
課題１ 平成１２年８月３１日 東京地裁判決 平成８年（ワ）第１６７８２号の事件に係

る特許発明（特許第１８７５９０１号：特公平２－３２６１５号公報参照）の概要を説明

する。また、この判決における裁判所の判断の概要、特に、消尽に関する判断を説明し、

この事件および判決に対する自らの意見を述べる。 

 レンズ付きフィルムユニット特許に関する事件である。被告は、日本及び韓国で使用し

た後の「写ルンです」を分解し、フィルムを詰め替えるなどし、日本国内で販売していた。 
 原告の富士写真フイルムが有していた特許権、実用新案権、意匠権のうち、特許１８７

５９０１号について概要を説明する。 

 これは「写ルンです」を想像すれば、容易にわかることであるが、まず、未露光フィル

ムを内蔵し、シャッタ手段により露光させ、撮影後にフィルムを取り出して再使用できな

いようにされたレンズ付きフィルムユニットである。更に、方側に未露光フィルムロール、 

反対側に未露光フィルムの一端と内部の巻芯が予め固定されているパトロールが配置され

ている。また、巻芯にはフィルム巻取り手段を連結させ、シャッタされた後に、露光され

たフィルムをパトローネ内に巻き込み可能としている。 

 つまり、未露光フィルムロールは、製造工程ではパトローネ内に収納された状態から引

き出されて形成されており、この未露光フィルムロールの収納部には、その内壁面の上下

部分のみに未露光フィルムロールの最外周巻き面と接するように隆起した案内面（ガイド）

を形成したことを特徴としている。 
 

 ところで、事件の最大の争点は原告製品の販売により、権利が消尽したかどうかである。 

 裁判所の判断は次のとおりである。まずは国内消尽として、最高裁判例に特許権実施権

者が国内において特許製品を譲渡した場合特許権は消尽し、その効力は当該製品を使用や

譲渡する行為には及ばない。といったものがある。しかし、それは一般商品のように譲受

人が目的物を自由に使用や譲渡することができる権利であり、これは特許製品がその効用

を果たしていることを前提とするものである。よって効用を終えた場合まで、特許権を放

棄することは想定されていない。またこれを認めても自由な流通を阻害することはない。

更に特許権者は、特許製品が効用を終えるまでの間の対価を取得しているため、効用を終

えた後に特許権の効力が及ぶとしても、二重に利得を得ることにはならない。むしろ、再

生品の販売で特許製品の新たな需要が失われ、特許権者を害することにもなる。 

 ここでいう効用を終えた場合とは、磨耗や組成変化などで製品が使用不可能となった場

合がその典型で、物理的にはまだ使用できても一定回数の使用で、社会通念上効用を終え

たと評価されるものも含む。このような場合に効用を終える時期は、製品の構造、用途、

取引の実情等を総合考慮して判断されるべきものである。 
 また製品をリサイクルした場合にも、特許権者は特許権を行使することが許される。そ

れは、もはや特許権者が譲渡した特許製品と同一の製品ということができないからである。

ただし、電気機器における電池など、特許発明の構成部材であっても消耗品を交換したり、

損傷を修理したりすることによっては、当初の製品との同一性は失われない。 

 次に、国際消尽についてであるが、これも同様の理論で、効用を終えたものについては、

特許権者により権利行使は許すと解釈するのが妥当であると述べている。従って、特許権

