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国内ヒアリング調査 

国内企業、合計11者に対し

て、国内ヒアリング調査を

実施した。 

背景 

AI、IoT関連発明を含むコンピュータソフトウエア（CS）関連発明等においても、クレ

ームにおいて機能的な表現が認められ、特許審査事例が追加されてきている。 

 他方、諸外国においては、近年の判例や基準改訂を踏まえて、コンピュータソフトウエ

ア関連発明等の特許審査実務が大きく変化してきている。 

まとめ 

（1）機能的特許クレームの解釈は、各国の審査及び審査と侵害訴訟の間で相違する。 

（2）CS関連発明等のクレームは、機能的特許クレームが多用される傾向があるため、 

クレーム解釈の相違による影響が生じる蓋然性が高いと考えられる。 

（3）CS関連発明等の諸外国における権利取得の予見性を高めるため、機能的特許クレー

ム及びCS関連発明について、各国でのクレーム解釈と記載要件を把握・整理すること

が重要であり、本調査研究の報告書にまとめている。 

（4）CS関連発明等における機能的特許クレームのあり方は、侵害訴訟におけるクレーム

解釈又はコンピュータソフトウエア関連分野の技術動向等により、随時変化してい

る。これらの変化にあわせて、機能的特許クレームについての記載要件の審査基準等

を検討していくことが重要である。 

海外質問票調査 

質問票を米国、欧州、中

国、韓国、英国、ドイツに

おいてCS関連発明の知見

を有する現地法律事務所の

6者へ送付し、回収した質

問票から各国のCS関連等

の特許保護の制度・状況に

関する情報について整理・

分析した。 

公開情報調査 

日本、米国、欧州、英国、ド

イツ、中国、韓国を対象とし

て、各国のCS関連発明等の記

載要件等に関し、①法律・審

査基準等の調査・分析、②各

審決・判決等の調査・分析を

行った。 

目的 

CS関連発明等の諸外国における特許取得の予見性を高める 

CS関連発明等における機能的特許クレームのあり方について検討する 

有識者による監修、助言 

報告書の取りまとめにあたっては、専門的な視点からの検討、分析、助言を得るため

に、本調査研究に対して十分な専門知識を有する者2名による監修、助言を受けた。 
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I． 要約（本文） 

 

１． 本調査研究の目的 

 

AI、IoT関連発明を含むコンピュータソフトウエア関連発明（以下、「CS関連発明」と

もいう。）等においても、クレームにおいて機能的な表現が認められ、特許審査事例が追

加されてきている。他方、諸外国においては、近年の判例や基準改訂を踏まえて、CS関

連発明等の特許審査実務が大きく変化してきている。 

本調査では、上記の状況を踏まえ、CS関連発明等の諸外国における特許取得の予見性

を高めるために、また、CS関連発明等における機能的特許クレームの保護のあり方につ

いて検討するために、過去の調査研究を踏まえつつ、各国におけるCS関連発明等の機能

的特許クレームの取り扱いについて、調査・分析することを目的とする。 

 

２． 実施方法 

 

（１） 公開情報調査の実施方法 

 

日本、米国、欧州、英国、ドイツ、中国、韓国を対象として、各国のCS関連発明等の

記載要件等に関し、①法律・審査基準等の調査・分析、②各審決・判決等の調査・分析を

行った。 

 

（２） 国内ヒアリング調査の実施の方法 

 

 国内企業11者に対して、国内ヒアリング調査を実施した。 

国内ヒアリングでのヒアリング項目は、次の【図表－２Ａ】に示すとおりである。 

 

記載要件等について CS 関連発明等について 各国について 

実施可能要件について AI関連発明について 米国／欧州 

サポート要件について IoT関連発明について 英国／ドイツ 

明確性要件について BM関連発明について 韓国／中国 

クレーム解釈等について   

全般 

CS関連発明等に関する審査全般（記載要件以外も含む） 

機能的クレームに対するアプローチについて 
 

【図表－２Ａ】国内ヒアリング項目  
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（３） 海外質問票調査の実施の方法 

 

 質問票を米国、欧州、中国、韓国、英国、ドイツにおいてCS関連発明の知見を有する

現地法律事務所6者へ送付し、回収した質問票から各国のCS関連等の特許保護の制度・状

況に難する情報について整理・分析した。 

海外質問票調査での質問項目は、次の【図表－２Ｂ】に示すとおりである。 

 

記載要件等について CS 関連発明等について 

CS関連発明等における 

機能的クレームの定義等について 

米国での CS関連発明等における 

機能的クレームの保護について 

機能的特許クレームの保護について 
欧州での CS関連発明等における 

機能的クレームの保護について 

機能的クレームに適用される記載要件等

について 

英国での CS関連発明等における 

機能的クレームの保護について 

CS関連発明等の機能的クレームの審査段

階での判断基準について 

ドイツでの CS関連発明等における 

機能的クレームの保護について 

CS関連発明等の機能的クレームの記載要

件等についての工夫 

中国での CS関連発明等における 

機能的クレームの保護について 

AI関連、IoT関連、及び BM関連のクレ

ームに関する実務上、経験上の工夫 

韓国での CS関連発明等における 

機能的クレームの保護について 

CS 関連発明等の機能的クレームに関する情報 

法律や審査基準等の歴史的変遷について 特許明細書に関する留意点について 

法律や審査基準等の今後の動向について 制限及び留意点について 

審決や判決の歴史的変遷について 
権利行使の観点からの 

クレームの書き方について 

主な論点と判断方法 参考文献について 

最近の審査実務の傾向や変化について 問題点等、全般について 

拒絶理由とその解消方法について EUや欧州統一特許裁判所等の動向について 

その他 

CS関連発明等のうち、学習済みモデルを含む AI関連の発明の限定について 
 

【図表－２Ｂ】海外質問項目  
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３． 調査結果 

 

（１） 公開情報調査の調査結果 

 

（i） 機能的クレームの解釈（審査段階） 

 

審査段階における機能的クレームの解釈については、日本、欧州、ドイツ、英国、中

国及び韓国ではクレームの記載に基づいて解釈され、米国では明細書に記載されている実

施例及びその均等物に限定して解釈される。このうち、欧州、英国、及び中国では、機能

的表現を用いることができる場合が、条件が課されている。また、機能的クレームの解釈

について、法律に固有の規定がされているのは、米国のみである。 

日本、米国、欧州、中国及び韓国について、審査段階における機能的クレームの解釈

は、次の【図表－３Ａ】に示すとおりである。 

 

【図表－３Ａ】5庁の機能的クレームの解釈のまとめ 

 

 

 

項目 日本 米国 欧州 中国 韓国 

機能的ク
レーム固
有の解釈
について
の法律 

‐ 

35U.S.C§112(f) 
機能的な要素は、実
施例とその均等物と
解釈する 

‐ ‐ ‐ 

機能的ク
レームの 
判定テスト 

‐ 

MPEP §2181 
subsection I 
クレームの各要素に
構成上の十分な限定
がるか否か 

‐ ‐ ‐ 

機能的ク
レームの 
許容条件 

‐ 

MPEP §2181 
subsection I 
機能を実現する明細
書に開示の構成が何
かを特定できる 

Part F, 
Chapter IV, 
Section 4.2 

不必要な限定を
避けるには機能
的表現以外に他
の記載手法がな
く、かつ、 
機能的表現を使
用したクレームが
十分に明確な場
合 

中国専利審査指南 
第二部分第2章3.2(3.2.1) 
ある技術的特徴が構成上の特
徴によっても限定できない、又
は技術的特徴が構成上の特徴
によって限定するよりも、機能
的或いは効果的特徴を用いて
限定するほうがより適切であ
り、かつ該機能或いは効果は明
細書に定めた実験或いは操作
或いは所属技術分野の常用手
段により直接的かつ肯定的に
検証できる場合 

‐ 

機能的ク
レームの 
解釈基準 

クレ

ーム 
実施例 クレーム クレーム 

クレ

ーム 
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（ii） 記載要件 

 

記載要件（実施可能要件、サポート要件（米国では記述要件に相当）、クレームの明

確性要件）については、次の【図表－３Ｂ】に示すとおり、ドイツを除く、日本、米

国、欧州、英国、中国及び韓国で、法律及び一般基準が規定され、審査基準等でもコン

ピュータソフトウエアや機能的クレームに固有の記載要件の記載が存在する。 

 

項目 日本 米国 欧州 英国 ドイツ 中国 韓国 

実施可能要件 

法律 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

一般基準 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

CS基準 〇 〇 ‐ ‐ ‐ 〇 〇 

機能的クレーム 〇 〇 ‐ ‐ ‐ 〇 ‐ 
 

サポート要件 

法律 〇 〇 〇 〇 ‐ 〇 〇 

一般基準 〇 〇 〇 〇 ‐ 〇 〇 

CS基準 ‐ 〇 ‐ ‐ ‐ 〇 ‐ 

機能的クレーム 〇 〇 〇 〇 ‐ 〇 ‐ 
 

クレームの明確性 

要件 

法律 〇 〇 〇 〇 ‐ 〇 〇 

一般基準 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

CS基準 〇 〇 〇 ‐ ‐ 〇 〇 

機能的クレーム 〇 〇 〇 〇 ‐ ‐ 〇 
 

【図表－３Ｂ】調査対象国の記載要件と法律・審査基準等 

 

（iii） 機能的クレームの解釈（侵害訴訟） 

 

侵害訴訟における機能的クレームの解釈については、調査対象国において、明細書の

記載に基づいて限定的に解釈される傾向にある。各国の侵害訴訟において、機能的クレー

ムに関する解釈について、次の【図表－３Ｃ】に示す。 
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国 機能的クレームに関する解釈（侵害訴訟） 

日本 

侵害訴訟では、クレームの範囲（特許発明の技術的範囲）は、原則、特許請求の

範囲の記載に基づいて定められ（特許法第 70条 1項）、明細書の記載及び図面

を考慮して特許請求の範囲に記載された用語の意義が解釈される（同条第 2

項）。近年の侵害訴訟では、機能的クレームであるか否かが直接的に認定される

こともなく、認定によって機能的クレームに固有の解釈がなされることもない。

しかし、機能的クレームで用いられる機能的な用語は、その意義が明細書の記載

を考慮して解釈される。本調査研究で挙げた侵害訴訟では、CS関連発明のクレ

ームは、明細書の記載が考慮され、限定的に解釈される傾向にある。ただし、請

求項の記載に基づいて解釈された裁判例もいくつか存在した。 

米国 

機能的クレームに関し、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームは、クレー

ム要素の機能を実現する、実施形態に開示の具体的手段・手法並びにそれらの構

成上の均等物に限定して解釈される（35 U.S.C. §112(f)）。また、2015年の

Williamson判決 によって、過去の判例が変更され、ミーンズや ステップの用語

をクレームで用いているか否かにかかわらず、クレームの各要素において構成上

の十分な限定が無い場合には、機能的視点での限定であると認定され、そのクレ

ーム要素につき MPFクレームの解釈の適用を以前より受けやすくなっている。 

欧州 侵害訴訟は、各指定国にて提起される。 

英国 

機能的クレームについては「発明により達成される結果によって特定若しくはそ

の特徴を定める用語でしか発明を定義できない場合、又は、クレーム範囲を不当

に制限せずに発明をより明確に定義することができない場合」に認められるもの

であり（UKIPO’s Manual of Patent Practice, Section 14.120）、そもそも機能的クレー

ム自体が認められ難いため、他国と比較することが困難である。 

ドイ

ツ 

クレームの範囲は、クレームによって決定され、発明の説明及び図面が、クレー

ム解釈に際し考慮される（ドイツ特許法第 14条）。CS関連発明に関し、近年の

侵害訴訟でのクレーム解釈について、公開されている情報が非常に限られている

ため、他国と比較することが困難である。 

中国 

クレームの範囲（保護範囲）は、クレームの内容を基準とし、明細書及び図面を

用いてクレームの内容を解釈できる（中国特許法第 59条）。機能的クレームに

ついては、「クレームにおいて機能又は効果により表現されている技術的特徴に

ついて、裁判所は明細書及び図面に説明された当該機能又は効果の具体的な実施

形態及びそれと均等的な実施形態と合わせて、当該技術的特徴の内容を解釈しな

ければならない」（司法解釈（2009年）第 4条）とされ、実施形態及びその均

等物に限定解釈される。CS関連発明については、「機能的特徴とは、構造、成

分、手順、条件又はその間の関係などについて、それが発明創造において果たす

機能又は効果を通じて限定された技術的特徴をいう。ただし、当業者が請求項を

読むだけで、前述の機能又は効果の具体的な実施形態を直接かつ明確に把握でき

る場合はこの限りでない」（司法解釈（2016年）第 8条）とされている。 

韓国 

クレームの範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められる（韓国特許法第

97条）が、裁判例では「特許請求の範囲を文言通り解釈することが明細書の他

の記載に照らしてみて明確に不合理な場合」等に明細書を考慮して限定解釈され

ている。現地法律事務所等から、「機能的クレームの解釈に関する判例が定立さ

れてはいないが、侵害訴訟では、明細書により限定解釈することによってクレー

ムを狭く解釈したものが大多数である」という見解が挙げられている。 

【図表－３Ｃ】機能的クレームに関する解釈（侵害訴訟） 
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（iv） コンピュータソフトウエア関連発明と機能的クレーム 

 

コンピュータソフトウエア関連発明と機能的クレームに関し、例えば、平成6年改正の

工業所有権法の解説1には、「情報関係技術（電子、通信、情報技術）等の発展に伴い、

いわゆる技術のソフト化が進んだ結果、こうした分野における装置の発明については、構

成に欠くことができない事項として装置の物理的な構造や具体的手段を記載するよりも、

その装置の作用や動作方法などによって装置を定義する方が適切に発明を表現できる場合

が多くなってきていた。」と記載されている。 

 

（２） 国内ヒアリング調査の調査結果 

 

（i） 機能的クレームに対する審査のアプローチについて 

 

 国内ヒアリング調査では、機能的クレームに対する審査のアプローチとして、企業とし

ては、機能的クレームを許容し、その代わりに、機能的クレームに適した記載要件を課す

のが好ましい、との回答が大多数である。機能的クレームを許容すべき理由には、特に

CS関連発明では機能的クレームを用いないで発明の特徴を表現することは困難であり、

又は、機能的表現を用いない場合には、第三者が発明の特徴を保ったまま容易に特許権を

回避できるような狭い権利になってしまうことが挙げられている。一方で、機能的クレー

ムに適した記載要件を課すべき理由には、第三者の特許において、抽象度の高い機能的ク

レームが用いられていると、特許発明の技術的範囲が不明確となり、権利侵害の有無につ

いての予見が困難になる。そのため、必要以上に抽象度の高い機能的クレームは、審査段

階において記載要件等で一旦拒絶理由を通知し、適切な記載に補正させ、権利侵害の有無

についての予見性の程度を高めることが好ましい、という意見が挙げられている。 

 

（ii） 各国の審査等の相違について 

 

 機能的クレームの解釈や記載要件について、ヒアリング対象者からは、実務上、各国の

特許庁の審査で相違していると感じるとの声もある。公開情報調査の結果と同様であり、

公開情報調査の結果を、実務上の経験からも裏付けることができている。 

  

                                                 
1『平成6年改正 工業所有権法の解説』 104頁 日本特許庁 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/sangyozaisan/docu
ment/sangyou_zaisanhou/h6_kaisei_3.pdf［最終アクセス日：2020年3月6日］ 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/sangyozaisan/document/sangyou_zaisanhou/h6_kaisei_3.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/sangyozaisan/document/sangyou_zaisanhou/h6_kaisei_3.pdf
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（iii） 各国の審査等の相違への対策について 

 

 上述の各国の審査等相違への対策として、実施形態のバリエーションを増やす等、明細

書の記載を充実させている旨の知見が挙げられている。その理由として、クレームの補正

は、基本的に明細書の記載の範囲内でしか行うことができないので、各国で異なる拒絶理

由を受けた場合でも、多様な補正が可能であることが挙げられている。また、明細書の記

載を充実させる対策は、クレームの限定解釈を回避或いは抑制する対策としても挙げられ

ている。 

 

（iv） その他、CS関連発明等について 

 

 CS関連発明の機能を発揮する主体（「機能主体」という。）については、クレーム上

で、機能主体を限定したくない、という意見が多い。その理由として、コンピュータシス

テムでは、分散システムによって各機能を複数装置に分散させることが容易であり、機能

主体を限定した場合、各機能を複数装置に分散させることにより侵害回避がされてしまう

と特許権を取得する意味がない、というものである。 

 

（３） 海外質問票調査の調査結果 

 

 海外質問票調査では、現地法律事務所の法的知見によって公開情報調査の結果を裏付け

るとともに、実務的知見を調査している。 

 

（i） 各国での機能的クレームの解釈と記載要件について 

 

 機能的クレームの解釈や記載要件について、各国の現地法律事務所の回答を総合する

と、公開情報調査の結果のとおりであり、国ごとの審査、及び審査と侵害訴訟の間で相違

していることが確認できている。 

 侵害訴訟での機能的クレームの解釈については、明細書の記載を考慮して限定解釈する

ことで、クレームを狭く解釈する傾向がある。 

 

（ii） 各国でのクレーム解釈及び記載要件への対策について 

 

 各国のクレーム解釈及び記載要件への対策として、実務的知見から、次の回答が挙げら

れている。 

 米国での記載要件全般に関し、CS関連発明では、フローチャート又はブロック図で示
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されたアルゴリズム／各手順を特定したプロセスを十分に説明することで、実施可能要

件、サポート要件を満たすことができる。このアルゴリズム／各手順を特定したプロセス

の説明は、機能的表現が35 U.S.C. §112(f)に基づいて解釈された場合の35 U.S.C. §112(b)によ

る拒絶の回避やクレームの明確性要件にも役に立つ、という回答が挙げられている。 

 米国でのクレーム解釈に関し、機能的に記載されたクレームの用語が112(f)に基づいて

解釈されたとしても、クレームされた機能を実行するのに十分な構成を明細書が開示して

いる限り、特許実務者は35 U.S.C. §112(b)の拒絶を回避することができる、という回答が

挙げられている。 

 欧州での機能的クレームに関し、審査ガイドラインでは、クレームの機能的特徴は1つ

の実施形態によってもサポート要件を充足できるが、実際には、機能を達成する実施例を

明細書に2つ以上記載することが好ましい、という回答が挙げられている。 

 

（iii） その他、CS関連発明等について 

 

 2019年の米国の審査ガイダンスに関し、CS関連発明等に対して、重視すべき点を、保

護適格性要件から記載要件へシフトさせているのではないだろうか、という見解が挙げら

れている。 

 欧州では、学習済みモデルに関する事例として、技術的課題を扱っていないとして審査

官がクレームを拒絶した事例がある、という見解が挙げられている。 

 

 

４． まとめ 

 

（１） 機能的クレームの解釈の相違 

 

機能的クレームの解釈は、各国の審査、及び審査と侵害訴訟の間で相違している。 

公開情報調査によれば、審査段階において、機能的クレームは、日本、欧州、英国、

ドイツ、中国、及び韓国ではクレームの記載に基づいて解釈されるが、米国では、ミーン

ズ・プラス・ファンクションクレームに該当する場合、明細書に記載された実施形態及び

その均等物に限定して解釈される。一方、侵害訴訟において、機能的クレームは、明細書

の記載に基づいて限定的に解釈される傾向にあり、各国の審査、及び審査と侵害訴訟の間

で、クレーム解釈が相違する。 
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（２） CS関連発明等と機能的クレームの関係 

 

 CS関連発明等のクレームは、機能的クレームが多用される傾向があるため、クレーム

解釈の相違による影響が生じる蓋然性が高いと考えられる。 

 公開情報調査による「平成6年改正の工業所有権法の解説」の記載、及び、現地法律事

務所からの見解によれば、CS関連発明等は機能的クレームが多用される傾向があると考

えられる。この点、ソフトウエアは、それ自体が無体物であってハードウエアとの独立性

が高く、パーソナルコンピュータ等の汎用装置上に実装されるため、ハードウエア等の物

理的な技術的特徴がないことがある。特に近年、ソフトウエアは、汎用装置で実行される

アプリケーションの開発や流通が主流となり、同一機能を多種多様な装置構成や論理構成

で実装され、その発明の本質も機能であることが多くなっている。このような背景の下、

CS関連発明等は、各装置構成や各論理構成として個々に保護するよりも、機能でまとめ

て保護する要望や必要性が高くなり、他分野の発明と比較して、機能的クレームが多用さ

れる傾向があると考えられる。 

これにより、CS関連発明等において機能的クレームが用いられることが多くなると、

クレーム解釈の相違による影響が生じる蓋然性も高くなる。 

 

（３） CS関連発明等の権利取得の予見性を高めるための考察 

 

（i） 各国でのクレーム解釈と記載要件を把握・整理 

 

CS関連発明等の諸外国における権利取得の予見性を高めるため、本調査研究では、機

能的特許クレーム及びCS関連発明について、各国でのクレーム解釈と記載要件を把握・

整理することが重要である。理由は、次のとおりである。 

 

上述のとおり、CS関連発明等のクレームには機能的クレームが多用される傾向がある

と考えられるため、CS関連発明等に固有の審査基準等のみならず、機能的特許クレーム

の審査基準等も適用対象になる可能性がある。 

 一方、公開情報調査によれば、機能的クレームの解釈は、各国の審査及び審査と侵害訴

訟の間で相違している。また、コンピュータソフトウエア分野に固有の審査基準の有無や

内容、機能的クレームに固有の記載要件等の審査基準の有無や内容も、各国で様々であ

る。したがって、CS関連発明等の諸外国における権利取得の予見性を高めるためには、

本調査研究を参考に、機能的特許クレーム及びCS関連発明について、各国でのクレーム

解釈と記載要件を把握・整理することが重要である。 

 本調査研究では、機能的特許クレーム及びCS関連発明について、各国でのクレーム解
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釈と記載要件を、本報告書にまとめている。 

 

（ii） 各国でのクレーム解釈と記載要件の相違への対策 

 

 国内ヒアリング調査及び海外質問票調査によれば、各国の記載要件全般で、特許出願に

おいて実施形態のバリエーションを増やし、明細書の記載を充実させることは、各国の審

査等の相違への対策、及び、クレームの限定解釈を回避或いは抑制する対策の両面から有

効であると考えられる。明細書の記載の充実化により、各国の記載要件等の拒絶理由に応

じて、多様なクレームの補正案を検討でき、特許権の取得の可能性を高めることができる

からである。また、明細書の記載の充実化により、機能的クレームは、機能的表現の意味

を明細書の記載を参酌して解釈されても、充実した明細書の記載により、限定解釈を回避

できる場合がある。さらに、明細書の実施例或いはその均等物に限定解釈される場合、又

は明細書の記載を参酌して限定解釈される場合でも、実施形態のバリエーションを含むよ

うに特許発明の技術的範囲や均等物が認定され、実施形態のバリエーションが少ない場合

よりも、広い範囲の技術的範囲と認定されることがある。 

また、特に判例法を採用する国では、裁判所の判決によって、審査段階におけるクレ

ーム解釈の基準も変わり、その結果、従前の権利取得の予見性が変化又は喪失してしまう

場合もある。その対策としても、実際の特許出願では、実施形態のバリエーションを増や

す等、明細書の記載を充実させることが重要である。 

 

（４） CS関連発明等の機能的クレームのあり方についての考察 

 

 CS関連発明等における機能的特許クレームのあり方は、侵害訴訟におけるクレーム解

釈又はコンピュータソフトウエア関連分野の技術動向等により、随時変化している。これ

らの変化にあわせて、機能的特許クレームについての記載要件の審査基準等を検討してい

くことが重要である。理由は、次のとおりである。 

 

クレーム解釈については、各国の侵害訴訟でのクレーム解釈との関係もあり、少なく

とも審査において、国際的に統一的な解釈基準、又は各国・地域で恒常的な解釈基準を設

けるのは、困難であると思われる。特に、判例法を採用する国では、裁判所の判決によっ

て、審査におけるクレーム解釈が変わり得る。 

一方、コンピュータソフトウエア分野及びその応用分野（コンピュータソフトウエア

関連分野）に関し、近年、デジタル化された財・サービス、情報、金銭などがインターネ
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ットを介して、個人・企業間で流通するデジタル経済2が加速し、IoT（Internet of Things,モ

ノのインターネット）技術やAI（Artificial Intelligence,人工知能）技術に代表されるコンピ

ュータソフトウエア技術の技術革新が急速に進展している。このように、コンピュータソ

フトウエア関連分野では、産業も技術も変革期にあり、産業の発達に寄与するための発明

の保護及び利用のバランスや方法等も、随時変化し得る。 

クレーム解釈と記載要件の審査基準等は、発明の保護の範囲と利用（開示）の範囲を

定める基準となり得るから、コンピュータソフトウエア関連分野の発明で多用される傾向

がある機能的クレームについても、当該分野での産業及び技術の変化にあわせて、その記

載要件の審査基準等を検討していくことが重要である。 

 

（５） 記載要件の審査基準等の検討に関する提言 

 

現状、記載要件の審査基準等について、例えば、次の検討を行うことが考えらえる。 

国内ヒアリング調査の結果によれば、「機能的クレームは許容すべきであるが、必要

以上に抽象度の高いクレームは、適切な記載に補正させることが好ましい」という意見が

挙げられ、また、「機能的クレームに対して、適切な審査アプローチは、CS関連発明に

係る出願と他分野の出願では異なる」という意見が挙げられている。 

よって、CS関連発明等の機能的クレームについて、抽象度の程度に応じた基準や事例

を検討することが考えられる。公開情報調査の結果によれば、日本のCS基準において

は、サポート要件の基準等が存在しておらす、国内ヒアリングで意見の多かったクレーム

の明確性と併せて、審査基準等を検討することが考えられる。 

 また、国内ヒアリング調査の結果によれば、コンピュータソフトウエア分野での分散処

理技術の発展にともなって、課題を解決する機能が複数の機能主体（サーバ等）に分散さ

れるケースも多くなっている。このため、方法クレームやシステムクレームにおいて、機

能主体を限定すると、第三者が容易に特許権を回避可能となり、特許権の実効性や特許権

を取得する意義が損なわれるので、クレームに機能主体を記載すべき記載要件は緩和して

欲しいとの要望が挙げられている。全ての機能を人間が行っているケースを除き、各機能

が複数の装置に分散されるケースでも、クレームの範囲に含まれ、その疑義が生じないよ

うな基準や審査を検討することが考えられる。 

 

                                                 
2 平成29年度 年次経済財政報告 「―技術革新と働き方改革がもたらす新たな成長―」149頁（内閣府、2017年）、https://w

ww5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je17/pdf/all_03.pdf［最終アクセス日：2020年3月16日］ 

https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je17/pdf/all_03.pdf
https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je17/pdf/all_03.pdf


 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

はじめに 

 

