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企業活動が技術革新により特許権に大きく依存していることから，企業が意思決定を行うに際して，特許権の個別的な実情を知ることが
必要である。そのために，訴訟情報は欠かすことができない。日本の特許/知財訴訟情報の本体は，紙媒体上に存在する。その情報は，判決
言渡しがない訴訟であっても，裁判の公開性の原則にしたがって，国民に公開されている。この訴訟情報を得るために訴訟番号と当事者名
と管轄裁判所の担当部とを知る必要があるが，これらは，開廷された訴訟の情報を電子化してインターネット上にある「知財提訴データベー
ス」から知ることができる。米国の特許訴訟に関する情報は，全てが，電子化されて公開されている。「米国訴訟日報」では，特許訴訟の
管轄裁判所 90 カ所以上から，ほとんどの場合，提訴の翌日には，訴状など訴訟の内容を知る手がかりが得られ，裁判記録も，電子ファイ
ルとしてインターネット上のデータベースから得られる。
キーワード：特許訴訟情報，日本，米国，電子化

べての知財訴訟はこれら 3 カ所の裁判所で行われ，不服が

1．はじめに

ある場合は，最高裁に上告することができる。

特許訴訟情報は，特許権がどのように争われているかを
示す情報である。技術革新の時代に入り，企業は，自己の
事業の成否を特許権に依存する傾向がますます強くなって
きている。しかし，特許権はその対象とする客体が，抽象
的な思想であるため，不明確になりやすいという特徴があ
る。企業は，自己の事業が依存している特許権を不明確の
ままにしたくないのは当然のことである。そのため，事業
基盤を磐石なものにするために，重要な特許に関する訴訟
情報をタイムリーに入手し，これを日々確認し，事業運営
を行う必要がある。また，これも技術革新に起因するが，
多くの企業が意思決定を早期に行う必要があり，その場面
でも特許訴訟情報は判断材料として必須になっている。
訴訟は，判決が言い渡されて初めて権利関係が確定する
が，判決が言い渡されるまでには，早くて数年，長引けば
5 年以上の年月がかかる。しかし，企業は権利関係が確定
していなくても，自己の事業について可能な限り早期にか
つ正確に意思決定しなければならない。多くの企業では，
判決の言渡しがあろうがなかろうが，訴訟の有無，争点，
当事者等の訴訟情報を入手し，これらの情報を基に和解の
可能性を含めて，自社への影響を考慮し，意思決定に活か
すことが重要になっている。

2．日本の訴訟情報
2.1 日本の訴訟情報の概観
日本においては，特許を含む知的財産に関する訴訟は，
その専属管轄権を持つ東京地方裁判所，大阪地方裁判所な
らびに知的財産高等裁判所で受け付けることができる。す
＊ふじい やすお 有限会社パテントヒンメル
〒102-0071 東京都千代田区富士見 2-2-11 Inoue Bldg.
E-mail: info@s-nippo.com
（原稿受領 2016.5.28）

図 1 弁護士小林幸夫レジュメから転載（一部編集）

東京地裁は，知財担当部（第 29 部，第 40 部，第 46 部，
第 47 部）
，大阪地裁は，民事第 21 部，及び第 26 部，知財
高裁は第 1，2，3，及び 4 部が受け付けた訴訟の記録を，
紙媒体上に保存している。
この紙媒体上にある情報は，日本の訴訟情報の本体であ
り，裁判の公開の原則のもと，国民に公開されている。判
決の言渡しに至る以前の事件についても，各裁判所の記録
係で閲覧申請して，誰でもその記録を閲覧することができ
る。この事件記録で閲覧できるものは，訴状や答弁書だけ
ではなく，
当事者が裁判所で勝訴することを目指して主張，
反論，弁駁するために作成した書類の全てである。従って，
事件記録を閲覧することによって，誰でも，当事者が特定
特許権について何を主張し，何を抗弁しているかを知るこ
とができる。
しかし，このような訴訟情報本体である事件記録にアク
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ることができる。