者は、製品について使用地域から我が国を除外する旨を明示したことに代えて、対象製品

が既に効用を終えたものであることを主張立証することで特許権を行使することができる。 



 また、これらは特許権だけでなく、実用新案や意匠権にも当てはまるとされる。 

 本件では、消費者が撮影済みフィルムを取り出すことは困難であり、現像所に送られて

フィルムが取り出された時点で効用は終わっており、意匠権の主要な部分である紙カバー

を付け替えた時点で同一の製品とは評価できずに国内消尽と国際消尽は否定される。更に、

平成９年において、原告製品が 5000 万個を超える売り上げを記録していることから、現像

したあとにフィルムユニットが返却されないのは、社会一般における共通認識といえ、こ

れからも現像所において効用は終わっていると言える。 

 以上から、被告の主張している、消尽の理論はここでは通用しないということになる。 

 
 消尽以外の争点として、被告製品がそもそも特許範囲に属するかどうかという点があっ

たが、裁判所は原告の主張通り、製品はユーザーによってフィルムを詰め替えることがで

きないため、特許権の発明の技術的範囲に属すると判断した。また、権利の濫用という被

告の主張も、富士フィルムによりリサイクルシステムが確立されていることを挙げて、不

採用としている。結局、富士フィルムの主張がほぼ全面的に認められ、被告に販売禁止と、

補償料の支払いを命じている。 
 

 消尽の理論というのは、特許製品を購入したあと、その特許製品を譲渡しても特許権の

侵害にならないということであり、これは判例で確立している。これは当然のことであり、

特許製品を購入する時点で既に特許権社に対価を支払っているのに、購入後の行為にまで

特許権を請求されたのではたまらない。例えばノートパソコンを購入して、そのノートパ

ソコンを使って行った仕事に対して特許権料を要求されたのではたまらないのである。 
 このような意味で消尽の理論は当然で、そのように考えると、購入以後は商品を自由に

扱ってよいと考えることができる。しかし、この判決ではレンズ付きフィルムヘの消尽理

論は認めなかったのである。 
 これは、ある意味でわかりにくい判例であるといえる。効用が終わると、特許権を行使

できるというのである。例えば、壊れた電子機器を大量に集め、これを部品を取って再生

する業者があったとすれば、これは特許侵害になり得るのではないだろうか。 
 おそらく、ここで重要なことは、権利の濫用であるかどうかであろう。本件で富士フィ

ルムが勝訴したのも、おそらくその点で、効用の終わった製品のリサイクル活動を積極的

に行っているため、このように差し止め請求をしても勝訴したのであろう。 
 しかし、裁判所の言っていることも確かにわかり、理解できるのだが、私としては、効

用が終わったものは通常は「ごみ」ではないだろうか。ごみというのは、所有権が放棄さ

れていると見られる。そのごみに対して特許権者が権利を主張できるというのは、いまい

ち納得できない。ごみはごみらしく無主物であるべきではないかと思うのである。判決の

なかで、効用が終わった後まで使用や譲渡することを想定していないとあるが、逆に想定

しているとも考えられないし、想定していないなら想定すればいいだけの話である。どち

らにせよ、理解はできるがあまり納得のいかない判決であった。 

 

