
  
グローバル特許訴訟の傾向と実務 
～侵害および損害賠償の主張立証における留意点～ 

共催： 
TMI 総合法律事務所 

バード＆バード法律事務所 
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社  

 
 

近年、科学技術の発展と共にグローバルな製品・サービスが広がる中、特許権の侵害に係る紛争が増加し、日本企業が

我が国の特許訴訟だけではなく、海外の特許訴訟の当事者となる事例も増加しています。本セミナーでは、 TMI 総合法律

事務所、バード＆バード法律事務所、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社の講師らが、我が国およ

び海外主要国の特許訴訟について最近の傾向と実務を説明します。また、当事者にとって重要な経済的意味を有する損害

賠償の立証の実務についても、多くの実例を交えながらご紹介します。 
ご多忙とは存じますが、万障お繰り合わせのうえ、ぜひご参加くださいますようご案内申し上げます。 

 
 対象者 会社知財・法務・企画部門 

※個人のお客様や同業者（社内弁護士を除く）のご参加をお断りする場合がありますので、ご了承ください。 
 

 開催日時 2018 年 5 月 16 日（水） 14:00 ~ 18:00 （受付開始：13：30） 
 

 会場 TMI 総合法律事務所 東京オフィス セミナールーム 
 定員 110 名 

 ※お申し込み多数の場合は、抽選の上、抽選結果をご登録のメールアドレスへお送り致します。 
 受講料 無料 
 言語（英語と日本語）、同時通訳あり 
 申込方法 Web サイト（https://www2.deloitte.com/jp/semi4417）よりお申し込みください 

 ※お申し込みは株式会社シャノンのサービスを利用しています。 
 ご記入いただく内容は SSL 暗号化通信により内容の保護を図っております。 

※お申し込みは 1 名様ずつのご登録が必要となります。 
※過去にデロイト トーマツ グループ各社のセミナーにお申し込みいただいた方、または現在当グループの 

メールマガジンをご購読いただいている方は、ご登録済みの ID・パスワードでお申し込みいただけます。 
※受講者の方へは、セミナー開催 1 週間前を目安に受講票をお送りいたします。当日は受講票と名刺をお持ちの

上、ご来場下さい。 
※お申込みいただきました情報は、主催者の事務所・会社にて共有の上、今後のセミナーのご案内等のために活

用させていただきます。 
※会場内での録音・録画はご遠慮ください。 
 

■ 申込締切 2018 年 5 月 9 日（水） 
 
 

参加無料 



■ 講演内容 
※講演テーマ・講師は変更となる場合がございます。予めご了承ください。 

 
 
 
 
 

開催時間 内容 講師 

14：00～

15：00 

日本における特許訴訟の最新動向 

TMI 総合法律事務所 
パートナー 岡田 誠 弁護士 

・日本における特許訴訟の概要 
・近時の日本の特許訴訟実務の傾向と留意点 
・特許権侵害の損害賠償（通常のケース、SEP（標準必須特

許）のケース） 
・日本・海外同時特許紛争において日本企業が取るべき実

務対応 

15：00～

15：30 

欧州における特許訴訟の最新動向（前半） 
バード＆バード法律事務所  
ロンドンオフィスシニアアソシエイト Nick 
Boydell 弁護士（ニック・ボイデル） 
 
ロンドンオフィスパートナー   
Richard Vary 弁護士（リチャード・ベイリー） 

第 1 部： 事務所紹介と特許訴訟関係の弊所実績紹介 
第 2 部： 欧州特許訴訟と UPC（欧州統一特許裁判所）につ

いて 
 
言語：英語（日本語への同時通訳あり） 

15：30～

16：00 コーヒーブレイク / 名刺交換 ※コーヒー等とともに、講師と名刺交換やご歓談 

16：00～

16：30 

欧州における特許訴訟の最新動向（後半） 

バード＆バード法律事務所  
ロンドンオフィスパートナー   
Jane Mutimear 弁護士 
（ジェーン・ムッティメア） 
 

第 3 部： 欧州におけるパテントダメージについて 
・欧州での損害賠償の評価についての異なるアプローチ 
・英国裁判所による SEP（標準必須特許）ケースの損害賠

償に対するアプローチについて 
 
言語：英語（日本語への同時通訳あり） 

16：30～

17：30 

損害立証の実務と留意点 
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイ

ザリー合同会社 
 
マネージングディレクター 
池谷 誠 

・我が国および主要国の損害に係る法的枠組み 
・基本的な損害理論と損害モデル 
・主要アプローチ（逸失利益と実施料相当） 
・損害専門家の活用方法 

17：30～

18：00 Q&A シート記入時間 / 名刺交換 
※時間を比較的多めに取っておりますので、この

機会に名刺交換・ご挨拶いただき、今後の業務

にご活用ください。 



■ 講師紹介 
プロフィール 

岡田 誠 | TMI 総合法律事務所 | パートナー（弁護士・弁理士） 
岡田弁護士は、特許侵害鑑定、ライセンス交渉、特許権侵害訴訟、特許無効審判、審決取消訴

訟、税関での輸入差止手続等を含む、技術に係わる相談・紛争案件を多数扱っています。原告

側・被告側ともに多くの経験を有しており、複数の国で並行して侵害が争われる国際的な特許紛争

も得意とし、実績を残しています。 
 
これまで扱った技術分野は、機械・半導体・通信機器・ソフトウェア・医療機器・バイオ・医薬品・化

学・光学等、多岐に渡ります。2016 年からは、税関の輸入差止手続における専門委員候補として

選任され、登録されています。 
 
主な著書・論文に「新・注解 特許法 第 2 版」（青林書院・共著、先使用権（特許法 79 条）及び差

止請求権（同 100 条）等を担当）、「Law And Practice JAPAN」（CHAMBERS Global Practice Guides-Patent 
Litigation 2018・共著）等、近時の講演に「化学・医薬分野における均等侵害について（知財高裁平成 28 年 3 月 25 日