セスするためには，そもそも，訴訟が存在するか否か，ま
た，存在するのであれば，その事件の番号と裁判所担当部
を知る必要がある。日本の訴訟情報の本体である事件記録
へのアクセスの鍵となるこの情報を得ることができなかっ

2.4 事件記録の書類
裁判所に保管されている事件記録の書類は，訴訟の進行

たので，訴訟情報である事件記録の閲覧はこれまで訴訟当
事者またはその利害関係人に限られ，極めて限定的であっ

に沿って当事者ならびに裁判所によって産生される。特許
権侵害訴訟は，概して図 2 のような進行段階をたどる。

た。
2.2 知財提訴データベース
この訴訟記録への鍵である情報を当事者名などから検索
で き る の が ，「 知 財 提 訴 デ ー タ ベ ー ス 」 https://
jp.s-nippo.com/（有限会社パテントヒンメル提供）である。
このデータベースは，知財訴訟専属管轄権を有する裁判
所担当部で開廷が行われた全ての知財訴訟（現在，約 9,600
件）を網羅している。訴訟に関する表 1 の項目を蓄積し検
索することができる。データの更新は法廷開廷日の当日，
正午に行われる。この「知財提訴データベース」によって，
企業名をキーとして，特許訴訟の存在，及び存在するので
あれば，事件番号と開廷した担当地裁部及び担当知財高裁
部を知ることができる。裁判の公開性の原則に従い，これ
によって，誰でも日本の訴訟情報の本体である事件記録に
アクセスできる。
表1
データの例

裁判所名 担当部

東京地裁 29 部

事件番号

平成 16 年（ワ）第 00100 号

請求内容（事案の簡単説明）

損害賠償請求事件

裁判経過----訴訟事件がたどる開廷段階

訴訟は，最も簡単に言うと，初めに訴状が提出され送達
されて開始され，その後は，相手側が答弁書を提出し，判
決言渡し（または和解）を目指して弁論が行われる。その
弁論のために，ほとんどの場合，裁判所の指揮の下，必要
な回数の期日を設けて弁論準備が行われる。この準備期日
ごとに両当事者は，おのおの主張，反論，弁駁を準備書面
で行う。必要に応じて，自己の主張を裏付けるために書証
が導入される。また，相手側に，不明な点の釈明・説明を