参考文献 
特許庁ホームページ：http://www.jpo.go.jp 

東京地裁判決文集：http://www.geocities.co.jp/WallStreet/5406/tokyo12/08/view1208.html 



課題２ 平成１５年４月２２日 最高裁第三小法廷判決 平成１３（受）第１２５６号にお

ける裁判所の判断の概要、特に、職部発明に対する相当の対価について説明し、それに対

する自らの意見を述べる。 

 特許法第３５条３項「従業者等は…職務発明について使用者等に…特許権を承継…した

ときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。」に基づいて、相当の対価の支払いを求

めた裁判である。 
 事案説明は、次のとおり。 

 まず、オリンパスでは職務発明に関して、「発明考案取扱規定」が定められており、職務

発明について会社に承継されることと、発明者に対して工業所有権収入取得時報償等の報

償を行うこと、工業所有権収入を継続的にもらう場合は、収入の受領開始日より２年間を

対象として、上限額を１００万円とする１回限りの工業所有権収入取得時報償を行うこと

などの定めがある。 
 事実関係を時系列でまとめると、元従業員は、オリンパス光学工業に 1969 年５月に入社

し、73～78 年頃まで研究開発部で働き、77 年にピックアップ装置の職務発明を行った。こ

れは規定により会社に承継され、オリンパスは特許を出願し特許権を取得。この際、78 年

1 月 5 日に出願補償として３０００円、89 年 3 月 14 日に登録補償として８０００円を規定

に基づきオリンパスは従業員に支払った。また、この特許権によって 90 年以降に他社数社

から実施料収入を得たため、92 年 10 月 1 日に工業所有権収入取得時報償として更に２０

万円を従業員に支払った。その後 94 年に従業員は退社した。 

 高裁では、次の判断が下された。 

 職務発明について、使用者の定めた規則により算出された対価の額が、「相当の対価」に

満たない場合には、その額に拘束されずに、「相当の対価」を請求することができる。よっ

て、今回の相当の対価「２５０万円」から既に受領した金額を差し引いた２２８万９００

０円の支払を求めることができるとしたのである。最高裁も、裁判官全員一致でこの高裁

判決を支持した。 

 また、この裁判では消滅時効の起算点についても争われているが、これについては、規

則等によって支払時期が決まっている場合は、法律上の障害としてその支払を求めること

ができないというべきである。という理論から、特許承継時期ではなく、補償金支払時期

が相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点となるという判断が下されている。 

 
 ところで、相当の対価を企業、従業員、裁判所はそれぞれどのように捕らえていたのか。 

 企業は２１万１０００円と見ている。これは、補償金１１０００円と、継続ライセンス

収入に対する報償の上限額１００万円に、この契約に対する発明の貢献度２０％を乗じた

ものである。 

 従業員は２億円と見ている。これは、継続ライセンス収契約に対する発明の貢献度３分

の１を乗じ、発明に対する発明者の貢献度４０％を乗じたものである。 
 裁判所は２５０万円とみている。これは、発明により企業が受けた利益５０００万円に、

発明者の貢献度として５％を乗じたものである。 

 結果的には、金額として双方の中間ともいえる額となっているが、逆に双方の主張から

かけ離れている。算定のベースとなった、５０００万円の根拠も、貢献度の５％という数

値も算定の根拠が不明確なのである。 



 まず、日本では発明の対価に対する法的な基準が存在しない。これが日亜化学も含めた

様々な混乱を生んでいるのではないかと思われる。しかし、実際に基準が存在してもそれ

を運用することは難しいのではないだろうか。 
 対価を計算するには、企業が得た利益と、それに対する貢献度を計算する必要がある。

企業の個別の特許料収入というのは、通常あまり公開されるようなものではなく、さらに、

契約ではライセンスを相互に実施することを認め合ったり、包括的に契約を行ったりする

こともあり、当該発明による利益というものを確定することは難しい。また、どこまでが

企業による営業努力で、どこまでが発明による魅力であったのかを具体的に判断すること

などは不可能である。 
 発明に対する貢献度というのも計算することが難しい。両極端の話をすれば、発明者が

いなければ発明がなされなかったのだから発明者の貢献度は１００％と考えることもでき

るし、企業の育成環境がなければ発明できなかったと考えると、企業の貢献度が１００％

と考えることもできる。お互いの立場によって、自分の貢献度を主張しあうことになるの

は目にえているが、これを客観的に決めることは果たしてできるのであろうか。 
 
 確かに、この事案のように、企業側で上限を決めてしまうこと、つまり発明前にその発

明の上限額を決めてしまうことは不自然であると思われる。そうすることで、発明に対す

る意欲が失われる恐れがあり、プロパテントの観点からは推奨されるべきではない。 