日本では、AI、IoT関連発明を含むコンピュータソフトウエア関連発明等においても、クレ

ームにおいて機能的な表現が認められ、特許審査事例が追加されてきている。他方、諸外国

においても、近年の判例や基準改訂を踏まえて、コンピュータソフトウエア関連発明等の特

許審査実務が大きく変化してきている。 

一方、各国のコンピュータソフトウエア関連発明等や審査基準については、これまで、

「各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の

現状に関する調査研究」（平成29年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業）、

及び「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究」（平成24年度 特許庁産業財産

権制度問題調査研究）が行われている。 

上記の状況を踏まえ、コンピュータソフトウエア関連発明等の諸外国における特許取得の

予見性を高めるために、また、コンピュータソフトウエア関連発明等における機能的特許ク

レームの保護のあり方について検討するために、過去の調査研究を踏まえつつ、各国におけ

るコンピュータソフトウエア関連発明等の機能的特許クレームの取扱いについて、調査・分

析することを目的として本調査研究を実施した。 

 

本報告書をまとめるにあたり、ご指導、ご協力をいただいた方々をはじめ、ヒアリングに
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 序 
 

 調査研究の目的及び内容 
 

（１） 調査研究の目的 
 

 
 

日本においては、コンピュータソフトウエア関連発明及びビジネスモデル関連発明（以下、

「コンピュータソフトウエア関連発明等」という）に関して、特許・実用新案審査基準（以下

「審査基準」という）及び特許・実用新案審査ハンドブック（以下「審査ハンドブック」

という）の附属書B第1章「コンピュータソフトウエア関連発明」（以下「CS基準」という）

に記載されているとおり、クレームに技術的手順又は機能が記載されている場合には、発明

の詳細な説明に、技術的手順又は機能がハードウエア又はソフトウエアによってどのよう

に実行又は実現されているのか記載されていれば、実施可能要件を満たすと考えられる3。

また、「物の発明」の場合には、作用、機能、性質、特性、方法、用途その他の様々な表現

形式を用いることが認められている4。また、AI、IoT関連発明を含むコンピュータソフトウ

エア関連発明等においても、クレームにおいて機能的な表現が認められ、特許審査事例が追

加されてきている5、6、7。 

他方、諸外国においては、近年の判例・審決例や基準等の改訂を踏まえて、コンピュータ

ソフトウエア関連発明等の特許審査実務が大きく変化してきている。 

米国においては、35 U.S.C.において、機能的表現クレームの発明を実施可能とするのに必

要なサポート要件や、クレームの明確性要件が定められている。また2015年のWilliamson判

決8によって、手段（Means）やステップ（Step）との用語を用いなくても、ミーンズ・プラ

ス・ファンクションクレームと認定される場合が存在しており、機能的表現クレームが新規

性の判断において限定的に解釈され、或いは実施可能要件が認められないケースが存在する

と考えられる。また、2019年1月には、米国特許商標庁がコンピュータソフトウエア関連のク

レームの機能的限定に関する審査ガイダンスを公表し9その運用が注目される。 

欧州においては、毎年、コンピュータソフトウエア関連発明等の取り扱いを含む審査便覧

が改訂され、どのような表現のクレームが認められる方向であるか注目される。 

韓国においては、2014年にコンピュータソフトウエア関連発明等の審査基準が改訂され、

特許保護対象の明確化が行われた。中国においては、2017年4月中国専利審査指南が改訂され、

コンピュータソフトウエア関連発明等について保護対象が拡大された。両国においても、機

能、特性で表されたクレームについて、実務実態の把握が必要である。 

                                                 
3 特許・実用新案審査ハンドブック附属書B「第1章コンピュータソフトウエア関連発明」1.1.1.実施可能要件等参照 
4 特許・実用新案審査基準「第II部第2章第3節明確性要件」2.3留意事項 
5 2016年9月 特許・実用新案審査ハンドブック 参考資料「IoT関連技術等に関する事例について」（2016年9月時点では

附属書A及び附属書B）に、IoT関連技術に関する12事例を掲載。 
6 2017年3月に特許・実用新案審査ハンドブック 参考資料「IoT関連技術等に関する事例について」（2017年3月時点では

附属書A及び附属書B）に、IoT関連技術、AI関連技術及び3Dプリンティング関連技術として11事例を追加掲載。 
7 2019年1月に特許・実用新案審査ハンドブック 参考資料「AI関連技術等に関する事例について」（附属書A）に、AI関

連技術に関する10事例を追加。 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/ai_jirei.html［最終アクセス日：2020年3月11日］ 
8 Williamson v. Citrix Online, LLC (Fed. Cir. en banc 2015) 
9 https://www.federalregister.gov/documents/2019/01/07/2018-28283/examining-computer-implemented- functional-clAIm-

limitations-for-compliance-with-35-usc-112［最終アクセス日：2020年3月11日］ 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/ai_jirei.html
https://www.federalregister.gov/documents/2019/01/07/2018-28283/examining-computer-implemented-%20functional-clAIm-limitations-for-compliance-with-35-usc-112
https://www.federalregister.gov/documents/2019/01/07/2018-28283/examining-computer-implemented-%20functional-clAIm-limitations-for-compliance-with-35-usc-112


 

- 2 -  

 

 
 

各国のコンピュータソフトウエア関連発明等や審査基準については、これまで以下の調査

研究が行われている。 

 

①平成29年度 各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータ 

ソフトウエア関連発明等の特許保護の現状に関する調査研究10 

 

②平成24 年度 特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究11 

 

上記①の調査は、直近のコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護について、特に

発明該当性と進歩性に焦点を当てて調査されたものであり、記載要件やクレームの解釈につ

いて重点は置かれていないが、当該技術分野の特許保護について全体状況を把握する上で参

考になる。また、②の調査はクレーム解釈について、機能・特性等により表現されたクレー

ムを含めて調査を行っているものであり、コンピュータソフトウエア関連発明等に特化した

ものではなく、調査も平成24年度であるため、調査以降に各国で重要判決や、審査基準等

の改訂が行われているものの、クレーム解釈についての過去の調査研究として参照できる。 
 

 
 

本調査では、上記の状況を踏まえ、コンピュータソフトウエア関連発明等の諸外国におけ

る特許取得の予見性を高めるために、また、コンピュータソフトウエア関連発明等における

機能的特許クレームの保護のあり方について検討するために、過去の調査研究を踏まえつつ、

各国におけるコンピュータソフトウエア関連発明等の機能的特許クレームの取り扱いについ

て、調査・分析することを目的とする。 
 

  

                                                 
10 平成29年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフ

トウエア関連発明等の特許保護の現状に関する調査研究」（一般社団法人 日本国際知的財産保護協会、2017年）https://

www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/h29_02.pdf［最終アクセス日：2020年3月6日］ 
11 平成24年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究」（一般社

団法人知的財産研究所、2012年）

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11064840/www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2012_09.pdf

［最終アクセス日：2020年3月6日］ 

https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/h29_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/h29_02.pdf
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11064840/www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2012_09.pdf
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11064840/www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2012_09.pdf
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（２） 調査研究内容及び実施方法 

 

 
 

本調査研究では、以下の①～③について調査を行った。 

 

 各国のコンピュータソフトウエア関連発明等の記載要件等に関する法律・審査基準

の分析 

 

各国（日本、米国、欧州（欧州特許庁及び英国、ドイツ）、中国、韓国）での、コ

ンピュータソフトウエア関連発明等の機能的クレームについての、実施可能要件、サ

ポート要件、明確性要件及び、機能的クレームが記載された場合のクレームの解釈に

関する法律・審査基準（コンピュータソフトウエア関連発明等に特化した審査基準等

を有する国であって、当該特化した審査基準等の中で一般基準を引用・参照している

場合は、その参照箇所の調査・分析も含む。また、コンピュータソフトウエア関連発

明等の特許保護の取得に関して、それ以外の発明の場合に比べて特別な要件が存在す

る場合は、一般的な発明における要件等についても調査・分析する。）の調査・分析

を行った。上記調査については歴史的変遷についても調査し、上記（１）（ⅱ）記載の

既存資料の内容と合わせ分析した。 

調査対象とする「コンピュータソフトウエア関連発明等」は、以下の（A）、（B）を

含むものとした。 

 

 コンピュータソフトウエア関連発明 

 

コンピュータソフトウエア関連発明の調査対象には、（コンピュータの動作に関する）

プログラム、データ（AIの学習用データ、CADのデータ、3Dプリンタ用データも調査対象

に含める）、構造を有するデータ／データ構造、数学上の公式、学習済みモデル、学習済みモデ

ルの重み付け係数（パラメータ）のセット及びそれらを記録した記録媒体、（ソフトウエア

と協働して動作する）情報処理装置／システム、並びに、それらの動作方法、作成方法等を

含む。 

 

 ビジネスモデル関連発明 

 

ビジネスモデル関連発明の調査対象には、インターネット（IoT関連技術）等を利用した

ビジネスモデルシステム、フィンテック（情報技術と組み合わされた金融サービス）、ビジネ

スに用いる道具（収支対照表等）等を含む。 

 

 各国のコンピュータソフトウエア関連発明等の記載要件等に関する審決・判決の分

析 

 

各国（日本、米国、欧州（欧州特許庁及び英国、ドイツ）、中国、韓国）での、コ

ンピュータソフトウエア関連発明等の機能的クレームについての、実施可能要件、サ

ポート要件、明確性要件及び、機能的クレームが記載された場合のクレームの解釈に

関する審決・判決（判決は、審決等取消訴訟のみならず、侵害訴訟において特許権の

有効・無効の判断を行っているものを含む）について調査・分析を行った。 
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 各国においてコンピュータソフトウエア関連発明等の機能的クレームが認められる

範囲の分析 

 

（i）③の審決・判決の案件について、他国（日本、米国、欧州（欧州特許庁及び英

国、ドイツ）、中国、韓国）でのファミリー出願の状況を調査し、類似のファミリー

出願が存在する場合は、どのようなクレームで特許が認められているかについて、調

査・分析を行った。 
 

 
 

 公開情報調査 

 

 法律、審査基準等の調査・分析 

 

書籍、論文、法令（条約）、規則、審査基準、審査マニュアル、ガイドライン、指

令、通知、事例、その他政府文書等、審決、判決、調査研究報告書、審議会報告書、

データベース及びインターネット情報等を利用して、上記（i）①で挙げた各項目に関

わらず網羅的に各国（地域）のコンピュータソフトウエア関連発明等の機能的クレー

ムの保護に関する公表情報を入手した。その上で、上記（i）で挙げた項目に関する情

報を収集し、整理・分析した。 
 

 審決・判決等の調査・分析 

 

書籍、論文、法令（条約）、規則、審査基準、審査マニュアル、ガイドライン、指

令、通知、審査官向けの研修資料、事例、その他政府文書等、審決、判決、調査研究

報告書、審議会報告書、データベース及びインターネット情報等を利用して、上記（i）

②で挙げた論点に関する審決例・裁判例を、合計215件、調査・分析した。また併せて、

（i）③に挙げた論点に関する特許出願、登録特許を調査・分析した。 

 

なお、公開情報調査（A）～（B）の実施に当たっては、以下の点に留意した。 

・海外の審決例・裁判例の調査・分析に当たっては、多様な観点を踏まえて検討を行

い、庁担当者と事前に協議して作業を進めた。 

・収集した外国語文献については、必要に応じて日本語に翻訳した。 

・本調査研究の調査員は、公開情報調査の結果について、随時庁担当者へ報告した。 

 

 国内ヒアリング調査 

 

 国内企業11者に対して、国内ヒアリング調査を実施した。 

 国内ヒアリング調査は、公開情報調査等を踏まえてさらに深堀りすることを目的と

し、ヒアリング調査先の選定及びヒアリング内容については、多様な観点を踏まえて

検討を行い、庁担当者と事前に協議した上で進めた。 

 なお、実施に当たっては以下の点に留意した。 

・調査対象先との連絡調整を行った。 

・ヒアリングの実施、メモ取り、取りまとめ、分析作業を行った上で、ヒアリング結

果について議事録及び概要を作成し、速やかに庁担当者に提出した。 

・ヒアリング結果につき、公開情報と非公開情報の区分リストを作成した。なお、可
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能な限り公開の承諾を得た。また、公開の承諾が一部得られない場合は、公開情報

と非公開情報とを明確にした。 

 

 海外質問票調査 

 

 質問票を、米国、欧州、中国、韓国、英国、ドイツ（5か国・1地域）において、コ

ンピュータソフトウエア関連発明等の審査実務・侵害訴訟実務について豊富な知見を

有する現地法律事務所5者へ送付し、回収した質問票から得られた結果を日本語に翻

訳し、各国（地域）のコンピュータソフトウエア関連発明等の審査実務・審決・判決

等の各国の特許保護の制度・状況に関する情報について整理・分析した。 

 海外質問票調査の送付先の選定及び調査項目・質問事項の設定については、多様な

観点を踏まえて検討を行い、送付先国に応じて複数種類作成し、庁担当者に提示の上、

承認を得た。 

・海外質問票調査については、公開情報調査及び国内ヒアリング調査と同様の点に留

意して実施した（上記（ii）①、②参照）。 

・質問票については、送付先の国・地域ごとに、質問項目を決定の上、翻訳等を行い、

作成した。 

・海外質問票調査の結果は、日本語に翻訳を行った。 

 

 調査結果の分析・取りまとめ 

 

 （ii）①～③の結果を総合的に分析し、庁担当者と十分な協議の上、報告書に取りま

とめた。取りまとめにあたっては、調査研究に関して専門的な視点から検討、分析、

助言を得るために、本調査研究に対して十分な専門的知見を有する者（弁理士）によ

る監修、助言を受けた。 

・前記の調査研究内容の結果を報告書にまとめた。 

・報告書の表題は「コンピュータソフトウエア関連発明等の機能的特許クレームの保

護のあり方に関する調査研究」とした。 

・報告書の要約（文章及び本調査研究を俯瞰する図表）を報告書に含めた。 

・著作権の取扱い等について報告書に記載した。 
 

 
 

 本調査を請負うに当たって、その業務を遂行する研究員を決めて作業体制を構築す

るとともに、作業責任者を決めた。当該作業責任者は、庁担当者に提示・送付（メー

ル含む）する資料等に対し責任を持ち、常に直接かつ迅速に対応できる体制を整備し

た。 

 また、具体的に研究員は、我が国及び調査対象国（地域）のコンピュータソフトウ

エア関連発明等の特許保護の制度・運用に対して十分な知見・実務経験を有するとと

もに、コンピュータ関連発明等の特許保護をめぐる国際的議論や調査対象国（地域）

の制度の運用実態についても知見・実務経験を有している。 
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（３） 本調査報告書中の用語について 

 

 本調査報告書では、次の【図表－Ⅰ－１】に示す用語を用いる。 

 

 
 

用語 説明 

機能的表現 
作用、機能、性質又は特性（「機能・作用等」ともいう。）を用

いて物を特定しようとする記載を意味する。 

クレーム 

請求項を意味する。本書では、記載要件やクレーム解釈におい

て、便宜上、「特許請求の範囲の記載」を「クレームの記載」と

表現する場合もある。 

クレームの範囲 
特許発明の技術的範囲を意味する。審査段階においては、請求項

に係る発明の要旨（外延とも呼ばれる）を意味する。 

機能的 

特許クレーム 

機能的特許クレームとは、クレーム中に機能･特性等を用いて物を

特定しようとする記載のあるクレームを意味する｡機能だけで表現

された、いわゆるミーンズ・プラス・ファンクションクレームだ

けでなく、構造・材料等の限定に加えて機能・特性等の限定を含

むクレームも調査の対象である。「機能的クレーム」と称する。 

CS 関連発明 

Computer Software（コンピュータソフトウエア）関連発明の略称

である。本報告書では、CS 関連発明は、Computer-Implemented 

Inventions（CII：コンピュータ実施発明）とも表すことがある。 

BM 関連発明 
Business Model（ビジネスモデル）関連発明の略称である。本報告

書では、Business Method 関連発明も BM 関連発明と表記する。 

CS 関連発明等 
コンピュータソフトウエア関連発明及びビジネスモデル関連発明

を意味する。CS 関連発明等とも称する。 

AI Artificial Intelligence（人工知能）の略称である。 

IoT Internet of Things（モノのインターネット）の略称である。 

CS 基準 コンピュータソフトウエア関連発明に係る審査基準等を意味する 

一般基準 

産業や技術分野等に依存しない、共通の審査基準等を意味する。

審査基準等を、共通の審査基準等と特定の技術分野に特有の事項

が記載された審査基準等（例えば、CS 基準）に区別する場合、共

通の審査基準等を「一般基準」という。 
 

【図表－Ⅰ－１】用語とその説明 

 

 
 

 本調査報告書では、次の【図表－Ⅰ－２】に示す表記を用いる。 

 

表記 説明 

ソフトウエア 

ハードウエア 

ファームウエア 

例えば、審査基準等、審決・判決で「ソフトウェア」と表記され

ている場合、「ェ」を「エ」に変換し、「ソフトウエア」と表記

する。同様に、「ハードウエア」を「ハードウエア」、「ファー

ムウェア」を「ファームウエア」と表記する。 

【図表－Ⅰ－２】表記上の注意  
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 調査対象の審査基準等 

 

 本調査研究報告書では、審査基準等として、次の【図表－Ⅰ－３】に記載された資料

を調査対象としている。 

 

国 審査基準等 最新版 

日本 

特許・実用新案審査基準（Examination Guidelines for 

Patent and Utility Model in Japan）12 
2019年3月 

特許・実用新案審査ハンドブック（Examination 

Handbook for Patent and Utility Model in Japan）13 
2019年4月 

米国 

米国特許審査手続マニュアル（MPEP：Manual of 

Patent Examining Procedure）14 

※米国審査便覧とも翻訳される。 

2018年1月 

審査ガイダンス（Examining Computer-Implemented 

Functional Claim Limitations for Compliance with 

35 U.S.C. 112）15 

CS関連発明等の最新の公表（2019年1月7日）は、
“Examining Computer-Implemented Functional Claim 

Limitations for Compliance with 35 U.S.C. § 112” 

2019年1月 

欧州 

欧州特許庁審査ガイドライン（Guidelines for 

Examination in the European Patent Office）16 

※欧州審査便覧とも翻訳される。 

2019年11月 

英国 英国特許実務マニュアル（Manual of Patent Practice）17 2017年4月 

ドイツ 
ドイツ審査ガイドライン（Guidelines for the 

Examination Procedure） 
2019年1月 

中国 中国専利審査指南18、19 2020年2月 

韓国 
韓国特許・実用新案審査基準（Patent Examination 

Guidelines）20 
2020年1月 

                                                 
12 特許・実用新案審査基準 日本特許庁https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/index.html

［最終アクセス日：2020年3月6日］ 
13 特許・実用新案審査ハンドブック 日本特許庁

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/index.html［最終アクセス日：2020年3月6日］ 
14 米国特許審査手続マニュアル 米国特許商標庁 https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html［最終アクセ

ス日：2020年3月6日］ 
15 審査ガイダンス 米国特許商標庁 https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/examination-

guidance-and-training-materials［最終アクセス日：2020年3月13日］ 
16 欧州特許庁審査ガイドライン 欧州特許庁 https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html［最終アクセ

ス日：2020年3月6日］ 
17 特許実務マニュアル 英国特許庁 https://www.gov.uk/government/publications/patents-manual-of-patent-practice［最

終アクセス日：2020年3月6日］ 
18 専利審査指南2010 中国特許庁 http://www.sipo.gov.cn/docs/20191018163334399663.pdf［最終アクセス日：2020年3

月6日］ 
19 専利審査指南の改正に関するお知らせ(No. 343） 中国特許庁 http://www.sipo.gov.cn/zfgg/1144989.htm［最終アク

セス日：2020年3月6日］ 
20 特許・実用新案審査基準 韓国特許庁 https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=92006［最終アクセス日：2020年3月6

日］ 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/index.html
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/index.html
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/index.html
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html
https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/examination-guidance-and-training-materials
https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/examination-guidance-and-training-materials
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html
https://www.gov.uk/government/publications/patents-manual-of-patent-practice
http://www.sipo.gov.cn/docs/20191018163334399663.pdf
http://www.sipo.gov.cn/zfgg/1144989.htm
https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=92006
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【図表－Ⅰ－３】調査対象の審査基準等 

［日本語訳について］ 

 本報告書において、次の法律・審査基準等の日本語訳については、次の資料による

日本語訳（仮訳）の一部表記を調整し、又は、追加して掲載している。本報告書で

は、次の各法律・審査基準等において、表記を調整した箇所又は追加した箇所には、

下線を引いている。 

 

・欧州特許庁審査ガイドライン 

「欧州特許庁審査便覧（2012年6月）（日本語訳）」のF部欧州出願（ 独立行政法人日

本貿易振興機構（ジェトロ））21を加工して作成 

 

・中国専利審査指南 

「専利審査指南2010（日本語訳）」（独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）北

京センター知的財産権部）22を加工して作成 

 

・最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問

題に関する解釈（二） 

「最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問

題に関する解釈（二）（2016 年4 月1 日施行）」（独立行政法人日本貿易振興機構（ジ

ェトロ）北京事務所知的財産権部）23 

 

・韓国特許・実用新案審査基準 

「特許・実用新案審査基準（2020年1月1日施行）」（ 日本貿易振興機構（ジェトロ）

ソウル事務所）24加工して作成 

 

 

また、本報告書の日本語訳は、参照用のための仮訳である。各国の法律・審査基準

等、判決・審決等とその要約、及びその他資料等に関し、最終的な内容の確認及び照

会等については、その原文（英語、ドイツ語、中国語、韓国語）で行って頂き、仮に

日本語訳と原文との間で、内容に齟齬があった場合には、原文が正しいものとする。 

 

 

 記載要件と各国の条文 

 

 実施可能要件 

 

各国の実施可能要件（Enablement requirement, Disclosure of the invention）は、次の

【図表－Ⅰ－４】の条文に規定された要件である。 

  

                                                 
21 「欧州特許庁審査便覧（2012年6月）（日本語訳）」 F部欧州出願 独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）h

ttps://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/guidelines_part_f.pdf［最終アクセス日：2020年3月26日］ 
22 「専利審査指南2010（日本語訳）」 独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）北京センター知的財産権部 htt

ps://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20100201.pdf［最終アクセス日：2020年3月26日］ 
23 「最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）（2016 

年4 月1 日施行）」 独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）北京事務所知的財産権部 https://www.jetro.go.jp/ex

t_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/interpret/20160401r.pdf［最終アクセス日：2020年3月26日］ 
24 「特許・実用新案審査基準（2020年1月1日施行）」 日本貿易振興機構（ジェトロ）ソウル事務所 https://www.jet

ro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/law/sinsasisin20200101.pdf［最終アクセス日：2020年3月26日］ 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/guidelines_part_f.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/guidelines_part_f.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20100201.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20100201.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/interpret/20160401r.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/interpret/20160401r.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/law/sinsasisin20200101.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/law/sinsasisin20200101.pdf
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国 条文 

日本 第36条第4項第1号 

米国 35 U.S.C. § 112(a) 

欧州 Article 83 EPC 

英国 Section 14(3), Section 72(1)(c) of the Patents Act 1977 

ドイツ Section 34(4) of the German patent statutes 

中国 中国特許法第26条3項 

韓国 第42条第3項第1号 

【図表－Ⅰ－４】実施可能要件の条文一覧 

 

 サポート要件 

 

各国のサポート要件（米国では記述要件（Written Description requirement）に相当）は、

次の【図表－Ⅰ－５】の条文に規定された要件である。 

 

国 条文 

日本 第36条第6項第1号 

米国 35 U.S.C. § 112(a) 

欧州 Article 84 EPC 

英国 Section 14(5)(c) of the Patents Act 1977 

ドイツ 特になし 

中国 中国特許法第26条第4項 

韓国 第42条4項第1号 

【図表－Ⅰ－５】サポート要件の条文一覧 

 

 クレームの明確性要件 

 

各国のクレームの明確性要件は、次の【図表－Ⅰ－６】の条文に規定された要件で

ある。 

 

国 条文 

日本 第36条第6項第2号 

米国 35 U.S.C. § 112(b) 

欧州 Article 84 EPC 

英国 Section 14(5)(b) of the Patents Act 1977 

ドイツ 特になし 

中国 中国特許法第26条第4項 

韓国 第42条第4項第2号 

【図表－Ⅰ－６】クレームの明確性要件の条文一覧 
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 各国におけるコンピュータソフトウエア関連発明等の機能的特許クレ

ームの保護の現状 
 

 公開情報調査の総括 
 

 各国・地域の制度・運用の概要 

 

 
 

過去の調査25, 26のとおり、全ての調査対象国（日本、米国、欧州（欧州特許庁、ドイ

ツ及び英国）、中国、韓国）において、コンピュータソフトウエア関連発明等（「CS

関連発明等」とも称する。）は特許可能な発明として認められ27、機能的特許クレーム

（「機能的クレーム」とも称する。）も認められる。 

 

 
 

審査段階では、次の【図表－Ⅱ１（１）－１】に示すとおり、機能的クレームは、日

本、欧州特許庁、ドイツ、英国、中国及び韓国において、原則、クレームの記載に基

づいて解釈される。これに対し、米国では、機能的クレームは、明細書に記載されて

いる実施例及びその均等物に限定されて解釈される。 

 

項目 日本 米国 欧州 英国 ドイツ 中国 韓国 

機能的クレームが認められるか 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

機能的クレ

ームの解釈 

(審査段階) 

機能的クレーム固

有の解釈について

の法律 

‐ 
〇 

112条(f) 
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

機能的クレームの

判定テスト 
‐ 〇 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

機能的クレームの

許容条件 
‐ 〇 〇 〇 ‐ 〇 ‐ 

機能的クレームの

解釈基準 

クレ

ーム 
実施例 

クレ

ーム 

クレ

ーム 

クレー

ム 

クレ

ーム 

クレ

ーム 

【図表－Ⅱ１（１）－１】調査対象国の機能的クレームの解釈のまとめ 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の参照） 

 

機能的クレームの解釈について、法律が規定されているのは、米国のみである（35 

U.S.C. §112(f)）。 

                                                 
25 平成29年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータ

ソフトウエア関連発明等の特許保護の現状に関する調査研究」11－13頁（一般社団法人 日本国際知的財産保護協

会、2017年） https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/h29_02.pdf［最終アクセス

日：2020年3月6日］ 
26 平成24年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究」50

頁、82頁（一般社団法人知的財産研究所、2012年） http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11064840/www.jpo.go.jp/shir

you/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2012_09.pdf［最終アクセス日：2020年3月6日］ 
27 日本は、「特許・実用新案審査ハンドブック」附属書B「第1章 コンピュータソフトウエア関連発明」9頁－25頁

2.1 発明該当性（第29条第1項柱書）を参照。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b1.pdf［最終アクセス日：

2020年3月6日］ 

https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/h29_02.pdf
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11064840/www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2012_09.pdf
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11064840/www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2012_09.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b1.pdf
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一方、欧州特許庁、英国、及び中国では、機能的表現を用いることができる場合に

ついて、機能的表現以外に記載手法がなく、かつ、クレームが明確である場合に限る

等、比較的厳しい条件を課している。 

 

 
 

記載要件については、次の【図表－Ⅱ１（１）－２】に示すとおり、法律、一般基

準、CS基準、基準での機能的クレームに関する記載の有無を調査した。全ての調査対

象国において、法律及び一般基準で、実施可能要件、クレームの明確性要件、サポー

ト要件に相当する記載要件が規定されている。 

 

項目 日本 米国 欧州 英国 ドイツ 中国 韓国 

実施可能要件 

法律 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

一般基準 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

CS基準 〇 〇 ‐ ‐ ‐ 〇 〇 

機能的クレ

ーム 
〇 〇 ‐ ‐ ‐ 〇 ‐ 

 

