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起文

大手企業の代理人である私はお客さんのお蔭様で、世界各国の知財制度の体験
が多く、面白い面もあるが、困ってしまう面も多いです。大きく分けてアメリカ
システム、ヨーロッパシステム、その融合システム、及び外国に従うシステムに
なるのではないかと思います。そのほかでも、司法優位の国と行政優位の国とも
できると思います。当然、どの国も国会の役割も大事であると思います。
知財であれば、様々な場面があるものの、権利行使の段階があくまでも最優先
になると思います。一方、ほとんどの場面は権利確保までとして終わってしまう
のは絶対面白くないと私は常に考えているものであります。
前、既に書いたことであって、日本の特許法第 105 条と似ている第 132 条と懲
罰的損害賠償制度が施行され、関連業界の関心を受けて、その運営としてどの位
権利者が立証すれ司法が答えを出してくれるかを話題にしたことが有ります。
尚、
私が製造方法特許で訴訟を起こすつもりであることを書きました。
今回の記事を借りて、その結果を説明します。訴訟に入る前に相手側に 2 回目
の連絡の後、面談が決まりました。面談の結果連絡するとの話があったものの連
絡なしのまま長い時間が流れてしまって、訴訟の直前の警告状を出し、素早く連
絡が来ました。それから金額の交渉に入りまして、数千万円を貰うようになりま
した。 私は、今回の事例を生かし、もう少し知財の権利保護と権利行使に力を
入れると決めました。
ここで、話したいのが、相手側が怖かったのは第１３２条と懲罰的損害賠償制
度とも間違いなかった。もう一つ理解を求めたいのは、この制度は相手側を脅か
す面もあるのですが、調べた結果としては、特許権利が強かったのも参考にして
欲しいです。
最後に、その制度は、行政から始め、国会議員への説得、最後に司法の積極的
な判断ができたためだと思いますので、やはり、ハーモニーが大事だと思います。
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I am an agent of a major company. I have experienced interesting and troubling about
the IP system in each country. The systems are divided into the followings : American system,
European system, fusion system and system following to foreign country. And there is the country
with judicial leadership and with administrative leadership. Of course, congress plays an
important role in every country.
In various scenes on IP, a top priority is often the stage of exercise of rights. I always
think that it is boring to make a goal of securing the rights in many cases.
On the previous article, I wrote about the need to proof by a patentee to a judicial
office relating to the enforcement of the punitive damages and the Patent Act Article 132 which is
similar to the JPO patent Act Article 105. Then I also mentioned my plan of a suit on a patent of a
method of manufacturing.
I shall report the result in this article. Before the suit, I contacted the other party two
times and set an interview. After the interview, I did not receive any contact from them a while. At
the time just before a suit, they were issued the warning letter and contacted me immediately. We
negotiated an amount. And I received tens of millions of yen. With this experience, I decided to
focus more on the protection and exercise of IP rights.
In this case, I remark that they feared the Patent Act Article 132 and the punitive
damages. Besides, I think that these systems have not only an aspect which threatens the other
party but also strengthen IP rights.
Finally, the system needs administration, persuasion a member of congress, and
positive judicial decision. Therefore, I think that harmony is essential for the system.
(Translated by TNIIP)