項目と説明

原告/被告（高裁では，提起側及び相手側） 原告）㈱ABC

図 2 弁護士小林幸夫レジュメから転載

求めることもできる。
国民に公開される事件記録の書類は，典型的には，おお
よそ表 2 のようになる。

被告）㈱XYZ

2005-04-19 第 1 回弁論

表2

（弁論準備，弁論，第一回弁論，証拠調， 2006-11-20 判決言渡

1.訴状

和解，判決言渡）

2.答弁書
3.原告第 1 準備書面

2.3 事件記録の閲覧

4.被告準備書面（1）

事件記録を閲覧するためには，
「知財提訴データベース」
で当事者名から，その閲覧したい訴訟の裁判所名と担当部

5.原告第 2 準備書面

を知り，東京地方裁判所，大阪地方裁判所，または，知的
財産高等裁判所の記録係で記録の閲覧申請を行う必要があ

7.原告第 3 準備書面

6.被告準備書面（2）

8.被告準備書面（3）

る。そのための手順は次のようになっている。
① 閲覧したい事件の担当民事部に連絡して，閲覧したい
②

③
④

日時に，記録係で記録が閲覧できるかを確認する。
閲覧したい事件の事件番号，当事者，担当民事部を「民

これらの書類を閲覧し，その要約を作成すると，次のこ
とが分かる。

事事件記録等閲覧・複写票」に記入し印紙を貼付して，
本人確認とともに事件記録係に提出する。

訴状では，訴えの根拠となる権利の特許番号，侵害被疑
行為，被疑製品名，また，損害賠償請求額などの訴えの基

希望する事件記録の閲覧。
裁判所は，利害関係人にのみ記録の謄写を許可してお

本的な要素を知ることできる。
これに対する反論がなされる答弁書では非侵害と特許権

り，利害関係人以外の第三者は紙記録の謄写はできな
い。裁判所は，個人情報保護の観点から第三者による

無効等の反論がなされる。次の，原告第一準備書面では，
これに対する反駁が行われる。

記録の謄写を容認していない。しかし，第三者は記録
の閲覧ができるから，記録書類の要約を作成して，訴

裁判所は，弁論準備手続きを，通常，複数回の期日を設
定して行う。両当事者は，その弁論準備期日ごとに，相互

訟がどのように進められ，どこまで進んでいるかを知

に作成提出する準備書面において，必要な主張，弁駁，反
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駁，また，釈明，希釈明（相手側・釈明あるいは説明を求
めること）を行うので，この準備書類を閲覧し，それらの
内容を把握すれば，訴訟の詳細な状況を知ることができ，
両当事者の争いが何であるかを具体的に 100％詳細に理解
できる。
次に，事件記録の書類，訴状，答弁書，各弁論準備書面
からの要約を例示する。これにより，特許権について両当
事者がどのような主張をなしたかが理解できる。
2.5 日本の訴訟情報のまとめ
訴訟の公開性の原則によって，私たち国民は，その訴訟
の内容を知ることができる。知財訴訟の内容に実際にアク
セスするには，鍵となる情報（＝事件番号と当事者名と管
轄裁判所担当部）が必要である。これらのデータは，
「知財
提訴データベース」によって，検索入手することができる。
権利関係が確定する前に特許を巡る訴訟情報，すなわち特
許権がどのように争われ，確定しようとされているかを知
ることができる。この「知財提訴データベース」が提供す
る情報を鍵として，たとえば，次の課題に答える知見を与
える訴訟情報が入手できる。これらの課題は，いずれも，
企業の事業意思決定に重大な関連性がある。
① 同業他社が訴訟をする傾向がある企業か否かを知りた
②

い。
警告書を受けたが，
他社を既に提訴したと聞いている。

③

この訴訟情報を入手したい。
ある企業が大阪地裁で提訴しているとの情報がある
が，過去の公知例を証拠として提出して抗弁している
と聞いている。この情報を入手したい。

④

ある企業が，警告書を受けて，無効理由があると考え
て，無効審判を請求した。その結果，次の URL の特
許情報プラットフォームで無効審決が下りたことは確
認できた。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
その後，審決取消訴訟が出されたが，現在は審理中で，
判決が言い渡されていないと聞いている。審決取消訴訟の
情報を入手したい。
訴訟情報は，特許権がどのように企業の事業に実際に関
連するのかを示すものであって，企業は，自己の事業につ
いて正しく意思決定を下すために，その情報をいち早く入
手する必要がある。
「知財提訴データベース」は，その訴訟
情報への扉を開くものである。

印紙
2 万 0000 円
原告：XXXXX インコーポレイテッド
被告：YYYYY 株式会社
被告は，被告製品目録 1 および 2 に記載の製剤，すなわち
ノイトラーゼ静注液 10mg
ノイトラーゼ静注液 50mg
を生産，譲渡または譲渡の申し立てをしてはならない。
被告は，同製剤は廃棄せよ。
原告特許権 444444
被告製品と発明の対比
a ノイトラーゼの濃度が 2 ないし 8mg/ml である
b pH が 5.3 もしくは 5.6 から 5.4（10mg）もしくは 5.4 から
5.5 である
c 薬効成分のノイトラーゼの水溶液である。
d 医薬的に許容される期間の貯蔵後，製剤中のノイトラーゼ含
有が当初含量の少なくとも 89％であり，
e 該水溶液が澄明，無職，沈殿不含有のままである，
f 点滴静注液用の
ノイトラーゼ G の医薬的に安定な製剤。
これらの構成 a ないし g は，発明の構成要件 A ないし G を全
て充足する。