サポート要件 

法律 〇 〇 〇 〇 ‐ 〇 〇 

一般基準 〇 〇 〇 〇 ‐ 〇 〇 

CS基準 ‐ 〇 ‐ ‐ ‐ 〇 ‐ 

機能的クレ

ーム 
〇 〇 〇 〇 ‐ 〇 ‐ 

 

クレームの明確性 

要件 

法律 〇 〇 〇 〇 ‐ 〇 〇 

一般基準 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

CS基準 〇 〇 〇 ‐ ‐ 〇 〇 

機能的クレ

ーム 
〇 〇 〇 〇 ‐ ‐ 〇 

【図表－Ⅱ１（１）－２】調査対象国の記載要件と法律・審査基準等 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の参照） 

 

 
 

審決・判決では、機能的クレームは、調査対象国において、明細書の記載に基づい

て限定的に解釈される傾向にある。各国の侵害訴訟において、機能的クレームに関す

る解釈について、次の【図表－Ⅱ１（１）－３】に示す。 
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国 機能的クレームに関する解釈（侵害訴訟） 

日本 

侵害訴訟では、クレームの範囲（特許発明の技術的範囲）は、原則、特許請求の範囲

の記載に基づいて定められ（特許法第 70条1項）、明細書の記載及び図面を考慮し

て特許請求の範囲に記載された用語の意義が解釈される（同条第2項）。近年の侵害

訴訟では、機能的クレームであるか否かが直接的に認定されることもなく、認定によ

って機能的クレームに固有の解釈がなされることもない。しかし、機能的クレームで

用いられる機能的な用語は、その意義が明細書の記載を考慮して解釈される。本調査

研究で挙げた侵害訴訟では、CS関連発明のクレームは、明細書の記載が考慮され、

限定的に解釈される傾向にある。ただし、請求項の記載に基づいて解釈された裁判例

もいくつか存在した。 

米国 

機能的クレームに関し、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームは、クレーム要

素の機能を実現する、実施形態に開示の具体的手段・手法並びにそれらの構成上の均

等物に限定して解釈される（35 U.S.C. §112(f)）。また、2015年のWilliamson判決 によ

って、過去の判例が変更され、ミーンズや ステップの用語をクレームで用いている

か否かにかかわらず、クレームの各要素において構成上の十分な限定が無い場合に

は、機能的視点での限定であると認定され、そのクレーム要素につきMPFクレーム

の解釈の適用を以前より受けやすくなっている。 

欧州 侵害訴訟は、各指定国にて提起される。 

英国 

機能的クレームについては「発明により達成される結果によって特定若しくはその特

徴を定める用語でしか発明を定義できない場合、又は、クレーム範囲を不当に制限せ

ずに発明をより明確に定義することができない場合」に認められるものであり

（UKIPO’s Manual of Patent Practice, Section 14.120）、そもそも機能的クレーム自体が認め

られ難いため、他国と比較することが困難である。 

ドイ

ツ 

クレームの範囲は、クレームによって決定され、発明の説明及び図面が、クレーム解

釈に際し考慮される（ドイツ特許法第 14条）。CS関連発明に関し、近年の侵害訴訟

でのクレーム解釈について、公開されている情報が非常に限られているため、他国と

比較することが困難である。 

中国 

クレームの範囲（保護範囲）は、クレームの内容を基準とし、明細書及び図面を用い

てクレームの内容を解釈できる（中国特許法第59条）。機能的クレームについて

は、「クレームにおいて機能又は効果により表現されている技術的特徴について、裁

判所は明細書及び図面に説明された当該機能又は効果の具体的な実施形態及びそれと

均等的な実施形態と合わせて、当該技術的特徴の内容を解釈しなければならない」

（司法解釈（2009年）第4条）とされ、実施形態及びその均等物に限定解釈される。

CS関連発明については、「機能的特徴とは、構造、成分、手順、条件又はその間の

関係などについて、それが発明創造において果たす機能又は効果を通じて限定された

技術的特徴をいう。ただし、当業者が請求項を読むだけで、前述の機能又は効果の具

体的な実施形態を直接かつ明確に把握できる場合はこの限りでない」（司法解釈

（2016年）第 8条）とされている。 

韓国 

クレームの範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められる（韓国特許法第 97

条）が、裁判例では「特許請求の範囲を文言通り解釈することが明細書の他の記載に

照らしてみて明確に不合理な場合」等に明細書を考慮して限定解釈されている。侵

害訴訟では、明細書により限定解釈することによってクレームを狭く解釈し

たものが存在している。 

【図表－Ⅱ１（１）－３】機能的クレームに関する解釈（侵害訴訟） 
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審査基準や法改正の解説書等において、CS関連発明等は、機能によって表現される

傾向があることを示す記載もある。 

例えば日本では、平成6年改正の工業所有権法の解説28において、「情報関係技術

（電子、通信、情報技術）等の発展に伴い、いわゆる技術のソフト化が進んだ結果、

こうした分野における装置の発明については、構成に欠くことができない事項として

装置の物理的な構造や具体的手段を記載するよりも、その装置の作用や動作方法など

によって装置を定義する方が適切に発明を表現できる場合が多くなってきていた。」

と言及されている。 

また海外現地法律事務所からは、CS関連発明等は、そもそもソフトウエア自体が無

体物であるため、物理的な構造として記載することが難しく、機能的クレームにより

発明を記載する場合が多い、という見解もある。 

 

 
 

近年、AI関連発明について関心が特に高く、各国で、審査基準の改訂、事例の提

示、意見募集、又は特許動向調査等が行われている。特許動向調査によれば、出願件

数が急増していた。 

 

・AI関連発明の記載要件 

一部の調査対象国において、AI関連発明の記載要件について、基準等の改訂や意見

募集がある。例えば、日本では、AI関連発明について、審査ハンドブックの事例を充

実するとともに、実施可能要件／サポート要件について、機械学習に用いられる複数

種類のデータの間に、相関関係等の一定の関係の存在が認められるか、若しくは、技

術常識に鑑みて推認される場合、相関関係等の一定の関係が、明細書等に記載された

説明や統計情報に裏付けられているか、若しくは、実際に作成した人工知能プログラ

ム等による性能評価結果による裏付けがなされる場合、又は、AIによりある機能を持

つと推定された物の発明については、実際に物を製造して当該機能の評価をした実施

例が記載されている場合に、実施可能要件／サポート要件を満たすことが示された29。 

米国では、米国知的財産法協会（AIPLA）のAI論説30において、AI関連発明の実施可

能要件に対する懸念について言及されている。  

                                                 
28『平成6年改正 工業所有権法の解説』 104頁 日本特許庁 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/sangyoza
isan/document/sangyou_zaisanhou/h6_kaisei_3.pdf［最終アクセス日：2020年3月6日］ 
29 特許・実用新案審査ハンドブック 参考資料「AI関連技術に関する事例について」事例47－50  
1頁、4頁、11頁、13頁、16頁、19頁 日本特許庁 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_z_ai-
jirei.pdf［最終アクセス日：2020年3月6日］ 

30 Raphael Freiwirth,The AIPLA/AIPPI/FICPI AI Colloquium Primer,AIPLA/AIPPI/FICPI AI Colloquium 2019（2019年2
月）、https://ficpi.org/_/uploads/files/AIPLA-AIPPI-FICPI_Artificial_Intelligence_Colloquium_Patent_ONLY_Primer.pdf
［最終アクセス日：2020年3月6日］ 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/sangyozaisan/document/sangyou_zaisanhou/h6_kaisei_3.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/sangyozaisan/document/sangyou_zaisanhou/h6_kaisei_3.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_z_ai-jirei.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_z_ai-jirei.pdf
https://ficpi.org/_/uploads/files/AIPLA-AIPPI-FICPI_Artificial_Intelligence_Colloquium_Patent_ONLY_Primer.pdf
https://ficpi.org/_/uploads/files/AIPLA-AIPPI-FICPI_Artificial_Intelligence_Colloquium_Patent_ONLY_Primer.pdf
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（２） 各国・地域の制度・運用の比較 

 

 
 

調査対象国において、主として、次の類似点があると考えられる。 

 

 法律上の記載要件 

 

ドイツを除く調査対象国において、法律上の記載要件として、実施可能要件、クレ

ームの明確性要件、サポート要件が規定されている。 

 

 侵害訴訟における機能的クレームの解釈 

 

全ての調査対象国において、機能的クレームは、明細書の記載に基づいて限定的に

解釈される傾向にある。 

 

 
 

各調査対象国の間では、主として、次の相違点があると考えられる。 

 

 審査段階における機能的クレームの解釈 

 

審査段階においては、機能的クレームの解釈について、各国で相違点があり、各国

の解釈で認定された発明に基づいて、記載要件及び特許要件が判断される。この相違

点を分類する場合には、下記の（ア）～（ウ）の類型が考えられる。 

 

（ア）機能的クレームを、実施例及びその均等物に限定して解釈する［米国］ 

（イ）機能的クレームを、機能的表現以外に記載手法がなく、かつ、クレームが明確

である場合に限る等の許容条件を満たす場合には、クレームの記載に基づいて解

釈する［欧州特許庁、英国、及び、中国］ 

（ウ）機能的クレームを、クレームの記載に基づいて解釈する［日本、ドイツ、及

び、韓国］ 

 

 
 

 各国での相違点 

 

一般的な記載要件については、法律の内容、趣旨ともに、各国で類似性がある。一

方、機能的クレームの解釈については、審査段階において、各調査対象国の間で相違

点があり、各国での解釈で認定された発明に基づいて記載要件も判断される。他方、

CS関連発明等については、コンピュータソフトウエアの性質上、機能的クレームが多

くなる。CS関連発明等の諸外国における特許取得の予見性を高めるためには、審査段

階における機能的クレームの解釈について、各国での相違点を認識することが重要で

あると考えられる。 

 

 審査段階と侵害訴訟での相違点 

 

多くの国で、審査段階と侵害訴訟で、機能的クレームの解釈に相違点があると考え
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られる。一方、米国では、審査段階と侵害訴訟で機能的クレームの解釈が一致する

が、審査段階でも、機能的クレームが実施例及びその均等物に限定して解釈される。

これらの相違点、及び、審査段階での限定解釈については、CS関連発明等の機能的ク

レームの保護のあり方を検討するときに、重要な要素の1つとなると考えられる。上述

のとおり、CS関連発明等では、機能的クレームが多くなるので、上記の相違点による

問題が、他の技術分野と比較して顕著になる可能性がある。 

 

 その他 

 

近年のCS関連発明等の動向として、AI関連発明の記載要件について、日本は、先行

して、相関関係等の存在の推認される場合等に記載要件を満たすことを示した。一

方、米国で議論されているように、データセットの要求等、さらに厳しい要件を課す

ことも想定され得る。AI関連発明については、AIの急速な普及に伴って、その特許出

願が急速に増加している過程であり、今後の他国の動向が注目される。 
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（ ３ ）  国・ 地域の制度・ 運用の概要一覧表

日本 米国 欧州 英国 ドイツ 中国 韓国

「コンピュータソフトウエア関連発明」とは、その
発明の実施にソフトウエアを必要とする発明で

ある
特になし

｢コンピュータ実施発明(CII)｣という表現は、コ
ンピュータ、コンピュータネットワーク若しくはそ
の他のプログラム可能な装置を含む請求の範囲
であって、クレーム発明において表面上1つ又は
複数の特徴がプログラムによって実現されるも

のを対象とする

特になし 特になし

「コンピュータプログラムに係わる発明」とは、発
明で提示する課題を解決するため、コンピュー
タプログラムの処理フローが全部又は一部の基
礎となっており、コンピュータが前記フローに

沿って作成されるプログラムを実行することに
より、コンピュータ外部又は内部の対象を制御、

又は処理する解決方案をいう

「コンピュータ関連発明」とは、「発明がその実施
のためソフトウエア又はハードウエアによって実
現された論理段階を必要とする発明」をいう。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

35 U.S.C.§112(f)

クレームの各要素に構成上の十分な限定が
あるか否か

MPEP § 2181 subsection I

　機能を実現する明細書に開示の構成が
何かを特定できる

不必要な限定を避けるには
機能的表現以外に他の記載手法がなく、かつ、
機能的表現を使用したクレームが十分に明確な

場合

発明により達成される結果によって特定若しく
は    その特徴を定める用語でしか発明を定義で
きない場合、又は、クレーム範囲を不当に制限せ
ずに発明をより明確に定義することができない

場合

ある技術的特徴が構造的特徴によっても限定で
きない、又は技術的特徴が構造的特徴によって
限定するよりも、機能的或いは効果的特徴を用
いて限定するほうがより適切であり、かつ該機
能或いは効果は明細書に定めた実験或いは操
作或いは所属技術分野の常用手段により直接

的かつ肯定的に検証できる場合

MPEP § 2181 subsection I Part F, Chapter IV, Section 4.2
UKIPO’s Manual

of Patent Practice, Section 14.120
中国専利審査指南第二部分第2章3.2(3.2.1)

クレームの記載 実施形態の記載(実施形態とその均等物) クレームの記載 クレームの記載 クレームの記載 クレームの記載 クレームの記載

法律 第36条第4項第1号 35 U.S.C. § 112(a) Article 83 EPC
Section 14(3), Section 72(1)(c) of

the Patents Act 1977
Section 34(4) of the German patent

statutes
中国特許法第26条3項 第42条第3項第1号

一般基準 審査基準　第Ⅱ部第1章第1節 MPEP § 2164 Part F, Chapter III
UKIPO’s Manual of Patent Practice,

Section 14.72
Section 2.3.3.1 of the Guidelines for

examiner
中国専利審査指南第二部分第2章2.1.3 審査基準第2部第3章2

法律 第36条第6項第1号 35 U.S.C. § 112(a) Article 84 EPC
Section 14(5)(c)

of the Patents Act 1977
特になし 中国特許法第26条第4項 第42条4項第1号

機能的クレーム 審査基準　第Ⅱ部第2章第2節　2.2 MPEP § 2161.01, subsection I Part F, Chapter IV, Section 6.5 Sections 14.142-156 特になし 中国専利審査指南第二部分第2章3.2.1 特になし

法律 第36条第6項第2号 35 U.S.C. § 112(b) Article 84 EPC
Section 14(5)(b)

of the Patents Act 1977
特になし 中国特許法第26条第4項 第42条第4項第2号

CS基準 審査ハンドブック附属書B　第1章　1.2.1 MPEP § 2181 subsection II, B Part F, Chapter IV, Section 3.9 特になし 特になし 中国専利審査指南第二部分第9章5.2 審査基準第9部第10章1.2

審査基準の改訂(2018年4月)
［第4次産業革命技術に対する進歩性判断基準、

第4次産業革命技術に対する優先審査等］

審査基準の改訂(2019年3月)
［バイオヘルス及びソフトウエア革新技術保護の

ための審査基準改訂］

第4次産業革命関連技術の
新特許分類体系の策定

(2018年1月)

第4次産業革命関連新技術の
特許出願専担組織新設

(2019年10月)

審査基準　第Ⅲ部第2章第4節

35 U.S.C. § 112(f)
MPEP 2114

MPEP 2173.05(g)
MPEP § 2181

特になし

審査基準第2部第4章3

特になし

審査基準第2部第4章4中国専利審査指南第二部分第2章3.2.2

審査基準第2部第4章4

特になし

特になし

中国専利審査指南の改訂
(2020年2月1日施行予定)

特になし

特になし

特になし

特になし

特になし

特になし

Section 2.3.3.6
of the Guidelines for examiner

MPEP § 2161.01, subsection III
MPEP § 2164.06(c)

MPEP § 2161.01, subsection I

○

特になし

特になし

　特になし

審査基準第3部第2章4.1.2

審査基準第9部第10章1.1

中国専利審査指南第二部分第9章5.2

　特になし

2017年4月1日施行の特許庁令74号

○

　特になし

中国専利審査指南第二部分第9章5.2

中国専利審査指南第二部分第9章5.1

中国専利審査指南第二部分第2章3.2.1

中国専利審査指南第二部分第2章3.2.1

　特になし

特になし

特になし
Section 14.130

Section 14.132-134

英国特許実務マニュアルの改訂

英国特許実務マニュアルの改訂

英国特許実務マニュアルの改訂

Artificial Intelligence - a worldwide
overview of AI patents

○

　特になし

　特になし

　特になし

Section 14
of the German patent statutes

Section 2.3
of the Guidelines for examiner

○

　特になし

Section 125(1), (3)
of the Patents Act 1977

特になし

特になし

UKIPO’s Manual of Patent Practice,
Section 14.60-14.104

Section 14.72
Sections 14.142-156

特になし
CS関連発明
又は記載要
件に関する
基準等に
ついての

近年の動向
（2017年
以降)

Part F, Chapter IV, Section 4.2

MPEP § 2181 subsection II, B

米国特許審査マニュアル(2017年8月)

審査ガイダンス
［101条及び112条］

AI関連発明に関する意見募集
(2019年8月)

機能的クレーム

一般基準

審査基準　第Ⅱ部第2章第3節　4
第Ⅱ部第2章第3節　2.3

審査ハンドブックの改訂(2017年3月)
［IoT・AI関連技術等の事例充実］

2017年
基準等の改訂

機能的クレーム
の解釈

（審査段階）

実施可能要件

サポート要件

クレームの
明確性要件

特になし

Part F, Chapter IV,
Section 4.1

特になし

機能的な要素は、
実施例とその均等物と解釈する

機能的クレームが認められるか

機能的クレーム固有の
解釈についての法律

特になし

特になし

○

　特になし

　特になし

特になし

特になし

Part F, Chapter IV, Section
 6.1

特になし

機能的クレームの
許容条件

特になし

審査基準、審査ハンドブックの改訂
(2018年3月)

［CS関連発明の発明該当性等］

審査ハンドブックの改訂(2019年1月)
［AI関連技術等の事例追加］

※記載要件(相関関係)等を含む

2019年
基準等の改訂

2018年
基準等の改訂

AI関連発明の出願状況調査
(2019年7月)

その他動向

CS関連発明等が特許可能な発明として
認められるか

CS基準 特になし

審査基準　第Ⅱ部第2章第3節

特になし

項目

CS関連発明等の定義

○ ○

審査基準　第Ⅱ部第1章第1節　3.1.1
審査ハンドブック　附属書B　第1章　1.1.1

MPEP §2161.01, subsection I
MPEP §2163, subsectionｓ I, II, III

MPEP § 2163.01 - § 2163.07

MPEP § 2173
MPEP § 2173.01 - § 2173.05

MPEP § 2181 subsection I
MPEP § 2181 subsection II

Part F, Chapter IV, Section 2.1
Part F, Chapter IV, Section 4.1

Part F, Chapter IV, Section 4.5.3
Part F, Chapter IV, Section 4.10

Part F, Chapter IV, Section 4.12.1
Part F, Chapter IV, Section 4.13.2

Part F, Chapter IV, Section 6.5

欧州特許庁審査ガイドライン　2019年11月
Part F, Chapter IV, Section 4.12.1
Part F, Chapter IV, Section 4.13.2

特になし

UKIPO’s Manual of Patent Practice,
Section 14.111

Sections 14.128 – 14.129
Section 14.130

Section 14.132-134

特になし

特になし

　特になし

MPEP § 2161.01, subsection III

一般基準 審査基準　第Ⅱ部第2章第2節

機能的クレームの
解釈基準

CS基準 審査ハンドブック　附属書B　第1章　1.1.1

機能的クレーム

機能的クレームの判定
テスト
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（４） 各国・地域の重要審決・判決一覧 

 

 
 

日本の重要審決・判決一覧 

（１）  東京高裁昭和51年（ネ）783号「ボールベアリング自動組立器事件」 

（２）  東京地裁平成8年（ワ）22124号「磁気媒体リーダー事件」 

（３）  東京高裁平成15年（行ケ）325号「身体関連商品の購入システム事件」 

（４）  東京平成23年（ワ）29178号「ネットワークゲーム用サーバ装置事件」 

（５）  知財高裁平成25年（ネ）10071号「テレビ受像機事件」 

（６）  知財高裁平成28年（ワ）21346号「FX取引事件」 

（７）  知財高裁平成29年（ネ）10072号（原審：平成28年（ワ）14868号） 

「人間関係登録サーバ事件」 

（８）  知財高裁平成29年（ネ）10043号（原審：平成28年（ワ）37954号） 

「双方向テレビ番組ガイドシステム事件」 

（９）  東京地裁平成29年（ワ）24174号「金融商品取引管理装置事件」 

（１０） 東京地裁平成29年（ワ）10027号「FX取引管理方法事件」 
  

 

 
 

米国の重要審決・判決一覧 

（１）  ACTV, Inc. v. Walt Disney Co., 346 F.3d 1082, 1087 (Fed. Cir.2003) 

（２）  Advanced Ground Info. Sys., Inc. v. Life 360,830 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2016) 

（３）  Alice Corp. v. CLS Bank Int'l, 134 S. Ct. 2347 (2014) 

（４）  AllVoice Computing PLC v. Nuance Commc’ns, Inc., 504 F.3d 1236, 1245  

(Fed. Cir. 2007) 

（５）  Altris, Inc. v. Symantec Corp., 318 F.3d 1363, 1376 (Fed. Cir. 2007) 

（６）  Apex Inc. v. Raritan Comput., Inc., 325 F.3d 1364, 1372-74 (Fed. Cir. 2003) 

（７）  Ariad Pharm., Inc. v. Eli Lilly and Co., 598 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2010) (en banc) 

（８）  Aristocrat Techs. Australia Pty Ltd. v. Int'l Game Tech., 521 F.3d 1328  

(Fed. Cir. 2008) 

（９）  Atmel Corp. v. Info. Storage Devices, Inc., 198 F.3d 1374, 1381-82  

(Fed. Cir. 1999) 

（１０） Biomedino, LLC v. Waters Techs. Corp., 490 F.3d 946 (Fed. Cir. 2007) 

（１１） Blackboard, Inc. v. Desire2Learn, Inc., 574 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2009) 

（１２） CCSFitness, Inc. v. Brunswick Corp., 288 F.3d 1359, 1369 (Fed. Cir. 2002) 

（１３） Datamize, LLC v. Plumtree Software, Inc., 417 F.3d 1342 (Fed. Cir. 2005) 

（１４） Electric Power Grp., LLC v. Alstom S.A., 830 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2016) 

（１５） EON Corp. IP Holdings LLC v. AT&T Mobility LLC, 785 F.3d 616 

 (Fed. Cir. 2015) 

（１６） Ergo Licensing, LLC v. CareFusion 303, Inc., 673 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2012) 

（１７） Finisar Corp. v. DirecTV Grp., Inc., 523 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2008) 

（１８） Flo Healthcare Sols., LLC v. Kapos, 697 F.3d 1367, 1375 (Fed. Cir.  2012) 

（１９） Fonar Corp. v. Gen. Elec. Co., 107 F.3d 1543, 1549 (Fed. Cir. 1997) 

（２０） Function Media, L.L.C. v. Google, Inc., 708 F.3d 1310 (Fed. Cir. 2013) 
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（２１） Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc., 91 F.3d 1580 (Fed. Cir. 1996) 

（２２） Harris Corp. v. EriCSson Inc., 417 F.3d 1241, 1249 (Fed. Cir. 2005) 

（２３） In re Alappat, 33 F.3d 1526, 1545 (Fed. Cir. 1994) (en banc) 

（２４） In re Aoyama, 656 F.3d 1293, 1297 (Fed. Cir. 2011) 

（２５） In re Donaldson Co., 16 F.3d 1189, 1195 (Fed. Cir. 1994) (en banc) 

（２６） In re Dossel, 115 F.3d 942, 946 (Fed. Cir. 1997) 

（２７） In Re Hayes Microcomputer Products, Inc., 982 F.2d 1527 (Fed. Cir. 1992) 

（２８） In re Katz Interactive Call Processing Patent Litigation, 639 F.3d 1303  

(Fed. Cir. 2011) 

（２９） In re Wands, 858 F.2d 731 (Fed. Cir. 1988) 

（３０） Intel Corp. v. VIA. Techns., Inc., 319 F.3d 1357, 1366 (Fed. Cir. 2003) 

（３１） Intellectual Ventures I LLC v. Symantec Corp., 838 F.3d 1307 (Fed. Cir. 2016) 

（３２） IPXL Holdings, L.L.C. v. Amazon.com, Inc., 430 F.3d 1377 (Fed. Cir. 2005) 

（３３） Lighting World v. Birchwood Lighting, 382 F.3d 1354, 1360-62 (Fed. Cir. 2004) 

（３４） Lizardtech v Earth Resources Mapping, 424 F.3d 1336 (Fed Cir. 2005) 

（３５） Mas-Hamilton Grp. v. LaGard, Inc., 156 F.3d 1206 (Fed. Cir. 1998)  

（３６） Mass. Inst. of Tech. and EleCS. for Imaging, Inc. v. Abacus Software,  

462 F.3d 1344, 1354 (Fed. Cir. 2006) 

（３７） Mastermine Software, Inc. v. Microsoft Corp., 874 F.3d 1307 (Fed. Cir. 2017) 

（３８） Media Rights Techs., Inc. v. Capital One Fin. Corp., 800 F.3d 1366  

(Fed. Cir. 2015) 

（３９） Medical Instrumentation and Diagnostic Corp. v. Elekta AB, 344 F.3d 1205,  

1218 (Fed. Cir.2003) 

（４０） Microprocessor Enhancement Corp. v. Intel Corp., 520 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2008) 

（４１） Nazomi Commc'ns, Inc. v. Nokia Corp., 739 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2014) 

（４２） Net MoneyIN, Inc. v. VeriSign, Inc., 545 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2008) 

（４３） Noah Sys., Inc. v. Intuit Inc., 675 F.3d 1302 (Fed. Cir. 2012) 

（４４） Personalized Media Commc'ns, LLC v. Int'l Trade Com’n., 161 F.3d 696  

(Fed. Cir. 1998) 

（４５） Rivera v. Int’l Trade Comm’n, 857 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2017)  

（４６） TriMed, Inc. v. Stryker Corp., 514 F.3d 1256, 1259-60 (Fed. Cir. 2008) 

（４７） Triton Tech of Texas, LLC v. Nintendo of Am., Inc., 753 F.3d 1375 (Fed. Cir. 2014) 

（４８） Trs. Of Bos. Univ. v. Everlight EleCS. Co., LTD., 896 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2018) 

（４９） Typhoon Touch Techs., Inc. v. Dell, Inc., 659 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2011) 

（５０） Vasudevan Software, Inc. v. MicroStrategy, Inc., 782 F.3d 671 (Fed. Cir. 2015)  

（５１） Watts v. XL Sys., Inc., 232 F.3d 877, 880-81 (Fed. Cir. 2001)  

（５２） Welker Bearing Co. v. PHD, Inc., 550 F.3d 1090, 1096 (Fed. Cir. 2008)  

（５３） Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339, 1349 (Fed. Cir. 2015)  

（５４） WMS Gaming, Inc. v. Int'l Game Tech., 184 F.3d 1339, 1349 (Fed. Cir. 1999) 
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欧州の重要審決・判決一覧 

（１）  T 208/84 

（２）  T 115/85 

（３）  T 258/03 

（４）  T 223/05 

（５）  T 0132/02 

（６）  T 1002/92 

（７）  T 1936/12 

（８）  T 2146/09 

（９）  T 1000/08 

（１０） T 1213/09 

（１１） T 1485/06 

（１２） T 1194/97 

（１３） T 2567/16 

（１４） T 0410/96 

（１５） T 0049/99 

（１６） T 2491/12 

（１７） T 2026/15 

（１８） T 0066/11 

（１９） T 1722/06 

（２０） T 0848/93 

（２１） T 0304/08 

（２２） T 1722/11 

（２３） T 0268/13 

（２４） T 1931/14 

（２５） T 0068/85  

（２６） T 0409/91 

（２７） T 0484/92 

（２８） T 0713/98 

（２９） T 0094/05 

（３０） T 0770/90 

（３１） T 0011/06 

（３２） T 1931/06 

（３３） T 0160/09 

（３４） T 1251/08 

（３５） T 0510/12 

（３６） T 1902/10 

（３７） T 0292/85 

（３８） T 0242/92 
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（３９） T 0435/91 

（４０） T 0424/03 

（４１） T 1392/06  

（４２） T 1645/09 

（４３） T 1789/11 

（４４） T 0737/11 

（４５） T 2163/11 

（４６） T 641/00 

（４７） T 1227/05 

（４８） T 1173/97 

（４９） T 1265/09 

（５０） T 625/11 

（５１） T 1842/10 

（５２） T 471/05 

（５３） T 204/90 

（５４） T 181/96 

（５５） T 265/97 

（５６） T 361/88 

（５７） T 720/92 

（５８） T 560/09 

（５９） T 243/91 

（６０） T 893/90 

（６１） T 1802/12 

（６２） T 391/91 

（６３） T 241/95 

（６４） T 830/08 

（６５） T 1074/00 

（６６） T 151/01 

（６７） T 143/06 

（６８） T 1151/04 
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英国の重要審決・判決一覧 

（１）  Actavis v Lilly [2017] UKSC 48 

（２）  Regen Lab v Estar [2019] EWHC 63 (Pat)      

（３）  Icescape v Ice-World ([2018] EWCA Civ 2219)  

（４）  Mylan v Yeda [2017] EWHC 2629 

（５）  Fisher & Paykel v ResMed [2017] EWHC 2748  

（６）  Illumina v PremAItha [2017] EWHC 2930  

（７）  L’Oreal v R.N. Ventures [2018] EWHC 173 

（８）  Liqwd v L’Oreal [2018] EWHC 1394 

（９）  Warner-Lambert Company LLC v GeneriCS (UK) Ltd (t.a. Mylan) & Anor.  

