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知的財産高等裁判所の創設について 

 

Ⅰ 知財紛争処理制度改革の視点 － 求められているものは何か 

 

日本弁護士連合会は，この度の知的財産高等裁判所(以下「知財高裁」といいます。)の

創設の議論については，知財紛争処理制度改革の全体計画の一環として，何よりもまず，

真に国民のニーズに応えるものであるかどうかを検討することが必要であると考えます。 

知財高裁の創設については，種々の看過しえない問題点があり，これらの問題点に対し

て十分な配慮，検討をした上，対応策がとられて初めて，真に国民のニーズに合致した改

革の実現につながるものと信じます。 

したがいまして，以下に，これらの問題点を指摘するとともに，現時点で考えうる対応

策を述べるものです。 

 

Ⅱ 法的判断の本質に関わる問題 － 過度の技術専門化の弊害 

 

１． 知財高裁創設論においては，裁判官が技術的・専門的知識を有することへの要望が

産業界から提起されており，また，現在の裁判官は技術的素養がなく，したがって，

知財事件担当裁判官が，自分は技術が分からないからというような発言をして，当事

者を困惑させることがある，これはゆゆしき問題であり，このような事態を解消する

ためにも，知財事件のみでよいが法曹資格がなくても理科系出身の者を技術裁判官と

して採用すべきである，という意見があります。司法界としてはこの声に誠実に対応

していく必要があると考えますが，まず前提として以下の点を考慮するべきであると

考えます。 

 

(1)  まず，裁判官の技術専門化の議論においては，第一の前提として，「技術的素養の

ある裁判官」という場合には，「裁判官としての資質に優れた人材」という条件が必

ず付されなければならないと考えます。特に，裁判官は，弁護士，弁理士と異なり，

当事者が選択することができないのであり，当事者にとって，その資質の制度的保

障は極めて重要です。現行の判事制度では，裁判官は，法曹教育を経た上，少なく

とも１０年以上の法律実務家としての実績と，それに基づいた評価を経て選任され

ており，こうした体制は今後も必要であると思われます。実際，特許事件を扱う裁

判官に対して，実務上，最も望まれることは，当事者双方からの主張が錯綜して一

件複雑に見える事実関係の中から本質的なものを適確に取り出して判断する能力と，

健全な社会常識であるといえ，技術的素養については，技術を理解しようとする関

心があれば十分ではないかと思われます。 
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(2)  また，第二の前提として，看過すべきでないのは次の点です。 

