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居　林　次　雄

１　職務発明と特許法 35 条

　企業〔会社、団体、組織体等を以下、企業という〕の従業者〔従業員、

役員、社員、職員、研究員等を以下、従業者という〕が、企業の研

究負担で職務上において発明をし、それに基づく特許の法律関係は、

特許法 35条において職務発明とし、職務発明については、どのよう

に取り扱うかを定めている。しかし基本的には、企業の丸抱えで、

設備や資金等企業の負担で生み出されたものであるから、特許の通

常実施権は企業に属すべきものであり、企業が従業者からその特許

の承継権を持ち、その承継を行うにあたっては、従業者に相当な対

価を企業が支払うものと定めている。

　この点について、僅かに企業と従業者との契約による部分が残さ

れているに過ぎない、と考える向きが多かった。そこで、これまで

日本の企業は、それほどにこの条文を重視せずに、企業と従業者と

の信頼関係に重きをおくこととしてきたといえよう。

　日本では、多くの企業が、わが企業の従業者に限っては、ひどい

ことを要求してくるはずがない、と使用者は考え、また終身雇用、

年功序列の制度の下では、従業者の企業に対する忠誠心が、良くも

悪しくも作用して、従業者が、自らの進退を賭けた要求を企業に提

出することを躊躇する雰囲気にあったと、いえないこともない。こ

のような雰囲気が日本企業の美徳とさえ考えられていた面もないで
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はなかったと思われる。

　しかし、近年は、企業の従業者の中から企業に対して、職務発

明に関する特許について、その相当な対価をめぐって裁判所に提訴

する事件が起こるようになり、その判決においても相当の対価が数

百万円から１億数千万円と、うなぎ上りに増加する傾向にあった。（注１）

　今回の中村修二教授の日亜化学工業に対する青色発光ダイオード

開発にかかる東京地裁判決（注４）で、200億円の支払いを命じた事件

に伴って、日本でも従来の日本的経営の雰囲気に基礎を置くような

運営では乗り切れない、と感ずる労使が多くなったといえよう。

　これまでは問題にしていなかったような事項でも、このようなシ

ョッキングな事件が発生すると、にわかに労使双方が活目して、素

早い対応をとることも日本的社会の特色である。その対応にあたっ

ては、本来は、各企業ごとに取られるべきであるが、経済界共通の

事項については、政府と経済団体や各種専門団体などが協議して、

足並みを揃えて対応することも多かった。

　その際、とくに法律に問題があれば、その法律の問題点を立法的

に解決するという方策もとられてきたが、今回の事件でも、特許法

35条の改正で対応することになった。

　立法的に解決するほうが、個々の企業と従業者との間で、姑息な

対応策を講ずるよりも効果的である上に、公平性、透明性、合理性

に資すると思われる点も多いからである。立法的対応には、日本の

立法、行政当局は素早く行動するのが通例であって、その立法に即

したガイドラインも行政当局や日本経団連などから公表されて、企

業や従業者の参考に供される例もある。（注２）（注３）

２ 日本的経営から国際的対応へ

　これまでの日本では、終身雇用、年功序列賃金体系が定着してい
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たのであるが、その日本的経営が、転換期を迎えることになったのは、