 しかし、企業側が決めることができないから、自分の思った金額が取れなければ裁判を

起こすというのは、良い事態なのかと疑問に思う。この事案では 1995 年から 2003 年まで

８年間、最高裁にまで渡って争われている。この長い時間をかけて争った結果、発明者側

が勝訴こそしたものの、得た金額は２５０万円。これは到底、裁判に見合う金額ではない。

確かに、この裁判では「相当な対価」に対して、それまで下級審で定着しつつあった流れ

を確定させたことには一石を投じるが、発明者を保護するという立場では、まだこの額は

少ないのではないかと思う。 
 つまり、発明者にとっては、少ないからといって裁判を起こしても、対して増えずに時

間だけをつぎ込むことになり、それ以上に、企業との折り合いが悪くなることを恐れ、退

職してからでないと、裁判を起こすことなどできないであろう。また、企業にとっても、

消滅時効になるまで、特許料に関する問題がくすぶり続けることになり、財務基盤が安定

しない恐れが生じ、プロパテントの姿勢に重石がつく可能性がある。 
 
 この最高裁判決によって、会社規則で上限を設けることが意味のないことであることは

判明した。よって、これを取り除く動きのあることは当然のことである。 
 しかし、同様の裁判の無駄な増加を防ぎ、企業と発明者双方の利益のためにも、業界や

行政が主導して、相当の対価の計算方法について統一した指針をつくることが最も重要で

はないか。しかも、その計算方法はわかりやすいものでなければならない。法律家しかわ

からないような、難しいものであっては、作っても結局は裁判所行きとなり意味のないも

のになってしまう。たいていの人にはわかるような大枠を決めて、個別事例に対するよう

な部分は、判断の材料や、判断する手順をしっかりと示すことが大切である。 
 また、プロパテントの精神から言って、よりよい判断を下すために、特許庁の外局とし

て、インカメラ審理機能を持った、法的拘束力のない代わりに迅速な判断を下すような、

調停機関的な存在があってもよいのではないかと思う。 

 
参考文献 
最高裁判所ホームページ：http://www.courts.go.jp 
オランダ国際特許事務所：http://www.ondatechno.com/Japanese/report/ 



課題３ 平成１０年２月２４日 最高裁第三小法廷判決 平成６年（オ）第１０８３号にお

ける裁判所の判断の概要、特に、均等論適用の要件とその理由について説明し、それに対

する自らの意見を述べる。 

 ボールスプライン事件と呼ばれるものである。これは、均等論適用の要件を最高裁判所

が積極的に表明した初めてのケースである。 

 特許権者が特許権の侵害を理由として実施者に対して損害賠償を求めた訴訟である。特

許権者は、「無限摺動用ボールスプライン軸受」に関する特許（第９９９１３９号）を有し

ており、実施者は、1983 年 1 月から 88 年 10 月まで、似た製品を業として製造販売した。 

 該当特許には次の５つの構成要件がある。 
 構成要件Ａ：円筒内壁に断面Ｕ字状のトルク伝達用負荷ボール案内溝と、該溝よりもや

や深いトルク伝達用無負荷ボール案内溝を軸方向に交互に形成し、その両端部に前記深溝

と同一深さの円周方向溝を形成した外筒 

 構成要件 B：外筒内壁の軸方向に形成したトルク伝達用負荷ボール案内溝とトルク伝達用

無負荷ボール案内溝に一致して薄肉部と厚肉部を形成し、さらに前記薄肉部と厚肉部との

境界壁に形成した貫通孔と前記厚肉部に形成した無負荷ボール溝ヘボールがスムーズに移

動可能な無限軌道溝を形成した保持器 

 構成要件 C：該保持器と前記外筒間に組み込まれたボールとによって形成される複数個の

凹部間に一致すべく複数個の凸部を軸方向に形成したスプラインシャフト 
 構成要件 D：嵌挿組み立てて構成される 
 構成要件 E：無限摺動用ボールスプライン軸受 

 
 これは東京高等裁判所において、次のように判断された。 
 構成要件Ａについては、構成要件に「断面Ｕ字状」、「円周方向溝」とあるのに対して、

実施者製品では「断面半円状」、「円筒状部分７」である点で相違する。構成要件Ｂについ

ては、構成がそもそも異である。構成要件Ｃ、Ｄ、Ｅに関して、実施者製品はこれを充足

する。しかし、実施者製品は、解決すべき課題、技術的思想、効果において特許によるも

のと変わらず、構成要件Ｂについても置換容易性が認められ、構成要件Ａの違いについて

も特段の技術的意義が認められない。よって、実施者製品は当該特許の技術的範囲に属す

ると認めるのが相当である。 
よって、特許権を侵害しているとして、特許権者に損害賠償請求を認めた。 

 

 しかし最高裁判所では、原則として特許請求の構成中に対象製品と異なる部分があれば

技術的範囲には属さないとした上で、次のような適用論の基準を設けた。 
（１）相違部分が特許発明の本質的部分ではない 
（２）相違部分を置換しても特許発明の目的を達せられ、同一の作用効果を奏するもの 

（３）その置換が、当業者が対象製品製造時において容易に想到することができるもの 
（４）対象製品が出願時において、公知技術と同一又は当業者に容易に推考できないもの 
（５）特許請求範囲から意識的に除外されるなど、特段の事情のないもの 