つまり，現在の東京高等裁判所知財専門部の１６名の裁判官（平成１４年３月ま

では１２名）は，その全員若しくはその殆どが，文科系出身の裁判官であることは

紛れもない事実です（大阪地方裁判所や東京地方裁判所の専門部の裁判官も同じで

す。）。そして，この文科系出身の裁判官が，特に技術の理解が不可欠な特許権・

実用新案権の審決取消訴訟を処理しており，その新受件数は，平成１２年は３１９

件，平成１３年は４３５件，平成１４年は４６７件（１人あたり約３０件の新受）

と増加しているものの，審決取消訴訟全体の審理期間は，平成８年には２１．４か

月であったものが，平成１４年には１２．７か月にまで短縮されています（NBL No.769，

7頁）。  

審決取消訴訟は，特許出願等に対する拒絶査定に対しての不服審判や無効審判に

対する訴訟ですから，まさに最先端の技術にかかわる事案も当然に多数含まれてい

るにもかかわらず，大量・迅速に審理判断がなされているという現実があります。

勿論，技術的理解が不足したことによって解釈を誤り最高裁判所で破棄差し戻され

た事件というものもまず聞いたことがありません。 

したがって，前述した意見は，仮に指摘のような事実があるとしても，まさに例

外的事象を針小棒大に捉えていると言わざるをえませんし，司法制度全体としてみ

た場合にも，技術裁判官を導入すべき立法事実は全く存在しないと言うべきです。 

なお，審理の公平性から，裁判官に配点される事件がどのような技術に関する紛

争かは指定することが許されないので，例えば，建築工学出身の人がバイオテクノ

ロジーやナノテクノロジー，電子工学等の技術に関する紛争を担当させられること

もありえます。また，逆のパターンもあります。近年，先端技術は，ますます高度

化・細分化されていますので，理科系出身の人が当該技術を容易に理解できるはず

だという前提そのものが誤っていることは明らかでしょう。抽象的に技術系の裁判

官であれば当該事件の技術を理解でき，法律系の裁判官では到底理解できないだろ

うというのは，根本的な誤りと言うべきです。アメリカでは特許弁護士が１万人以

上いるといわれ，理科系出身の弁護士もかなりいるといわれていますが，そのアメ

リカの米国の連邦巡回区・連邦控訴裁判所（以下「ＣＡＦＣ」といいます。）でも，

１７名の裁判官のうち，技術系のバックグラウンドを有しているのは４名というこ

とです（判例タイムズ No.1123，37頁）。 

さらに付言しますと，特許権や実用新案権の侵害訴訟は，侵害対象物件の構成が

特許請求の範囲等（以下「クレーム」といいます。）に属するかどうかで侵害の成

否が決せられるのが原則です。そして，侵害かどうかの判断には，まず，クレーム

の文言の解釈が必要です。その上で，技術的背景の理解も不可欠ですが，最終的に

は技術的範囲に属すると評価できるかどうかというすぐれて法的な判断が求められ

ます。専門訴訟でもジェネラリストであることが大切だといわれるゆえんです。 

 3



 

２．   以上の前提にたちつつ，それでは，当事者にとって，裁判官に求める技術的知識と

はいかなるレベルのものが望ましいのでしょうか。この点，ＣＡＦＣの創設に先立つ

連邦控訴裁判所制度改革委員会（委員長であるＨｒｕｓｋａ上院議員にちなみ「Ｈｒ

ｕｓｋａレポート」といいます。）は，特定の事件しか扱わない裁判所（裁判官）を創

設することにより必然的に生じる弊害として，以下の点を挙げております。 

(1)  様々な分野における法律問題に触れることができなくなり裁判官の視野が

狭くなりかねないこと。 

(2)  裁判官自らの政策判断を押し出した判断がされかねないこと。 

(3)  地域毎の差異についての視野が狭まること。 

(4)  裁判官の任用に関して，人材の確保が難しく裁判官が特定の利益団体によっ

て構成されかねないこと。 

その結果，米国では，特別な裁判所の創設は，「過度の専門化を避けるべきであると

いう連邦司法制度の責務」と相容れないものとして拒否され，ＣＡＦＣは知財以外の

事件も多く扱う組織として制度設計されました（名称も「知的財産高等裁判所」では

ありません。）。また，ＣＡＦＣの全事件のうち，知財事件の割合は３割程度であるこ

と，また，裁判官は法曹裁判官であること，伝統的にジェネラリストたるべきことが，

各種報告により既に明らかになっております（判例タイムズ No.1123，32 頁等）。 

このような過度の専門化による弊害の存在は各国共通の問題意識として共有されて

いるところであり，我が国においても考慮されるべきではないか，と考えます。換言

すれば，裁判官が技術の特殊な専門性を有していて，それに基づいて裁判を行うとい

う発想は裁判の基本的な考え方から逸脱し，極めて危険であるといえます。なぜなら

ば，その場合には，裁判官が当事者の主張しないことを自らの専門性に基づいて判断

するおそれがあり，また，その判断はその専門性故に上級審によるチェックが不能と

なるからです。 

 

このように，裁判官に求められるのは，特定の技術領域の専門家であることではな

く，むしろ弁護士や裁判所の調査官，専門委員などの専門家サポートによる技術的な

説明を裁判官自身が適切に理解することを可能とするような，広く一般的な技術系の

常識的な知識ではないか，と考えられます。 

すなわち，訴訟当事者にとって，裁判官は，調査官等による技術的説明を主体的・

批判的に咀嚼し，法曹としての常識・バランス感覚に照らした上で，自ら最終結論を

判断するべきものです。もし，裁判官が調査官等の技術的説明をただ鵜呑みにするの

であれば，裁判官の役割は，単に訴訟指揮及び形式的な判決書の作成に留まり，実質

的には鑑定人による裁判，あるいは調査官による裁判を招来しかねないという危険が

あります。裁判官に技術的素養を求める当事者ニーズを制度的に反映させるには，同
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時に，専門家サポートの透明性確保（争点整理や調査官の意見内容の開示やそれに対