開放経済の進展に伴う国際競争力の強化の必要性と、長期にわたる

日本の不況に負うところが大きい。職務発明と特許の対価との関係

も、このような日本的経営の急速な転換に影響されるところが大い

にあり、今回の日亜化学工業事件のような巨額の職務発明に伴う対

価の支払命令となって、顕在化した。

　ここに至って、日本企業もさらに特許法 35条の研究に深くかかわ

ることとなり、国際化の試練をここでも経験することになった。職

務発明の特許は企業が当然に通常実施権を持ち、専用実施権の承継

権も企業が持つ、という大原則は変えないとしても、その特許権を

企業が従業者から承継する対価が巨額になると、企業経営にとって

重大な影響を与え、場合によっては、その企業の存続さえも問われ

かねない、というリスクにさらされるからである。

　特許法 35条によれば、職務発明の特許について、従業者が企業か

ら受ける対価は、相当かつ合理的なものでなければならないが、そ

の対価の定め方は、企業と従業者との契約、勤務規則その他の定め

によることとされているので、各企業ではその定めを設けて、後日

の紛争を生じないように万全の措置を講じておくべきであった。に

かかわらず、前述のごとく日本的経営の終身雇用の環境の下におい

て、経済界では、一部において、やや甘い対応であったことも否め

ない。

　企業の研究者に対しては、一定の名目的な報奨金を与えて、その

後は、人事上の処遇で対処することが、大方の対処の仕方であった。

　特許法 35条は、職務発明の対価について、その発明により使用者

が受けるべき利益の額及びその発明がなされるについて使用者が貢

献した程度を考慮して、定めることとしている。そこでは日本的経

営の下で、以心伝心で解決することを期待して、細目の定めを各企

業で設けていなかった嫌いがあった。勿論、法律は、各企業の合理
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的な定めを前提として、問題が解決されることを狙っているもので

あるから、いちいち裁判所にその対価の額を決定するように求めて

いるわけではない。

　特許法は、職務発明の細目の取り扱いについて、各企業の自治に

委ねていると解されるのである。しかし、やや抽象的な規定のために、

今回のような判決の出される余地もあり、ここで明確な法律上の定

めを念のために新設することも、今日の日本企業にとって必要であ

るとも思われる。企業は、その改正法の上に立って、今後は対価の

額を計算する要素を契約や勤務規則などによって細目や手続きを予

め決めて、いたずらに紛争が惹起されないように、細心の注意を払

う必要がある。ここで労使間で職務発明について、特許法 35条の精

神に合致するような労働協約や、職務発明に関する規程を締結ない

し改定する例が増加すると思われる。

　特許法 35条は国際的に見て遜色のないものであるから、条文に文

句をつける筋合いはないのであろうが、問題点が明らかになった以

上、それを解決するためにも法文の改正は、今後のために役立つ面

が多いと思われる。このために法文の改正は国際的な関連や国際的

な法的水準の維持を図りつつ、日本的経営の崩壊がおこっている現

実を意識したものとならざるを得ない。

　日本の特許法が、国際的に見て納得されないものであれば、海外

からの日本への企業進出を妨げることとなったり、逆に日本企業の

海外進出にも差支えが生じかねないので、国際的な整合性は今後と

も維持されなければならない。

３　特許法 35 条の改正について

　特許法 35条の改正の如何にかかわらず、今回の裁判例を受けて、

従業者が、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について、
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企業に特許を受ける権利もしくは特許権を承継させまたは企業のた

め専用実施権を設定する慣行を再検討して、今後きめ細かく文書で

明確化する例が多くなろう。

　企業は、今後、雇用契約において、職務発明の特許について企業

に専用実施権の承継権があること、その特許専用実施権承継の対価

は、以下のような算式によって定めることとする、というように、

明文により契約するところもあろう。そもそも雇用契約そのものを

文書で締結する慣行も、日本では今ひとつの感があるが、今後は特

許権に端を発して、雇用契約文書の締結が必要であると考える企業

が増加するかも知れない。

　雇用契約に当たって、労働組合と企業が労働協約を締結している

場合には、その労働協約の中に、職務発明の基本的条項を織り込む

例もあると思われる。その労働協約の付属文書として前述のごとく、

職務発明の対価の計算方式や算定基準の基本的考え方などが調印さ

れることもあろう。

　労働協約が締結される、ということが企業の労使間の雇用条件の

透明性を高める要素になるから、職務発明についても、これに織り

込まれる、ということ自体で、職務発明の対価の契約に透明性が高

まるといえよう。特許法では、職務発明の対価を決定する際の協議

の状況に着目して、対価の基準を開示する状況が明らかであれば、

そこに全従業者を公正・平等に扱う精神が表れていると考えられる

ので、望ましいことであると思われる。この点を改正特許法 35条に

明文を以て織り込むこととされたので、日本企業においても、職務

発明の内規が、文書化される契機になろう。

　労働協約のない企業においては、個々の従業者との雇用契約につ

いて、書面を以て明確にする方が、後日の紛争を少なくする効果が

あると思われるがその際に職務発明についても、公正に協議が行わ

れ、一方的な契約締結でなかった、という記録が後日に確認できる
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ようにしておくことが、改正特許法 35条の下においては望ましいこ

