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WISEL×KUHNEN & WACKER 共同企画 

「イギリスの EU離脱による知財への影響－現状と今後－」 
掲載にあたって 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016年 9月に AIPPI のミラノ総会後に、ドイツ、ミュンヘン
近郊にあるドイツ特許法律事務所の KUHNEN & WACKER
へ訪問しました。 

2017年 11月に該事務所のパートナーMr. Stephan 
Kopp, Mr. Christoph Straßl及び舘野 テｲーレ 千寿子
氏が弊社を訪問し、弊社内にてイギリスの EU離脱に関する知
財への影響についてのセミナーを開いていただきました。 

2016年 6月 23日のイギリス国民投票の結果、離脱に投
票した人が多数を占めEU離脱が決定し、また、2017年3月
29日にはメイ首相が、欧州理事会に対し、EU からの離脱の
意思を正式に通告したことは皆さん良くご存じのことと思います。 
これにより、早ければ 2019年 3月末以内には、離脱が完

了する可能性があります。 
ちょうど時同じくして、イギリスの EU離脱により、様々な分野

において大きな影響があることが予想されますが、そのうちの一つ
が知的財産分野への影響です。 
特許、商標、意匠について、それぞれ影響が考えられます。 

特許、とりわけ、欧州単一特許（European patent with 
unitary effect, 通称 the Unitary Patent）と欧州統一
特許裁判所（the Unified Patent Court）への影響が懸
念されています。 
その後も、Mr. Kopp からは、その後の経過やイギリスの EU

離脱に関する知財への影響、それに絡む、欧州統一特許制度
（UP）ならびに欧州統一特許裁判所（UPC）との関連につ
いて、その現状や今後の推移・問題及びコメントを加えた論説
を送っていただいております。 
そこで、Mr. Kopp の了解を得て、この論説の和訳を弊社ホ

ームページに掲載して、皆様にお知らせすることしました。 
すでにこの問題に対し、多くの弁護士、弁理士、学者、実務

担当者の方がいろいろな角度から論説を発表しておりますが、
ワイゼルでは、欧州での知財動向がどのように推移していくの
か、どんな問題が起こり得るのか、場合によっては、その対処など
をお伝えして、皆様の業務遂行の参考になれば幸いと考えてお
ります。 
また、ご関心のあるかたも多いと思いますので、ご意見ご質問

などございましたら、Mr. Kopp とも連携してお応えしていきたい
と思っております。 
 初回は、今までのセミナーのパワーポイントの内容、その後の
論説を纏めた形で掲載し、また他の人の論説から引用した箇
所も含まれておりますが、次回からは、Mr. Kopp の論説をその
まま和訳した形で掲載したいと企画しております。 
是非、本論説について皆様のご意見を賜りたくよろしくお願い

申し上げます。 
何卒よろしくお願いいたします。 

 

株式会社 ワイゼル 

代表取締役 榊原 良一 
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Dear valued clients of WISEL, 

Dear Mr. Sakakibara, 

 

It is with great honor and pleasure for me to co-operate with WISEL and 

have this wonderful opportunity to update you with the recent 

developments on the UP&UPC project, in particular Brexit effects. I hope 

the information is useful for you all. The European Union has put enormous 

efforts and time for the realization of this unique system so far and it is not 

surprising that we are all very concerned what happens after the UK snap 

election on June 08, 2017. 

I would be delighted to hear your comments and answer your questions.  

I will keep you updated on this historical IP related event.  

