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知財法務の勘所Ｑ＆Ａ（第65回）

A1

Q1 欧州単一特許（Unitary Patent）と欧州統一特許裁判所（Unifi ed Patent Court）の
制度概要、開始時期の見込みについて教えてください。

１．欧州単一特許の概要
欧州単一特許（Unitary Patent）１とは、欧州特許庁（European Patent Offi  ce。以下

「EPO」）により付与された欧州特許であって、当該制度の参加加盟国の領域内において単一の
効果を有する特許です。従来の「欧州特許」と比べると、出願から特許付与に至るまでの手続き
がEPOに対して行われる点では共通します。他方、EPOによる特許付与後、従来の欧州特許で
は各国ごとに権利発効の手続きを行っていたのに対し、新たな欧州単一特許の場合、すべての参
加加盟国について単一の手続き（付与決定の公開後１ヶ月以内に単一効果の申請）を行うことに
より（すべての参加加盟国について）権利が発効します（欧州単一特許は、その制度目的上、参
加加盟国の一部を除外した形での権利を取得することはできません。）。
欧州単一特許を取得した後、その権利行使や取消等を行う場合も、すべての参加加盟国に関し
て、欧州統一特許裁判所に対する単一の手続きにより行うことになります。
なお、欧州単一特許の制度の開始以降も、従来の欧州特許の制度は並行して存続します。

２．欧州統一特許裁判所の概要
欧州統一特許裁判所は、欧州単一特許に関して専属管轄を有する裁判所です。取り扱う訴訟
は、侵害訴訟、非侵害確認訴訟、取消訴訟、特許出願公開後権利付与までの損害や補償（日本の
補償金請求に相当します）に関する訴訟等、権利化後の訴訟全般です。
欧州統一特許裁判所は、第一審裁判所および控訴裁判所を含みます。第一審裁判所としては、
ドイツのミュンヘンおよびフランスのパリに中央部（central divisions）２が、スウェーデンのス
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トックホルムに北欧担当の地域部（regional division）が置かれ、特許訴訟に関する主要国の主
要各都市（ドイツのミュンヘン、デュッセルドルフ、マンハイムおよびハンブルク、フランスの
パリ、イタリアのミラノ、オランダのヘーグ他）に地方部（local divisions）が置かれます。控
訴裁判所は、ルクセンブルクに置かれます。なお、第一審裁判所および控訴裁判所とは別に、特
許調停・仲裁センターがスロベニアのリュブリャナおよびポルトガルのリスボンに設置されます。
第一審裁判所のうち、中央部は、非侵害確認訴訟および特許の取消訴訟（侵害訴訟に対する反
訴としてではなく、独立に特許を取り消すための訴訟です）を主に管轄し、地域部および地方部
は、侵害訴訟、仮処分および保護措置ならびに差止処分の請求訴訟、補償金請求権に関する訴訟
を主に管轄します。控訴裁判所（ルクセンブルク）は、訴訟の種類にかかわらず、第一審裁判所
の判決に対する控訴審のすべてを管轄します。
統一特許裁判所はEU法に基づく裁判所であるため、EU法の解釈について疑義が生じた場合
は、欧州連合司法裁判所（the Court of Justice of the European Union）に対し、当該疑義のあ
る点についての判断を求める付託（referral）を行うことになります。欧州連合司法裁判所への
付託は、第一審裁判所および控訴裁判所のどちらも行うことができます。

３．制度の地理的な適用範囲
欧州単一特許制度は、EU加盟国内で直接適用されるタイプの法令である「規則（Regulation）」
に基づく制度であり、具体的な根拠規則は、規則（EU）第1257/2012号（単一特許保護の創設に
おける強化された協力の実施）および第1260/2012号（単一特許保護の創設において適用される
翻訳の合意に関する強化された協力の実施）になります。これら「強化された協力（enhanced 
cooperation）」に関する規則は、EU加盟国のすべてに適用されるものではなく、当該規則に規
定される「強化された協力」に参加するEU加盟国（「参加加盟国」）のみに適用されます。
また、欧州統一特許裁判所は、参加加盟国により合意された統一特許裁判所協定（Agreement 
on a Unifi ed Patent Court, UPCA）３を根拠法としています。2022年９月現在、17 ヶ国４の参加
加盟国がUPCAをすでに批准しており、加えて、７ヶ国５が批准することが見込まれています。
このように、欧州単一特許および統一特許裁判所は、EU規則を根拠とする制度であるため、