ととされている。

　その上、対価を決定するための基準についても、十分な協議が行

われたことの記録が残っていることも、望ましいことである。法廷

では、書面による証拠が最も簡易な立証方法であり、企業にも従業

者にも争いを少なくする良策であると思われる。このような点が法

文上で明確に規定されたことが、日本的慣行の改善の上では、有益

である。

　これまでの日本的経営の下では、手続きの透明性を軽視しがちで

あった面が少なからずあったと言えないこともないが、国際的には、

その点が重要視されているので、この際、特許法で手続きについて

注意的に規定が設けられたことは、啓蒙的要素ではあるが、必要な

事柄であると考えられる。

　雇用契約の締結時において、職務発明に関する契約上の細目を織

り込む際に、労使双方が、平等な立場であることが大切なことであり、

一方が他方を強圧的に有利な立場で契約を締結しても、特許法上で

は強圧的な立場の側が不利に扱われること、特に職務発明の対価決

定の基準についての協議が十分であったことなどの要件が、重視さ

れる趣旨が特許法 35条に織り込まれたことに、注目しなければなら

ない。

　このため、①労働協約で職務発明に関する取り決めの原則が謳わ

れている場合、②雇用契約上で職務発明に関する取り決めが行われ

ている場合、③就業規則により職務発明に関する定めが設けられて

いる場合等は、何れも合理的なものとされる解釈に落ち着くことで

あろう。

　今回の裁判例では、職務発明の対価の大きさが問題視され、その

計算根拠に対する批判が出ているので、特許法 35条では、職務発明

の対価の額は、契約、勤務規則その他の企業と従業員との間の定め
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によることを第一とする旨を明確にすることで、解決が図られるも

のとしているが、具体的な計算方式の条文が織り込まれたわけでも

ないので、やはり公正な対価の決定には実務上で腐心するところと

なろう。契約等で職務発明の対価の定めがない場合は、旧法どおり、

その職務発明により企業が受けるべき利益の額及び発明に関連して

企業が貢献した額等を考慮して、定められることになる。

　このように特許法 35条で、契約等で対価の額が定められていない

場合は、労使双方にとって後日の紛争を惹起する虞が高いことを条

文上で明確にすることにより、日本的経営感覚の以心伝心の雰囲気

では、解決が遅れる、ということが示唆されている。

４　職務発明の対価の金額

　公務員の職務発明に対する補償金の支払要領によると、国や公共

団体の収入実績が 100万円を超える金額の場合、５％プラス 18万円

と定められている。この基準がひとつの参考として、各企業の従業

者による職務発明に対する対価の金額基準とされる傾向もある。

　職務発明の従業者に支払うべき対価は、職務発明により企業が受

けるべき利益の額を考慮して定めなければならないが、特許権ある

いは専用実施権といった独占的権利あるいは排他的権利を取得した

ことにより見込まれる利益をさすと、解されている（注７）。この解釈

によれば、職務発明の対価は、特許権や専用実施権の価値から通常

実施権の価値を差し引いた額、ということになるが、裁判例では、

企業が実施の対価として得た技術協力費の５％が相当である、とし

たものがある。（注８）

　しかし一律に何％と定めることは、個々の事例によって多種多様

な異なる事情があろうから、不合理となることも多かろう。そこで

ケース・バイ・ケースで、定めることとせざるを得ないが、労使間
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で、一方的に他方を押し切る契約を強制することは、特許法 35条の