する反論の機会の確保等）も図られるべきであると考えます。 

 

 以上のことから，知財関連事件において，法曹資格のない，技術の知識のみに秀で

たものを裁判官として採用するということは断じて許されるべきではなく，将来に亘

って，知財高裁が当該技術裁判官登用の基盤となるものであるのなら，これに対して

断固反対するものです。 

また，上記と同じ理由で，知財高裁において，知財事件に限ってであったとしても，

法曹資格のない者を弁護士として扱うことについても同様に反対するものです。 

 

Ⅲ その他の専門訴訟との関係について 

 

知的財産権以外にも専門性が認められる分野は多数存在します。知財の専門性故に

特別の裁判所を設けるのであれば，医療過誤，原子力事故，建築紛争，労働紛争等の

各分野についても特別の裁判所を設けるのか，という問いに答える必要があるのでは

ないでしょうか。他の裁判と分けて知財だけについて特別の裁判所を創設することに

いかなる合理性があるのか，むしろ創設により司法制度全体の統一性が失われるおそ

れがあるのではないか，という点も制度設計にあたって考慮されるべきです。 

また，仮にその他の専門訴訟についても特別の裁判所を創設するということであれ

ば，果たして特別の裁判所を多く創設するということが妥当な選択であるのかという

点について検討されなければなりません。 

 

Ⅳ 管轄に関する問題 

 

１．管轄の範囲と移送 

特別の裁判所を創設すると，通常事件を扱う裁判所と特別の裁判所との間の職分管

轄の問題が生じます。あえて性質の異なる法律上の「知的財産裁判所」を設けて知財

訴訟を専門的に処理しようとの理念を是とするならば，広く知財関連事件を専属管轄

とすることが望ましく，しかも，知的財産権の権利内容のすみわけは困難であること

から，特許に関するライセンス契約問題，職務発明，生成途中の権利についても広く

含めて知財高裁の専属管轄とし，また他の裁判所への移送を認めないとすべきことに

なるでしょう。その場合にはユーザーの司法アクセスを阻害するおそれもあり，予め

その対策を講じることが必要となります。 

 

平成１５年改正民事訴訟法においては，知財事件の専属管轄・競合管轄を定めると

同時に，特許事件等の東京地方裁判所・大阪地方裁判所の専属管轄事件についての各
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地方裁判所への移送（法１７条遅滞を避けるための移送，法１９条１項被告の本案に

ついての弁論または弁論準備手続における申述以前における，当事者の申立及び相手

方の同意ある場合の必要的移送，法２０条の２，１項による移送）及び，東京高等裁

判所の専属管轄事件についての申立または職権による大阪高等裁判所への移送（法２

０条の２，２項）等の規定を設けることにより，必要な調整を図っております。単な

る立法技術の問題にとどまらず，このような柔軟な調整が，特別の裁判所を創設して

知財訴訟を専門的に処理しようとの理念と，果たして相容れるものかどうか，検討さ

れるべきでしょう。また，各国司法制度において，侵害事件を含む知財事件について

の特別の裁判所を設置していない理由の一つとして，このような管轄に関わる問題が

あることも議論において看過できない点です。 

 