 

Best regards, 

 

STEPHAN KOPP  
Dipl.-Ing. in Aerospace Technology 
Master of Laws (LL.M.) 
Patent Attorney 
European Patent Attorney 
European Trademark and Design Attorney 
European Patent Litigation Diploma (epi/CEIPI) 

 

KUHNEN & WACKER Intellectual Property Law Firm  
Freising, Germany 
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イギリスの EU 離脱が及ぼす欧州単⼀特許制度への影響と⾒通し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１. イギリスの EU 離脱について 
早ければ、2019 年 3 ⽉にイギリスの EU 離脱が完了 
2016年6⽉23⽇にイギリス政府は欧州連合（EU）から

の離脱の賛否を問う国⺠投票を実施し、51.9％の有権者が
イギリスの EU 離脱に賛成票を投じました。この結果を受け、イ
ギリスの EU 離脱は確実となりました。 
 
 ただし、この国⺠投票に法的拘束⼒はなく、直ちにイギリスの
EU 離脱が実現するわけではありません。実際にイギリスが EU
から離脱するためには、EU 加盟国の離脱に関する⼿続きを定
めているリスボン条約第 50 条（欧州連合条約第 50 条）を
発動し、離脱の意思を欧州理事会に通告する必要がありま
す。この通告より離脱のための協定の交渉と⼿続きが開始され
ます。離脱のための交渉はリスボン条約第50条の発動（離脱
意思の通告）後、2 年以内に終了しなければなりません。ただ
し、2 年以内に離脱のための交渉が終了しない場合、欧州理
事会が当該国との合意の上、交渉期間の延⻑を全会⼀致で
決定すれば期間の延⻑も可能です。 

 
 イギリスのテリーザ・メイ⾸相は 2017 年 3 ⽉ 29 ⽇、欧州理
事会に対し EU からの離脱の意思を正式に通告しました。これ
によりイギリスの EU 離脱の⼿続きが正式に開始されました。離
脱のための交渉期間の延⻑がない場合、最も早くて 2019 年
3 ⽉末にイギリスの EU 離脱が完了する⾒込みです。 

⽬次︓ 
１. イギリスの EU 離脱について 
２．欧州の単⼀特許制度への歩み 
３．「欧州単⼀特許（UP）」 
４．「欧州統⼀特許裁判所（UPC）」 
５．イギリスの EU 離脱による影響－現状と展望 

 イギリスの EU 離脱により、様々な分野において⼤きな影響が
あることが予想されますが、そのうちの⼀つが知的財産分野への
影響です。特許、商標、意匠について、それぞれ影響が考えら
れ ま す が 、 ま ず は 、 特 許 、 と り わ け 、 欧 州 単 ⼀ 特 許
（European patent with unitary effect, 通称 the 
Unitary Patent）と欧州統⼀特許裁判所(the Unified 
Patent Court）への影響が懸念されています。 
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２．欧州の単⼀特許制度への歩み 
欧州は戦後、政治・経済における統合の動きを加速化させ

てきましたが、特許制度の統合はその政治・経済的統合に⽐
べ遅れており、例えば、欧州各国で特許権利の保護を受ける
ためには国毎に出願の⼿続きを⾏わなければなりませんでした
（各国の国内特許）。また各国の特許庁に出願をする際に
は、それぞれの国の特許法と指定⾔語で⼿続きを⾏わなけれ
ばならず、そのために多⼤な労⼒とコスト（翻訳料⾦等）を要
していました。これらの問題を解決あるいは軽減するために、す
でに 1960 年代から欧州における特許制度の統⼀と簡略化に
向けての試みがされており、1973 年に「欧州特許条約（正式
名称︓「欧州特許の付与に関する条約」）(EPC)」が締結さ
れ、1977 年に欧州特許庁（EPO）が設⽴されました。現
在、EPC には 38 か国が加盟し、2 か国が拡張国として参加し
ています。 

 
EPC による特許出願は、出願⼈が国毎に出願を⾏う必要

がなく、EPO に対し条約加盟国の複数の国を指定し⼀つの出
願を⾏えば（現在は出願時に全加盟国を⾃動的に指定した
とみなされる。ただし、拡張国は指定の必要あり。）、EPO が
単⼀の⼿続と審査によって欧州特許を付与するシステムです。
そのため、欧州各国でそれぞれ出願する国内特許にくらべ、その
時間とコストが⼤幅に軽減されるようになりました。 