禁ずるところである。日本的経営の終身雇用、年功序列の下であれば、

使用者が一方的に押し切るという懸念が大きかったのであるが、今

回のような 200億円という対価を支払うよう企業に命ずる思い切っ

た裁判例が起きるようであれば、労使対等の社会が到来し、その懸

念はやや薄らいだものと思われる。

　かえって巨額な対価を支払うことを強制する結果になることのほ

うが、今回は問題視されて、特許法 35条の改正に向かうこととなっ

た傾向もあり、時代の変遷に目を見張らざるを得ない。

　このために、職務発明の対価の取り決めがない場合について、特

許法 35条の改正にあたっては、対価が不合理と認められるときには、

企業が受けるべき利益の額、その職務発明に関連して企業が負担し

た額、企業の貢献した度合い、従業者の処遇その他の事情を考慮して、

対価の額を定めるべきことと明記された。

　そこで、職務発明の対価をあらかじめ取り決める場合においても、

企業がその職務発明によって受けるべき利益から、企業がその職務

発明に対して負担した額、企業の貢献度、並びに従業者の処遇の向

上等で企業が負担する額等を差し引いた残額、とする例が多くなろ

う。

　立法は以上のように抽象的に行わざるを得ないが、実際に契約を

することになると、企業と従業者とは当惑する問題点が多くて、簡

単には解決しないものである。

５　企業が受けるべき利益の額

　職務発明によって企業が受けるべき利益の額は、その職務発明が

なかったならば得られなかったことであろうという額で、職務発明

の効果により企業利益を増加せしめた額、ということになるが、単
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純に職務発明により生まれた特許権の譲渡により得られた額があれ

ば容易に算定できる。

　しかし現実には、ひとつの職務発明によって製品・商品等が出来

上がる時代ではなくなっており、数多くの職務発明の組み合わせで、

製品が生み出されるのが通常の状態となっている。その上、その職

務発明の従業者が組織的な研究に携わっており、どの従業者のどの

アイデアが特許に結びつくものかどうか判然としない複雑な時代と

なっている。

　特許の出願の統計を見ても、個人のものよりも法人の出願のほう

が数十倍もあって（注９）、組織的研究の結果生まれる特許が圧倒的に

多いことが明らかである。このため一つの職務発明が企業利益にど

れほどの貢献をしているか、あるいは今後どの程度の貢献になるの

かを測定することは、困難な場合も多い。

　さらに企業利益に貢献した度合いとか、貢献するであろう度合い

とかを測定できたとしても、そこから企業が負担した分を計算して

差し引くことが、さらに困難な事柄となる。

　職務発明から企業の受けるべき利益は、①企業が従業者から特許

を受ける権利を承継して特許出願した分、②企業が従業者から特許

の権利を承継してそれが登録になった分、さらに③企業が従業者か

ら特許権を譲り受けた分等の段階に分けて計算されることになろう

が、いずれも職務発明者に対して支払わなければならない。

　その特許の製品等に応用された結果、どの程度の企業利益に貢献

するか、という点が問題である。特許を製品化するに当たり、その

後の応用研究段階、開発研究段階等の幾重にもわたる企業努力が積

み重ねられないと、販売まで進むことのできないものも多い。さら

に製品等の販売努力が効を奏さなければ企業利益に貢献しないわけ

であって、これらの総合的組み合わせで、最終的に判断をしなければ、

企業の当期利益に対する貢献度が現われない。



（56）

　企業の利益といっても、営業利益、経常利益、税引前当期利益、

当期純利益等があり、職務発明のこれらの利益に対する貢献度とい

うものが、測定されるのに困難さを伴う事例が多い。このために公

務員の例のように一律に定める、という方法もあろうが、どの利益

に対する一律の金額をもって、企業利益の額とするかも難しい問題

となる。

　一律、ということ自体が不合理である、ということも起こりかね

ないので、特許法 35条の改正では、不合理とまでは言えない、と

言うことであれば是認される、という立法方法で切り抜けることに

なったのである。これまでの裁判例では、交通事故や医療事故の損

害賠償金額について、それぞれいくつかの方式が採用されているが、

いずれによるかによって、それぞれの金額に相当大きな差異が生ず

るが、それぞれに理論的に是認される方式であるから、計算の結果、

得られた金額に差異があっても、いずれも「不合理とまではいえない」

と判示している。職務発明の特許に対する対価の金額も、計算方式

にひとつの考え方が貫かれておれば、計算された金額は、不合理と

まではいえない、という判決になることであろう。

　改正特許法 35条４項の対価が「不合理と認められるものであっ

てはならない」とする定めは、これらの損害賠償の裁判例を考慮し

て解釈されるべきものであろう。職務発明に対する対価が、100％合

理的であるという立証は困難であろうが、不合理とまでは言えない、

という立証であれば、裁判に耐え得る。　

　次に、改正特許法 35条は、対価を決定するための基準の策定に際

して使用者と従業者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、対価の額の策定について行われる従業者等から

の意見の聴取状況等を考慮することとしている。つまり手続きの正

当性、透明性等を重視することになったのである。
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　６　研究者の処遇問題