２．控訴審段階における審理分割の弊害 

実務においては，特別の裁判所である知財高裁の専属管轄となる事件（例えば，特

許侵害行為差止訴訟）と，それ以外の通常事件（例えば，独占禁止法違反行為（民事）

差止訴訟）との組み合わせは，訴訟継続中に変化しうるものです。  

(1)  控訴審段階で知財高裁の専属管轄事件が反訴や抗弁として提起されることも当然

予想されます（例：通常事件の債務不履行事件で，原審敗訴当事者が通常の高等裁

判所に控訴した後，相手方の行っている知的財産権侵害を理由とする損害賠償請求

権で相殺する旨の主張を行う等）。このような場合にも，その都度，知財高裁に移送

する等の手続が必要になれば迅速な裁判の要請に反することにもなります。 

(2)   控訴審段階で，知財高裁専属管轄事件に対する反訴や抗弁として，通常事件が提

起されることも予想されます。現行では通常の裁判所である東京高等裁判所知財専

門部は両者を審理することができますが，特別の裁判所である知財高裁を創設した

場合に，知財高裁では，通常の裁判所である東京高等裁判所が扱える裁判を扱うこ

とができるか，という問題が生じます。もし，知財事件に特化した知財高裁では一

般事件の審理はできないのであれば，第一審では東京地方裁判所や大阪地方裁判所

が，知財高裁専属管轄事件と，それ以外の知財事件や一般事件を併合して審理でき

るが，控訴審段階では特別の裁判所である知財高裁と通常の高等裁判所とに管轄が

分かれることになり，審理が分割されざるをえないという不都合を生じることにな

ります。 

(3)   原審では原告が専属管轄事件と通常事件を併合請求し，専属管轄事件棄却・通常

事件認容の判決が出た場合に，被告が通常事件について控訴し，原告も専属管轄事

件については控訴も付帯控訴も行わないという場合には，東京高等裁判所の知財専

門部であれば通常事件の審理を行いますが，もし，知財事件に特化した知財高裁で

は一般事件の審理ができないのであれば，その都度，通常の高等裁判所に移送する

等の手続が必要になり迅速な裁判の要請に反することにもなります。 
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したがって，制度設計にあたっては，以上のような実務上の問題点に鑑み，ユーザ

ーの便宜に沿わない制度を創設しないよう，予めその対策を講じることが必要となり

ます。 

 

Ⅴ 地方在住者の司法アクセス障害の問題 

 

１． あえて性質の異なるいわゆる「知的財産裁判所」を設けて知財訴訟を専門的に処

理しようとの理念を是とするのであれば，むしろ広く知財関連事件を専属管轄する

ことが望ましいとされ，平成１５年改正民事訴訟法による特許等控訴事件の東京高

等裁判所専属管轄化にとどまらず，商標権，著作権，不正競争防止法事件等につい

ても知財高裁へのさらなる一極集中化が進む可能性があります。しかし，著作権や

不正競争事件については地域密着型の事件もあり，これを東京ですべて行うとすれ

ば，ユーザーの要求に沿わないことになります。 

 

２． 知的財産権の創出は，東京以外の地方においても活発に行われており，地方にお

ける紛争解決ニーズは，ますます増大するものと思われます。しかるに，東京中心

の一極集中化が図られると，地方在住の当事者にとっては，係争費用の負担，出廷

の手間や時間など，控訴制限要因となってしまいます。かかる事態は，「知財立国」

実現のための，中小企業・ベンチャー企業への支援，地域振興をうたった「知的財

産の創造、保護及び活用に関する推進計画」の趣旨とも矛盾するものでしょう。ま

た，国民の知財離れ，知財専門家の人口の偏りなど，「知財立国」というスローガン

に反するおそれもあるかと思われます。したがって，地方在住者の司法アクセスを

保障する措置を講じることなく，さらなる一極集中を図ることは国民の理解を得ら

れないものといえましょう。 

 

Ⅵ 日本弁護士連合会の提案 

 

平成１５年改正民事訴訟法により東京高等裁判所に設けられた“実質的な知的財産高等

裁判所”を，法律上の独立した新たな高等裁判所とすることについては，以上のとおり，

種々の解決すべき問題が残っております。 

日本弁護士連合会としては，このような観点で引き続き検討を重ねるとともに，現時点

における対策の選択肢について以下の通り，提案いたします。 

 

１． 裁判官としての資質に優れた技術的素養のある裁判官を確保する方策について 

(1)  前述したように，弁護士や裁判所の調査官，専門委員などの専門家サポートによ

 7



る技術的な説明を，裁判官自身が適切に理解することを可能とするような，広く一般

的な技術系の常識的な知識を裁判官が持つことを実現するためには，①裁判官の研

修・国内留学などの手段によって，技術的知識の研鑽を図ること，②技術的知識を有

する者，すなわち理科系学部・大学院修了者が裁判官に任官することという両面の措

置を並行して進めていくことになるでしょう。 

 