 これらを満たす場合は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発

明の技術的範囲に属するとしたのである。その理由として、次のように言っている。 
（一）出願時にあらゆる侵害態様を予想することは困難であり、構成の一部を置換するこ

とで特許から逃れられれば、発明への意欲を減殺し、特許法の目的に反するばかりでなく、



社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となる 

（二）特許発明の実質的価値は、記載構成から実質的に同一なものとして容易に想到でき

る技術に及び、実施者はこれを予期すべきである 
（三）特許発明の出願時において公知だったり容易に推考できたりした技術は、そもそも

特許にはならないため、特許発明の技術的範囲に属するということはできない 

（四）特許出願手続で出願人が請求範囲から意識的に除外したなどの場合、特許権者が後

にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理から許されない 
 

 以上から最高裁は、高裁判決について、置換の観点からのみ検討していて、実施者製品

と特許発明の出願時における公知技術との間の関係について何ら検討せずに、均等である

ことを判断しており、そもそも特許法の解釈適用を誤っているとして、これを破棄し差し

戻している。 

 更に、高裁判決に対して、構成要件 C はボールスプライン軸受のシャフトとして通常の

構成であることも言っている。これは当然といえば当然のことである。また、構成要件Ｂ

に対して、実施者製品の一部構造は、当該特許出願前に米国で特許として示されている上

に、構造が技術的に必然であるとしている。また、構成要件Ａ、Ｃに共通する部分に関し

ても日本特許広報やドイツ特許などにより、公知であったことがうかがわれる。これらの

ことから、実施者製品は特許出願前における公知技術から容易に推考できたということに

なり、特許請求範囲での構成と均等とはいえないと、はっきりと示しているのである。 
 

 この判決では、均等論に対して最高裁は判断基準を示しただけで、それについては高裁

で再審理という形になっている。結局、控訴取り下げになったらしく、決着はついていな

い。しかし、それまで例外的にしか認めてこなかった均等論を、積極的に判断基準を示し

たことは賞賛に値するのではないか。 
 逆に言えば、似ているか、似ていないか、わかりやすくいえばそれだけのことが、今ま

で判断基準もなく運用されてきたのが不思議なくらいである。その判断基準がようやく最

高裁で示されて、固まったことになる。アメリカでは１８５３年に既に示されていたとい

うから、日本の特許訴訟がいかに遅れているかがわかる。 
 均等論は適正な権利行使のために必要なものであることは、判決文中にも示されている。

特許法の目的、社会正義、衡平の理念のために、均等論を適用することをはっきりと示し

ている。実際に、その後下級審でも、この判例が多いに参考にされているようである。 

 他方で、次の例に示すように、特許に明らかな無効理由が存在する場合は、権利濫用を

防ぐために、請求を棄却するといった判断も示され、特許訴訟に対する法例整備が着々と

行われていることがわかる。 
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課題４ 平成１２年４月１１日 最高裁第三小法廷判決 平成１０年（オ）第３６４号にお

ける裁判所の判断の概要、特に、侵害裁判所における特許無効理由の判断について説明し、

それに対する自らの意見を述べる。 

 これはキルビー事件と言われ、富士通が自社の半導体製造に関し、テキサス・インスツ

ルメンツ（TI）の有する特許を侵害していないことを確認するために東京地裁に提訴し、

富士通が勝訴。TI 社が東京高裁に控訴し棄却、最高裁に上告し全員一致で棄却された事件

である。 
 ここで、もともとのキルビー特許は 1960 年に出願され 80 年に失効しているが、TI 社が

関連技術を分割出願により、キルビー２７５特許として出願して認められたもの（日本特

許第３２０２７５号）が今回の問題になっている。これは、米国 TI 社が有する半導体特許

であり、初期の世代の半導体を記述した特許である。TI 社に対して日本企業が支払った特

許料総額は数千億円にも上るとされている。 

 
 キルビー２７５特許は、原出願（昭３９－４６８９号）の分割出願として、1971 年 12
月 21 日に出願されたものであり、また原出願は、60 年 2 月 6 日から 64 年 1 月 30 日に分

割出願されたものである。原出願については、公知の発明に基づいて容易に発明すること

ができるものであることを理由として、拒絶査定が確定しており、事実認定によって、原

出願とキルビー２７５特許は、実質的に同一であることが確認されている。 
 以上から、次のようにして結論が導かれている。 
 キルビー２７５特許が適法な分割出願ならば、旧特許法の規定により原出願の時にされ