　職務発明を行う研究者の処遇について、かつては冷遇されている

と感ぜられる傾向もあった。しかしノーベル賞を受賞するというよ

うに、研究者でなければ得られない名誉を与えられることなど特別

なケースもあって、研究者の社会的評価も高まり、今では、企業に

おいても必ずしも低い処遇にとどまらない。職務発明に従事する従

業者の処遇次第では、その対価に相当する利益も与えられ得るので、

このメリットも考慮されることになろう。

　近年の商法改正により、企業の役員や従業員に対して、ストック

オプション（新株予約権）を与えることができる旨、明確に定めら

れたので、このストックオプションを職務発明の対価として、企業

が職務発明者に与えることとすれば、合理的になる場合も多いと考

えられる。すでに、各企業は定款を改正して、新株予約権の付与に

ついては、株主総会の承認を得なくても取締役会の決議のみで、役員、

従業員に、内規に基づいて行うことができるように措置をしている。

　特許権の承継の対価としてどの程度の新株予約権を与えるかは、

各企業が、特許権審査委員会等を設けてそこで審査して、一定の基

準に従って誰に何株の新株予約権を与えるかを内定し、これに基づ

き、取締役会で決議することにより、実施されることになろう。

　職務発明によってその企業の業績がどの程度上昇するかは、かな

り長期的な測定が必要であろうが、その測定の度合いとしては、上

場会社などの株式の公開会社では、株価の変動によって市場が公正

に評価することになる。

　職務発明がすばらしいものであれば、その企業の株価は敏感に反

応することであろうし、長期的に企業業績に徐々に反映するもので

あれば、徐々に株価は上昇することであろう。その度合いは、職務

発明の当初の時点では、判然としないものも多かろう。そこで、職
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務発明に従事した従業者に対して、その職務発明の評価の度合いに

応じて、新株予約権を多く与えたり、少なくしたりすれば、その時

点の評価に見合う職務発明の対価になる。

　長期的に企業の業績に貢献する職務発明であれば、株価の上昇に

よって従業者に報いる度合いも比例してくるわけであって、このよ

うな株式市場の評価に委ねる方法も公正であって、優れた対価の与

え方であろうと思われる。

　職務発明の行われた時点で新株予約権を何株与えるかは、公正な

審査の上で企業が判定して決定するのであれば、透明性は高まる上

に、その払い込み価格は、その時点の株式の時価とすることが通例

であるから、その後の株価の上昇が職務発明の企業業績に及ぼす貢

献度によって比例して起こることにより、その株価上昇分は、職務

発明者（従業者）の新株予約権の行使によって、その従業者に帰属

することになる。

　職務発明の対価を企業が一時の支出でまかなうことができない、

というような巨額のものになると予測される場合でも、このように

新株予約権で対処することとすれば、企業負担になる部分も軽減さ

れて、企業の資金繰りにも悪影響が及ぶことを免れる、というメリ

ットも考えられる。

　たとえば株価の時価が 500円の企業において、職務発明に対して

１万株の新株予約権を従業者に職務発明の対価として与え、１株あ

たりの払込価格は 500円とする契約である場合を考えてみる。その

職務発明の効果で、その後の企業業績が高まり、株式市場でその企

業の株価が上昇を続けて、15,000円になったとする。その上昇した

時点で、従業者が新株予約権を行使すると、１万株に対する払込金

額 500万円を払い込めば、１万株が与えられて、それを売却すると、

１億 4,500万円を従業者が獲得することになる。その際にこの例では、

従業者は、500万円の払込金が必要であるが、１億 5,000万円で売却
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できるので、差し引き１億 4,500万円の利得になる。この金額が、実