欧州特許条約（European Patent Convention。「EPC」）の締約国であってもEU加盟国でない国
（英国、スイス、スウェーデン、トルコ等）は、制度の参加加盟国とはなりません。また、EPC
締約国かつEU加盟国であっても、制度に参加していない国（クロアチア、ポーランド、スペイ
ン）もあります（これらの国は、EU加盟国ではあるので、将来的には、上記の「強化された協力」
に参加し、UPCAを批准することにより参加加盟国となる可能性はあります）。

４．制度の開始見込み時期
2022年９月現在、欧州単一特許・統一特許裁判所制度は、ドイツ、フランスおよびイタリアを
含む13 ヶ国がUPCAの批准書を寄託することが開始の条件となっています。本稿執筆時点で
は、フランスおよびイタリアを含む12 ヶ国の批准書の寄託が完了しており、後は、ドイツの批

２　将来的には、イタリアのミラノにも中央部が置かれることになるかもしれません。
３　https://www.unifi ed-patent-court.org/sites/default/fi les/upc-agreement.pdf　
４　オーストリア、ベルギー、ブルガリア、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイ
ツ、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポルトガル、スロベニ
ア、スウェーデン

５　キブロス、チェコ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、ルーマニア、スロバキア
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准書の寄託を待つのみ、という状態です。13 ヶ国目であるドイツが批准書を寄託してから４ヶ
月目の月の初日、言い換えると、ドイツが批准書を寄託した月の翌月初日から３ヶ月後に開始す
ることになっています。ドイツの批准書の寄託を前提とする制度開始日が具体的にいつになる
か、確実なことは言えませんが、UPCのAdministrative Committeeが直近で公表したロードマ
ップによれば、UPCAの発効予定日は2023年４月１日とされています６。

欧州単一特許制度が開始した後、欧州（例えば、ドイツ、フランス、イギリス）で特
許の保護を受けるために、日本企業にとってはどのような選択肢があるか、また、各

選択肢の長所・短所（手続き面、権利行使の面、費用面等の観点から）の概要を教えてください。

以下の３つの選択肢が考えられます。

⑴　各国の国内特許
各国の国内の特許庁に対して特許出願を行い、権利化の手続きを行うという選択肢です。これ
は、EPC締約の有無およびEU加盟の有無にかかわらず、欧州のすべての国が対象となります。
この場合、特許権の侵害や取消等の訴訟は、各国国内の裁判所で行うことになります。
この選択肢は、自社の関連事業が行われる地理的な範囲や、特許の権利化や維持の予算に照ら

して、欧州の中での１～２ヶ国（例えばドイツとフランス）でのみ権利化したいような場合に、
有用となり得ます（欧州特許や欧州単一特許と比較して、権利化や維持に要する費用を抑えやす
くなります）。他方で、欧州の多数の国での権利化を行いたい場合には、各国の国内特許だと、権
利化の段階、権利行使や権利取消の段階のいずれにおいても各国の言語で各国の特許庁や裁判所
で手続きを行う必要があるため、手続きが煩雑になり、翻訳費用等も嵩むことが想定されます。

⑵　従来型の欧州特許
従来からの欧州特許制度の下で、EPOに対して特許出願を行い、特許付与後、権利化を希望

６　https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_-_exco_-_upc_external_
roadmap-v0.9_edit.pdf
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するEPC締約国において権利発効の手続きを行うという選択肢です。これは、EU加盟の有無お
よび欧州単一特許・統一特許裁判所制度への参加の有無にかかわらず、EPC締約国のすべて（よ
って、英国も含まれます）が対象になります。この場合、特許権の侵害や取消等の訴訟は、従来
の欧州特許と同様、各国の国内裁判所において行われます。
従来型の欧州特許では、出願から特許付与までの手続きは、EPOに対する手続きとして一本

化されるため、各国の国内特許を取得する場合よりも、手続きが簡潔になります。また、EPO
に対する手続きは、EPOの公用語である、英語、ドイツ語およびフランス語のいずれかで行わ
れるため、他の言語を公用語とする国（イタリア、オランダ、スペイン、北欧諸国、東欧諸国等）
における特許権も、EPOの公用語のうちの一つを用いて手続きを行うことができます。他方で、
EPOの各種の庁費用は、各国の国内特許庁での対応する庁費用よりも高額であることが多いで
す。そこで、例えば１～２ヶ国でしか権利取得しない場合は、各国の国内特許庁に出願して権利
化した方が、EPOに対して欧州特許出願して権利化するよりも、庁費用の合計が低くなる傾向
があります。
なお、権利行使の場面では、従来型の欧州特許でも、各国の国内特許の権利行使の場合と同様
に、各国の裁判所にて訴訟を行う必要があるため、各国の国内特許を取得する場合と変わりませ
ん。
以上を踏まえると、日本企業としては、例えば、EPOの公用語（英語、ドイツ語、フランス語）