 ①については，現在でも裁判官の留学や外国法科大学院の知財セミナー等への海外

派遣等，知財研修は行われていると聞いております。これらに加え，理科系大学院へ

の研修派遣や，判事補などの裁判官が理科系学部で基礎を学ぶことも有益と思われま

す。さらに，裁判所において，人材の計画的・効率的な育成と活用についてのプラン

を策定・行使できる体制作りも必要と思われます。 

 

②については，従来は，司法試験制度の制約から，理科系学部等の出身者が多く法

曹になることは現実的に期待できませんでしたが，法科大学院による法曹養成が視野

に入った今，理学部・工学部・医学部など多様なバックグラウンドを持つ人材が法曹

となることは，特に適切な補助・支援があるならば十分に現実的であるといえます。

そのための，具体的な補助・支援の形式として，以下のような意見が寄せられていま

す。 

 

(i)  法科大学院への理科系学部出身者の入学を促進するため， 

(a)  理科系学部の在学生に対して，法曹の魅力及び将来の活躍の場についての宣

伝を行う。  

(b)  企業等の協力を得て，理科系学部出身の法科大学院生に対する特別の奨学金

制度を創設する。 

(c)  理科系学部生向けの知的財産権に関連する講座を設ける。 

(d)  その他，法科大学院の受験科目に理科系科目を入れる，司法試験選択科目に

知財法を入れる等。 

(ii)  将来，知財分野への進出を希望する法科大学院生，司法修習生及び若手法曹に

対して専門的知識を得る機会を与えるため， 

(a)  理科系学部での聴講を法科大学院における単位として認めるなど，技術的知

識を得ることへのインセンティブを与える。 

(b)  大学またはその付属研究機関であって，知財関係の講座を有する機関への聴

講・国内留学等を促進する。 

(c)  特許庁工業所有権研修所や弁理士会研修所などの実務家向け教育機関の協力

を得て，意欲のある法曹及び法曹予備軍に対する専門的研修を実施する。 
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また、文部科学省では，知財法を初めとする，実践的・先端的カリキュラム開発を

進める法科大学院に対しては，必要な重点的財政支援をする（教育内容・方法の充実

や特色ある取り組みを行う法科大学院に対する国公立を通じたプロジェクト支援）こ

ととされています。 

 

(2) 日本弁護士連合会としても，技術と法律の結びつきについて，理科系大学及び法科

大学院に法律家が出張講義する講座セミナー，勉強会を設けるなど，積極的な広報

活動その他により弁護士活動を紹介する取り組みを進めて行く予定です。 

また，理科系出身の法科大学院卒業者が知財専門部に配属できるようになるまで，

日本弁護士連合会からも，知財専門弁護士として十分な経験を積んだ弁護士を，知

財裁判官の給源として，３年程度の短期任期を前提として裁判所に派遣すること等

も検討の余地があると考えます。 

この点，最高裁判所と日本弁護士連合会は，平成１３年１２月７日付「弁護士任官

等に関する取りまとめ」及び「弁護士からの裁判官採用選考要領」において，１０

年に満たない期間を勤務期間として予定した任官を妨げないとする旨の合意に至っ

ています。なお，同取りまとめ等によりますと，当該期間は少なくとも５年程度を

予定されていますが，さらに「知財事件他の専門的に分野への任官については，本

人の専門的識見の程度によっては，さらに短期間であっても採用可能な場合もあり

える」とされています。知的財産権の分野は技術的な進歩が早く，裁判所の審理期

間も他の裁判と比較して，非常に短期間であるという現状からしても，知財高裁の

裁判官として，任官する弁護士の任期は３年程度が適当であると思われます。 

したがって，今後現状の制度をさらに進めて，３年程度の短期任期を前提とした任

官の仕組みを作っていくべきであると考えます。 

さらに，非常勤裁判官についても，最高裁判所と日本弁護士連合会との間で合意し

た，平成１４年８月２３日付「弁護士任官等に関する取りまとめ」をさらに進めて，

知財高裁において，弁護士からの非常勤裁判官の登用が検討されるべきであると考

えます。 

 