 
EPC によって欧州のほとんどでこの欧州特許制度を利⽤でき

るようになりましたが、各国の国内特許制度がなくなったわけで
はありません。欧州特許制度は各国の国内特許制度と併存し
て運⽤されており、例えば EPO から付与された特許権をそれぞ

れの国で有効化するためには、欧州特許の付与から⼀定期間
内に、それぞれの国（指定国のうち出願⼈が希望する国）に
対し国内効⼒発⽣⼿続きを⾏わなければなりません。また
EPO に出願をする際には EPO の公⽤語である英・仏・独語の
うち 1 つで出願書類を作成し、特許付与通知後に残り２つの
⾔語でクレームを翻訳し提出しますが、欧州特許を国内に移
⾏する場合は、原則、明細書およびクレームを該当国の公⽤
語に翻訳し、提出する必要があります。 

 
特許権の維持・管理も特許を移⾏した国毎に⾏う必要があ

り、また特許権をめぐる法的紛争が起きた場合は、各国の裁判
所や機関がそれぞれの国の国内法と規則に沿って判断をくだす
ため、同じ事案でも国によって判断が異なったり、またその費⽤
と期間にも⼤きなばらつきがあります。したがって、この欧州特許
制度により、各国の「国内特許」制度を利⽤した場合に⽐べ、
⼿続きやコストの⾯で出願⼈の負担を⼀定程度軽減すること
には成功しましたが、それでも上述の通り、まだ多くの⽋点と課
題が残されたままでした。 

 
これらの問題を改善するための努⼒が EPC の締結以降も続

けられ、その結果⽣まれたのが「欧州単⼀特許（UP）」および
「欧州統⼀特許裁判所（UPC）」からなる欧州単⼀特許制
度です。同制度は批准の⼿続きが終了しておらず、現在まだ
運⽤されていない状況ですが、2017 年 12 ⽉頃から運⽤を始
められるのではないかと期待されています。知的財産分野では
今回のイギリスの EU 離脱が同制度へ与える影響がもっぱら注
⽬の的になっています。 
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３．「欧州単⼀特許（UP）」 
従来の「欧州特許（EP）」の場合、出願から審査、特許

付与までは EPO という単⼀の機関が⾏うため、国毎の国内出
願⼿続きに⽐べ、その負担が⼤幅に軽減されましたが、それで
も各国で特許権を有効化させるためには特許付与後、特許保
護を希望する国毎に特許の移⾏、クレーム、明細書の翻訳、
特許の維持・管理が必要で、そのためには多⼤な労⼒とコスト
を要していました。UP は、出願と審査、特許付与を EPO が単
⼀で⾏うという点においては従来の EP と同様ですが、その後の
国毎の国内移⾏、運⽤12年後原則クレーム、明細書の各国
共⽤語への翻訳、国毎の特許の維持・管理が不要となりま
す。 

 
UP は、既存の「国内特許」、「欧州特許（EP）」と併存し

ており、出願⼈が必要に応じ、選択することができます。また場
合によってはこれらの制度を組み合わせることも可能です。 

UPはEPOからの特許付与後、登録を⾏う際に所定の⼿続
きを経て請求することが可能です。請求が認められれば、国毎
に特許を移⾏する必要がなく、同制度参加国全体において同
⼀の効⼒を持つようになります。特許権の維持年⾦も国毎では

なく、EPO に⼀元的に払い、管理できるようになります。維持年
⾦の⾦額は「イギリス・ドイツ・フランス・オランダ」のいわゆる
「True TOP４」の維持年⾦の総額に相当する額になる予定
です。 

 
翻訳については、EPO での⼿続き（出願時英・仏・独語の

うち１つで⼿続き、特許付与後残り 2 つの⾔語でクレームを翻
訳・提出）後は原則、不要ですが、実際には移⾏期間（同
制度実施から 6 年、期間延⻑の場合、最⼤ 12 年）中は
EPO での⼿続き後もクレーム、明細書の翻訳が必要です。⼿
続き⾔語が英語の場合は、他の任意の EU 公⽤語に、⼿続き
⾔語がフランス語またはドイツ語の場合は英語への翻訳が必要
となります（機械翻訳の精度を⾼めるためと⾔われていま
す）。このほか、特許権をめぐる法的紛争時に、必要に応じて
該当国への翻訳⽂を提出する必要があります。 
 