以外の言語を公用語とする複数のEPC締約国（イタリア、スペイン等）も含めて権利化を図りた
い場合、従来型の欧州特許は有用な選択肢になり得ると思われます。

⑶　欧州単一特許（新制度）
新たに導入される欧州単一特許制度の下で、EPOに対して欧州特許の出願を申請し、特許付
与決定の公開後１ヶ月以内に欧州単一特許を取得するための手続きを行うという選択肢です。
従来型の欧州特許や各国の国内特許と比べた場合、新たな欧州単一特許の最大の特徴は、特許
付与後にEPOに対して単一効果の申請を行うだけで参加加盟国すべてにおける特許権が取得で
きる（つまり、各国での権利発効の手続きは必要ない）こと、および、権利化後の訴訟が各国の
国内裁判所ではなく統一特許裁判所で審理される点にあります。また、権利取得後の維持年金
も、各国国内の特許庁ではなく、EPOに対して年に一度、定められた金額を支払うことになり
ます。
出願する企業にとって、欧州単一特許を利用する場合のメリットとしては、まず、特に多数の
国での権利取得を行う場合の手続きの簡素化が挙げられます。特許付与後の権利の申請および維
持年金の支払いはEPOに対する手続きとして一本化されますし、権利化後の各種訴訟も統一特
許裁判所のみで審理され、参加加盟国各国の国内法に対応する必要はありません。統一特許裁判
所の判決はすべての参加加盟国で効力を有するため、統一特許裁判所で侵害判断がなされれば、
すべての参加加盟国で権利行使の効果を得られる点もメリットといえます。また、維持年金は、
４～５ヶ国以上の国で従来型の欧州特許または各国の国内特許を取得して維持する場合の合計と
比較すると、欧州単一特許の方が低くなります。
他方で、上記のメリットの裏返しとも言えますが、統一特許裁判所の判決の効力がすべての参
加加盟国に及ぶことから、特許権の取消訴訟において、すべての参加加盟国で一括して特許権が
無効になってしまうリスクがあります。また、費用面では、例えば３ヶ国以下の国で従来の欧州
特許を権利発効させる場合と比較すると、維持年金がより高く設定されています。さらに、欧州
単一特許の取得には、特許付与後の申請の際、EPOにおける手続き言語がドイツ語またはフラ
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ンス語であった場合は英語への、EPOにおける手続き言語が英語であった場合は、EU公用語の
うちの一言語への、特許明細書の全翻訳を提出する必要があるため、従来型の欧州特許をロンド
ン協定締約国（権利発効手続き時の特許明細書の翻訳文の提出が免除される国）でのみ権利発効
手続きする場合と比較すると、明細書翻訳の費用が追加で発生します。
なお、英国のEU脱退により、英国は欧州単一特許・統一特許裁判所の参加加盟国にはなり得
ないため、欧州単一特許によって英国で特許権を取得することはできません。

欧州単一特許を取得するために必要な手続きについて教えてください。特に欧州単一
特許とEPC出願に基づいた各国の保護手続きに違いがあれば、教えてください。

出願から特許付与までは、EPOに対して、従来の欧州特許と同様の手続きを行う必
要があります。その後、特許付与決定の公開から１ヶ月以内に、書面にて単一効果の

申請を行わなければなりません。この申請の際、EPOにおける手続き言語がドイツ語またはフ
ランス語であった場合は英語への、EPOにおける手続き言語が英語であった場合は、EU公用語
のうちの一言語への、特許明細書の全翻訳を提出する必要があります。単一効果の申請において
は、庁費用を支払う必要はありません。実務上では、特許付与予定の通知（EPC規則71条⑶の通
知, “intention to grant”）をEPOから受領した時点で、当該特許について単一効果の申請を行う
か否かを決定し、単一効果の申請を行う場合は、特許付与を待つことなく、必要な翻訳文の準備
をすでに開始しておくと、時間に余裕をもって単一効果の申請を行うことができると考えられま
す。
一方、従来通りの欧州特許を取得する場合、特許付与決定の公開から３ヶ月以内に、権利取得
を希望する各国の国内特許庁に対して、権利発効のための手続きを行う必要があります。この手
続きにおける必要書類および費用（例．クレームや明細書の翻訳等７）は、国によって異なりま
す。なお、欧州特許の翻訳に関するロンドン協定８の締約国であって、特許付与後の明細書等の
翻訳を求めない国（例えば、英国、ドイツおよびフランス等）においては、欧州特許が付与され
ると自動的に欧州特許に基づく国内特許権が発生するため、特別な権利発効のための手続きは必
要ありません。
新たな欧州単一特許については、制度の参加加盟国すべての領域内における特許権を一つの申
請手続きで取得できる点が、従来型の欧州特許の権利化の手続きと比較して最大の相違であると
言えます。
なお、単一特許・統一特許裁判所制度の参加加盟国に加えて、それ以外のEPC加盟国（英国、
スイス、スペイン、トルコ等）においも権利化を行いたい場合、欧州特許の付与後、単一効果の
申請と並行して、該当国における個別の権利発効のための手続きを行うことになります。

