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告の侵害行為がなかったならば，
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５．結語 

  日本の裁判所は近年広いクレーム解釈を採るようになってきている。また、

均等に基づく侵害も認められやすくなってきている。均等論が有効であると

いう現状は、米国とは異なるので、日本における権利行使の際に念頭におい

ておくべきであろう。 

また、近年、米国では、発明適格性の判断基準が厳しくなり、権利の取得

が難しくなってきているとのことであるが、日本においてはそのような傾向

は見られない。コンピュータ関連発明であっても、権利を取得し、かつ、活

用できる可能性が十分ある。日本における特許取得を検討するのをお勧めし

たい。  

外国企業であって、日本において特許発明を実施していない場合であって

も、侵害者利益に基づく損害賠償の請求が認められる可能性がある。侵害者

利益に基づく請求の場合、実施料相当額に基づく請求に比べて認容額が高額

になることが多いため、戦略として検討するべきであろう。 
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