(3)  以上の他に，現在検討中の，調査官制度，専門委員制度による専門性の補充を図る

制度の構築を進めることも，当然必要です。特に，調査官については，裁判所の特許

行政に対する合法性審査の場を，真に特許庁から独立したものとするためには，調査

官の給源を特許庁審査官，審判官のみに求めず，裁判所が自前で採用・養成すること

も重要であるとの指摘もあります。 
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２． 知財事件の東京集中によって，知財の人口が育たないこと，地方在住者の司法アクセス障

害等の弊害に関する対策 

知財事件の東京一極集中化に対する対応として，地方在住者の司法アクセス障害等

の弊害に対処するため，以下のような方策を講じることが必要と思われます。 

(i)  テレビ会議，電話会議，インターネット画面を利用した会議。 

(ii)  (i)のみですませることなく出張法廷等の充実を検討する。 

さらに，実務運用において，当事者の要望，発生した不都合の事例などを具体的か

つ詳細に蓄積する係を設置して，対策を考慮できるようにすべきであると考えます。 
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別紙 

第 8回：外国法制研究会の報告の概要 

（第１０回検討会・配布資料３「知的財産裁判所」に関する検討） 

(1)  アメリカの「連邦巡回区控訴裁判所」（ＣＡＦＣ）の創設にあたり，特別裁判所の

弊害を列挙し，特別裁判所の創設を望ましくないとの結論を下した委員会の議論を

紹介しています。ＣＡＦＣは，著作権や商標権以外の特許権等の事件の第２審とし

て専属管轄を有しますが，知的財産権の専門裁判所ではなく，特許権等の事件（特

許権等に関する侵害訴訟の控訴事件及び審決取消訴訟）の割合は，全事件のおよそ

３割程度です。ＣＡＦＣの事件のその他の７割は，国際貿易委員会，国際取引裁判

所，能力主義人事制度保障委員会，契約不服審判所，退役軍人上訴裁判所，上院倫

理委員会等の判決や決定に対する上訴等です。 

(2)  イギリスの「パテンツ・コート」は，日本の地方裁判所に類する高等法院の中の，

衡平部の中の一部門として，特許及び登録意匠に関しますが，中小企業の特許権行

使の便宜を図るため特許及び登録意匠に関する事件について簡易迅速な手続きをと

る裁判所として設置されたもので，特許庁長官の決定に対する上訴事件は扱いませ

ん。 

(3)  ドイツの「連邦特許裁判所」は特許庁の審判部が独立したものであり，特許庁の

特許無効手続等の決定に対する上訴を取り扱います。特許権等の侵害訴訟事件は通

常の連邦地方裁判所等の管轄です。 

(4)  韓国における「特許法院」は特許権等事件のうち，審決取消訴訟を扱います（侵

害事件は通常の地方裁判所の管轄）。 

 

以上のとおり，第８回検討会の外国法制研究会報告において，「いわゆる『知的財産裁

判所』」として報告されたアメリカ，イングランド，ドイツ，韓国における裁判所は，い

ずれも，知的財産権訴訟の審決取消訴訟から侵害訴訟まで全て扱い，かつそれ以外の事件

を扱わない専門裁判所ではありません。その他，これまでには，諸外国におけるかかる意

味での知財専門の裁判所の類例は報告されていません。 
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特許審査迅速化法（仮称）の制定について 

 

特許審査迅速化法（仮称）を制定することについては，基本的に賛成です。ただし，「な

お，滞貨一掃のための臨時措置として，外部人材の活用により数百人規模の任期付審査官

を配置し，滞貨一掃後は知的財産専門人材としての活用を図る。」とある箇所については

削除すべきであると考えます。 

特許審査迅速化法（仮称）は，これが実効性を持つには，審査官の大幅増員等審査体制

の強化が必要不可欠であり，これを欠くまま，促進を図ることは，審査の手抜きを招き，

適正かつ迅速な審査の実現にほど遠いものとなると思われます。その結果，権利創造への

信頼感が失われ，権利創造機能そのものが失われてしまうという強い懸念があります。 

特許審査迅速化法（仮称）が単なる宣言的規定に終わらないよう，審査官の大幅増員等，

審査体制の強化の具体的施策を確実に整えるべきであると考えます。 

 

以上 
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