質的に市場原理で評価された職務発明の対価となる。

　職務発明がそれほどに企業業績に寄与しないとなれば、株価の上

昇も少ないことであろうから、従業者の新株予約権の行使によって

得られる利得もそれほどに多額にはならないことになる。これが市

場原理による職務発明の公正な評価であろうと思われる。

　職務発明の評価、特に企業業績に及ぼす影響の評価は、特許取得

時では容易に判定できない場合が多いのであるが、新株予約権の株

数の与え方で一つの評価を行い、評価が高ければ与えられる株数が

多くなり、低ければ与えられる株数が少なくなろう。これにより一

次評価は公正に行われ易くなり、次にその後の株価の上下で、市場

による二次評価が行われるわけであって、一次的評価も自然に修正

可能となる。

　今回の事件のように 200億円という裁判所の決定が妥当なものか

どうか、企業の負担、従業者に対する評価の妥当性などを、このよ

うな新株予約権の付与で対価の支払いを行っていれば、あるいは世

間を納得させる度合いも高かったのではないかと思われる。

７　職務発明に対する企業の貢献度の評価

　職務発明に限らず、総ての特許権の取得に至るまでの企業の投資

コストの評価は、難問題である。前述のごとく高度な発明になれば

なるほど、それに組み合わされる技術・特許等は複雑かつ数多くなり、

企業化に至るまでに長い年月と膨大な投資資金・設備費・人件費等

を要し、その投下資本の回収までにはさらに長年月を要する。

　職務発明の成功の陰には、失敗した研究開発が、数多く積み重な

っており、いわゆる千三つという確率で、成功する職務発明は僅か

である。研究開発費の大部分は失敗費の積み重ねであるといっても
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過言ではなく、この開発費、研究費を、成功した職務発明のコスト

として計算しなければ、その後の研究開発は続けられず、企業の存

続を計ることができない。

　大企業の研究開発費は巨額になる傾向にあり、その成功例が巨額

の企業利益をもたらす反面、不成功の分も巨額になり、企業の決算

を波打たせて圧迫する度合いも強い。このため試験研究開発費につ

いては、現金主義会計によらず、発生主義会計に基礎を置きつつ期

間損益を計算するに当たり ､ 費用収益の適正な対応原則に則って、

これを繰延資産として計上することを商法も認めているほどである。

　職務発明に対する企業の貢献度は高いのであろうが、これまで企

業の貢献度を重視しすぎて、研究者の処遇を蔑ろかにしていた嫌い

もなきにしもあらずであった。それが今回の事件で、研究者の職務発

明に燭光が当たって、これを契機に特許法 35条の改正問題にまで発

展することになったのは、時宜を得たことであると思われる。この際、

企業の貢献度について検討するにあたり、職務発明に携わる研究者

の処遇も含めて、高度な観点から適切な対価を支払うシステムと慣

行とを確立することが望まれる。それが日本からの頭脳流出の防止

に役立ち、ひいては日本経済の繁栄にも寄与するものとなろう。

　リスクヘッジの観点からすると、職務発明について、現実には、

企業が研究開発のリスクの負担をほとんどしており、研究者がリス

クを負担する度合いは少ない。もっとも、見るべき成果を上げない

研究者は冷遇される、という点ではリスクの負担を従業者が負って

いる面もあるわけであるが、解雇されるというようなリスク・テイ

クを従業者に負わせる例は少ない。企業が研究開発費のほとんどを

負担し、その不成功の分も企業の負担となっている、にもかかわらず、

職務発明の成功事例の対価を総て従業者に与える、ということでは、

アンバランスになる。

　企業の職務発明に対するリスク・テイクのコストを十分に考慮し
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ないと、適正な職務発明の対価は計算できないのである。この点を

考慮して合理的な職務発明の対価が計算されなければならない。

　共同発明については、さらに難しい配分計算も必要であろうが、

このためにも職務発明について、今後はどのような報奨制度とする

か、対価の従業者に与えられる方式を、按分計算方式を含めて、あ

らかじめ契約しておく慣行を確立することが望まれる。

　職務発明の企業化にあたっては、特許のほかに数多くのノウハウ

が組み合わされていく場合が多く、このために職務発明に対する企

業の貢献度の測定は、さらに複雑にならざるを得ない。企業によっ

ては、特許として公開されることを好まずに、ノウハウとして企業

内に積み重ねて、製品化を進める主義のところも多いのであるから、

特許法 35条の対価の問題に、このようなノウハウも含めて計算する

必要のあるケースもある。

　以上のような諸点を総て考慮した結果、特許法 35条の改正では、

職務発明の対価は、不合理でない限り是認される、とすることにな

ったものである。

　研究開発費の不確かさは、「企業会計原則」の改正にも及び、国際

会計基準では、試験研究費の繰延資産への計上は、特に資産性の明

らかなものに限られることになったほどである。この結果、研究開

発費を多額に注ぎ込めば込むほど、企業経営を圧迫する度合いが高

くなっており、職務発明の対価の計算はこのような企業会計上の原

則の改正にも符合するものでなければならない。リスクマネージメ

ントは、このような職務発明の諸問題にも深く関係する時代が到来

したのである。

８　判例の動向

　最高裁のオリンパス事件の判例（注１）を契機として、職務発明に対
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する対価の支払額は、上昇傾向にある。従来は、企業が、従業者に