[2018] UKSC 56 

（１０） GeneriCS (U.K.) Limited and others v Yeda Research and Development Company  

  Limited and others [2017] EWHC 2629 (Pat) 

（１１） Actavis Group PTC EHF v ICOS Corporation & Ors [2017] EWCA Civ 1671 

（１２） Regan Lab SA v Estar Medical Ltd & Ors [2019] EWHC 63 (Pat) 

（１３） Technetix B.V and others v Teleste Ltd [2019] EWHC 126 (IPEC) 

（１４） No-Fume Ltd v Frank Pitchford Co Ltd, 52 RPC 231 

（１５） BL O/031/17 

（１６） Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel [2005] RPC 9 

（１７） Sandvik Intellectual Property AB v Kennametal UK Ltd [2011] EWHC 3311(Pat) 

（１８） Zipher Ltd v Markem Systems Ltd [2009] FSR 1 

（１９） Ultraframe (UK) Ltd v Eurocell Building PlastiCS [2005] RPC 7 

（２０） Nikken Kosakusho Works v Pioneer Trading Co. [2006] FSR 4 

（２１） Folding AttiCStAIrs Ltd v Loft StAIrs Co. Ltd. [2009] FSR 24 

（２２） IGT/Acres Gaming Inc.’s Application [2008] EWHC 568 

（２３） Biogen v Medeva [1997] R.P.C. 1 

（２４） Warner-Lambert Company LLC v GeneriCS (UK) Ltd (t.a. Mylan) & Anor. [2018]  

UKSC 56 

（２５） Regeneron Pharmaceuticals v Kymab Ltd [2018] EWCA Civ 671 
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ドイツの重要審決・判決一覧 

（１）  BGH X ZB 16/00 Suche fehlerhafter Zeichenketten 

（２）  BGH X ZB 15/67 Rote Taube 

（３）  BGH X ZB 13/88 Seitenpuffer 

（４）  BGH X ZB 15/98 Sprachanalyseeinrichtung 

（５）  BGH X ZB 11/98 Logikverifikation 

（６）  BGH X ZB 22/07 Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten 

（７）  BGH X ZR 27/07 Windows-Datenverwaltung 

（８）  BGH X ZB 34/03 Rentabilitätsermittlung 

（９）  BGH X ZR 37/13 Bildstrom 

（１０） BGH X ZR 105/04 Luftabscheider für Milchsammelanlage 

（１１） BGH X ZB 8/12 Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren 

（１２） BGH Xa ZR 100/05 Thermoplastische Zusammensetzung 

（１３） BGH X ZR 58/07 Neurale Vorläuferzellen II 

（１４） BGH X ZB 18/83 Acrylfasern 

 

 
 

中国の重要審決・判決一覧 

（１）  （2018）最高法民申1018号 上海市高級人民法院 

（２）  （2018）京民終480号 北京市高級人民法院 

（３）  （2018）京民終184号 北京市高級人民法院 

（４）  （2017）闽民終501号 福建省高級人民法院 

（５）  （2015）京知民初字第441号 北京知識産権法院 

（６）  （2013）沪高民三（知）終字第96号 上海市高級人民法院 

（７）  （2010）沪高民三（知）終字第89号 上海市高級人民法院 

（８）  （2018）京民終498号 北京市高級人民法院 

（９）  （2017）京行終1130号 北京市高級人民法院 

（１０） （2017）京行終2479号 北京市高級人民法院 

（１１） （2009）一中知行初字第2394号 北京市第一中級人民法院 

（１２） （2015）京知民初字第01937号 北京知識産権法院 
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韓国の重要審決・判決一覧 

（１）  大法院2005年4月15日付言渡2004フダン1090判決 

（２）  大法院2009年7月23日付言渡2007フ4977判決 

（３）  大法院2002年6月28日付言渡2000フダン2583判決 

（４）  大法院2009年4月23日付言渡2009フ92判決 

（５）  特許法院2006年11月23日言渡2005ホ7354判決 

（６）  大法院2007年9月6日付言渡2005フ1486判決 

（７）  大法院2001年11月30日付言渡97フ2507判決 

（８）  大法院2003年5月16日付言渡2001フ3149判決 

（９）  大法院2008年12月11日付言渡2007フ494判決 

（１０） 大法院2006年11月24日付言渡2003フ2089判決 

（１１） 大法院1987年9月29日付言渡84フ54判決 

（１２） 特許法院2013年9月5日付言渡2013ホ1788判決 
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 日本 
 

 法律、審査基準等 

 

 
 

 全体概要 

 

日本では、CS関連発明も、機能的クレームも、認められている。審査段階におい

て、機能的クレームは、原則として、クレーム（特許請求の範囲）の記載に基づいて

解釈される（【図表－Ⅱ２（１）－１】参照）。 

 

項目 日本 米国 ・・・ 

CS 関連発明等の定義 

「コンピュータソフトウエア関連発明」とは、その

発明の実施にソフトウエアを必要とする発明で

ある 

・・・ ・・・ 

CS 関連発明等が特許可能な 

発明として認められるか 
○ ・・・ ・・・ 

機能的クレームが認められるか ○ ・・・ ・・・ 

機能的クレ

ームの解釈 

（審査段階) 

機能的クレーム

固有の解釈につ

いての法律 
 特になし 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

機能的クレーム

の判定テスト 
 特になし ・・・ ・・・ 

機能的クレーム

の許容条件 
特になし  ・・・  ・・・ 

機能的クレーム

の解釈基準 

クレームの記載 ・・・ ・・・ 

審査基準 第Ⅲ部第 2 章第 4 節 ・・・ ・・・ 

     

【図表－Ⅱ２（１）－１】CS関連発明及び機能的クレーム（日本） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 
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 記載要件に関する法律・審査基準等の概要 

 

日本では、CS関連発明等の機能的クレームの記載要件について、主として、次の法

律・審査基準等が関連する（【図表－Ⅱ２（１）－２】参照）。 

 

項目 日本 米国 ・・・ 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

実施可能 

要件 

法律 第 36 条第 4 項第 1 号 ・・・ ・・・ 

一般基準 審査基準 第Ⅱ部第 1 章第 1 節 ・・・  ・・・ 

CS 基準 審査ハンドブック 附属書 B 第 1 章 1.1.1 ・・・ ・・・ 

機能的クレーム 
審査基準 第Ⅱ部第 1 章第 1 節 3.1.1 

審査ハンドブック 附属書 B 第 1 章 1.1.1 
・・・ ・・・ 

サポート 

要件 

法律 第 36 条第 6 項第 1 号 ・・・ ・・・ 

一般基準 審査基準 第Ⅱ部第 2 章第 2 節 ・・・ ・・・ 

CS 基準 特になし ・・・ ・・・ 

機能的クレーム 審査基準 第Ⅱ部第 2 章第 2 節 2.2 ・・・ ・・・ 

クレームの 

明確性要件 

法律 第 36 条第 6 項第 2 号   

一般基準 審査基準 第Ⅱ部第 2 章第 3 節   

CS 基準 審査ハンドブック 附属書 B 第 1 章 1.2.1   

機能的クレーム 
審査基準 第Ⅱ部第 2 章第 3 節 4 

第Ⅱ部第 2 章第 3 節 2.3 
  

     

【図表－Ⅱ２（１）－２】審査における記載要件（日本） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

 

 
 

 CS関連発明の定義等 

 

日本では、CS関連発明の定義は、審査ハンドブックの附属書B第1章「コンピュータ

ソフトウエア関連発明」に記載されている。 

ここでは、CS関連発明は、「その発明の実施においてソフトウエアを利用する発

明」であると定義されている。 

 

特許・実用新案審査ハンドブック附属書B 第1章 コンピュータソフトウエア関連発明 
 

第1章 コンピュータソフトウエア関連発明 

 この章では、コンピュータソフトウエア関連発明、すなわち、その発明の実施にお

いてソフトウエアを利用する発明（以下「ソフトウエア関連発明」ともいう。）に関

する出願における、審査基準の適用について説明する。 

また、ビジネスを行う方法に関連するソフトウエア関連発明についても、本章にお

いて説明する。 
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 CS関連発明の保護適格［発明該当性］ 

 

日本では、発明該当性は、特許要件についての判断をする前提として、発明の認定

が審査基準「第I部第2章第1節 本願発明の認定」の2．に従って行われる。すなわ

ち、CS関連発明において、他の発明と同様に、クレームに係る発明の認定を、クレー

ムの記載に基づいて行う。 

そして、クレームに係る発明が、ソフトウエア関連発明である場合も、特許法上の

「発明」であるためには、当該発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち

高度のもの」である必要があるという点で、クレームに係る発明がソフトウエア関連

発明でない場合と同じである。 

 

特許・実用新案審査基準 第Ⅰ部第2章第1節 本願発明の認定 
 

2．1．1 判断の手順 

 まず、審査官は、2．1．1．1の（1）及び（2）に記載されるように、審査基準「第

III部第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性」により、クレームに係るソフトウ

エア関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるか否かを検討する。 

 審査官は、審査基準「第III部第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性」によ

り、クレームに係るソフトウエア関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創

作」であるか否かの判断がされる場合は、「ソフトウエアの観点に基づく考え方」に

よる検討を行わない。 

 そうでない場合は、審査官は、2．1．1．2に記載されるように、「ソフトウエアの

観点に基づく考え方」による判断を行う。 

 審査官は、これらの判断に当たっては、クレームの一部の発明特定事項にとらわれ

ず、クレームに係る発明が全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」であ

るか否かを検討する。 

 

ソフトウエア関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」となる基本的な

考え方は、「ソフトウエアによる情報処理が、ハードウエア資源を用いて具体的に実

現されている」場合は、当該ソフトウエアは「自然法則を利用した技術的思想の創

作」である。「ソフトウエアによる情報処理がハードウエア資源を用いて具体的に実

現されている」とは、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働することによって、

使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されることをいう。ク

レームに係るソフトウエア関連発明が、「自然法則を利用した技術的思想の創作」で

あるか否かの判断の手順は、次の【図表－Ⅱ２（１）－３】31のとおりである。 

 

                                                 
31 特許・実用新案審査ハンドブック附属書B「第1章コンピュータソフトウエア関連発明」2.1.1 判断の手順  



 

- 27 -  

 
【図表－Ⅱ２（１）－３】発明該当性の判断手法 

 

 

 その他コンピュータソフトウエアを用いた発明 

 

 BM関連発明 

 

 ビジネス関連発明は、「ビジネス関連発明の最近の動向について」32において、次の

ように定義されている。 

 

ビジネス関連発明 
 

 ビジネス関連発明（※）とは、ビジネス方法がICT（Information and 

CommunicationTechnology：情報通信技術）を利用して実現された発明です。 
※IPC又はFIとしてG06Qが付与された特許出願をビジネス関連発明としています。 

 

 

 

 

 

                                                 
32 特許庁 「ビジネス関連発明の最近の動向について」 https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/biz_p

at.html［最終アクセス日：2020年2月28日］ 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/biz_pat.html
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/biz_pat.html
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 IoT関連発明 

 

IoT関連技術に関する発明（IoT関連発明33）に関し、IoT関連技術は、審査ハンドブ

ック参考資料「IoT関連技術等に関する事例について34」において、次のように定義さ

れている。 

IoT関連発明 
 

（1）「モノ」がネットワークと接続されることで得られる情報を活用し、新たな価

値・サービスを見いだす技術（IoT（Internet of Things）関連技術）に係る特許出願、

（2）AIが学習することによって生成される学習済みモデル等のAI関連技術に係る特

許出願、及び、（3）3Dプリンタに用いられるデータ等の3Dプリンティング関連技術

に係る特許出願について、特許・実用新案審査基準を適用したときの運用の例示を充

実させるため、以下1．～3．の観点から合計23事例を、特許・実用新案審査ハンドブ

ックの附属書A及び附属書Bに示す。 

 

 
 AI関連発明 

 

AI関連技術の発明（AI関連発明）に関し、AI関連技術は、審査ハンドブック参考資

料「AI関連技術に関する事例について」35において、次のように記載されている。 

 

AI関連発明 
 

1．発明の詳細な説明及び特許請求の範囲の記載要件の判断 

 ・・・ 

AI関連技術の発明は、AIを様々な技術分野に応用した発明や、AIによりある機能

を持つと推定された物の発明を含む。これらの発明について事例を作成した。 

AIを様々な技術分野に応用した発明は、AIの機械学習に複数種類のデータを含む

教師データを用いることが一般的であるが、この場合、記載要件を満たすか否かの判

断において、発明の詳細な説明の記載に基づいて、当該複数種類のデータの間に相関

関係等の一定の関係（以下、「相関関係等」という。）が存在することが認められる

こと、又は、技術常識に鑑みて当該複数種類のデータの間に何らかの相関関係等の存

在を推認できることが必要である。 

 

 

 また、AI関連発明は、「AI関連発明の出願状況調査 報告書」36において、次のよう

に用いられている。 

  

                                                 
33 特許庁 「IoT関連発明に対応した審査体制の整備について」 https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesak

u/iot_shinsa_taisei.html［最終アクセス日：2020年2月28日］ 
34 特許庁 「特許・実用新案審査ハンドブック 参考資料 IoT関連技術等に関する事例について」 https://www.j

po.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_z.pdf［最終アクセス日：2020

年2月28日］ 
35 特許庁 「特許・実用新案審査ハンドブック 参考資料 AI関連技術等に関する事例について」https://www.jpo.

go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_z_ai-jirei.pdf ［最終アクセス日：

2020年2月28日］ 
36 特許庁 「AI関連発明の出願状況調査 報告書」https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/ai/document/

ai_shutsugan_chosa/hokoku.pdf［最終アクセス日：2020年2月28日］ 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/iot_shinsa_taisei.html
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/iot_shinsa_taisei.html
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_z.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_z.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_z_ai-jirei.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_z_ai-jirei.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/ai/document/ai_shutsugan_chosa/hokoku.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/ai/document/ai_shutsugan_chosa/hokoku.pdf
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AI関連発明 
 

1．調査内容 

1－1．AI関連発明の定義と調査対象 

・AIについては様々な定義が可能ですが、ここでは図１に示すように、①AIコア発

明及び②AI適用発明を「AI関連発明」※と定義し、調査対象としました。 

①AIコア発明： 

ニューラルネットワーク、深層学習、サポートベクタマシン、強化学習等を含

む各種機械学習技術のほか、知識ベースモデルやファジィ論理など、AIの基礎

となる数学的又は統計的な情報処理技術に特徴を有する発明（付与されるFI2は

主にG06N3） 

②AI適用発明： 

画像処理、音声処理、自然言語処理、機器制御・ロボティクス、診断・検知・

予測・最適化システム等の各種技術に、①AIコア発明を適用したことに特徴を

有する発明（付与が想定されるFIは多数） 

 

※「AI関連発明」の定義は本調査内でのみ有効なものであり、特許庁として公式な

定義を表明するものではありません。 
 

 

 
 

 概要 

 

日本では、CS関連発明及び機能的クレームは、審査基準上も認められている。日本

の記載要件等は、次の【図表－Ⅱ２（１）－４】に示すとおりである。 

 

【図表－Ⅱ２（１）－４】記載要件等の審査基準（日本） 

 

機能的クレームに関し、一般基準には、実施可能要件、サポート要件、明確性要件

のすべてについて記載されている。 

CS関連発明に関し、特許・実用新案審査ハンドブック（附属書を含む）には、実施

可能要件、明確性要件については記載されているが、サポート要件についてはCS関連

発明に固有の基準については見当たらない。 

CS関連発明等の機能的クレームに関し、特許・実用新案審査ハンドブック（附属書

を含む）には、実施可能要件、明確性要件については記載されているが、サポート要

件固有の基準については見当たらない。 

  

要件等 
CS 

関連発明 

機能的 

特許クレーム 

CS関連発明の 

機能的クレーム 

クレームに係る発明の認定 記載あり 記載あり 記載なし 

実施可能要件 記載あり 記載あり 記載あり 

サポート要件 記載なし 記載あり 記載なし 

明確性要件 記載あり 記載あり 記載あり 
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 審査段階におけるクレーム解釈［クレームに係る発明の認定］ 

 

日本では、審査段階におけるクレーム解釈（クレームに係る発明の認定）に関し、

法律・審査基準等には、次の記載がある（【図表－Ⅱ２（１）－５】及び【図表－Ⅱ２

（１）－６】を参照）。CS関連発明や機能的クレームに係る発明の認定については、

CS関連発明や機能的クレームに固有の審査基準等の記載がある。 

 

 クレーム解釈に関する法律・審査基準等の一覧 

 

【図表－Ⅱ２（１）－５】クレーム解釈に関する法律・審査基準等 

 

項目 日本 米国 ・・・ 

機能的クレ

ームの解釈 

審査段階) 

機能的クレーム

固有の解釈につ

いての法律 

 特になし 
・・・ 

・・・ 

・・・ 

機能的クレーム

の判定テスト 
特になし ・・・ ・・・ 

機能的クレーム

の許容条件 
特になし  ・・・  ・・・ 

機能的クレーム

の解釈基準 

クレームの記載 ・・・ ・・・ 

審査基準 第Ⅲ部第 2 章第 4 節 ・・・ ・・・ 

【図表－Ⅱ２（１）－６】審査における機能的クレームの解釈（日本） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

 クレーム解釈に関する法律・審査基準等 

 

 クレーム解釈に関する一般基準 

 

日本では、クレームの発明の認定に関し、一般基準には、次の記載がある。 

 

特許・実用新案審査基準 第Ⅰ部第2章第1節 本願発明の認定 
 

1．概要 

 発明の特許要件（「第Ⅲ部 特許要件」参照）についての判断をする前提とし

て、審査官は、まず発明の技術内容を把握して確定する必要がある。この作業を発明

の認定という。 

 

2．本願発明の認定 

 審査官は、請求項に係る発明の認定を、請求項の記載に基づいて行う。この認定

において、審査官は、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求

項に記載されている用語の意義を解釈する。 
 

 

 

クレーム解釈に関する法律・審査基準等 

関連審査基準等 

・特許・実用新案審査基準 第Ⅲ部第2章第4節2 
・特許・実用新案審査基準 第Ⅰ部第2章第1節2 

・特許・実用新案審査ハンドブック附属書B 第1章2 
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［機能的クレームの取扱い］ 

日本では、機能的クレームの取扱いとして、審査基準において、審査官が留意すべ

き事項の類型として、「（i）作用、機能、性質又は特性を用いて物を特定しようとす

る記載」（以下、単に「機能的表現」ともいう。）が挙げられている。機能的表現の

場合、クレームに係る発明の認定は、以下のとおりである。 

 

特許・実用新案審査基準 第Ⅲ部第2章第4節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い 
 

2．作用、機能、性質又は特性を用いて物を特定しようとする記載がある場合 

2．1 請求項に係る発明の認定 

 請求項中に作用、機能、性質又は特性（以下この項（2．）において「機能、特性

等」という。）を用いて物を特定しようとする記載がある場合は、審査官は、原則と

して、その記載を、そのような機能、特性等を有する全ての物を意味していると解釈

する。例えば、「熱を遮断する層を備えた壁材」について、審査官は「断熱という作

用又は機能を有する層」という「物」を備えた壁材と認定する（注）。ただし、審査

官は、機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載の意味内容が明細書又は図面

において定義又は説明されており、その定義又は説明により、機能、特性等を用いて

物を特定しようとする記載が通常の意味内容とは異なる意味内容と認定されるべき場

合があることに留意する。 

 また、審査官は、2．1．1に従って、請求項に係る発明を認定しなければならない

ことがある点に留意する。 
 

 

 CS関連発明等のクレーム解釈に関する基準（CS基準） 

 

日本では、CS関連発明等の機能的クレームの発明の認定に関し、記載要件ではなく

特許要件についてであるが、CS基準には、次の記載がある。 

 

特許・実用新案審査ハンドブック附属書B 第1章 コンピュータソフトウエア関連発明 
 

2．特許要件 

 ソフトウエア関連発明においては、特許要件の中でも、特に、発明該当性の要件

と進歩性の要件が重要であることから、これらの要件について説明する。 
特許要件についての判断をする前提として、発明の認定が審査基準「第I部第2章第1

節 本願発明の認定」の2．に従って行われる。 
 

 

 機能的クレームの解釈に関する基準 

 

日本では、CS関連発明等の機能的クレームの発明の認定に関し、次の記載がある。 

 

特許・実用新案審査基準 第Ⅲ部第2章第4節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い 
 

2．作用、機能、性質又は特性を用いて物を特定しようとする記載がある場合 

2．1 請求項に係る発明の認定 

2．1．1 その物が固有に有している機能、特性等が請求項中に記載されている場合 

 この場合は、請求項中に機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載がある

としても、審査官は、その記載を、その物自体を意味しているものと認定する。その

機能、特性等を示す記載はその物を特定するのに役に立っていないからである。 
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 実施可能要件 

 

日本では、実施可能要件に関し、法律・審査基準等には、次の記載がある（【図表

－Ⅱ２（１）－７】及び【図表－Ⅱ２（１）－８】参照）。 

CS関連発明等の機能的クレームの実施可能要件については、CS関連発明や機能的ク

レームに固有の審査基準等の記載がある。 

 

 実施可能要件に関する法律・審査基準等の一覧 

 

項目 日本 米国 ・・・ 

実施可能 

要件 

法律 第 36 条第 4 項第 1 号 ・・・ ・・・ 

一般基準 審査基準 第Ⅱ部第 1 章第 1 節 ・・・  ・・・ 

CS 基準 審査ハンドブック 附属書 B 第 1 章 1.1.1 ・・・ ・・・ 

機能的クレーム 
審査基準 第Ⅱ部第 1 章第 1 節 3.1.1 

審査ハンドブック 附属書 B 第 1 章 1.1.1 
・・・ ・・・ 

【図表－Ⅱ２（１）－７】審査における実施可能要件（日本） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

実施可能要件に関する法律・審査基準等 

関連条文 ・特許法 第36条第4項1号 

関連審査基準等 
・特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部第1章第1節 

・特許・実用新案審査ハンドブック附属書B 第1章1．1．1 

【図表－Ⅱ２（１）－８】実施可能要件に関する法律・審査基準等 

 

 実施可能要件に関する法律・審査基準等 

 

 実施可能要件に関する法律・一般基準 

 

日本では、CS関連発明等の機能的クレームの実施可能要件に関し、法律、及び一般

基準には、次の記載がある。 

 

特許法 第36条第4項1号 
 

特許法 第36条第4項1号 

4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければな

らない。 

一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通

常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載し

たものであること。 
 

 

特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部第1章第1節 実施可能要件 
 

2．実施可能要件についての判断に係る基本的な考え方 

（1）発明の詳細な説明は、請求項に係る発明について、当業者が実施できる程度に

明確かつ十分に記載されていなければならない。 

（2）当業者が、明細書及び図面に記載された発明の実施についての説明と出願時の

技術常識（注）とに基づいて、請求項に係る発明を実施しようとした場合に、どの
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ように実施するかを理解できないときには、当業者が実施することができる程度に

発明の詳細な説明が記載されていないことになる。 

（3）当業者が発明を実施できるように発明を説明するためには、通常、「発明の実

施の形態」が用いられ、必要である場合には、発明の実施の形態として「実施例」

が用いられる（特許法施行規則第24条様式第29参照）。実施例とは、発明の実施の

形態を具体的に示したものである。 

 実施例を用いなくても、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識

に基づいて発明を実施できるように発明の詳細な説明を記載することができる場合

は、実施例の記載は必要ではない。 
 

 

 実施可能要件に関するCS基準 

 

日本では、CS関連発明等の機能的クレームの実施可能要件に関し、CS基準には、次

の記載がある。 

 

特許・実用新案審査ハンドブック附属書B 第1章 コンピュータソフトウエア関連発明 
 

1．明細書及び特許請求の範囲 

1．1 発明の詳細な説明の記載要件 

1．1．1 実施可能要件（第36条第4項第1号） 

 ソフトウエア関連発明における実施可能要件の判断は、審査基準「第II部第1章第

1節 実施可能要件」に従って行われる。審査官は、ソフトウエア関連発明におけ

る実施可能要件の判断に当たっては、以下の1．1．1．1に記載した事項にも留意す

る。 

1．1．1．1 実施可能要件違反の例 

（1）請求項には、技術的手順又は機能が記載されているにも関わらず、発明の詳細

な説明には、これらの技術的手順又は機能がハードウエアあるいはソフトウエアに

よってどのように実行又は実現されるのか記載されておらず、しかもそれが出願時

の技術常識に基づいても当業者が理解できないため、請求項に係る発明を実施でき

ない場合 

（2）請求項は機能を含む事項により特定されているが、発明の詳細な説明には、請

求項に係る発明の機能を実現するハードウエア又はソフトウエアが機能ブロック図

又は概略フローチャートのみで説明されており、その機能ブロック図又はフローチ

ャートによる説明だけでは、どのようにハードウエア又はソフトウエアが構成され

ているのか不明確であり、しかもそれらが出願時の技術常識に基づいても当業者が

理解できないため、請求項に係る発明を実施できない場合 
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 機能的クレームの実施可能要件に関する基準 