2）答弁書要約書
認否
被告製品が発明の構成要件 C を満たすことは，否認する。
被告製品は，ノイトラーゼと等量のカフェインを含有してい
る。
他の要件には，希釈明に対する原告釈明を待って，認否する。
希釈明事項
1）要件 A および B の「濃度が 1 ないし 5mg/ml で」かつ「pH
が 5.5 ないし 6」とは，どのような手段で，どのような条件で，
測定して，それぞれの値となるのか？ その手段，条件は，明
細書のどこに記載があるのかを示せ。
2）要件 D の「医薬的に許容される期間の貯蔵後」とは，また，
要件 G の「医薬的に安定な調剤」とは，具体的にどのような期
間を意味し，また，
「医薬的に安定な」は何を意味するのか？
3）要件 D の「医薬的に許容される期間の貯蔵後」，要件 G の
「医薬的に安定な製剤」であることは，どのように立証される
か？
本件特許の無効理由
本件特許のノイトラーゼの濃度 1 ないし 5mg/ml の溶液は，昭
和 YY 年 XX 月 ZZ 日に公告の特許 1X31X4X9X として登録さ
れ，本件特許出願以前の公知物質であり，高純度のノイトラー
ゼ水溶液を当該麻酔薬として用いることも公知であった。本件
特許は無効にされるべきものである。

いて原告特許権者と被告との係争をどのように理解できる
かを示す。なお，内容は仮想のものである。

本件発明は，公知物質のノイトラーゼ水溶液に関して，pH を
「5.5 ないし 6」と限定し，
「医薬的に安定」であることを構成要
件として指定しただけのものであり，公知物質のノイトラーゼ
水溶液と実質的同一であるか，または，これから容易に発明で
きたものである。よって，この無効論は詳細に追加する。

1）訴状要約書

3）原告第一準備書面要約書

2.6 訴訟記録の事例
次に訴訟記録の要約を書類ごとに例示して，特許権につ

特許権侵害差止請求事件
訴訟物の価額
300 万 0000 円

希釈明の回答
1）どのように pH を 5.5 ないし 6 にするのかについてなんら限
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定もないので，其の手段とも限定してない。この構成要件の充
足を被告が認否するうえで，この情報は不要であるので，答え
る必要はない。
2）
「医薬的に許容される期間」は，明細書で言うように「当業
界で一般的に要求される期間」を意味し，当業者である被告に
は自明である。
3）「医薬的に安定な製剤」はどのような安定性を意味するか，
それを達成するために，どんな技術的手段があるかは，被告製
品を被告自身が医薬品承認を得て販売しているので，被告はこ
れを知得している。被告は，事実，その承認に関する書類（甲
第 8 号証）に，2 年間安定であることが確認されたとの文言が
あり，被告の希釈明に答える必要なない。
被告は早急に具体的な認否などを行うことによって，この裁判
の迅速な進行に協力すべきである。
構成要件 C について
被告はプロパノールを含有しているので，要件 C を充足しない
としているが，水溶液は，単に，「ある物質を水に溶解させた
溶液，
」または，
「水を溶媒とする溶液」を意味する以上の意味
はなく，現に，ワイン，酒，海水は，水溶液と呼ばれる。
ノイトラーゼの水溶液とは，ノイトラーゼを水に溶解させた液
体であれば，よく，プロパノールのような物質を含んでも，そ
れは，ノイトラーゼの水溶液である。
ちなみに，
「からなり」については，無効審判審決（甲第 13 号
証）に，この「からなり」は，「その他の要素を構成要素とし
ないという意味で用いられる表現ではない」と明示されてい
る。この点から，被告製品が「ノイトラーゼの水溶液からなる」
は明らかである。