対する職務発明の報奨金は、名目的なものであり、勤務規則等によ

ってその報奨金の上限が定められるなど、特許の対価というよりは、

企業内の功労表彰的な要素が強く出ていたと思われる

　それがオリンパス事件の判例により、特許法 35条の職務発明の

対価は、相当な額であるべきで、勤務規則等で上限を定めていても、

これに拘束されない、と明確に判示されたので、日本全国の従業者

の意欲を大いに奮い立たせる効果があったと思われる。（注１）

　また消滅時効についても、判例は勤務規則等の定めにより支払い

時期が到来するまでの間は、相当の対価の支払いを受ける権利の行

使につき法律上の障害があるものとして、その支払いを求めること

ができないというべきであるとし、支払い時期が勤務規則等に定め

てあればその支払い時期が、消滅時効の起算点になる、と判示した。

企業において支払い時期の定めがなければ、特許を受ける権利を従

業者から企業に承継させる時点が、相当の対価の支払いを受ける権

利の消滅時効の起算点となる、という解釈を示した。（注６）

　また消滅時効期間は、職務発明の相当対価請求権が特許法 35条

により研究者に認められた法定の権利であるから、民法の定めによ

り 10年とした。これにより、研究者の職務発明に対する特許の対

価の支払い請求訴訟は、増加することになるものと思われる。企業

は、このような裁判例に対処して、職務発明の対価に関する支払い

時期を、企業内規で明確に定めることとし、また消滅時効の完成まで、

職務発明の関係資料を保存しておかなければ、訴訟に対抗できない

わけであるから、その関係資料の保存は、大変な分量になることが

予想される。

　味の素事件においては、以上の解釈によれば時効は完成していた

のであるが、企業が平成 11年に新しく特許報奨規程を定めて、昭和

54年４月１日以降に特許出願された職務発明について、遡ってこれ
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を適用する旨を定め、本件職務発明にかかる特許報奨金 1000万円を

平成 13年１月 17日に支払っていたので、信義則に照らし時効の援

用は許されないものと判示している。その結果、企業は、１億 8,925

万円を職務発明の対価として追加的に支払うように命ぜられること

となった。新しく職務発明に関する規程を定めるにあたっては、こ

のような事例を参考として、適用時期や時効関連の考慮も必要であ

ると思われる。

　裁判例は、外国特許について見解が分かれたが、高裁では、外国

で特許出願する職務発明についても、日本の特許法 35条の対価に含

められるべきものとしている。（注４）（注５）（注６）

　この点についての学説は分かれており、属地主義の原則により、

外国特許の権利譲渡の対価は、職務発明の対価に含まれないとする

もの（注 10）と、特許法 35条は労働法規の性格を有するから、日本の

労使関係を規制する強行法であるという観点で、職務発明の外国で

の特許を受ける権利の譲渡契約について、特許法 35条の対価も、日

本企業の労使に適用されるとするのが多数説である。（注 11）　判例は多

数説によっている。

９　今後の問題点

　特許法 35条では、職務発明について、企業に承継させることを前

提としているが、これについて根本的に改めて、職務発明の帰属は、

企業と従業者との当事者間個別契約によるものとし、アメリカ方式

をも検討すべきである、という有力な説も出されている。（注 12）

　そのほうが訴訟事件になる度合いも少なくて、良策であるとも考

えられる。しかし、職務発明について、企業と従業者との間で、契

約がまとまらなかった場合は、特許権の帰属がどうなるか、不安視

されるので、改正特許法の基本方向でよいのではないかとも考えら
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れる。