 ⼀⽅、UP が効⼒を発揮するためには「欧州統⼀特許裁判
所 協 定 (Unitary Patent Court Agreement)
（UPCA）」が批准されなければなりません。 
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４．「欧州統⼀特許裁判所（UPC）」 
特許権をめぐる法的紛争が起きた場合、従来の「国内特

許」および「欧州特許」制度では、特許権が設定されている各
国の裁判所あるいは機関が管轄し、その法的判断を下します
が、関連法令や⼿続き、判断基準が国によって異なるため、コ
ストの⾯を含め、出願⼈にとっては⼤きな負担となっていました。
UPC の設⽴によって、これまで各国の裁判所や機関がばらばら
に担当していたこれらの事案を、「欧州統⼀特許裁判所」という
単⼀の機関が担当することになり、⼿続きと費⽤⾯での負担が
⼤幅に減少し、また調和のとれた判決を期待できるようになりま
す。 
  

UPC は欧州単⼀特許制度を利⽤し出願された特許だけで
はなく、既存の欧州特許に対しても専属管轄を有します（最

短 7 年、最⻑ 14 年に及ぶ移⾏期間中は例外措置あり
（opt-out））。UPC は第⼀審裁判所および控訴裁判所で
構成され、第⼀審裁判所は、中央部、地⽅部および地域部
から構成されます。中央部はパリにおかれますが、その⽀部がロ
ンドンとミュンヘンに置かれる予定です。主に特許取消訴訟を担
当し、その技術分野に応じてそれぞれパリ、ロンドンおよびミュン
ヘンで業務を分担する予定です。地⽅部および地域部は主に
侵害訴訟を担当する予定で、複数の締約国に設置される予
定です。控訴裁判所はルクセンブルクに設置されます。 

 
そのほか、特許調停仲裁センター、登記部、管理委員会、

諮問委員会などが設置される予定です。 
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 前述の通り、「欧州単⼀特許（UP）」が効⼒を発揮するた
めには「欧州統⼀特許裁判所協定（UPCA）」が批准される
必要があります。批准には最低 13 か国が必要で、そのうち、ド
イツ・フランス・イギリスの３か国の批准が含まれる必要がありま
す（UPCA 第 89 条(1)）。2017 年 4 ⽉現在、EU 加盟国
25 カ国の内、フランスを含む 12 か国が批准しています。ドイツ
では協定関連法案が 2017 年 3 ⽉ 31 ⽇に連邦参議院を通
過したので、近いうちに協定の批准が成⽴する⾒込みです（参
考︓http://www.bristowsupc.com）。 
 
 イギリスの場合、まだ批准は⾏われていませんが、2016 年
11⽉28⽇、イギリス政府は知的財産庁（UKIPO）のプレス
リリースにて、「統⼀特許裁判所協定（UPCA）」の批准に向
けた準備を継続する意向を明らかにしました。それにより、当初
の計画よりは遅れたものの、2017 年の 12 ⽉頃からの制度の
運⽤開始が期待されています。但し、イギリス議会で同制度の
開始に関連する法案がまだ通過されておらず、2017 年 6 ⽉ 8
⽇のイギリス総選挙以後に先送りされる⾒通しとなったため、正
式 な 批 准 が 更 に 遅 れ る こ と も 予 想 さ れ ま す （ 参 考 ︓

http://kluwerpatentblog.com）。イギリスが同制度に参
加しない場合は、同協定内容の変更が必要となり、制度の運
⽤開始がさらに２年以上遅れる可能性があります。 
 