 

日本では、機能的クレームの実施可能要件に関し、次の記載がある。 

 

特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部第1章第1節 実施可能要件 
 

3．実施可能要件の具体的な判断 

3．1 発明のカテゴリーごとの判断 

3．1．1 「物の発明」についての発明の実施の形態 

（1）「物の発明」について明確に説明されていること 

 なお、物の発明についての発明特定事項として、物の形状、構造、組成等（以下

この部において「構造等」という。）の具体的な手段を用いるのではなく、その物

が有する作用、機能、性質又は特性（以下この部において「機能、特性等」とい

う。）を用いることができるが、この場合においても、発明の詳細な説明において

は、物の構造等の具体的な手段が記載されていなければならない。ただし、明細書

及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき、当業者がその機能、特性等を有

する具体的な手段を理解できる場合を除く。 

 

（2）「その物を作れる」ように記載されていること 

 機能、特性等によって物を特定しようとする記載を含む請求項において、その機

能、特性等が標準的なものでなく、しかも当業者に慣用されているものでもない場

合は、当該請求項に係る発明について実施可能に発明の詳細な説明を記載するため

には、その機能、特性等の定義又はその機能、特性等を定量的に決定するための試

験方法又は測定方法を示す必要がある。 

なお、物の有する機能、特性等からその物の構造等を予測することが困難な技術

分野において、機能、特性等で特定された物のうち、発明の詳細な説明に具体的に

製造方法が記載された物及びその物から技術常識を考慮すると製造できる物以外の

物について、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して

も、どのように作るか理解できない場合（例えば、そのような物を作るために、当

業者に期待し得る程度を超える試行錯誤、複雑高度な実験等をする必要がある場

合）は、実施可能要件違反となる。 

 

3．2 実施可能要件違反の類型 

（1）技術的手段の記載が抽象的又は機能的である場合 

 以下の（i）及び（ii）の両方に該当する場合は、発明の詳細な説明の記載は実施

可能要件を満たさない。 

（i）発明の実施の形態の記載において、請求項中の発明特定事項に対応する技術的

手段が単に抽象的又は機能的に記載してあるだけで、具現すべき材料、装置、工

程等が不明確である。 

（ii）その具現すべき材料、装置、工程等が出願時の技術常識に基づいても当業者

が理解できないため、当業者が請求項に係る発明の実施をすることができない。 
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 CS関連発明等の機能的クレームの実施可能要件に関する基準 

 

日本では、CS関連発明等の機能的クレームの実施可能要件に関し、次の記載があ

る。 

 

特許・実用新案審査ハンドブック附属書B 第1章 コンピュータソフトウエア関連発明 
 

1．明細書及び特許請求の範囲 

1．1 発明の詳細な説明の記載要件 

1．1．1 実施可能要件（第36条第4項第1号） 

1．1．1．1 実施可能要件違反の例 

 以下の（1）又は（2）の場合は、発明の詳細な説明は、ソフトウエア関連発明の

分野における当業者が請求項に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十

分に記載されたものではない。したがって、実施可能要件違反となる。 

 

（1）請求項には、技術的手順又は機能が記載されているにも関わらず、発明の詳細

な説明には、これらの技術的手順又は機能がハードウエアあるいはソフトウエアに

よってどのように実行又は実現されるのか記載されておらず、しかもそれが出願時

の技術常識に基づいても当業者が理解できないため、請求項に係る発明を実施でき

ない場合 

 

（2）請求項は機能を含む事項により特定されているが、発明の詳細な説明には、請

求項に係る発明の機能を実現するハードウエア又はソフトウエアが機能ブロック図

又は概略フローチャートのみで説明されており、その機能ブロック図又はフローチ

ャートによる説明だけでは、どのようにハードウエア又はソフトウエアが構成され

ているのか不明確であり、しかもそれらが出願時の技術常識に基づいても当業者が

理解できないため、請求項に係る発明を実施できない場合 
 

 

 

 

 サポート要件 

 

日本では、サポート要件し、法律・審査基準等には、次の記載がある（【図表－Ⅱ２

（１）－９】及び【図表－Ⅱ２（１）－１０】参照）。 

CS関連発明等の機能的クレームのサポート要件については、機能的クレームに固有

の審査基準等の記載がある。 

 

 サポート要件に関する法律・審査基準等の一覧 

 

項目 日本 米国 ・・・ 

サポート 

要件 

法律 第 36 条第 6 項第 1 号 ・・・ ・・・ 

一般基準 審査基準 第Ⅱ部第 2 章第 2 節 ・・・ ・・・ 

CS 基準 特になし ・・・ ・・・ 

機能的クレーム 審査基準 第Ⅱ部第 2 章第 2 節 2.2 ・・・ ・・・ 

【図表－Ⅱ２（１）－９】審査におけるサポート要件（日本） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 
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サポート要件に関する法律・審査基準等 

関連条文 ・特許法 第36条第6項1号 

関連審査基準等 ・特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部第2章第2節2 

【図表－Ⅱ２（１）－１０】サポート要件に関する法律・審査基準等 

 

 

 サポート要件に関する法律・審査基準等 

 

 サポート要件に関する法律・一般基準 

 

日本では、CS関連発明等の機能的クレームのサポート要件に関し、法律、及び一般

基準には、次の記載がある。 

 

特許法 第36条第6項1号 
 

特許法 第36条第6項1号 

6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならな

い。 

一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。 
 

 

特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部第2章第2節 サポート要件 
 

2．サポート要件についての判断 

2．1 サポート要件についての審査に係る基本的な考え方 

（1）特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たすか否かの判断は、請求項に係る

発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとを対比、検討してなされ

る。 

（2）審査官は、この対比、検討に当たって、請求項に係る発明と、発明の詳細な説

明に発明として記載されたものとの表現上の整合性にとらわれることなく、実質的

な対応関係について検討する。 

（3）審査官によるこの実質的な対応関係についての検討は、請求項に係る発明が、

発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるよ

うに記載された範囲」を超えるものであるか否かを調べることによりなされる。請

求項に係る発明が、「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記

載された範囲」を超えていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳

細な説明に発明として記載されたものとが、実質的に対応しているとはいえず、特

許請求の範囲の記載はサポート要件を満たしていないことになる。 
 

 

 サポート要件に関するCS基準 

 

日本では、CS関連発明のサポート要件について、審査基準等には、固有の基準は見

当たらない。 
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 機能的クレームのサポート要件に関する基準 

 

日本では、機能的クレームのサポート要件に関し、次の記載がある。 

 

特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部第2章第2節 サポート要件 
 

2．サポート要件についての判断 

2．2 サポート要件違反の類型 

a 請求項は、発明の詳細な説明に記載された一又は複数の具体例に対して拡張ない

し一般化した記載とすることができる。発明の詳細な説明に記載された範囲を超え

ないものとして拡張ないし一般化できる程度は、各技術分野の特性により異なる。

例えば、物の有する機能、特性等（「第3節 明確性要件」の4．1参照）と、その

物の構造との関係を理解することが困難な技術分野に比べて、それらの関係を理解

することが比較的容易な技術分野では、発明の詳細な説明に記載された具体例から

拡張ないし一般化できる範囲は広くなる傾向がある。審査官は、審査対象の発明が

どのような特性の技術分野に属するか及びその技術分野にどのような技術常識が存

在するのかを検討し、事案ごとに、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説

明に開示された内容を拡張ないし一般化できるといえるかを判断する。 
 

 

 CS関連発明等の機能的クレームのサポート要件に関する基準 

 

日本では、CS関連発明等の機能的クレームのサポート要件に関し、固有の基準は見

当たらない。 

 

 

 クレームの明確性要件 

 

日本では、クレームの明確性要件に関し、法律・審査基準等には、次の記載がある

（【図表－Ⅱ２（１）－１１】及び【図表－Ⅱ２（１）－１２】参照）。CS関連発明

等の機能的クレームの明確性要件については、CS関連発明や機能的クレームに固有の

審査基準等の記載がある。 

 

 クレームの明確性要件に関する法律・審査基準等の一覧 

 

項目 日本 米国 ・・・ 

クレームの 

明確性要件 

法律 第 36 条第 6 項第 2 号 ・・・ ・・・ 

一般基準 審査基準 第Ⅱ部第 2 章第 3 節 ・・・ ・・・ 

CS 基準 審査ハンドブック 附属書 B 第 1 章 1.2.1 ・・・ ・・・ 

機能的クレーム 
審査基準 第Ⅱ部第 2 章第 3 節 4 

第Ⅱ部第 2 章第 3 節 2.3 
・・・ ・・・ 

【図表－Ⅱ２（１）－１１】審査における明確性要件（日本） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 
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クレームの明確性要件に関する法律・審査基準等 

関連条文 ・特許法 第36条第6項第2号 

関連審査基準等 
・特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部 第2章 第3節2、4 

・特許・実用新案審査ハンドブック附属書B 第1章1．2 

【図表－Ⅱ２（１）－１２】明確性要件に関する法律・審査基準等 

 

 

 クレームの明確性要件に関する法律・審査基準等 

 

 クレームの明確性要件に関する法律・一般基準 

 

日本では、CS関連発明等の機能的クレームの明確性要件に関し、法律、及び一般基

準には、次の記載がある。 

 

特許法 第36条第6項2号 
 

特許法 第36条第6項2号 

6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならな

い。 

二 特許を受けようとする発明が明確であること。 
 

 

特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部第2章第3節 明確性要件 
 

2．明確性要件についての判断 

2．1 明確性要件についての判断に係る基本的な考え方 

（1）請求項に係る発明が明確に把握されるためには、請求項に係る発明の範囲が明

確であること、すなわち、ある具体的な物や方法が請求項に係る発明の範囲に入る

か否かを当業者が理解できるように記載されていることが必要である。また、その

前提として、発明特定事項の記載が明確である必要がある。 

 

（2）明確性要件の審査は、請求項ごとに、請求項に記載された発明特定事項に基づ

いてなされる。 

 

（3）請求項の記載がそれ自体で明確であると認められる場合は、審査官は、明細書

又は図面に請求項に記載された用語についての定義又は説明があるか否かを検討

し、その定義又は説明によって、かえって請求項の記載が不明確にならないかを判

断する。 
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 クレームの明確性要件に関するCS基準 

 

日本では、CS関連発明等の機能的クレームの明確性要件に関し、CS基準には次の記

載がある。 

 

特許・実用新案審査ハンドブック附属書B 第1章 コンピュータソフトウエア関連発明 
 

1．2 特許請求の範囲の記載要件 

1．2．1 明確性要件（第36条第6項第2号） 

 ソフトウエア関連発明における明確性要件の判断は、審査基準「第II部第2章第3節 

明確性要件」に従って行われる。審査官は、ソフトウエア関連発明における明確性要

件の判断に当たっては、以下の1．2．1．1から1．2．1．3までに記載した事項にも留

意する。 

 

1．2．1．2 留意事項 

（1）請求項の末尾が「プログラム」以外の用語(例えば、「モジュール」、「ライブ

ラリ」、「ニューラルネットワーク」、「サポートベクターマシン」、「モデ

ル」)であっても、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮すると、

請求項に係る発明が「プログラム」であることが明確な場合は、「プログラム」と

して扱われる。この場合は、請求項の末尾が「プログラム」以外の用語であること

をもって明確性要件違反とはならない。 

 なお、請求項の末尾が「プログラム信号（列）」又は「データ信号（列）」であ

るときは、「物の発明」か「方法の発明」かが特定できないため、明確性要件違反

となる。 

 

（2）請求項の末尾が「プログラム製品」又は「プログラムプロダクト」であって

も、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮すると、以下の（a）か

ら（c）のいずれかを意味することが明確な場合は、その意味するとおりのものと

して扱われる。そうでない場合は、発明の範囲が明確でないため、明確性要件違反

となる。 

（a）「プログラム」自体 

（b）「プログラムが記録された記録媒体」 

（c）「プログラムが読み込まれたコンピュータシステム」などのプログラムが読

み込まれたシステム 

 

（3）請求項の末尾が「方式」又は「システム」の場合は、「物」のカテゴリーを意

味する用語として扱われる（審査基準「第II部第2章第3節 明確性要件」の2．2

（3）a参照）。 

 

1．2．1．3 発明が明確でない例 

 以下の場合は、ソフトウエア関連発明は不明確であり、明確性要件違反となる。 

（1）請求項の記載自体が不明確である結果、発明が不明確となる場合 

（2）発明特定事項同士の技術的な関連がないため、発明が不明確となる場合 

（3）請求項に係る発明の属するカテゴリーが不明確であるため、又はいずれのカテ

ゴリーともいえないため、発明が不明確となる場合 
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 機能的クレームの明確性要件に関する基準 

 

日本では、機能的クレームの明確性要件に関し、次の記載がある。 

 

特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部第2章第3節 明確性要件 
 

2．明確性要件についての判断 

2．3 留意事項 

（1）第36条第5項の「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要

と認める事項のすべてを記載」すべき旨の規定の趣旨（「第1節 特許法 第36条第5

項」参照）からみて、出願人が請求項において特許を受けようとする発明について

記載するに当たっては、種々の表現形式を用いることができる。 

 例えば、「物の発明」の場合に、発明特定事項として物の結合や物の構造の表現

形式を用いることができるほか、作用、機能、性質、特性、方法、用途その他の

様々な表現方式を用いることができる。同様に、「方法（経時的要素を含む一定の

行為又は動作）の発明」の場合も、発明特定事項として、方法（行為又は動作）の

結合、その行為又は動作に使用する物その他の表現形式を用いることができる。 

 他方、第36条第6項第2号の規定により、請求項は、一の請求項から発明が明確に

把握されるように記載されていなければならないから、上記の種々の表現形式を用

いた発明の特定は、発明が明確である限りにおいて許容されるにとどまる。 
 

 

特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部第2章第3節 明確性要件 
 

4．特定の表現を有する請求項についての取扱い 

4．1 機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合 

4．1．1 発明が不明確となる類型 

（1）明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、請求項に記載さ

れた機能、特性等（注）の意味内容（定義、試験方法又は測定方法等）を当業者が

理解できない結果、発明が不明確となる場合（2．2（1）b参照） 

 

（2）出願時の技術常識を考慮すると、機能、特性等によって記載された発明特定事

項が技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載

を考慮しても、当業者が請求項の記載から発明を明確に把握できない場合 

 請求項に係る発明の範囲が明確である場合には、通常、当業者は請求項の記載か

ら発明を明確に把握できる。 

 しかし、機能、特性等による表現を含む請求項においては、発明の範囲が明確で

あっても、出願時の技術常識を考慮すると、機能、特性等によって規定された事項

が技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を

考慮しても、請求項の記載に基づいて、的確に新規性、進歩性等の特許要件の判断

ができない場合がある。このような場合には、一の請求項から発明が明確に把握さ

れることが必要である、という特許請求の範囲の機能（1．参照）を担保している

といえないから、明確性要件違反となる。 

（留意事項） 

機能、特性等によって規定された事項が技術的に十分に特定されていないことが明

らかであるとの判断は、発明の属する技術分野における出願時の技術常識に基づい

てなされるため、審査官は、その判断の根拠となる技術常識の内容を示せない場合

には、この類型を適用しない。 
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また、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮すれば請求項の記載か

ら発明を明確に把握できる場合は、この類型に該当しない。 
 

 

特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部第2章第3節 明確性要件 
 

4．特定の表現を有する請求項についての取扱い 

4．1 機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合 

4．1．2 留意事項 

（1）機能、特性等による表現形式を用いることにより、発明の詳細な説明に記載さ

れた一又は複数の具体例を拡張ないし一般化したものを請求項に記載することも可

能である。しかし、その結果、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発

明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるも

のになる場合には、サポート要件違反となる（「第2節サポート要件」の2．1（3）

参照）。 

 また、機能、特性等による表現を含む請求項であって、引用発明との対比が困難

であり、厳密な対比をすることができない場合には、審査官が請求項に係る発明の

新規性又は進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合に限り、その

請求項に係る発明の新規性又は進歩性が否定される旨の拒絶理由通知がなされる

（「第Ⅲ部 第2章 第4節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い」の

2．2．2参照）。 

 

（2）特許請求の範囲には、発明特定事項として、機能、特性等による表現形式を用

いて記載することができる。しかし、出願人は、特許請求の範囲を明確に記載する

ことが容易にできるにもかかわらず、殊さらに不明確又は不明確な用語を使用して

記載すべきではない。 
 

 

特許・実用新案審査ハンドブック 第Ⅰ部第2章 審査の手順 
 

1202 特許出願に対する情報提供 

4．提出可能な資料 

（6）対象出願の請求項が作用、機能、性質又は特性で物を特定しようとする記載を

含む場合において、その作用・性質等が当業者に慣用されておらず、しかもその定

義又は試験、測定方法が当業者に理解できないものであるために特許法 第36条第

6項第2号違反である旨、又は請求項に係る発明が出願前に頒布された刊行物に記載

された発明である旨の情報を提供し、それを説明するために実験報告書等を提出す

る場合 
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 CS関連発明等の機能的クレームの明確性要件に関する基準 

 

日本では、CS関連発明等の機能的クレームの明確性要件に関し、次の記載がある。

ソフトウエア関連発明は、その発明が果たす複数の機能によって表現できるときに、

それらの機能により特定される場合があることが記載されている。 

 

特許・実用新案審査ハンドブック附属書B 第1章 コンピュータソフトウエア関連発明 
 

1．2 特許請求の範囲の記載要件 

1．2．1 明確性要件（第36条第6項第2号） 

1．2．1．1 ソフトウエア関連発明のカテゴリー 

 出願人は、ソフトウエア関連発明を、「方法の発明」又は「物の発明」として、下

記のように、請求項に記載することができる。 

 

（2）物の発明 

 出願人は、ソフトウエア関連発明を、その発明が果たす複数の機能によって表現

できるときに、それらの機能により特定された「物の発明」として請求項に記載す

ることができる。 

出願人は、プログラム、構造を有するデータ及びデータ構造については以下のよう

に記載することができる。 

（i）コンピュータが果たす複数の機能を特定する「プログラム」を、「物の発明」

として請求項に記載することができる。 

例1：コンピュータに手順A、手順B、手順C、…を実行させるためのプログラム 

例2：コンピュータを手段A、手段B、手段C、…として機能させるためのプログ

ラム 

例3：コンピュータに機能A、機能B、機能C、…を実現させるためのプログラム 
 

 

 その他（CS関連発明等と機能的クレームの関係） 

 

日本では、CS関連発明等と機能的クレームの関係に関し、上述のとおり、明確性要

件での「特許・実用新案審査ハンドブック附属書B 第1章 コンピュータソフトウエ

ア関連発明」の「1．2．1．1ソフトウエア関連発明のカテゴリー」では、ソフトウエ

ア関連発明は、その発明が果たす複数の機能によって表現できるときに、それらの機

能により特定される場合があることが記載されている。 

また、CS関連発明等と機能的クレームの関係に関し、平成6年の特許法改正の解説と

して、「情報関係技術（電子、通信、情報技術）等の発展に伴い、いわゆる技術のソ

フト化が進んだ結果、こうした分野における装置の発明については、構成に欠くこと

ができない事項として装置の物理的な構造や具体的手段を記載するよりも、その装置

の作用や動作方法などによって装置を定義する方が適切に発明を表現できる場合が多

くなってきていた」との記載がある。 

 

工業所有権法の解説 平成6年改正第3章 p.104 
 

2．特許請求の範囲の記載要件 

 従来の特許法では、イ）特許請求の範囲の記載は、「特許を受けようとする発明が

発明の詳細な説明に記載したものであること」との要件に加え、ロ）「特許を受けよ

うとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項に区分してあるこ
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と」が要件となっているが、こうした規定の下では次のような問題が生じていた。 

 

（1）作用的・方法的クレームの許容の必要性 

 特許請求の範囲には、「発明の構成に欠くことができない事項」を記載することと

されているが、基本的に「物」の発明における「構成に欠くことができない事項」は

「物」で表現すべきものとされ、また、作用や方法は物の発明の構成に欠くことがで

きない事項ではないと考えられているため、以下のような作用的、方法的記載は認め

られていない。 

 ①請求項に記載された事項が単一の技術的手段からなる場合において、その技術的

手段が機能的又は作用的に記載されている場合 

 ②物の発明において、技術的手段が方法的に記載されている場合 

 しかし、情報関係技術（電子、通信、情報技術）等の発展に伴い、いわゆる技術

のソフト化が進んだ結果、こうした分野における装置の発明については、構成に欠

くことができない事項として装置の物理的な構造や具体的手段を記載するよりも、

その装置の作用や動作方法などによって装置を定義する方が適切に発明を表現でき

る場合が多くなってきていた。 
 

 

（改正後）特許法 第36条第5項 
 

特許法 第36条第5項 

第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が

特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しな

ければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発

明とが同一である記載となることを妨げない。（本項追加、平六法律一一六、改

正、平一四法律二四） 
 

（改正前）特許法 第36条第5項 
 

（旧）特許法 第36条第5項 

第二項第四号の特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に

欠くことができない事項のみを記載しなければならない。ただし、その発明の実施

態様を併せて記載することを妨げない。（改正、昭五〇法律四六） 
 

 

  



 

- 44 -  

（２） 歴史的変遷 

 

 
 

 CS関連発明等の機能的クレームに関する審決・判決及び法律として、日本では、下

記判決及び法改正が挙げられる。過去の調査研究を踏まえ、近年の判決を中心に挙げ

ている。 

 

年

月 

分

類 
種別 概要 

1978 機

能 

侵害

訴訟 

東京高裁昭和51年（ネ）783号「ボールベアリング自動組立器事

件」37 

＜判決の要旨＞特許権侵害訴訟の控訴審において、「実施例の装

置における具体的な構成、作用にのみ限定することは当を得ない

としても、機能的、抽象的に表現された構成要件であることに事

寄せて、本来、その発明の属する技術の分野における通常の知識

を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、明細書

に開示されていない技術的思想までをも当然に含ませうるもので

あつてはならないことは明らかである。」と判示した。 
 

1996 

［平成6年法律改正（平成6年法律 第116号）］ 

・クレームの記載要件(特許法 第36条第5項) 

「クレームには発明の構成を欠くことのできない事項のみを記載しなけれ

ばならない。」から「出願人が発明を特定するために必要と認める事項の

すべてを記載しなければならない。」(特許法 第36条第5項)と改正。 

・クレーム解釈にあたっての発明の詳細な説明の参酌(特許法 第70条第2項) 

「前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し

て、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。」

（特許法 第70条第2項）が追加。 
 

1998 機

能 

侵害

訴訟 

東京地裁平成8年（ワ）22124号「磁気媒体リーダー事件」38 

＜判決の要旨＞「実用新案登録請求の範囲に記載された考案の構

成が機能的、抽象的な表現で記載されている場合において、実用

新案登録請求の範囲の記載に加えて明細書の考案の詳細な説明の

記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技

術思想に基づいて当該考案の技術的範囲を確定すべきものと解す

るのが相当であると判示し、ただし、このことは、考案の技術的

範囲を明細書に記載された具体的な実施例に限定するものではな

く、実施例としては記載されていなくても、明細書に開示された

考案に関する記述の内容から当該考案の属する技術の分野におけ

る通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）が実施し得

る構成であれば、その技術的範囲に含まれるものと解すべきであ

る」と判示した。 
 

                                                 
37 「ボールベアリング自動組立器事件」 東京高裁昭和53年12月20日判決、判例時報1674号152頁、判例タイムズ99

1号230頁、昭和51年（ネ）783号 
38 「磁気媒体リーダー事件」 東京地裁平成10年12月22日判決、判例タイムズ381号165頁、平成8年（ワ）22124号 
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2002 

［平成14年法律改正（平成14年法律 第24号）］ 

・特許権の効力と発明の実施の定義(特許法 第2条等) 

「物」にはプログラム等が含まれることが明確化）。 

・明細書と請求の範囲の分離(特許法 第36条等) 
 

2003 CS 審取 

 

査定

不服 

東京高裁平成14年（行ケ）513号39 

＜判決の要旨＞平成2年改正前の特許法36条3項に規定する要件

（実施可能要件）を満たしていないとした審決の審決取消訴訟に

おいて、「本願発明は、製造工程の正確なモデルを作成し、これ

をシュミレーションすることができ、また、正確なスケジュール

調整、費用計算及び記録機能を有する「デジタル信号処理装置の

動作方法」に係る発明であるところ、最も重要な「生産モデル」

の作成に係る、製造関係入力部から入力される「少なくとも一つ

の消費資源と一つあるいは複数の生産資源との間の関係を示すデ

ジタル信号」の具体的な構成が明らかではないのであるから、原

告主張のように、消費資源及び生産資源を表わすデジタル信号と

が処理されて生産モデルが作成される過程が当業者に十分理解可

能であるとはいえない。」と判示した。 
 

2004 
［裁判所法等の一部を改正する法律（平成16年法律 第120号）］ 

・特許権者等の権利行使の制限(特許法 第104条の3) 
 

2004 

 

CS 審取 

 

査定

不服 

東京高裁平成15年（行ケ）325号40 

＜判決の要旨＞拒絶査定不服審判の審決の取消を求めた事案で、

「本願発明については、コンピュータによる演算、比較の処理に

商品コートが用いられるところ、その処理が不明であり、また、

好みの商品をコーディネートするために用いられるコーディネー

タファイルの構成も明確でないというほかないから、本願が特許

法36条6項2号に規定する要件を満たしていないとした審決の判断

は、是認することができるものというべきである」と判示した。 

2010 CS 審取 

 

査定

不服 

知財高裁平成22年（行ケ）10125号41 

＜判決の要旨＞実施可能要件の独立特許要件を充足しないとして

補正却下した審決の審決取消訴訟において、「本件補正発明を実

施する上では、商品の陳列決定装置が、そのような商品データの

画像の大きさに関する情報をいかなる形態で保存・管理し、ま

た、どのようにWebページ上に陳列される商品を選出し、かつ、

陳列位置を決定するのかが明らかにされる必要がある。しかしな

がら、本件補正明細書の記載によっても、本件補正発明の請求項

に記載された「商品」であるデジタルコンテンツに関する「デー

タの画像」という技術的意義は、明らかでない。そのため、本件

補正明細書は、商品データの画像の大きさに関する情報をいかな

る形態で保存・管理しているかや、陳列対象商品として選出され

                                                 
39 東京高裁平成15年11月5日判決、裁判所ホームページ、平成14年（行ケ）513号、

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/730/010730_hanrei.pdf［最終アクセス日：2020年3月16日］ 
40 「身体関連商品の購入システム事件」、東京高裁平成16年9月6日判決、知的財産権判例70選 2005年度版 56頁、

平成15年（行ケ）325号 
41 知財高裁平成22年12月8日判決、裁判所ホームページ、平成22年（行ケ）10125号、https://www.ip.courts.go.jp/app/fil

es/hanrei_jp/910/080910_hanrei.pdf［最終アクセス日：2020年3月16日］ 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/730/010730_hanrei.pdf
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/910/080910_hanrei.pdf
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/910/080910_hanrei.pdf
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た商品（の画像データ）の占有面積（【0013】）に応じてどのよ