たものとみなされる。しかし今回は不適法であるため、原発明に後れて出願したものであ

り、特許法第３９条１項の規定（同一の発明について異なつた日に２以上の特許出願があ

つたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。）によ

り拒絶とされる可能性がきわめて高い。その上、拒絶査定が確定している原出願と実質的

に同一であり、この点においても無効となる理由が存在している。 
 このような特許に無効理由が存在することが明らかであるような場合に、特許権に基づ

いて差止め、損害賠償等の請求などの権利を行使することは、権利の濫用として許される

べきことではない。（民法第１条３項「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」。） 
 実際に、キルビー２７５特許については、原判決言渡し後の 97 年 11 月 19 日、無効審決

がされ、最高裁判決時点において審決取消訴訟が係属中であり、特段の事情も認めるに足

りなかった。 

 
 上告理由の一つとして、特許権侵害訴訟において、特許権を有効なものとみなして対象

物件が技術的範囲に属するか否かを判断すべきであるのに、本件特許権を実質上無効とす

る判断を行った原判決は、法令違反があるとするというものが挙げられている。 

 また、大審院判例として、特許が一旦登録された以上その無効審決が確定しない限り、

特許はその効力を失うものではなく、通常裁判所において特許の効力の有無を判断できな

い。というものがある。 

 たしかに、特許法では特許を無効するための手続きとして、特許庁の審判官の審判によ

るもので、無効審決の確定により特許権が初めから存在しなかったものとみなすものとし

ている。よって、特許権は無効審決の確定までは適法かつ有効に存続し、無効とは判断さ

れない。 



 これに対し、最高裁では、次のような判断を示した。まず、無効が明らかな権利を認め

ることは、特許権者に不当な利益を、実施者に不当な不利益を与え、衡平の理念に反する。

また、特許無効審判と特許権侵害訴訟という二重の手間を省略することは、訴訟経済的に

も正しい。さらに、特許法第１６８条２項に「裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手

続を中止することができる。」とあるが、これは審決と訴訟の判断が分かれることを防ぐた

めであり、今回のような無効が明らかな場合は適用されないとしている。 
 このような理由から、特許に無効理由が存在し、無効とされることが明らかな場合、そ

の特許権に基づいて権利を行使することは適当ではなく、特許の無効審決が確定する以前

であっても、裁判所は特許の無効について判断することができるとした。また、このよう

に解しても特許制度の趣旨に反するものとはいえないとし、大審院判例を変更している。 
 
 この判決は、常識にかなっているとはいえ、従来の大審院判例を変更した新判例であり

注目すべきものである。権利の濫用に対して歯止めをかけることで、健全な経済社会の発

展に寄与していると言ってもよい。 
 これまでは、特許は有効であるという前提に基づいて裁判が行われていたが、これによ

り、特許侵害訴訟において特許の無効を事由として構成できることになる。欧米では、以

前からこのようなタイプであり、当然のようにも思えるが、今までできなかったのである。

近い将来に無効になるだろう特許によって、自社製品が生産中止命令を受けるというのは

甚だ可笑しい話しである。なぜなら、特許が無効になった場合、はじめから存在しなかっ

たものと同義になるのであるから。 

 しかし、逆に特許の無効を抗弁とした特許訴訟が増えるのを防ぐ意味もあってか、判決

文の中で「無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり無効とされることが確

実に予見される場合」とその適用を厳しく制限している。本件においては、原出願が無効

であり、無効審決が行われていることから、このような確定的状況においてのみ、適用す

ることができるという意味であろう。しかし、この判例において、今後より柔軟性を持っ

た判断が下級審で下されることが予想され、実際に東京地裁判決，平成１１年（ワ）第２

５７５７号に見られるように、この判断が引用される訴訟もある。 

 ただし問題となるのは、侵害裁判所での判断と、その後の審決での判断が異なった場合

である。侵害裁判所で無効となった場合は、審決後に特許権料の支払いを求められるであ

ろう。ただし、裁判所で一度無効といわれているため、審決で有効判断が出るまでの支払

い義務は法律上存在しないと考える。逆に、侵害裁判所で有効となって、特許権料などの

支払いを行った場合などは、新たな事実ということでおそらく再審となり、特許権者は特

許権料の返還を求めることができだろう。 
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