５．イギリスの EU 離脱による知財への影響－現状と展望 
「欧州単⼀特許」及び「欧州統⼀特許裁判所」制度の運⽤開始は、当初、2017年4⽉と予想されていましたが、イギ
リスが EU 離脱を通告した現状では 2017 年 12 ⽉からの運⽤開始が予想されます。同協定批准の意思は⽰したも
のの、イギリスは未だ批准しておらず、2017 年 6 ⽉ 8 ⽇の選挙の結果によっては更なる遅れが⽣じる可能性がありま
す。さらに、イギリスが同制度に参加しないことになれば、同協定内容の変更が必要となり、制度の運⽤開始はさらに 2
年以上遅れることが予想されます。 

 イギリスが同協定の批准を表明したものの、イギリスの EU 離
脱後の状況に関してはまだ不確実な部分が多いです。2016
年 9 ⽉ 12 ⽇の２⼈のイギリスの専⾨家の法的⾒解によると、
イギリスは EU 離脱後、EU 加盟国との間で、欧州特許の効⼒
がイギリス国内にも及ぶ旨を規定した新しい国際協定を締結し
た場合（EPC 第 142 条）「欧州単⼀特許」の⼀員であること
が 可 能 で す 。 ま た 法 律 上 、 「 統 ⼀ 特 許 裁 判 所 協 定
（UPCA）」に加盟しつづけることも可能で、そのためには EU
離脱後も欧州法（EU 法）の優位性が適⽤される（UPCA
第 20 条）ことを保証する法的仕組みを導⼊する必要があると
いう⾒解を⽰しています。 
 
 同制度は、各国の「国内特許」および既存の「欧州特許」と
併存するものであり、もしイギリスが同制度に参加しない場合で
も、イギリスの国内出願、あるいは欧州特許の付与後、イギリス
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国内への有効化を通じて特許権の設定登録が可能です。また
イギリスが同制度に参加しない場合は、イギリスの弁護⼠・弁
理⼠が統⼀特許裁判所においてクラアントの代理⼈になること
は認められません（UPCA 第 48 条(1)）。但し、イギリスが
EU 離脱以後も欧州⾃由貿易連合（EFTA）の加盟国で欧
州経済地域（EEA）の⼀員である場合は例外です。 

関連ウェブサイト︓ 
http://www.unified-patent-court.org/ 
http://www.epo.org/law-practice/unitary/patent-
court.html 
http://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-
patent.html 
http://www.consilium.europa.eu/en/documents-p
ublications/agreements-conventions/agreement/?
aid=2013001 
http://www.euinjapan.jp/resources/news-from-th
e-eu/20170329/170218/  
https://www.gov.uk/government/organisations/in
tellectual-property-office  
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「イギリスの EU離脱による知財への影響」-補足説明 

＜P.6 のマップの解説＞ 

１．地図の中の加盟状況の説明について︓ 

・EU︓EU加盟国 
・EPC︓EPC（欧州特許条約）締約国 
・UP:UP（欧州単一特許）参加国 
・UPC:UPC（欧州統一特許裁判所）協定署名国（署名国+批准国） 
 
UPC協定に関しましては、すでに批准している国と、まだ未批准の状態ですが、協定に署名している国の
両方を含めています。 
 

２．イタリアについて︓ 

・イタリアを緑色にした理由 
イタリアもオレンジ色で表示した国同様、EU 加盟国,EPC 締約国,UP 参加国,UPC 協定署名国の

条件を充足させています（2017年 6月現在）。特に UPC協定に関しましては 2017年 2月 10日
に同協定の批准を EU理事会に通知しています。イタリアを緑色に表示したのは、欧州単一特許制度の
成立とその参加におけるイタリアの特殊な事情と経緯があったため、オレンジ色と区別し、緑色に表示した
わけです。 
 
欧州では当初、EU 加盟国すべてにおける単一特許制度を目指し議論を進めていましたが、UP（欧

州単一特許）の枠組みにおいてその言語として英語、フランス語・ドイツ語の３か国語を採択することに
対し、イタリアとスペインが強固に反対し、なかなか議論が進みませんでした。結局イタリア、スペインを除く
２５か国が EU の「強化された協力」制度を利用し、イタリアとスペインを除く２５か国で欧州単一特許
創設の承認を決議しました。この決定に対し、イタリアとスペインは欧州連合裁判所に無効を訴え提訴し
ましたが、2013年 4月 16日に棄却されました。 