うに陳列される商品数を決定し、さらに最終的な商品の陳列位置

を決定する（【0014】）に当たり、商品データの画像の大きさを

どのように要素として考慮しているのかを、当該商品であるデジ

タルコンテンツを対象としてみた場合に、いずれも明らかにして

いるとはいえない。よって、デジタルコンテンツに関する「商品

データの画像」を前提にして本件補正発明をどのように実施する

ことができるのか、本件補正明細書の発明の詳細な説明欄の記載

を参酌しても不明確であるといわざるを得ず、同欄の記載は、当

業者が本件補正発明の実施をすることができる程度に明確かつ十

分に記載したものであるとはいえない。」と判示した。 

2010 機

能 

審取 

 

無効 

知財高裁平成22年（行ケ）10036号「医療用器具事件」42 

＜判決の要旨＞無効審判の審決取消訴訟において「本件特許明細

書の発明の詳細な説明には、挿入針の中心軸又は延長線が環状部

材の内部を貫通するという構成を実現するための技術的手段が、

具体的に記載されており、特許請求の範囲（請求項1）に記載さ

れた技術内容は、発明の詳細な説明に開示された技術的事項を超

えるものではない。よって、本件特許発明1に係る特許請求の範

囲の記載が旧法36条5項1号の要件に適合するとした審決の判断に

誤りはない。」と判示した。 

2012 CS 侵害

訴訟 

東京平成23年（ワ）29178号43 

＜判決の要旨＞特許権侵害による損害賠償を請求した事案の技術

的範囲の属否の判断において、明細書等の記載を参酌した上で、

「本件発明の「対価データ」とは、単なる選手の写真画像のみで

なく、同画像に★印のようなカード画像の獲得難度の表示ないし

獲得困難度の情報をも加えて構成されるものをいうと解するのが

相当である。」また「「対価データ付与手段」の「付与する」と

は、ユーザがネットワークゲーム用サーバから新規にカードを獲

得するものであると解するのが相当である。」と限定解釈した。 

                                                 
42 「医療用器具事件」、知財高裁平成22年9月28日判決、判例時報2097号125頁、判例タイムズ1338号226頁、平成22

年（行ケ）10036号 
43 「ネットワークゲーム用サーバ装置事件」、東京地裁平成26年6月6日判決、知的財産権判例70選 2015年度版 21

0頁、平成23年（ワ）29178号 
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2012 CS 侵害

訴訟 

知財高裁平成25年（ネ）10108号44 

<判決の要旨>特許権侵害訴訟の控訴審において、「控訴人の主張

は、要するに、構成要件A、C、D及びJに記載された各プログラ

ムの実行手順及び実行内容としての領域確保は、単なる画面表示

上の表現によって他と区別できる部分が表示されることでも十分

であるというものと整理される。しかしながら、構成要件の充足

のためには、上記過程がその順序で順次実行されている必要があ

るところ、前記認定判断（原判決引用部分）のとおり、被控訴人

システムにおいては、各画面は一つのHTML文書であって、サー

バ装置からクライアント装置に対して一括して送受信されている

ものであり、各画面の各表示とその表示領域の確保とは同時にさ

れているのであるから、本件発明の構成に従った過程が実行され

ているとみる余地はない。以上のとおりであるから、控訴人の上

記主張は、採用することのできないものである。」と判示した。 

2012 CS 侵害

訴訟 

大阪地裁平成25年（ワ）1723号45 

＜判決の要旨＞特許権侵害訴訟において、「本件特許発明1の

「データ項目を共用する」とは、項目定義手段によってデータ項

目（フィールド）の定義を変更すると、それが全てのデータベー

スに反映されることをいうものであるところ、上記のような被告

システムの構成からすると、このような本件特許発明1の作用効

果を奏するものとは認められない。しかも、前記のとおり、原告

は、本件特許出願の手続において、最初に何らかのデータベース

を作成し、次にこのデータベースを構成するデータ項目を作成す

る構成は、本件特許発明1の構成と異なることを明確に述べてお

り、このことからすると、被告システムが本件特許発明1の技術

的範囲に属する旨の原告の主張は包袋禁反言の原則により許され

ないものというべきである。」と判示した。 

2011 機

能 

侵害

訴訟 

知財高裁平成25年（ネ）10071号「テレビ受像機事件」46 

＜判決の要旨＞特許権侵害による損害賠償を請求した事案の技術

的範囲の属否の判断において、明細書等の記載を参酌した上で、

「本件発明にいう「識別信号」は、少なくとも、付加映像にのみ

付加され、付加映像でない映像には付加されないような信号であ

ることが必要であると解される。」と限定解釈した。 

2013 CS 侵害

訴訟 

東京地裁平成26年（ワ）23926号47 

＜判決の要旨＞特許権侵害訴訟において、「本件各発明において

は、記録再生装置が通信インタフェースを備えており、当該通信

インタフェースを介して、通信端末に対し、動画情報を送信する

ものとされている。「通信インタフェース」の意義について、本

                                                 
44 知財高裁平成26年5月21日判決、裁判所ホームページ、平成25年（ネ）10108号、

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/213/084213_hanrei.pdf［最終アクセス日：2020年3月16日］ 
45 大阪地裁平成26年2月20日判決、裁判所ホームページ、平成25年（ワ）1723号、

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/974/083974_hanrei.pdf［最終アクセス日：2020年3月16日］ 
46 「テレビ受像機事件」、知財高裁平成26年3月26日判決、知的財産権判例70選 2014年度版 188頁、平成25年

（ネ）10071号 
47 東京地裁平成27年12月11日判決、裁判所ホームページ、平成26年（ワ）23926号、

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/586/085586_hanrei.pdf［最終アクセス日：2020年3月16日］ 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/213/084213_hanrei.pdf
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/974/083974_hanrei.pdf
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/586/085586_hanrei.pdf
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件明細書等を精査しても、USBインタフェースが通信インタフェ

ースに当たる場合があることを示唆する記載がないことなどから

すると、本件明細書等は、通信インタフェースからＵＳＢインタ

フェースを除外していると解するのが相当である。したがって、

本件各発明における「通信インタフェース」には、被告製品 (イ

からホ) が備える「USBインタフェース」は含まれないというべ

きであり、USBインタフェースを有しているにすぎない被告製品 

(イからホ) は、構成要件B1、C1、H1、G2及びH2を充足しな

い。」と判示した。 

2014 CS 侵害

訴訟 

東京地裁平成26年（ワ）25928号48 

＜判決の要旨＞特許権侵害訴訟において、「本件発明の構成要件

Gは、「前記制御手段は、前記記憶した探索開始地点と、誘導開

始地点と、が異なる場合に、前記誘導開始地点からの前記移動体

の誘導開始に基づいて前記誘導情報出力手段を制御する」という

ものであるから、上記構成要件の文言によれば、本件発明は、探

索開始地点と誘導開始地点とを比較して両地点が異なることとい

う要件を充たす場合に、所定の制御を行うものであることが明ら

かというべきである。（2）被告装置において、「探索開始地

点」と「誘導開始地点」を比較して両地点が異なるかどうかを判

断しているものと認めるに足りる証拠はない。被告装置では、探

索開始地点と誘導開始地点とを比較して両地点が異なるか否かを

判断するという作業は行われず、あくまで、車両の現在位置が所

定の経路リンク上に載っているか否かが判定されているにすぎな

いから、被告装置は本件発明の構成要件Ｇを充足しないものとい

うべきである。」と判示した。 

2015 CS 侵害

訴訟 

東京平成28年（ワ）第13033号「入力支援コンピュータプログラ

ム事件」49 

＜判決の要旨＞特許権侵害訴訟において、「構成要件Eは、本件

発明1の特許請求の範囲の記載によれば、処理手段が入力手段を

介して「ポインタの位置を移動させる命令」を受信すると操作メ

ニュー情報を表示するものである。本件発明1におけるポインタ

が画面上に表示され、画面上の特定の位置を指し示すものをいう

ことに鑑みると、「入力手段を介してポインタの位置を移動させ

る命令」とは、利用者が画面上に表示されているポインタの位置

を移動させる操作を行うことを意味すると解するのが相当であ

る。一方、本件ホームアプリにおいて、原告が「操作メニュー情

報」に当たると主張する左右スクロールメニュー表示は、利用者

がショートカットアイコンをロングタッチすることにより表示さ

れるものであり、画面上に表示されているポインタの位置を移動

させる操作により表示されるとは認められない。以上によれば、

本件ホームアプリが構成要件Ｅを充足すると認めることはできな

                                                 
48 東京地裁平成28年8月30日判決、裁判所ホームページ、平成26年（ワ）25928号、

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/108/086108_hanrei.pdf［最終アクセス日：2020年3月16日］ 
49 「入力支援コンピュータプログラム事件」、東京地裁平成29年2月23日判決、知的財産権判例70選 2018年度版 2

06頁、平成28年（ワ）第13033号 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/108/086108_hanrei.pdf
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い。」と判示した。 

2015 CS 侵害

訴訟 

知財高裁平成28年（ワ）21346号「FX取引事件」50 

＜判決の要旨＞特許権侵害による差し止め請求をした事案の技術

的範囲の属否の判断において、明細書の「発明の詳細な説明」の

「課題」及び「効果」の記載を参酌した上で、「構成要件Eの

「注文情報」は指値注文に係る注文情報をいうと解するのが相当

である。」と限定解釈した。 

2018 CS 侵害

訴訟 

知財高裁平成29年（ネ）10072号（原審平成28年（ワ）14868）

「人間関係登録サーバ事件」51 

＜判決の要旨＞特許権侵害による損害賠償請求をした事案の技術

的範囲の属否の判断において、「本件明細書等の記載から、構成

要件1D及び1Fにおける「送信したとき」は、その文言どおり、

「関連付け」を行うための条件ないし「関連付け」との先後関係

（「送信」を先に実行し、その後に「関連付け」を実行するこ

と）を規定するものと解釈するのが相当であり、この点に関する

原判決の認定判断に誤りがあるとは認められない。」と文言どお

りの解釈をした。 

2015 CS 侵害

訴訟 

東京地裁平成28年（ワ）35763号52 

＜判決の要旨＞特許権侵害訴訟において、「本件発明13の構成要

件13C及び13Eの構成要件の文言解釈によれば、本件発明13は、

「取引内容の記載に複数のキーワードが含まれる場合には、キー

ワードの優先ルールを適用して、優先順位の最も高いキーワード

1つを選び出し、それにより取引内容の記載に含まれうるキーワ

ードについて対応する勘定科目を対応づけた対応テーブル（対応

表のデータ）を参照することにより、特定の勘定科目を選択す

る」という構成と解すべきであり、これに対し、被告方法は「取

引内容の記載に複数のキーワードが含まれる場合には、キーワー

ドの優先ルールを適用して、優先順位の最も高いキーワード1つ

を選び出し、それにより取引内容の記載に含まれうるキーワード

について対応する勘定科目を対応づけた対応テーブル(対応表のデ

ータ)を参照することにより、特定の勘定科目を選択する」という

構成を採用しているとは認めるに足りず、かえって、機械学習を

利用して生成されたアルゴリズムを適用して、入力された取引内

容に対応する勘定科目を推測していることが窺われ、被告方法は

構成要件13C及び13Eを充足しない。」と判示した。 

2017 CS 侵害

訴訟 

東京地裁平成29年（ワ）10027号53 

＜判決の要旨＞特許権侵害による差し止め請求をした事案の技術

的範囲の属否の判断において、被控訴人が、「本件明細書等にお

                                                 
50 「FX取引事件」、東京地裁平成29年7月20日判決、知的財産権判例70選 2018年度版 218頁、平成28年（ワ）213

46号 
51 「人間関係登録サーバ事件」、知財高裁平成30年1月25日判決、知的財産権判例70選 2018年度版 214頁 平成29

年（ネ）10072号 
52 東京地裁平成29年7月27日判決、裁判所ホームページ、平成28年（ワ）35763号、

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/011/087011_hanrei.pdf［最終アクセス日：2020年3月16日］ 
53 「FX取引管理方法事件」、知財高裁平成29年12月21日判決、知的財産権判例70選 2018年度版 242頁、平成29年

(ネ)10027号 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/011/087011_hanrei.pdf
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いては、顧客が「値幅を示す情報」及び「利幅を示す情報」を含

む五個の情報を入力する実施例のみが開示されていることから、

これら五個の情報は、顧客が入力するものである」と主張したこ

とに対し、「構成要件1Bは、顧客が各情報を、プルダウンメニュ

ーから選択したり、キーボードで数字を打ち込んだりすることを

要件としていないから、これらの操作と、画面上に示された情報

を確認して実行することとを区別する理由はない。」と文言どお

りの解釈をした。 

2018 CS 侵害

訴訟 

知財高裁平成29年（ネ）10043号（原審：平成28年（ワ）37954

号）「双方向テレビ番組ガイドシステム事件」54 

＜判決の要旨＞特許権侵害による損害賠償請求をした事案の技術

的範囲の属否の判断において、控訴人が、「構成要件Cは、「双

方向テレビ番組ガイド」を用いて、「デジタル格納デバイス」に

複数の番組をデジタル的に格納する「手段」を備えていれば、充

足することになるものであって「デジタル格納デバイス」自体を

必須の構成要素として規定するものではない」と主張したことに

対し、明細書の「発明の詳細な説明」の「課題」等の記載を参酌

した上で、「以上によると、被告物件が構成要件Cを充足すると

いうためには、「番組をデジタル的に格納可能な部分」を含むこ

と(内蔵すること)が必要というべきである」と限定解釈をした。 

2018 CS 侵害

訴訟 

東京地裁平成28年（ワ）38565号55 

＜判決の要旨＞特許権侵害訴訟において、「被告ら各装置及び被

告ら各プログラムは、文言上、本件発明1の技術的範囲に属する

かについて、「第1の表示欄」は動画を表示するために確保され

た領域（動画表示可能領域）、「第2の表示欄」はコメントを表

示するために確保された領域（コメント表示可能領域）であり、

「第2の表示欄」は「第1の表示欄」よりも大きいサイズでいずれ

も固定された領域であると解されるところ、被告ら各装置におい

ては、動画表示可能領域（被告ら装置1における「Stageオブジェ

クトA」、被告ら装置2及び3における＜iflame＞要素又は＜video

＞要素）とコメント表示可能領域（被告ら装置1における

「CommentDisplayオブジェクトD」、被告ら装置2及び3における

＜canvas＞要素）は同一のサイズであるから、被告ら各装置は、

「第1の表示欄」及び「第2の表示欄」に相当する構成を有すると

は認められない。」と判示した。 

2018 CS 侵害

訴訟 

東京地裁平成29年（ワ）24174号「金融商品取引管理装置事件」56 

＜判決の要旨＞特許権侵害による差し止め請求をした事案の技術

的範囲の属否の判断において、「構成要件Hは、「前記相場価格

が変動して、前記約定検知手段が、前記複数の売り注文のうち、

最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知する

                                                 
54 「双方向テレビ番組ガイドシステム事件」、知財高裁平成30年11月31日判決、知的財産権判例70選 2018年度版 

238頁、平成29年（ネ）10043号 
55 東京地裁平成30年9月19日判決、裁判所ホームページ、平成28年（ワ）38565号、

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/073/088073_hanrei.pdf［最終アクセス日：2020年3月16日］ 
56 「金融商品取引管理装置事件」、東京地裁平成30年10月24日判決、知的財産権判例70選 2019年度版 200頁、平

成29年（ワ）24174号 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/073/088073_hanrei.pdf
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と、前記注文情報生成手段は、前記約定検知手段の前記検知の情

報を受けて、前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よ

りもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文

情報を生成する…」というものであり、文言上、「複数の売り注

文のうち、最も高い売り注文価格の売り注文」1個が約定したと

きに「複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに

所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報」1個

が生成される構成を含むと解するのが相当である。」と文言どお

りの解釈をした。 

2018 CS 異議

決定

取消 

知財高裁平成29年（行ケ）10232号「いきなりステーキ事件」57 

＜判決の要旨＞拒絶査定不服審判の審決の「発明該当性の判断の

誤り」が争われた事案で、「本件特許発明1の技術的課題、その

課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれ

る効果等の技術的意義に照らすと、本件特許発明1は、札、計量

機及びシール（印し）という特定の物品又は機器（本件計量機

等）を、他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明1の課

題を解決するための技術的手段とするものであり、全体として

「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するということ

ができる。」と判示した。 

2019 CS 審取 

 

無効 

知財高裁平成30年（行ケ）10122号58 

＜判決の要旨＞無効審判の審決訴訟において、「本件発明は、本

件明細書の発明の詳細な説明に記載されたものと認められるか

ら、本件特許はサポート要件に適合する。よって、この点につい

ての審決の判断に誤りがあるとはいえず、原告が主張する取消事

由2は理由がない。」と判示した。 

2019 CS 審取 

 

査定

不服 

知財高裁平成30年（行ケ）10094号59 

＜判決の要旨＞拒絶査定不服審判の審決取消訴訟において、「本

願発明は、一つの測定センサを移動させながら、同測定センサに

より、血管の各位置の血圧を瞬間的に測定し、同測定によって得

られたPa、Pdの比を計算するものであるから、同測定方法によっ

て得られた各位置の血圧は、心周期の位相が異なっていることに

なる。従って、同測定によって計算された血圧比を検討すること

によって、血管中の狭窄の有無や位置を必ずしも正確に把握する

ことはできないと考えられるが、そうであるとしても、狭窄の程

度や測定方法によっては、狭窄の有無や位置を把握することがお

よそ不可能であるとはいえないから、本願発明が無意味なものと

までいうことはできない。そして、本願発明について、上記観点

から実施可能要件やサポート要件が問題となることがあるとして

も、それらは、審判において、審理の対象でなかったから、本件

訴訟において審理することはできない。」と判示した。 

                                                 
57 「いきなりステーキ事件」、知財高裁平成30年10月17日判決、知的財産権判例70選 2019年度版 4頁、平成29年

（行ケ）10232号 
58 知財高裁平成31年4月22日判決、裁判所ホームページ、平成30年（行ケ）10122号、

https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/623/088623_hanrei.pdf［最終アクセス日：2020年3月16日］ 
59 知財高裁平成31年4月25日判決、裁判所ホームページ、平成30年（行ケ）10094号、

https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/667/088667_hanrei.pdf［最終アクセス日：2020年3月16日］ 

https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/623/088623_hanrei.pdf
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/667/088667_hanrei.pdf


 

- 52 -  

 
 

CS関連発明等の機能的クレームに関する審査基準等に関し、日本では、近年、下記

審査基準等が改訂されている。 

 

年 分類 種別 概要 

2000 CS 基準等 特許・実用新案審査基準の改訂 

「コンピュータソフトウエア関連発明に係る審査基準」追

加 

2015 CS 基準等 特許・実用新案審査基準の改訂 

CS基準の「特許・実用新案審査ハンドブック」へ移行等 

2016 CS 基準等 特許・実用新案審査ハンドブックの改訂 

IoT関連技術に関する事例を追加 

2017 CS 基準等 特許・実用新案審査ハンドブックの改訂 

IoT関連技術に関する事例の充実化 (AI関連技術の事例を含

む) 

2018 CS 基準等 特許・実用新案審査基準、審査ハンドブックの改訂 

CS関連発明の発明該当性、進歩性に関する明確化、審査基

準と審査ハンドブックの記載の整合性向上 

2019 CS 基準等 特許・実用新案審査ハンドブックの改訂 

AI関連技術に関する事例を追加、データ構造等の事例の記

載の明確化 
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（３） 重要審決・判決 

 

 
 

（１）  東京高裁昭和51年（ネ）783号「ボールベアリング自動組立器事件」 

（２）  東京地裁平成8年（ワ）22124号「磁気媒体リーダー事件」 

（３）  東京高裁平成15年（行ケ）325号「身体関連商品の購入システム事件」 

（４）  東京平成23年（ワ）29178号「ネットワークゲーム用サーバ装置事件」 

（５）  知財高裁平成25年（ネ）10071号「テレビ受像機事件」 

（６）  知財高裁平成28年（ワ）21346号「FX取引事件」 

（７）  知財高裁平成29年（ネ）10072号「人間関係登録サーバ事件」 

  （原審：平成28年（ワ）14868号） 

（８）  知財高裁平成29年（ネ）10043号「双方向テレビ番組ガイドシステム事 

  （原審：平成28年（ワ）37954号）  

（９）  東京地裁平成29年（ワ）24174号「金融商品取引管理装置事件」 

（１０） 東京地裁平成29年（ワ）10027号「FX取引管理方法事件」 

 

 
 

日本では、機能的クレームについて、米国のような特有の立法（35 U.S.C. §112(f)）

が存在せず、機能的クレームについて特有のクレーム解釈をする法的根拠は乏しい。 

審査段階においては、上述のとおり、機能的クレームの範囲（発明の要旨）は、原

則、クレームの記載に基づいて、そのような機能を有する全ての物を意味していると

認定される。一方、侵害訴訟では、機能的クレームは、他のクレームと同じ法律（特

許法第70条）に基づいて、クレーム解釈がなされる。しかし、機能的クレームでは、

機能的表現が用いられ、抽象的なクレームになるが故に、その用語の意義が明細書の

記載及び図面を考慮して解釈される（特許法第70条第2項）傾向がある。 

日本の侵害訴訟において、機能的クレームに関する解釈の概要は、次の【図表－Ⅱ２

（３）－１】に示すとおりである。 

 

国 機能的クレームに関する解釈（侵害訴訟） 

日本 

侵害訴訟では、クレームの範囲（特許発明の技術的範囲）は、原則、特許請

求の範囲の記載に基づいて定められ（特許法第 70 条 1 項）、明細書の記載及

び図面を考慮して特許請求の範囲に記載された用語の意義が解釈される（同

条第 2 項）。近年の侵害訴訟では、機能的クレームであるか否かが直接的に

認定されることもなく、認定によって機能的クレームに固有の解釈がなされ

ることもない。しかし、機能的クレームで用いられる機能的な用語は、その

意義が明細書の記載を考慮して解釈される。本調査研究で挙げた侵害訴訟で

は、CS 関連発明のクレームは、明細書の記載が考慮され、限定的に解釈され

る傾向にある。ただし、請求項の記載に基づいて解釈された裁判例もいくつ

か存在した。 

【図表－Ⅱ２（３）－１】侵害訴訟での機能的クレームに関する解釈（日本） 
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 クレーム解釈の変遷 

 

 平成6年法律改正において、クレームの技術的範囲の認定にあたって、発明の詳細な

説明の参酌（特許法第70条第2項）が導入されており、この前後で判決を分類した。 

 

 平成6年特許法等の改正前 

 

 東京高裁昭和51年（ネ）783号「ボールベアリング自動組立器事件」 

 

東京高裁昭和51年（ネ）783号「ボールベアリング自動組立器事件」では、クレーム

における機能的な構成要件について、次の内容が判示されている。 

・その技術的な意味内容が明細書の記載や技術常識から明確であるといえない以上、

明細書に記載されている実施態様に開示されている具体的な技術的思想を知ること

によって、その意味を確定すべきものである 

・当業者が容易にその実施をすることができる程度に、明細書に開示されていない技

術的思想までをも当然に含ませうるものであってはならない 

・一実施例の装置における具体的な構成、作用にのみ限定することは当を得ない 

 

東京高裁昭和51年（ネ）783号「ボールベアリング自動組立器事件」 

判旨 

特許権侵害による損害賠事件の技術的範囲の属否の判断において、判決では、

「右の構成要件は、前記のとおり、きわめて機能的、抽象的に表現されており、し

かもその技術的な意味内容が明細書の記載や技術常識から明確であるといえない以

上、明細書に記載されている実施態様に開示されている具体的な技術的思想を知る

ことによって、その意味を確定すべきものであり、これを、一実施例の装置におけ

る具体的な構成、作用にのみ限定することは当を得ないとしても（なお、当裁判所

が後記四においてした判断は、単に、一実施例の装置における具体的な構成、作用

にのみ限定解釈をしたものではない。）、機能的、抽象的に表現された構成要件で

あることに事寄せて、本来、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有

する者が容易にその実施をすることができる程度に、明細書に開示されていない技

術的思想までをも当然に含ませうるものであってはならないことは明らかであ

る。」と判示している。 

クレームの範囲 

本事件では、クレームにおける「選出した中間部品は計測手段と協力する組立手

段により、検査された内外両部品と組み立てられる」という構成要件の解釈が争点

になっている。この構成要件は、明細書の記載に基づいて解釈され、「本件特許発

明における計測手段と組立手段とが「協力する」関係は、計測手段が中間部品

（球）と内外両部品（内外環）との組立において作動上組立手段と直接関連し合っ

て、組立手段に中間部品（球）を充填する働きをしている、この両者の関係を指し

ているもの」と判示されている。 
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 平成6年特許法等の改正 

 

 平成6年特許法等の改正において、特許法第36条第5項と特許法第70条第2項が改正さ

れている。本改正では、改正前の特許法第36条第5項2号の「クレームには発明の構成

を欠くことのできない事項のみを記載しなければならない。」という規定は、「出願

人が発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。」

と改正されている。また本改正では、特許法第70条2項が追加となり、「前項の場合に

おいては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載

された用語の意義を解釈するものとする。」とされている。 

実用新案法でも、同様の改正がなされている（実用新案法第5条第5項、実用新案法

第26条で準用する特許法第70条第2項）。 

 

 平成6年特許法等の改正後 

 

 平成8年（ワ）22124号「磁気媒体リーダー事件」 

 

平成8年（ワ）22124号「磁気媒体リーダー事件」では、次の内容が判示されてい

る。 

・考案の構成が機能的、抽象的な表現で記載されている場合において、実用新案登録

請求の範囲の記載に加えて明細書の考案の詳細な説明の記載を参酌し、そこに開示

された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該考案の技術的範囲を確

定すべきものと解するのが相当である 

・考案の技術的範囲を明細書に記載された具体的な実施例に限定するものではなく、

実施例としては記載されていなくても、明細書に開示された考案に関する記述の内

容から当業者 が実施し得る構成であれば、その技術的範囲に含まれるものと解すべ

きである 
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平成8年（ワ）22124号「磁気媒体リーダー事件」 

判旨 

実用新案権に基づく損害賠償請求事件の技術的範囲の属否の判断において、判決

では、「実用新案登録請求の範囲に記載された考案の構成が機能的、抽象的な表現

で記載されている場合において、実用新案登録請求の範囲の記載に加えて明細書の

考案の詳細な説明の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている

技術思想に基づいて当該考案の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当であ

ると判示し、ただし、このことは、考案の技術的範囲を明細書に記載された具体的

な実施例に限定するものではなく、実施例としては記載されていなくても、明細書

に開示された考案に関する記述の内容から当該考案の属する技術の分野における通

常の知識を有する者（以下「当業者」という。）が実施し得る構成であれば、その

技術的範囲に含まれるものと解すべきである」と判示している。 

クレームの範囲 

本事件では、クレームにおける「上記磁気ヘッドと上記保持板との間に、上記磁

気ヘッドが下降位置にあるときは上記磁気ヘッドの回動を規制し、上記磁気ヘッド

が媒体との摺接位置にあるときは上記磁気ヘッドを回動自在とする回動規制手段」

という構成要件の解釈が争点になっている。 

本構成要件に関しては、「被告装置の「回動規制手段」の構成は、磁気ヘッドが

下降位置にあるときに回動が規制され、上昇位置にあるときに回動が自在になると

いう点では、本件考案の構成要件の文言に形式上該当する。しかしながら、被告装

置の構成は、本件明細書に開示された構成と異なることが明らかである。また、被

告装置の上記構成は、本件明細書の考案の詳細な説明の欄に開示されたところの回

動規制板並びに係合部及びピンを設けるという構成とは、技術思想を異にするもの

と解され、当業者が本件明細書の考案の詳細な説明の記載に基づいて実施し得る構

成であるということもできない」と判示されている。 

 