欧州単一特許が開始した時点で、EPC出願が係属中の場合、出願人は、欧州単一特許
に切り替えることは可能でしょうか。可能な場合、どのような手続きをいつまでに行

えばよいか、教えてください。なお、欧州単一特許に切り替えるための手続き期限を過ぎてしま

A3

Q3

７　“National Law Relating to the EPC”, IV. Translation requirements after grant pursuant to 
Article 65 EPC (https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/natlaw/en/iv/index.htm) 参
照。リンク先のWebページのプルダウンメニューで国名を選択すると、当該国で欧州特許を権利発効
させる場合の特許明細書の翻訳の要否や、提出期限、追加費用の要否等の情報が表示されます。

８　https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/london-agreement.html　

Q4
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った場合の救済についても教えてください。

欧州単一特許が開始した時点でEPOに係属中の欧州特許出願については、特許付与
決定の公開後１ヶ月以内に単一効果の申請を行うことで欧州単一特許を取得すること

ができます。申請に必要な手続きは、上記Q３に対する回答の通りです。
また、単一効果の申請に関し、EPOは、欧州特許の出願人による単一特許の早期取得を支援

する経過措置を導入することを発表しています９。当該経過措置においては、特許付与予定の通
知（EPC規則71条⑶の通知）の後、以下の２種類の手続きが利用可能です。

ⅰ　単一特許の効果を得るための早期申請
　 特許付与予定の通知の後、単一特許・統一特許裁判所の制度開始前に、予め単一特許の効
果の申請を行うことができます。この早期申請が行われた欧州特許については、単一特
許・統一特許裁判所の制度開始後、直ちに単一特許の効果が発生します。

ⅱ　特許付与決定の遅延申請
　 特許付与予定の通知の後、当該通知に対する応答により付与予定の特許明細書等の記載に
出願人が合意する前に、特許付与決定の遅延申請を行うことで、単一特許・統一特許裁判
所の制度開始まで特許付与の決定を遅らせることができます。そうすることで、単一特
許・統一特許裁判所の制度の開始後に、当該特許に関し単一特許を取得できることになり
ます。

なお、上記の２種類の手続きは、ドイツがUPCAの批准書の寄託を行ってから単一特許・統一
特許裁判所制度が開始するまでの期間（いわゆる「サンライズ期間」）に行うことができます。

上述した単一効果の申請の期間（特許付与決定の公開後１ヶ月）を過ぎてしまった場合、欧州
単一特許保護に関する規則（Rules relating to Unitary Patent Protection, UPR10）22条に規定さ
れている通り、単一効果の申請の期間経過後二月以内に、権利の回復の申請を行うと共に、単一
効果の申請および所定の手数料11の支払いを行うことで、欧州単一特許を取得することができま
す。ただし、権利の回復が認められるためには、「状況によって必要とされる当然の注意をした
にも拘らず（in spite of all due care required by the circumstances having been taken）」期間
を徒過してしまったことが要件となります。何が「当然の注意」に該当するかの判断基準は比較
的厳しいものとなることが予想されるため、申請期間を過ぎてしまっても権利の回復手続きを取
りさえすれば単一特許を取得できるとは限らない点は注意が必要です。
 以　上

A4

９　https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/transitional-arrangements-for-
early-uptake.html　

10　https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/offi  cial-journal/2022/04/a41.html 
11　2022年９月現在、EUR 685に設定されています（Art. 2(2) Rules relating to Fees for Unitary 
Patent Protection, https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/offi  cial-journal/2022/04/a42.html; 
Art. 2(1), item 13, Rules relating to Fees,　https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/
epc/2020/e/articl2.html　）。