判決：マキサカルシトール製法特許大合議事件判決）」（AIPPI・JAPAN 判例研究会）等があります。01 年弁護士登録。

96 年東京大学法学部卒業。06 年スタンフォード大学ロースクール卒業（LL.M. in Law, Science and Technology）。 
Jane Mutimear | バード＆バード法律事務所 ロンドンオフィス | パートナー（弁護士） 
ジェーンは、通信機器プロバイダー業界に精通しており、弊所におけるテクノロジー＆コミュケーショ

ン業界グループ内において、その分野を牽引するエキスパートです。訴訟を専門とし、高等法院や

控訴院において数々の裁判を担当してきました。また欧州司法裁判所においてクライアントを代理

し、知的財産関連の仲裁を担当した経験もあります。 
 
Legal 500 のイギリス国内ランキングにてリーダーの 1 人として認められており、国際的クライアン

トのための裁判や防御戦略などを策定するために、他の地域の弁護士達と協力し合いながらクロ

スボーダー案件を多く担当しています。また、2013 年のリーガルビジネス（Legal Business）におい

て、その年に最も輝いた TMT（テクノロジー、メディア、テレコミュニケーション）チームとして表彰さ

れ、彼女のチームはヨーロッパにおいてもっとも期間が長く規模の大きい特許紛争の一つを担当しました。 
 
国際知的財産保護協会（AIPPI）のイギリスカウンシルのメンバーで、ICANN（Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers）の知的財産グループの代表を務めた経験もあります。 

Richard Vary | バード＆バード法律事務所 ロンドンオフィス | パートナー（弁護士） 
リチャードは多国間における電子工学関連の特許訴訟に特化するとともに、競争法から商業法、ま

た税紛争に至る幅広い国際的な訴訟や仲裁、そしてブランドマネージメント、商標、デザイン特許、

著作権に関する案件も担当しています。 
 
モバイルテレコミュニケーションにおける特許訴訟や仲裁を主な専門分野とし、また、商取引に関す

る特許の取り扱いや、戦略的な特許のアドバイスも行っています。 
 
バード＆バードに 2016 年に入所する以前は、ノキアで副社長兼訴訟グループの部長を務めていま

した。前職では、法務部のメンバーを率いて数多くの世界的な商取引関連訴訟を担当し、ノキア対

KPN、IPCom、Apple、HTC、Blackberry および Viewsonic などの訴訟を担当しました。また Qualcomm との中国にお

ける紛争にも関わったほか、サムソンとの SEP 評価に関する仲裁も担当しました。 
Nick Boydell | バード＆バード法律事務所 ロンドンオフィス | シニアアソシエイト（弁護士） 
ニックは、様々な知的財産関連の問題を扱い、特に高等法院における商標や特許裁判を含む、知

的財産裁判や執行案件を担当しています。また、ライセンシングにおける国際仲裁などを担当した

経験もあります。 
 
その他にも、非訟案件、知的財産取引についても経験が豊富であり、知的財産に関する契約につ

いてのアドバイスを常に行っています。また、ブランドマネージメントなどのアドバイスも行っており、

大手エナジードリンク会社や、ソーシャルメディア会社に対して商標の執行案件やファイリングに関

する戦略についてのアドバイスを行っています。 
 
ニックは Warwick 大学を 2005 年に卒業し、2007 年にバード＆バードに入所、2009 年にソリシタ

として弁護士登録をしています。名古屋大学に留学していたことから、日本語での日常会話が可能です。また、ドイツに

留学をした経験もあるためドイツ語が堪能で、弊所ドイツオフィスにて 3 か月間出向した経験があります。 



池谷誠 | デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社  | マネージングディレクター 
池谷誠はデロイト トーマツ ファイナンシャル アドバイザリーにおいて係争支援サービスおよびエ

コノミックコンサルティングを統括しています。 
 
訴訟支援分野では、大手製造業企業が係わる営業秘密不正使用事件、特許・商標侵害事件、半

導体メーカー、光学機器メーカー等が係る従業員発明特許対価請求事件など知財訴訟を含む国

内外の大型訴訟や国際訴訟において損害専門家として、裁判所への意見書提出やプレゼンテー

ションなどを行っています。 
 
主な著書として「特許権侵害における損害賠償額の適正な評価に向けて」特許庁（平成 29 年度特許庁産業財産権制度

問題調査研究報告書）、「証券訴訟の経済分析」中央経済社、「移転価格の経済分析」、中央経済社など。 
 
 会場 

TMI 総合法律事務所 東京オフィス セミナールーム 
〒106-6123 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー23 階 
http://www.tmi.gr.jp/about/access.html 
 

 アクセス 
東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩約 3 分(コンコースにて直結) 
都営地下鉄大江戸線「六本木」駅 3 番出入口より 徒歩約 4 分 
都営地下鉄大江戸線「麻布十番」駅 7 番出入口より 徒歩約 4 分 
東京メトロ南北線「麻布十番」駅 4 番出入口より 徒歩約 7 分 

 
 問い合わせ先  

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 
セミナー事務局 
Tel：03-6213-1180   
受付時間：平日 10 時～17 時 （土・日・祝日は除く） 
E-mail： dtfa_seminar@tohmatsu.co.jp  
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