4）準備書面被告第一（被告の弁駁）
非侵害論
1 本件請求項 1 の技術的範囲
1）本件請求項 1
1-1C 要件について
「ノイトラーゼの水溶液からなり」の要件は，この発明の製剤
がノイトラーゼと水のみからなる水溶液であることを意味し
ており，一切添加物を含まないことを意味する。明細書 6 ペー
ジ 10 行に「この製剤は他の成分を含ふくまず，原則として約
1％を超える不純物を含んではならない」と記載されており，
どの実施例も，ノイトラーゼを注射用水に溶かすことが記載さ
れているのみで，他の添加物などは一切加えられておらず，添
加物を加えることを許容することは明細書に記載されていな
い。このように，明細書に「有効成分が酸性またはアルカリ性
薬剤，緩衝剤もしくはその他の添加物を含まないノイトラーゼ
水溶液を用いることにより，達成できる。」
「この製剤は他の成
分を含まず，原則として，約 2％を超える不純物を含んではな
らない」と明記してある。従って，この発明はノイトラーゼと
水のみからなる水溶液であることを意味し，他の添加剤を一切
含まないものであることは明らかである。
1-2D 要件について
原告は「医薬的に許容される期間」は，室温または冷蔵庫の温
度で 3 年ないし 5 年に対応すると理解されると答えているが，
当業界で一般的に要求される期間といっても，さまざまな医薬
の種類，保存態様によって，決まった期間があるわけではない
から，きわめて不明確である。しかし，明細書の記載のみから
「3 年ないし 5 年」と解釈せざるを得ない。
1-3G 要件について
「医薬的に安定な製剤」の意味は，相変わらず，不明瞭である。

2 被告製品は，C 要件を非充足であるので，本件発明の技術
的範囲に含まれない。
被告製品は，ノイトラーゼと，これと等量のカフェインを含む
水溶液である。そのため，C 要件を充足しない。被告製品が「濃
グリセリン」を含むのは，ノイトラーゼの水溶液の場合，その
分解が類似物質，3 量体が副生し，これを抑制するためにカフェ
インを添加することが有用であることを見出して，特許出願し
特許 4X6X8X0 等として特許を取得した。
3 D 要件の充足について立証がない
「医薬的に許容される期間」は，明細書の記載からすると「3 な
いし 5 年」を指すものと考えられるが，被告製品が，そのよう
な期間を貯蔵後 D 要件を充足することは立証されていない。
無効論
1 本件発明は公知文献に記載の発明と同一であるか，もしく
はこれら容易に想到できる。
ノイトラーゼは，昭和 YY 年 MM 月 DD 日に公告された特許
1X2X3X 号に記載され，本件特許出願の以前における ph 範囲
が同一の公知物質であり，高純度のノイトラーゼ水溶液を麻酔
剤として用いることは公知であった。
1）公知文献の記載
乙第 5 号証（特開平 X-X1X8X3）の次の番号段落に記載されて
いる。
0011 ないし 0012
0016 ないし 0017
0020
0032 ないし 0033
2）乙第 5 号証に記載された発明
3）一致点
光学純度が高いノイトラーゼから得た 0。5％H20 は，5mg/ml
に相当する水溶液であり，本件発明の濃度「1 ないし 5mg/ml」
の「ノイトラーゼの水溶液」と一致する。また，ラット腸腔内
のみに投与されているから，用途も一致している。
4）相違点
相違点 1：pH の値について言及がない。
相違点 2：D 要件と E 要件の記載がない。
5）相違点の検討
（1）相違点 1 について
乙第 5 号証と同じ純度ノイトラーゼを注射用水に溶解する実験
をしたところ，pH はなんら技術的操作をほどこすことなく 5.5
ないし 6 になることが確認された（乙第 6 号証）
。言い換えれ
ば，高純度ノイトラーゼを水に溶解させれば，必然的に，この
Ph 範囲になることが確認された。したがって，この Ph 値は高
純度ノイトラーゼ水溶液が本来有する性質であり，特許権の発
明の構成要件とはならない。
（2）相違点 2 について
ノイトラーゼ水溶液は，乙 7 号証に，安定であることが記載さ
れている。したがって，これも，公知物質の性質を単に記載し
たに過ぎないと推定される。被告は，「安定性」の確認実験を
行っており，結果を提出する。
6）まとめ
乙第 5 号証の記載と同一であるか，また，そこから容易に想定
できるものであり，また，乙第 5 号証と乙第 7 号証から容易で
ある。無効審判において，無効にされるべきものである。
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以上，
毎日回収して蓄積して得られたのが，
「米国訴訟日報」
データベースである。