 近年の裁判例 

 

日本の訴訟では、平成6年特許法等の改正後は、限定解釈される場合、明細書の記載

及び図面を考慮してクレームの用語の意義が解釈される（特許法第70条第2項）。日本

の審決・判決一覧の裁判例でも、CS関連発明等の特許では、明細書の記載が参酌され

て限定解釈されることが多いが、近年では、クレームの記載に基づいて解釈される

（特許法70条第1項）裁判例も一定数存在している。 

以下、CS関連発明等におけるクレームが限定解釈された裁判例と限定解釈されなか

った裁判例に分類する。 
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 限定解釈された裁判例 

 

 以下の裁判例では、クレームが明細書の記載が参酌されて限定解釈されている。 

 

 平成23年（ワ）29178号「ネットワークゲーム用サーバ装置事件」 

 

平成23年（ワ）29178号「ネットワークゲーム用サーバ装置事件」 

判旨 

 特許権侵害による損害賠償を請求した事案の技術的範囲の属否の判断において、

明細書の作用効果等の記載を参酌した上で、「本件発明の「対価データ」とは、単

なる選手の写真画像のみでなく、同画像に★印のようなカード画像の獲得難度の表

示ないし獲得困難度の情報をも加えて構成されるものをいうと解するのが相当であ

る。」また「「対価データ付与手段」の「付与する」とは、ユーザがネットワーク

ゲーム用サーバから新規にカードを獲得するものであると解するのが相当であ

る。」と判示されている。 

クレームの範囲 

 本事件では、発明の名称を「ネットワークゲーム用サーバ装置」とする特許権の

クレームにおける「前記ポイント付与手段によってユーザに付与されたポイントに

応じて所定の価値を有する対価データを当該ユーザに付与する対価データ付与手

段」の解釈が争点になっている。 

 この構成要件の「対価データ」と「「対価データ付与手段」の「付与する」」の

解釈を上記のように限定解釈している。 

 

 平成25年（ネ）10071号「テレビ受像機事件」 

 

平成25年（ネ）10071号「テレビ受像機事件」 

判旨 

 特許権侵害による損害賠償を請求した事案の技術的範囲の属否の判断において、明細書等の記

載を参酌した上で、「本件発明にいう「識別信号」は、少なくとも、付加映像にのみ付加され、

付加映像でない映像には付加されないような信号であることが必要であると解される。」と判示

されている。 

クレームの範囲 

 本事件では、発明の名称を「受像装置、チューナー、テレビ受像機および再生装置」とする特

許権のクレームにおける「識別信号」の解釈が争点になっている。 

 この争点に対し、「本件発明１の特許請求の範囲及び本件明細書の各記載によれば、本件発明

にいう「識別信号」は、付加映像と、付加映像でない真の１６：９映像とを含むアスペクト比１

６：９の映像の中から「付加映像であること」を「識別」できるものでなければならず、そのた

め、少なくとも、付加映像にのみ付加され、付加映像でない真の１６：９映像には付加されない

ような信号であることが必要であると解される。そのような信号であれば、当該信号が付加され

ていれば付加映像であると判定することができるから、本件明細書の段落【００１９】及び【０

１０８】にあるように、付加映像であるにもかかわらず当該信号が付されない場合があることに

より、付加映像であることを１００パーセント判定することができないことがあるにしても、本

件発明１の特許請求の範囲請求項１記載の「付加映像、であることを識別」する信号であるとい

える。」と限定解釈している。 
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 平成28年（ワ）21346号「FX取引事件」 

 

平成28年（ワ）21346号「FX取引事件」 

判旨 

 特許権侵害による差し止め請求をした事案の技術的範囲の属否の判断において、

明細書の「発明の詳細な説明」の「課題」等の記載を参酌した上で、構成要件Ｅの

「注文情報」の意義について検討し、「本件明細書を見ると、金融商品の取引方法

として指値注文と成行注文があることに触れながら指値注文についてイフダンオー

ダーが多く行われることを挙げ、従前のコンピュータシステムにおいては指値注文

が行われるものの指値注文のイフダンオーダーに対応していないこと、これを複数

行うには顧客の操作が必要なことを解決すべき課題として挙げ、その解決手段とし

てイフダンオーダーを自動的に繰り返し、相場価格が高値側に変動してもイフダン

オーダーを継続させられるようにする構成をもって本件発明とし、上記課題を解決

するとしている・・・。これらの記載からも、本件発明は、指値注文のイフダンオ

ーダーを相場価格の変動にかかわらず自動的に継続することに意義があるとされて

いるのであって、それらの注文の間に成行注文が介在することを示唆する記載はな

い。加えて、発明を実施するための形態においても指値注文を複数のイフダンオー

ダーによって行うことができるもののみを挙げていて・・・、注文に成行注文を含

み得る旨の記載は見当たらない。そうすると、本件明細書の記載も、前記アの解釈

と符合するということできる。したがって、構成要件Ｅの「注文情報」は指値注文

に係る注文情報をいうと解するのが相当である。」と限定解釈している。 

 次に、構成要件Ｅの「・・・検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め

設定された値以上となった場合・・・」の「場合」の意義について検討し、「一般

に、「場合」は、「その場に出会った時。時。おり。時機」（広辞苑〔第六版〕２

２１０頁）、「仮定的・一般的にある状況になったとき」（大辞林〔第二版新装

版〕２０３７頁）という意味を有する。このことに照らすと、本件発明の特許請求

の範囲の記載上、「場合」の直前にある「検出された・・・変動幅が予め設定され

た値以上となった」ことが、その後に定められた「高値側に・・・新たな前記第一

注文情報と・・・新たな前記第二注文情報とを設定」するという動作が行われる条

件となることを示していると解される。もっとも、当該記載上、上記とは異なる条

件が定められていない一方で、他の条件を付加することを禁じる趣旨の記載も見ら

れない。そこで本件明細書をみると、前記１（３）のとおり、本件発明は複数の注

文を連続的に組み合わせる金融商品の注文についての発明であり、相場価格の価格

帯が高値側に変化した場合であってもそうした注文が継続的に可能であることを本

件発明の効果としていて、この点に本件発明の意義を見いだすことができる。この

意義を前提とすれば、本件発明は価格帯の変化のみに着目して新たな注文をするこ

とができる発明であると解することができる上、注文を継続的に行うために価格帯

が変化した際に直ちに注文を行うことが想定されていると考えられる。また、発明

の実施の形態においても、相場価格の変動に伴う注文価格の変更は、相場価格が高

値側に変動した時点で直ちに行われ得る構成のみが挙げられ、相場価格の変動時に

その成就の有無を判断できない条件の示唆はない・・・。そうすると、構成要件Ｅ

の新たな注文情報の設定が行われる「場合」の指す条件としては、価格帯の変動時

に直ちに新たな注文を行い得るものをいう趣旨ということができるから、当該「場

合」において仮に他の条件の付加が認められるとしても、価格帯の変動時にその成

就の有無を判断できないものは含まれないと解するのが相当である。」との限定解
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釈している。 

 さらに、構成要件Ｅの「高値側に・・・新たな前記第一注文情報と・・・新たな

前記第二注文情報とを設定」の「設定」の意義について検討し、「一般に、「設

定」は「つくり定めること」（広辞苑〔第六版〕１５７７頁）、「ある目的に沿っ

て、新たに物事をもうけ定めること」（大辞林〔第二版新装版〕１４１０頁）とい

う意味を有していること、本件発明の特許請求の範囲の記載上、注文情報生成手段

が新たな第一注文情報及び第二注文情報を「設定」するとされている（構成要件

Ｅ）こと、前記の「注文情報」の解釈を踏まえると、「設定」は、売り又は買いの

指値注文の注文情報をつくり定めることであると解される。もっとも、設定の内容

が、実際に注文情報を生成するものでなく、注文価格その他の注文情報を生成し得

るものとして記録しておけば足りるのか否かは必ずしも明らかでない。そこで本件

明細書をみると、前記１（３）のとおり、本件発明は、相場価格の価格帯が高値側

に変化しても変化した後の価格帯において複数の注文を連続的に組み合わせて行う

取引、すなわちイフダンオーダーの取引を継続させることができる点にその意義が

あるのであるから、価格帯が変化した際に直ちに注文を行うことが想定されている

といえる。また、発明の実施の形態において、注文情報の書換えの後に第１注文を

約定させて第２注文を有効な注文情報とするとされていること・・・からも、上記

書換えの直後に注文を出すことが前提とされていると理解される。そうすると、本

件明細書上、本件発明においては相場価格帯が高値側に変化した際に高値側の注文

情報をつくり定めた直後に当該注文情報に基づく注文を発する趣旨が表現されてい

るとみることができるから、「設定」は、注文価格その他の注文情報を生成し得る

ものとして記録しておけば足りるというものでなく、実際に注文情報を生成するも

のであると解するのが相当である。」と限定解釈している。 

クレームの範囲 

 本事件では、発明の名称を「金融商品取引管理装置」とする特許権のクレームに

おける構成要件Ｅとして特定される「前記注文情報生成手段は、前記相場価格の変

動を検出する手段によって前記相場価格が検出され、検出された前記相場価格の高

値側への変動幅が予め設定された値以上となった場合、現在の前記相場価格の変動

方向である前記高値側に、新たな一の価格の新たな前記第一注文情報と新たな他の

価格の新たな前記第二注文情報とを設定することを特徴とする」の解釈が争点にな

っている。原告は、構成要件Ｅにつき、「検出された前記相場価格の高値側への変

動幅が予め設定された値以上となった」条件が成就した「場合」において〔１〕設

定する「注文情報」は指値注文の情報に限られず成行注文の情報も含むところ、被

告サービスにおいて上記条件が成就した直後に買いの成行注文及び売りの指値注文

が設定されること、〔２〕仮に上記「注文情報」が指値注文の情報に限られるとし

ても、〔ア〕上記「場合」は上記条件以外の条件を付加することを排除する趣旨で

はなく、被告サービスにおいては上記条件のほかに設定された売りの指値注文が約

定した場合に買い及び売りの指値注文が設定されること、〔イ〕構成要件Ｅにおけ

る新たな注文情報の「設定」は、実際に注文情報を生成するものでなく、情報を生

成し得るものとして記録しておけば足りるところ、被告サービスにおいては上記条

件が成就した際に上記の記録が行われ、その後に買い及び売りの指値注文が設定さ

れることを挙げて、被告サービスが構成要件Ｅを充足すると主張した。 

 原告のこれらの主張に対し、上記のとおり判示し、「注文情報」の解釈について

限定解釈し、「場合」の解釈についても限定解釈し、「設定」の解釈についても限

定解釈をしている。 
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 平成29年（ネ）10072号「人間関係登録サーバ事件」 

 

平成29年（ネ）10072号 「人間関係登録サーバ事件」 

判旨 

 特許権侵害による損害賠償請求をした事案の技術的範囲の属否の判断において、

「本件明細書等の記載から、構成要件1D及び1Fにおける「送信したとき」は、その

文言どおり、「関連付け」を行うための条件ないし「関連付け」との先後関係

（「送信」を先に実行し、その後に「関連付け」を実行すること）を規定するもの

と解釈するのが相当であり、この点に関する原判決の認定判断に誤りがあるとは認

められない。」と判示している。 

クレームの範囲 

 本事件では、発明の名称を「人脈関係登録システム、人脈関係登録方法と装置、

人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記

録媒体」とする特許権のクレームにおける「送信したとき」の解釈が争点になって

いる。 

 この争点に対し、「特許権の効力の及ぶ範囲は特許発明の技術的範囲によって画

されるものであり、特許発明の技術的範囲は、願書に添付された特許請求の範囲の

記載に基づいて定められるものである（特許法７０条１項）。そして、その特許請

求の範囲の記載は、第三者の予測可能性や法的安定性などを確保する見地から、技

術的に正確かつ簡明に記載すること、技術用語は学術用語を用いること、用語はそ

の有する普通の意味で使用することなどが求められている（特許法施行規則２４条

の４、様式第２９の２）。したがって、特許権の効力の及ぶ範囲の解釈は、第一義

的には、特許請求の範囲の記載文言に基づいてこれを行う必要がある。」と判示し

ている。 

 

 平成29年（ネ）10043号「双方向テレビ番組ガイドシステム事件」 

 

平成29年（ネ）10043号「双方向テレビ番組ガイドシステム事件」 

判旨 

 特許権侵害による損害賠償請求をした事案の技術的範囲の属否の判断において、

控訴人が、「構成要件Cは、「双方向テレビ番組ガイド」を用いて、「デジタル格納

デバイス」に複数の番組をデジタル的に格納する「手段」を備えていれば、充足す

ることになるものであって「デジタル格納デバイス」自体を必須の構成要素として

規定するものではない」と主張したことに対し、明細書の「発明の詳細な説明」の

「課題」等の記載を参酌した上で、「以上によると、被告物件が構成要件Cを充足す

るというためには、「番組をデジタル的に格納可能な部分」を含むこと（内蔵する

こと）が必要というべきである。」と判示している。 

クレームの範囲 

 本事件では、発明の名称を「デジタル格納部を備えた電子番組ガイド」とする特

許権のクレームにおいて「番組をデジタル的に格納可能な部分」が必須の構成要件

であるかが争点になっている。 

 この争点に対し、「本件発明に係る特許請求の範囲は、「ユーザテレビ機器（２

２）上で動作する双方向テレビ番組ガイドシステムであって」（構成要件

Ａ）、・・・「双方向テレビ番組ガイドを用いて、該ユーザテレビ機器（２２）に

含まれる該デジタル格納デバイス（３１）に該複数の番組をデジタル的に格納する



 

- 61 -  

手段と、」（構成要件Ｃ）・・・「を備えた、システム」（構成要件Ｌ）と記載さ

れているから、本件発明の双方向テレビ番組ガイドシステムは、ユーザテレビ機器

に含まれるデジタル格納デバイスに番組をデジタル的に格納（録画）する手段とい

う構成を含むものである。そして、本件明細書には、「本発明は・・・番組および

番組に関連する情報用のデジタル格納部を備えた双方向テレビ番組ガイドシステム

に関する。」（【０００１】）として、双方向テレビ番組ガイドシステムが「デジ

タル格納部を備えた」ものである旨が記載されている。また、従来技術として、

「番組ガイド内で選択された番組を独立型の格納デバイス（典型的にはビデオカセ

ットレコーダ）に格納することを可能にする双方向番組ガイド」（【０００４】）

が指摘され、その操作に関し、「ビデオカセットレコーダの操作には通常は、ビデ

オカセットレコーダ内の赤外線受信器に結合される赤外線送信器を含む操作経路が

用いられる。」（【０００４】）と記載されており、「独立型の格納デバイス」を

用いる従来技術について記載されている。その上で、従来技術の課題として「独立

型のアナログ格納デバイスを用いると、デジタル格納デバイスが番組ガイドと関連

付けられる場合に実施され得るようなより高度な機能が不可能になる。」（【００

０４】）と記載され、これを受けて、本発明の目的を「デジタル格納部を備えた双

方向テレビ番組ガイドを提供すること」（【０００５】）と記載している。以上に

加え、「番組ガイドと関連付けられたデジタル格納デバイスの使用は、独立型のア

ナログ格納デバイスを用いて行われ得る機能よりも、より高度な機能をユーザに提

供する。」（【０００９】）という記載を併せ考慮すると、本件発明は、独立型の

アナログ格納デバイスでは不可能であった高度な機能をユーザに提供するために、

双方向テレビ番組ガイドシステムがデジタル格納デバイスを備えることを目的とし

たものと認められる。以上によると、被告物件が構成要件Ｃを充足するというため

には、「番組をデジタル的に格納可能な部分」を含むこと（内蔵すること）が必要

というべきである。」と判示している。 
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 限定解釈されなかった裁判例 

 

 以下の裁判例では、クレームが明細書の記載に基づいて限定解釈されていない。 

 

 平成29年（ワ）24174号「金融商品取引管理装置事件」 

 

平成29年（ワ）24174号「金融商品取引管理装置事件」 

判旨 

 特許権侵害による差し止め請求をした事案の技術的範囲の属否の判断において、

被控訴人が、クレームにおいて、「前記金融商品の売買注文を行うための売買注文

申込情報として受け付け」られる五個の情報に関して、「本件明細書等において

は、顧客が「値幅を示す情報」及び「利幅を示す情報」を含む五個の情報を入力す

る実施例のみが開示されていることから、これら五個の情報は、顧客が入力するも

のである」と主張したことに対し、「構成要件1Bは、顧客が各情報を、プルダウン

メニューから選択したり、キーボードで数字を打ち込んだりすることを要件として

いないから、これらの操作と、画面上に示された情報を確認して実行することとを

区別する理由はない。」と判示している。 

クレームの範囲 

 特許権侵害による差し止め請求をした事案の技術的範囲の属否の判断において、

「構成要件Hは、「前記相場価格が変動して、前記約定検知手段が、前記複数の売り

注文のうち、最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると、前

記注文情報生成手段は、前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて、前記複数の

売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格

の情報を含む売り注文情報を生成する…」というものであり、文言上、「複数の売

り注文のうち、最も高い売り注文価格の売り注文」1個が約定したときに「複数の売

り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の

情報を含む売り注文情報」1個が生成される構成を含むと解するのが相当である。」

と判示している。 

 

 平成29年（ネ）10027号「FX取引管理方法事件」 

 

平成29年（ネ）10027号「FX取引管理方法事件」 

判旨 

 特許権侵害による差し止め請求をした事案の技術的範囲の属否の判断において、

被控訴人が、クレームにおいて、「前記金融商品の売買注文を行うための売買注文

申込情報として受け付け」られる五個の情報に関して、「本件明細書等において

は、顧客が「値幅を示す情報」及び「利幅を示す情報」を含む五個の情報を入力す

る実施例のみが開示されていることから、これら五個の情報は、顧客が入力するも

のである」と主張したことに対し、「構成要件1Bは、顧客が各情報を、プルダウン

メニューから選択したり、キーボードで数字を打ち込んだりすることを要件として

いないから、これらの操作と、画面上に示された情報を確認して実行することとを

区別する理由はない。」と判示している。 

クレームの範囲 

 本事件では、発明の名称を「金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管

理方法」とする特許権のクレームにおいて、「前記金融商品の売買注文を行うため
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の売買注文申込情報として受け付け」られる五個の情報が、限定解釈されるかが争

点になっている。この争点に対し、上記のように判示して文言どおりのクレーム解

釈を行っている。 

 

 
 

 以下の判決では、記載要件が争点になっている。 

 

 平成15年（行ケ）325号「身体関連商品の購入システム事件」 

 

平成15年（行ケ）325号「身体関連商品の購入システム事件」 

判旨 

 拒絶査定不服審判の審決の取消を求めた事案で、「本願発明については、コンピ

ュータによる演算、比較の処理に商品コートが用いられるところ、その処理が不明

であり、また、好みの商品をコーディネートするために用いられるコーディネータ

ファイルの構成も明確でないというほかないから、本願が特許法36条6項2号に規定

する要件を満たしていないとした審決の判断は、是認することができるものという

べきである」と判示されている。 

クレームの範囲 

 本事件では、クレームにおける「商品に基づく商品コード、商品サイズデータ、

デザインデータの一以上と自己の身体のサイズデータをコンピュータにて演算、比

較による判断」なる記載の構成要件の明確性が争点になっている。 

 この構成要件に対し、「「商品コード」にサイズに関する要素が含まれ得るとし

ても、サイズの要素を含む商品コードから、身体のサイズデータと演算や比較をな

し得るデータを取り出すためには、何らかの変換データが必要であると考えられる

ところ、請求項１には、そのような変換データが存在することや、これを用いて身

体のサイズデータと演算や比較をなし得るデータを取り出す処理は、記載されてい

ない。また、コーディネートするためには、柄やデザインなどが必要であるとこ

ろ、「商品コード」から柄やデザインに関するデータを取り出すために必要な変換

データやその処理もまた、請求項１には記載されていない。以上によれば、「商品

に基づく商品コード、商品サイズデータ、デザインデータの一以上と自己の身体の

サイズデータをコンピュータにて演算、比較」という記載では、商品コードを用い

てどのように演算し、あるいは比較するのか、その処理が不明であるというほかは

ない。」と判示されている。 
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（４） その他の動向 

 

 
 

 審査基準・審査ハンドブックの改訂 

 

日本では、CS関連発明等又はその記載要件に関し、次の【図表－Ⅱ２（４）－１】

に示すとおり、審査基準・審査ハンドブックの改訂が行われている。審査ハンドブッ

クについては、IoT/AI関連技術の事例等の追加と充実が行われた。また、2019年1月の

審査ハンドブック改訂では、AI関連発明等の事例を充実するとともに、実施可能要件

／サポート要件について、機械学習に用いられる複数種類のデータの間に、相関関係

等の一定の関係の存在が認められるか、又は、技術常識に鑑みて推認される場合等

に、実施可能要件／サポート要件を満たすことが示されている。 

 

項目 日本 米国 ・・・ 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

CS 関連発明

又は記載要

件に関する

基準等につ

いての 

近年の動向 

（2017 年 

以降) 

2017 年 

基準等の改訂 
審査ハンドブックの改訂 (2017 年 3 月) 

［IoT・AI 関連技術等の事例充実］ 
・・・ ・・・ 

2018 年 

基準等の改訂 
審査基準、審査ハンドブックの改訂(2018 年 3 月) 

［CS 関連発明の発明該当性等］ 
・・・  ・・・ 

2019 年 

基準等の改訂 

審査ハンドブックの改訂 (2019 年 1 月) 

［AI 関連技術等の事例追加］ 

※記載要件(相関関係)等を含む 

・・・ ・・・ 

その他動向 AI 関連発明の出願状況調査 (2019 年 7 月) ・・・ ・・・ 

【図表－Ⅱ２（４）－１】CS関連発明又は記載要件に関する審査基準等の動向 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

 審査ハンドブックの改訂（2017年3月） 

 

日本では、2017年3月に、審査ハンドブックが改訂された。この改訂において、IoT

関連技術等に関する事例が掲載されている。このうち、5事例は、AI関連技術に関する

事例である。 

 

IoT関連技術等に関する事例の充実化（特許・実用新案審査ハンドブック：2017年3月22日改訂） 
 

1．発明該当性（附属書A及びB） 

リンゴの糖度データ及びリンゴの糖度データの予測方法（IoT,AI関連技術：事例3-2） 

人形の3D造形用データ及び人形の3D造形方（3Dプリンティング関連技術：事例3-3） 

木構造を有するエリア管理データ（IoT関連技術：事例2－11） 

暗号化されたパッケージファイルのデータ構造（IoT関連技術：事例2－12） 

音声対話システムの対話シナリオのデータ構造（AI関連技術：事例2－13） 

宿泊施設の評判を分析するための学習済みモデル（AI関連技術：事例2－14） 

3D造形用データ（3Dプリンティング関連技術：事例2－15） 

2．進歩性（附属書A及びB） 

車載装置及びサーバを有する学習システム（IoT、AI関連技術：事例31） 

製造ラインの品質管理プログラム（IoT、AI関連技術：事例32） 

木構造を有するエリア管理データ（IoT関連技術：事例3－4） 

3D造形方法及び3D造形用データ（3Dプリンティング関連技術：事例3－5） 
 



 

- 65 -  

AI関連技術に関する事例の1つにおいて（事例2－14）、「学習済みモデル」のクレ

ームは、末尾が「モデル」であっても、クレーム及び発明の詳細な説明を考慮して

「プログラム」であることが明確であれば、発明に該当することが示されている。こ

の点、審査ハンドブック上では、明確性要件について、次の記載がある。 

 

特許・実用新案審査ハンドブック附属書B 第1章 コンピュータソフトウエア関連発明 
 

1．2 特許請求の範囲の記載要件 

1．2．1 明確性要件（第36条第6項第2号） 

1．2．1．2 留意事項 

（1）請求項の末尾が「プログラム」以外の用語（例えば、「モジュール」、「ライ

ブラリ」、「ニューラルネットワーク」、「サポートベクターマシン」、「モデ

ル」）であっても、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮すると、

請求項に係る発明が「プログラム」であることが明確な場合は、「プログラム」と

して扱われる。この場合は、請求項の末尾が「プログラム」以外の用語であること

をもって明確性要件違反とはならない。 

 

 審査基準、審査ハンドブックの改訂（2018年3月） 

 

日本では、2018年3月に、審査基準及び審査ハンドブックが改訂されている。この改

訂において、（1）ソフトウエア関連発明の発明該当性に関する明確化、（2）ソフト

ウエア関連発明の進歩性に関する明確化、（3）審査基準とソフトウエア関連発明に係

る審査ハンドブックの記載の整合性の向上が図られている。また、記載要件として、

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性に関する裁判例が追加掲載されてい

る。 

 

 審査基準、審査ハンドブックの改訂（2019年1月） 

 

日本では、2019年1月に、審査基準及び審査ハンドブックが改訂されている。この改

訂において、AI関連技術について、10事例が追加掲載されている。このうち、6事例が

記載要件に関する事例であり、4事例が進歩性に関する事例である。 

 

AI関連技術に関する事例の追加（特許・実用新案審査ハンドブック：2019年1月30日改訂） 
 

（附属書A1．発明の詳細な説明及び特許請求の範囲の記載要件に関する事例集） 

糖度推定システム（AI関連技術：事例46） 

事業計画支援装置（AI関連技術：事例47） 

自動運転車両（AI関連技術：事例48） 

体重推定システム（AI関連技術：事例49） 

被験物質のアレルギー発症率を予測する方法（AI関連技術：事例50） 

嫌気性接着剤組成物（AI関連技術：事例512） 

（附属書A5．進歩性に関する事例集） 

癌レベル算出装置（AI関連技術：事例33） 

水力発電量推定システム（AI関連技術：事例34） 

ネジ締付品質推定装置（AI関連技術：事例35） 

認知症レベル推定装置（AI関連技術：事例36） 
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2019年1月の審査ハンドブックの改訂では、実施可能要件／サポート要件について、

機械学習に用いられる複数種類のデータの間に、相関関係等の一定の関係の存在が認

められるか、若しくは、技術常識に鑑みて推認される場合、相関関係等の一定の関係

が、明細書等に記載された説明や統計情報に裏付けられているか、若しくは、実際に

作成した人工知能プログラム等による性能評価結果による裏付けがなされる場合、又

は、AIによりある機能を持つと推定された物の発明については、実際に物を製造して

当該機能の評価をした実施例が記載されている場合に、実施可能要件／サポート要件

を満たすことが示されている60。 

 