　改正特許法 35条が、外国特許について特に定めを設けなかったの

で、判例にしたがって、これをも職務発明の 35条の対価に含めると

いう方向にあるが、基本的に再検討すべき事柄であろう。

　次に職務発明の対価について、不合理でない限り是認される、と

いうことで今後の実務上の諸問題を乗り切れるかどうかも、問題と

なる。特に包括的クロスライセンスの例の場合は、裁判例でも当事

者が腐心したところであるが、実務の積み重ねで乗り切るより仕方

がないのかもしれない。

　企業の貢献度の計算は、裁判例では、95％を企業の貢献度とした

ものがある反面（注５）、研究開発設備や人材の乏しいとされた日亜化

学の例のように、研究者の貢献度を 50％として、企業の貢献度を 50

％とした例まであり、この点は、もう少し立法的に絞り込む必要性

があるように思われる。

　最後に職務発明について、労働協約で労使間協議がまとまるかど

うか、という点であるが、これまでの労働側の主張では、賃金の職

能給とか能率給という使用者側の考え方に反発する傾向にあったこ

とを考え合わせると、協約に取り入れられる事例は少なく、もっぱ

ら就業規則等の企業勤務規則により定められる例が多くなるのでは

ないかと思われる。（注 13）（注 14）

（注１）  最高裁第３小法廷判決、平成 15年４月 22日、金融・商事

判例 185号 30頁、オリンパス光学工業事件

（注２）  職務発明制度の改正の経緯については、経済産業省、産業

構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会議事録参照

（注３） 特許法の改正の問題点については、相澤英孝『職務発明を

めぐって』ジュリスト 1263号２頁以下３勝

（注４） 東京高裁判決、平成 16年１月 29日、判例タイムス 1146号
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134頁、日立製作所事件

（注５） 東京地裁判決、平成 16年２月 24日、判例タイムス 1147号

111頁、味の素事件

（注６）  東京地裁判決、平成 16年１月 30日、金融商事判例 1185号

４頁、日亜化学工業事件

（注７）  中山信弘「特許法上」306頁

（注８）  東京地裁判決、昭和 58年９月 28日、判例タイムス 514号

284頁

（注９）  特許統計では、法人分 95％、個人分５％となっている。

（注 10） 中山信弘『工業所有権法』（上）{第２版 }86頁、中山信弘

『注釈特許法』（上）　〔第３版〕352頁花村征志 {国際司法に

おける職務発明 }清和邦楽研究３巻１号

（注 11） 小泉直樹「特許法 35条の適用範囲」民商法雑誌 128巻４－

５号 115頁、茶園成樹「職務発明の相当の対価」知官 53巻

11号 1753頁、牧野利秋･君嶋裕子「日本における職務発明

と外国特許出願」特許ニュース 11005号８頁、福田親男 {職

務発明 }民事弁護と裁判実務〔８〕376頁、田村善之・特

許判例ガイド〔第２版〕445頁、高林龍 {職務発明について

の権利の帰属と相当な対価の決定に関する法律上の問題点 }

知観２巻７号 949頁、玉井克也「大学における職務発明制度」

知管３号 447頁

（注 12） 丸島儀一「事業化して初めて価値となる職務発明」ＢＵＳ

ＩＮＥＳＳ　ＲＥＳＥＡＲＣＨ　960号 35頁（企業研究会

発行、平成 16年５月〕

（注 13）本稿は、『職務発明をめぐる企業の対応』ＢＵＳＩＮＥＳＳ

　ＲＥＳＥＡＲＣＨ　960号《企業研究会》および「職務発

明とリスクマネージメント」リスクマネージメントＴＯＤ

ＡＹ、平成 16年９月号《リスクマネージメント協会》に掲
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載された拙稿等を基礎にして、さらに判例等を参照して加

筆したものである。

（注 14）本件の判例評釈は居林次雄「青色白光ダイオード事件」金融

商事判例　平成 17年２月１日号　36頁以下参照。

〔追記〕

　本稿校了後、平成 16年 12月 10日の報道によれば青色白光ダイオ

ードの新発明が東北大学研究室で成功した。これによれば、本件の

窒化カリウムによる特許よりも遙かに優れた材料と新技術が本件の

特許権独占も揺がし、平成 22年までの特占の判定は得られない見通

しとなった。

　このためであろうか、平成 17年１月 11日に東京高裁における本

件の控訴審で和解が成立した。和解では本件原告の貢献度は５％と

し、特許の対価は６億円とされ、遅延利息２億 4300万円を加算して、

原告に対し被告が８億 4300万円を支払うことで決着した。