 
スペインは欧州単一特許の根幹をなす「単一特許規則」および「単一特許の翻訳言語規則」につい

てもその無効を訴え欧州連合裁判所に提訴しましたが、2015年 5月 5日に棄却されました。 
 
 これらの決定により、イタリアは同制度に参加したほうが有利であると判断したとみられ、同 5 月 28 日
に同枠組みへの参加を表明し、同年9月30日付で欧州委員会がイタリアの参加を受け入れています。 
 



・イタリアの加盟状況で UP を UPC の次にブルーのフォントで表示した理由 
一方、イタリアは、欧州単一特許および既存の欧州特許に対して専属管轄を有する UPC 協定には

当初（2013 年）から署名しています（批准は 2017年 2 月 10 日）。地図の中で UP を UPC の
次にブルーのフォントで表示したのは、UPC 協定には当初から署名していましたが、UP の枠組みには最
初参加を見送り、2015年になって参加することになったという経緯がありましたので、こういう表示をしてい
ます。 
 
イタリアの現状としては、UP および UPC 協定への参加がすでに決まっているということが言えます

（2015年に UPへの参加が決定、2017年 2月に UPC協定を批准）。 
 

３．ピンク色表示国（ポーランド）について︓ 

ポーランドは UP の枠組みには参加しましたが、UPC 協定には参加していません。UP が効力を持つた
めには UPC 協定を批准する必要がありますが、ポーランドは同協定に参加していないため、欧州単一特
許制度が開始されても、その効力は及ばないと思われます。今後状況の推移を見守る必要があると思わ
れます。 
 
 

４．オレンジ色表示国について︓ 

EU加盟国・EPC条約締約国・UP参加国・UPC協定参加国（署名+批准） 
 

５．濃い灰色表示国（スペイン）について︓ 

 EU 加盟国・EPC 条約締約国でありながら、UP,UPC 協定への不参加国。スペインの UP,UPC 協定
への不参加の主な要因は言語問題です。 
 
 

６．ブルー色表示国︓ 

EU非加盟国で、EPC締約国です。  
 
 
  



＊Mr. Stephan Koppの説明 
 
As regards said question, I would like to answer the same as follows: 

 

Italy was, together with Spain and Poland, one of the three European countries which decided 

from the very beginning of the UPCA preparations not to join the UP/UPC but rather to stay 

outside the system. 

This is the reason why these countries are colored in green (Italy), in dark grey (Spain) and in 

light red (Poland) in order to differentiate those from all other countries which were qualified 

(as member states of the EU and member states of the EPC) and in favor of the new system 

from the very beginning (all colored orange). 

The reasons of Italy and Spain were mainly based on unfounded reservations against the new 

system and on language issues as it was clear that the UP system will only have three 

languages, namely English, French and German, but not Spanish or Italian. 

Therefore, Italy and Spain brought respective actions before the European Court of Justice 

(ECJ) for annulment of the Council‘s Decision to authorize enhanced cooperation (C-274/11 

and C-295/11). Said actions were dismissed on April 16, 2013. Further, two last minute actions 

brought before ECJ (C-146/13 and C-147/13) by Spain for annulment of the Unitary Patent 

Regulation and the Translation Regulation were dismissed on May 5, 2015. 

The reasons of Poland to stay outside were mainly based on economic considerations. 

 

When the ECJ finally dismissed the two last minute actions of Spain on May 5, 2015, Italy 

immediately realized that it might be better to be part of the system than staying outside. 

Therefore, Italy declared to re-join on May 13, 2015 and this declaration of Italy was accepted 

some months later by all other member states of the UP&UPC system. 

That is why the green colored Italy mentions on the right side of the agenda in black letters 

“EU, EPC, UPC” and in blue colored letters “UP”. 

 

 

Stephan Kopp, LL.M. 
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