例えば、「Konditionierverfahren」という審決，2020年4月21日付連邦裁判所

審決 -  X ZR 75/18 - Konditionierverfahren
9  審決、第121項以下
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このニュースレターの内容は概
説だけ反映し、概説を提供する
ものであり、ドイツ法律相談法
に基づく法律相談ではございま
せん。
内容を 全くに確認したにもかか
わらず、Michalski ·Hüttermann
& Partner Patent Attorneys mbB
は、上記の情報の有効性、正確
性、整合性、品質についてご引
責致しません。

皆様のご親族、従業員、同僚、そ
してもちろん皆様ご自身が、今の
困難な時期に幸運でありますよ
うに願っています。