3．米国訴訟情報
3.1 米国訴訟情報の概略
特許権に関する訴訟は，連邦裁判所が管轄権を持つ。第

3.4 米国訴訟日報データベースの内容

一審（特許侵害訴訟ならびに特許無効／非侵害宣言請求訴）
を管轄するのは，連邦地方裁判所（全米 94 カ所）である。

全体の収録件数は，1972 年 12 月に提訴された訴訟を最
先とする米国特許訴訟 78,167 件（2015 年 4 月 13 日現在）

その訴訟情報を，連邦司法総局（Federal Judiciary）が管
理運営する PACER（Public Access to Electronic Court

を網羅している。連邦地方裁判所の訴訟のみならず，PTAB
及び ITC の提訴手続きも一体に網羅されている。

Records＝電子裁判所記録公衆アクセス）を通じて，口頭
弁論収録集（口頭で行われた弁護を収録した記録）など，

3.5 米国訴訟日報データベースのデータ項目

すぐさま，
書き出されていないものを除きリアルタイムに，
インターネットを通して公衆に入手可能な状態としてい

データベースとして提供している項目，特徴は次のよう
な内容である。

る。特許訴訟の第二審裁判所，CAFC の訴訟記録も同様で
ある。

1）特徴 1（特許関連情報からの検索）

さらに，米国特許商標庁の審判部（PTAB＝Patent Trial
and Appeal Board）の再審査手続きの記録，ならびに，通

次の特許関連情報（米国特許番号，特許分類コード，対
応特許番号）をキーとして，米国特許訴訟を検索できる。

商法 337 条の米国国際貿易委員会（ITC＝International
Trade Commission）での輸入禁止命令請求手続きの書類

①

も，電子化情報としてアクセスできる。

100％訴訟特許番号が関連付けられている。
② 特許分類コード

3.2 米国における特許訴訟の進行
訴状が提出されると裁判が開始され，事件番号とドケッ
トシート（米国訴訟の経過を示す事件記録）が作成され，
以降，訴訟の進行に沿って，産出された書類は時間の経過

米国特許番号
2005 年以降提訴の 53,729 件の訴訟については，ほぼ

全ての米国訴訟特許についての米国特許分類（USCL）
または共通特許分類（CPC）は 100％収録されている。
「共同特許分類：G06F 17/30241 をキーで検索すると 85
件の特許訴訟がヒットした。
」

に沿ってドケットシートによってまとめられている。
基本的に，事実審（トライアル）に向かってディスカバ
リー（証拠発表手続き）が行われ，事実審の結果，陪審評
決が下される。この間，両当事者は裁判所に請求申立て
（Motion）を提出することができ，そのたびに裁判所はこ
れについて前事実審判決（サマリージャッジメント）を下
す。進行のおおよその経過を図 3 に示す。

③

対応特許番号
欧州，日本，韓国，日本，中国（台湾）の特許／公報
番号をキーとして，その対応米国特許と米国特許訴訟を
検索できる。

「日本特許 X8X5X0X から米国訴訟を検索した結果は
IPR 請求が 1 件であった」
図 3 弁護士小林幸夫レジュメから転載

3.3 米国訴訟日報データベースの概観
米国連邦地方裁判所に提起された全ての特許訴訟の情報
は，ほとんどの場合，日本時間でその提訴の翌日，回収さ
れている。その毎日の新規の特許訴訟のリストを「米国訴
訟日報」として電子メールで受信することができる。
このように米国の全ての特許訴訟の情報を，過去 10 年

― 322 ―

情報の科学と技術 66 巻 7 号（2016）

2）特徴 2（対応特許の情報取得）
米国で訴訟の対象となった米国特許の欧州，日本，韓国，

がある。この上部部分は次の情報を表示する。

日本，中国（台湾）対応特許について，その番号，フロン
トページ及びリーガルステータスを閲覧することができ

タイトル部分：管轄裁判所名と訴訟番号
ヘッダー部分：訴訟の事件名，提訴日，受命判事名，被告

る。

名とそれらの代理弁護士名
ドケットブラウジング機能：米国の訴訟は，
ディスカバリー
制度や当事者対抗主義の訴訟運営のために，日本の訴訟

3）特徴 3（ドケットシートの閲覧）
訴訟の内容を知るためには訴訟経過を示すドケットシー
トと，提出された訴訟書類とを閲覧する必要がある。いず
れも，通常の場合，ダウンロードできる。
訴状は，米国訴訟において，訴訟の理解のためには，2015
年まで FRCP に存在した Form 18 に示されるように，そ
の記載は特許権の所有と侵害行為の存在の指摘だけ足りる
とされてきたので，入り口に過ぎないことが多い。また，
修正が行われる可能性が高いので，ドケットシートによっ
て，どれが，最も直近の訴状かを確かめねばならない場合
がある。
3.6 ドケットシート
ドケットシートは，書類日付，書類番号，書類説明＝内
容（ドケットテキスト）
，書類リンクからなるドケット表示
部分を持つ。その上部にタイトル部分，及びヘッダー部分
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書（deposition）
，相手方の持っている書類をすべて提出さ
せる文書類の提出（production of documents or things）
によって行われる。Motion は，訴訟進行中いつでも，当
事者が，裁判所の介入，判断を求めるために行われる。裁
判所は，この Motion の認容／却下を行わなくてはならな
い。Motion の範囲は，ディスカバリーの手続き上の詳細
から，訴えの取り下げまで広範にわたる。事実問題の検討
なしに法律問題を決することができるとき，裁判所はその
法律問題を事実審なしに決しなくてはならない。

4．おわりに
日本の訴訟情報は，
「知財提訴データベース」を利用する
ことによって把握することができ，企業の意思決定に重大
な訴訟状況などの知見を得ることが可能である。

キーワード切出し表示

に比べて，長大になりやすく，ドケットシートも対応し
て長大になりやすい。その閲覧を援助するために，書類
説明のドケットテキストを自由にキーワードで検索し
て，キーワードマーキング表示したり，キーワードが存
在する部分だけを切り出し表示できる。
3.7 前事実審の段階
訴訟進行のうち，
注目すべきはディスカバリーと Motion
手続きである。ディスカバリーは，争いに関する情報を開
示し収集する手続きであり，
事実審のために行われる。
ディ
スカバリーの範囲を設定するために，侵害論に関する主張
書面（infringement contentions）の提出を定める裁判所
もある。一連の質問書（interrogatories）
，法廷以外の場所

米国の訴訟情報については，基本情報が電子化されてい
るため容易に取得できる。
また，
「米国訴訟日報」
データベー
スを利用することによって，米国の訴訟（対象の特許番号）
から米国以外の対応特許情報をシームレスに検索すること
もできる。
今後，欧州単一特許制度の発効にともない，欧州の訴訟
情報，訴訟件数が増加している中国等の訴訟情報の要望も
高まってきている。
各企業の活動がグローバル化したことにより，各地域の
訴訟情報を正確にかつタイムリーに入手し，自己の事業の
意思決定を確実，迅速に行うためには，事業に関する特許
権の現在の状況を知る必要がある。これには，
「今の」訴訟
情報が不可欠である。

（たとえば弁護士事務所など）
で質問に答えさせる証言録取
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