特許・実用新案審査ハンドブック 参考資料 AI関連技術に関する事例について 
 

1．発明の詳細な説明及び特許請求の範囲の記載要件の判断1．2．1．2留意事項 

 AI関連技術の発明の実施可能要件及びサポート要件の判断についても、他の発明

の実施可能要件及びサポート要件の判断と同様に、“審査基準第II部第1章第1節実施

可能要件”及び“審査基準第II部第2章第2節サポート要件”に従って行う。 

 AI関連技術の発明は、AIを様々な技術分野に応用した発明や、AIによりある機能

を持つと推定された物の発明を含む。これらの発明について事例を作成した。 

 AIを様々な技術分野に応用した発明は、AIの機械学習に複数種類のデータを含む

教師データを用いることが一般的であるが、この場合、記載要件を満たすか否かの

判断において、発明の詳細な説明の記載に基づいて、当該複数種類のデータの間に

相関関係等の一定の関係（以下、「相関関係等」という。）が存在することが認め

られること、又は、技術常識に鑑みて当該複数種類のデータの間に何らかの相関関

係等の存在を推認できることが必要である。しかし、発明の詳細な説明に、複数種

類のデータの間の具体的な相関関係等が開示されている必要は無い（事例46、事例

47、事例48、事例49、事例50）。 

 また、AIによりある機能を持つと推定された物の発明は、発明の詳細な説明に実

際に物を製造して当該機能の評価をした実施例を記載していない場合には、AIによ

る推定結果が実際に製造した物の評価に代わり得ない限り、記載要件を満たさない

（事例51）。 

 

  

                                                 
60 特許・実用新案審査ハンドブック 参考資料「AI関連技術に関する事例について」事例47－50  
1頁、4頁、11頁、13頁、16頁、19頁 日本特許庁 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_z_ai-
jirei.pdf［最終アクセス日：2020年3月6日］ 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_z_ai-jirei.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_z_ai-jirei.pdf
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 ソフトウエア関連発明に関する比較研究 

 

ソフトウエア関連発明に特有の審査実務に関する類似点と相違点を明示するべく、

欧州特許庁と日本国特許庁がソフトウエア関連発明に関して比較研究を行っている61。 

 

 その他論点 

 

AIの技術進展により、人間の関与が小さくなった創作に関し、成果物として得られ

た発明等の取扱いや、発明者の特定等について、論点として挙がっている62。現行の特

許制度は、知的創作活動を人間が行うこと前提に、人間による発明を保護する体系を

採用しているが、今後AIの能力が向上し、知的創作への人間の関与が小さくなること

も想定される。 

学習済みモデルのクレームについて、プロダクト・バイ・プロセスクレームという

指摘があり63、クレーム解釈が論点として挙がっている64。 

  

                                                 
61 欧州特許庁・日本国特許庁（2018） 「ソフトウエア関連発明比較研究」 https://www.jpo.go.jp/news/kokusai

/epo/software_201903.html［最終アクセス日：2020年2月28日］ 
62 経済産業省（2017） 「第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方について」 https://www.meti.g

o.jp/press/2017/04/20170419002/20170419002.html［最終アクセス日：2020年2月28日］ 
63 Nishizawa&Takahashi&Furuichi&Kajii（2018） EI PATENTS OFFER SIGNIFICANT ADVANTAGES TO 

PATENT HOLDERS, ASIA-PACIFIC IP FOCUS 2018, 30－36, Managing Intellectual Property 
64 酒井蔣行（2018） 「AI・IoT 技術によるビジネスモデルに対する知的財産権」 パテント2018 Vol.71 No11, 2

23－257 日本弁理士会 

https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/epo/software_201903.html
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/epo/software_201903.html
https://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170419002/20170419002.html
https://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170419002/20170419002.html
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 米国 
 

 法律、審査基準 

 

 
 

 全体概要 

 

米国では、CS関連発明も、機能的クレームも、認められている。 

機能的クレームの解釈については、法律で規定されている（35 U.S.C. §112(f)）。米

国では、他国と異なり、審査段階において、クレームは、ミーンズ・プラス・ファン

クションクレームと認定されると、実施形態の記載に基づいて、実施形態とその均等

物と解釈される（【図表－Ⅱ３（１）－１】参照）。 

 

項目 日本 米国 ・・・ 

CS 関連発明等の定義 ・・・ 特になし ・・・ 

CS 関連発明等が特許可能な 

発明として認められるか 
・・・ ○ ・・・ 

機能的クレームが認められるか ・・・ ○ ・・・ 

機能的クレ

ームの解釈 

審査段階) 

機能的クレーム

固有の解釈につ

いての法律 

・・・ 

機能的なクレーム要素は、実施形態に開示の構成と 

その均等物に限定して解釈する ・・・ 

35 U.S.C. § 112(f) 

機能的クレーム

の判定テスト 
・・・ 

クレームの各要素に 

構成上の十分な限定があるか否か ・・・ 

MPEP § 2181 subsection I  

機能的クレーム

の許容条件 
・・・ 

機能を実現する 

明細書に開示の構成が何かを特定できる 
MPEP 2173.05(g) 

MPEP § 2181 subsection I 

・・・ 

機能的クレーム

の解釈基準 

・・・ 
機能を実現する 

明細書に開示の構成及びその均等物に限定して解釈 
・・・ 

・・・ 35 U.S.C. § 112(f)  

MPEP 2114 

MPEP 2173.05(g) 

MPEP § 2181 

・・・ 

     

【図表－Ⅱ３（１）－１】CS関連発明及び機能的クレーム（米国） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

 

 記載要件に関する法律・審査基準等の概要 

 

米国では、CS関連発明等の機能的クレームの記載要件について、主として、次の法

律・審査基準等が関連する（【図表－Ⅱ３（１）－２】参照）。 
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項目 日本 米国 ・・・ 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

実施可能 

要件 

法律 ・・・ 35 U.S.C. § 112(a) ・・・ 

一般基準 ・・・ MPEP § 216４  ・・・ 

CS 基準 ・・・ 
MPEP § 2161.01, subsection III  

MPEP § 216４.0６(c) 
・・・ 

機能的クレーム ・・・ MPEP § 2161.01, sub,section III  ・・・ 

サポート 

要件 

法律 ・・・ 35 U.S.C. § 112(a) ・・・ 

一般基準 ・・・ 
MPEP § 2161.01, subsection I  

MPEP § 2163, subsectionｓ I, II, III 
MPEP § 2163.01 – § 2163.07 

・・・ 

CS 基準 ・・・ MPEP § 2161.01, subsection I ・・・ 

機能的クレーム ・・・ MPEP § 2161.01, subsection I ・・・ 

クレームの 

明確性要件 

法律 ・・・ 35 U.S.C. § 112(b)  

一般基準 ・・・ 

MPEP § 2173 
MPEP § 2173.01 - § 2173.05 

MPEP § 2181 subsection I 
MPEP § 2181 subsection II 

 

CS 基準 ・・・ MPEP § 2181 subsection II, B   

機能的クレーム ・・・ MPEP § 2181 subsection II, B  

     

【図表－Ⅱ３（１）－２】審査における記載要件（米国） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

 
 

 CS関連発明の定義等 

 

米国では、CS関連発明の定義については、法律及び基準等（米国特許審査手続マニ

ュアル及び審査ガイダンス）には、見当たらない。 

 

 CS関連発明の保護適格 

 

特許法第101条には、発明の主題が特許法第101条に定める4つのカテゴリー（方法、

機械、製造物若しくは組成物（法定主題））のいずれかであること、また、発明が有

用であり、実用性を備えていることを要する（MPEP §2104）。このうち、情報（デー

タそれ自体）或いはコンピュータプログラムそれ自体、信号それ自体、搬送波それ自

体は、4つのカテゴリーのいずれにも属さないとして米国審査マニュアルに例示されて

いる（MPEP §2106.03）。このうち、データ或いはコンピュータプログラムを保持する

媒体に関して、クレームの文言を広く解釈した場合に、保護適格性の無い搬送波を含

むとしている（MPEP §2106）。米国最高裁判所は、最近ではAlice事件65において35 

U.S.C. §101には特許の保護対象の抽象的アイデア等の例外が明示されていないが、そ

のような例外を含んでいることを暗示していると解釈した。CS関連発明等の機能的ク

レームは、35 U.S.C. §101の保護適格性の問題とも関連する側面がある66。 

                                                 
65 Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014) 
66 「各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状に関する調査研究」（平成

29年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業）

https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/h29_02.pdf ［最終アクセス日：2020年3月11

日］ 

https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/h29_02.pdf
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米国特許法第101条 ［35 U.S.C. §101］ 
 

35 U.S.C. 101 Inventions patentable. 

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or 

composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent 

therefor, subject to the conditions and requirements of this title. 

 

第101条 特許保護適格性 

 新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは組成物又はそれについての新規かつ

有用な改良を発明又は発見した者は、本法の定める条件及び要件に従って、それに

ついての特許を取得することができる。 
 

 

米国特許審査手続マニュアル2106章 ［MPEP §2106］ 
 

2106 Patent Subject Matter Eligibility 

…in Mentor Graphics v. EVE-USA, Inc., 851 F.3d 1275, 112 USPQ2d 1120 (Fed. Cir. 2017) 

…the court interpreted the claims in light of the specification, which expressly defined the 

medium as encompassing “any data storage device” including random-access memory and 

carrier waves. Although random-access memory and magnetic tape are statutory media, carrier 

waves are not because they are signals similar to the transitory, propagating signals held to be 

non-statutory in Nuijten. 851 F.3d at 1294, 112 USPQ2d at 1133 (citing In re Nuijten, 500 

F.3d 1346, 84 USPQ2d 1495 (Fed. Cir. 2007)).  

 

2106 特許主題の保護適格性 

・・・Mentor Graphics事件において、裁判所は、明細書を参酌してクレームを解釈し

た。明細書では、媒体は、あらゆるデータ記憶装置を包含し、これらにはRAMや搬

送波を含むものとして定義されていたため、裁判所は、RAMや磁気テープは法定で

保護適格性が認められている媒体であるが、搬送波はそうではない、と付記した。

なぜなら搬送波は、先例であるNuijten事件において、法定で保護適格性が認められ

ないとされた、一時的な伝播中の信号に類似する信号であるためである。 

 

米国特許審査手続マニュアル2106.03章 ［MPEP §2106.03］ 

2106.03 Eligibility Step 1: The Four Categories of Statutory Subject Matter 

… Non-limiting examples of claims that are not directed to any of the statutory categories 

include: 

• Products that do not have a physical or tangible form, such as information (often referred to 

as “data per se”) or a computer program per se (often referred to as “software per se”) when 

claimed as a product without any structural recitations; 

• Transitory forms of signal transmission (often referred to as “signals per se”), such as a 

propagating electrical or electromagnetic signal or carrier wave; and … 

 

2106.03 保護適格性判断ステップ１：法定主題の４つのカテゴリー 

・・・法定で保護適格性が認められているカテゴリーでないクレームの例は、以下

を含むがこれらに限定されるものではない。 

・情報（データそれ自体）又はコンピュータプログラムそれ自体（ソフトウエアそ

れ自体）のように、物理的或いは有形の形態を有しないものであって、構成に関す

る記載が無いもの。 

・伝播中の電気的或いは電磁的信号又は搬送波のような信号伝送の一時的形態（信

号それ自体）・・・。 
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 概要 

 

米国では、CS関連発明等の機能的クレームに関しては、米国特許法上、2つの条文に

関連して考慮される（【図表－Ⅱ３（１）－３】を参照）。 

 

CS関連発明等の機能的クレームに関する法律・審査基準等 

関連条文 
・35 U.S.C. § 101 

・35 U.S.C. § 112  

関連審査基準等 
・MPEP § 2173.01 

・MPEP § 2181 

【図表－Ⅱ３（１）－３】CS関連発明と機能的クレームに関する法律・審査基準等 

 

・CS関連発明等の機能的クレームに関する関連規定 

MPEP §2173.01には、出願人は、特許権で保護を求める対象範囲の境界を明確にする

ものであれば、機能的用語を用いることができると規定されている67。 

 

米国特許審査手続マニュアル2173.01章 ［MPEP §2173.01］ 

2173    Claims Must Particularly Point Out and Distinctly Claim the Invention  

2173.01  Interpreting the Claims 

… Applicant may use functional language, alternative expressions, negative limitations, or any 

style of expression or format of claim which makes clear the boundaries of the subject matter 

for which protection is sought. 

 

2173 クレームは発明を特定し、かつ明確に区別可能にクレームしなければならない  

2173.01 クレームの解釈  

出願人は、保護を求める主題の境界を明確にするものであれば、クレームにおいて

機能的文言、代替表現、否定的限定、又はその他表現或いは形式上の何らかのスタイ

ルを使用することができる。 

 

・関連規定 

米国特許商標庁は、2019年1月7日に、35 U.S.C. §112に関して、CS関連発明のクレー

ムにおける機能的限定の審査に関する審査ガイダンス（“2019 Guideance”）

「“Examining Computer-Implemented Functional Claim Limitations for Compliance with 35 

U.S.C. § 112”」を公表している。 

  

                                                 
67 機能的用語とは、用語が機能的であり、35 U.S.C. §112(f)の解釈の適用の対象になることを直ちに意味するもので

は無い。クレームの各構成要素が、機能的用語を用いても構成上の十分な限定があれば35 U.S.C. §112(f)の解釈の適

用を受けない。 



 

- 72 -  

 審査段階におけるクレーム解釈 

 

米国では、クレーム解釈に関し、法律・審査基準等には、次の記載がある（【図表

－Ⅱ３（１）－４】及び【図表－Ⅱ３（１）－５】を参照）。 

 

 クレーム解釈に関する法律・審査基準等の一覧 

 

クレーム解釈に関する法律・審査基準等 

関連条文 ・無し 

関連審査基準等 

・MPEP §2111 

・MPEP §2111.01 

・MPEP §2111.02 

・MPEP §2111.03 

・MPEP §2111.04 

【図表－Ⅱ３（１）－４】クレーム解釈に関する法律・審査基準等 

 

項目 日本 米国 ・・・ 

機能的クレ

ームの解釈 

審査段階) 

機能的クレーム

固有の解釈につ

いての法律 

・・・ 

機能的な要素は、実施形態に開示の構成と 

その均等物に限定して解釈する ・・・ 

35 U.S.C. § 112(f) 

機能的クレーム

の判定テスト 
・・・ 

クレームの各要素に構成上の 

十分な限定があるか否か ・・・ 

MPEP § 2181 subsection I  

機能的クレーム

の許容条件 
・・・ 

機能を実現する明細書に開示の構成が 

何かを特定できるか否か 
MPEP 2173.05(g) 

MPEP § 2181 subsection I 

・・・ 

機能的クレーム

の解釈基準 

・・・ 
機能を実現する 

明細書に開示の構成及び 

その均等物に限定して解釈 

・・・ 

・・・ 35 U.S.C. § 112(f)  

MPEP 2114 

MPEP 2173.05(g) 

MPEP § 2181 

・・・ 

【図表－Ⅱ３（１）－５】審査における機能的クレームの解釈（米国） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

 クレーム解釈に関する法律・審査基準等 

 

米国特許商標庁での審査・審判におけるクレーム解釈の基準を説明する。 

尚、米国特許商標庁での審判部（Patent Trial and Appeal Board 審判部）におけるレ

ビュー手続（IPR（inter partes review）、PGR（post-grant review）及びCBM（covered 

business method patents））並びに民事訴訟及びITC（International Trade Commission）の

手続きにおけるクレーム解釈基準は、以下説明するように、米国特許商標庁での審

査・審判におけるクレーム解釈とは異なる。 
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 クレーム解釈に関する一般基準 

 

 米国特許商標庁での審査・審判におけるクレーム解釈の一般基準を説明する。クレ

ーム解釈の一般基準とは、35 U.S.C. §112(b)の解釈を適用しない場合のクレームの解釈

基準である。 

 

米国特許審査手続マニュアル2111章 ［MPEP §2111］ 

2111 Claim Interpretation; Broadest Reasonable Interpretation 

During patent examination, the pending claims must be “given their broadest reasonable 

interpretation consistent with the specification. …The Patent and Trademark Office (“PTO”) 

determines the scope of claims in patent applications not solely on the basis of the claim 

language, but upon giving claims their broadest reasonable construction “in light of the 

specification as it would be interpreted by one of ordinary skill in the art. …Patented claims 

are not given the broadest reasonable interpretation during court proceedings involving 

infringement and validity, and can be interpreted based on a fully developed prosecution 

record. In contrast, an examiner must construe claim terms in the broadest reasonable manner 

during prosecution as is reasonably allowed in an effort to establish a clear record of what 

applicant intends to claim. …Because applicant has the opportunity to amend the claims 

during prosecution, giving a claim its broadest reasonable interpretation will reduce the 

possibility that the claim, once issued, will be interpreted more broadly than is justified. …The 

broadest reasonable interpretation does not mean the broadest possible interpretation. Rather, 

the meaning given to a claim term must be consistent with the ordinary and customary 

meaning of the term (unless the term has been given a special definition in the specification), 

and must be consistent with the use of the claim term in the specification and drawings. 

Further, the broadest reasonable interpretation of the claims must be consistent with the 

interpretation that those skilled in the art would reach. 

 

2111 クレーム解釈；最大限広い合理的解釈の適用 

 審査段階においては、明細書と矛盾しない最大限広い合理的解釈を行う68。… 米

国特許商標庁は、クレームの範囲を、クレームの文言に基づくだけでなく、明細書の

視点で当業者が解釈するであろう最大限広い合理的解釈により定める69。 特許が付

与されたクレームは、裁判所での侵害訴訟・特許無効訴訟においては上記最大限広い

合理的解釈が用いられず、完全に作成された審査記録に基づいて解釈される。裁判所

と異なり、米国特許商標庁の審査官は、出願人がクレームしようとしている範囲を明

白に記録に残すため最大限広い合理的解釈でクレームを解釈しなくてはならない70。

最大限広い合理的解釈の下で出願人には審査時にクレームを補正する機会が与えられ

るため、一旦特許が付与された後で正当な範囲を超えて広く解釈される可能性を低減

することになる71。最大限広い合理的解釈は、可能な限り最大限広い解釈を意味する

ものではなく、（クレームの用語が明細書で別段用語が定義されていない場合を除い

て、）クレームの用語の通常・慣用の意味と矛盾せずかつ明細書及び図面での使用と

矛盾しない範囲で最大限広く解釈するという意味であり、当業者がするであろう解釈

と矛盾しない範囲で最大限広く解釈するという意味である72。 

                                                 
68Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1316, 75 USPQ2d 1321, 1329 (Fed. Cir. 2005) 
69In re Am. Acad. of Sci. Tech. Ctr., 367 F.3d 1359, 1364[, 70 USPQ2d 1827, 1830] (Fed. Cir. 2004) 
70In re Morris, 127 F.3d 1048, 1054, 44 USPQ2d 1023, 1028 (Fed. Cir. 1997); In re Zletz, 893 F.2d 319, 321-22, 13 USPQ2d 

1320, 1321-22 (Fed. Cir. 1989) 
71In re Yamamoto, 740 F.2d 1569, 1571 (Fed. Cir. 1984); In re Zletz, 893 F.2d 319, 321, 13 USPQ2d 1320, 1322 (Fed. Cir. 

1989) 
72In re Cortright, 165 F.3d 1353, 1359, 49 USPQ2d 1464, 1468 (Fed. Cir. 1999) 
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米国特許審査手続マニュアル2111.01章Ⅰ ［MPEP §2111.01Ⅰ］ 

2111.01 Plain Meaning 

I. THE WORDS OF A CLAIM MUST BE GIVEN THEIR “PLAIN MEANING” 

UNLESS SUCH MEANING IS INCONSISTENT WITH THE SPECIFICATION 

Under a broadest reasonable interpretation, words of the claim must be given their plain 

meaning, unless such meaning is inconsistent with the specification. The plain meaning of a 

term means the ordinary and customary meaning given to the term by those of ordinary skill in 

the art at the time of the invention. The ordinary and customary meaning of a term may be 

evidenced by a variety of sources, including the words of the claims themselves, the 

specification, drawings, and prior art. However, the best source for determining the meaning 

of a claim term is the specification - the greatest clarity is obtained when the specification 

serves as a glossary for the claim terms. The presumption that a term is given its ordinary and 

customary meaning may be rebutted by the applicant by clearly setting forth a different 

definition of the term in the specification.  

 

2111.01 文言通りの通常の意味 

Ⅰ. 文言通りの通常の意味（Plain Meaning） 

 最大限広い合理的解釈の下では、クレームの単語は、明細書と矛盾する場合を除い

て、文言通りの通常の意味で解釈しなければならない。文言通りの通常の意味とは、

発明時点において当業者により与えられる通常・慣用の意味である。通常・慣用の意

味は、例えばクレームの単語それ自体、明細書、図面、先行技術を含む様々な根拠に

依拠することができるが、明細書がクレームの用語の用語集としての役目を果たす場

合には、最も望ましい根拠は明細書になる73。クレームの用語には通常の意味・慣用

の意味が与えられるとする推定は、明細書中にその用語の異なる意味を明確に定義す

ることで覆る74 。 

 

米国特許審査手続マニュアル2111.01章Ⅱ ［MPEP §2111.01Ⅱ］ 

2111.01 Plain Meaning 

II. IT IS IMPROPER TO IMPORT CLAIM LIMITATIONS FROM THE 

SPECIFICATION 

Though understanding the claim language may be aided by explanations contained in the 

written description, it is important not to import into a claim limitations that are not part of the 

claim. For example, a particular embodiment appearing in the written description may not be 

read into a claim when the claim language is broader than the embodiment. …(discussing 

recent cases wherein the court expressly rejected the contention that if a patent describes only 

a single embodiment, the claims of the patent must be construed as being limited to that 

embodiment) …The problem is to interpret claims ‘in view of the specification’ without 

unnecessarily importing limitations from the specification into the claims.; 

 

2111.01 文言通りの通常の意味 

II 明細書に基づきクレームを限定することは不適切 

 クレームの用語を理解するのに明細書の詳細な説明に含まれる説明を助けとしても

良いが、クレームに無い限定をクレームに含めないことが重要である。具体的には、

クレームの用語が実施形態より広い場合には、クレームを限定するものとして実施形

                                                 
73In re Zletz, 893 F.2d 319, 321, 13 USPQ2d 1320, 1322 (Fed. Cir. 1989) 
74 Chef America, Inc. v. Lamb-Weston, Inc., 358 F.3d 1371, 1372, 69 USPQ2d 1857 (Fed. Cir. 2004) 
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態を読んではならない75。実施施形態は１つしかないからといって、クレームをその

１つの実施形態に限定して解釈することを裁判所は認めないとしている76。問題は、

明細書に基づいて不必要に限定せずに明細書を考慮してクレームを解釈することであ

る77。 

 

米国特許審査手続マニュアル2111.01章Ⅲ ［MPEP §2111.01Ⅲ］ 

2111.01 Plain Meaning 

III. “PLAIN MEANING” REFERS TO THE ORDINARY AND CUSTOMARY 

MEANING GIVEN TO THE TERM BY THOSE OF ORDINARY SKILL IN THE ART  

The ordinary and customary meaning of a claim term is the meaning that the term would have 

to a person of ordinary skill in the art in question at the time of the invention, i.e., as of the 

effective filing date of the patent application. 

 

2111.01 文言通りの通常の意味 

Ⅲ 文言通りの通常の意味は、当業者にとっての通常・慣用の意味 

 クレームの用語の通常・慣用の意味は、発明時点、すなわち特許出願の有効出願日

における当業者にとっての通常・慣用の意味の意味である78。 

 

米国特許審査手続マニュアル2111.01章Ⅳ ［MPEP §2111.01Ⅳ］ 

2111.01 Plain Meaning 

IV. APPLICANT MAY BE OWN LEXICOGRAPHER AND/OR MAY DISAVOW 

CLAIM SCOPE 

The only exceptions to giving the words in a claim their ordinary and customary meaning in 

the art are (1) when the applicant acts as their own lexicographer; and (2) when the applicant 

disavows or disclaims the full scope of a claim term in the specification. 

 

2111.01 文言通りの通常の意味 

IV 出願人による用語定義及び/又はクレーム範囲の放棄 

 クレームの単語を通常・慣用の意味で解釈しない例外は、以下の２つの場合に限ら

れる。（１）出願人が明細書中にクレームの用語について通常・慣用の意味とは異な

る特別な定義を行った場合、その定義に沿って解釈される。（２）明細書中にクレー

ムの範囲に関して意図的に権利放棄することが明確に表現されている場合、権利放棄

した部分を除く範囲になるよう解釈される79。 

 

 CS関連発明等のクレーム解釈に関する基準（CS基準） 

 

CS関連発明等の固有のクレーム解釈は無く、一般のクレーム解釈或いは機能的クレ

ーム解釈のいずれかが適用される。 

 

 機能的クレームの解釈に関する基準 

 

 以下では米国審査段階における機能的クレームの解釈に関する基準を説明する。 

 

                                                 
75 Superguide Corp. v. DirecTV Enterprises, Inc., 358 F.3d 870, 875, 69 USPQ2d 1865, 1868 (Fed. Cir. 2004) 
76 Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad Inc., 358 F.3d 898, 906, 69 USPQ2d 1801, 1807 (Fed. Cir. 2004) 
77 E-Pass Techs., Inc. v. 3Com Corp., 343 F.3d 1364, 1369, 67 USPQ2d 1947, 1950 (Fed. Cir. 2003) 
78 Phillips v. AWH Corp.,415 F.3d 1303, 1313, 75 USPQ2d 1321, 1326 (Fed. Cir. 2005) (en banc) 
79 Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1316 (Fed. Cir. 2005) (en banc); Starhome GmbH v. AT&T Mobility LLC, 743 F.3d 

849, 857, 109 USPQ2d 1885, 1890-91 (Fed. Cir. 2014) 
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米国特許審査手続マニュアル2173.05(g)章 ［MPEP §2173.05(g)］ 

2173.05 Specific Topics Related to Issues Under 35 U.S.C. 112(b) or Pre-AIA 35 U.S.C. 

112, Second Paragraph 

2173.05(g) Functional Limitations 

A claim term is functional when it recites a feature “by what it does rather than by what it is” 

(e.g., as evidenced by its specific structure or specific ingredients). …There is nothing 

inherently wrong with defining some part of an invention in functional terms. Functional 

language does not, in and of itself, render a claim improper. …In fact, 35 U.S.C. 112, sixth 

paragraph, expressly authorizes a form of functional claiming. …Functional language may 

also be employed to limit the claims without using the means-plus-function format. …Unlike 

means-plus-function claim language that applies only to purely functional limitations, … 
functional claiming often involves the recitation of some structure followed by its function. 

…“[a] patent applicant is free to recite features of an apparatus either structurally or 

functionally.” 

A functional limitation must be evaluated and considered, just like any other limitation of the 

claim, for what it fairly conveys to a person of ordinary skill in the pertinent art in the context 

in which it is used. A functional limitation is often used in association with an element, 

ingredient, or step of a process to define a particular capability or purpose that is served by the 

recited element, ingredient or step. …the claim term "operatively connected" is "a general 

descriptive claim term frequently used in patent drafting to reflect a functional relationship 

between claimed components," … 

 

2173.05  35 U.S.C. §112(b)又は改正前35 U.S.C. §112第2段落に基づく争点に関連した

特定の問題 

2173.05(g) 機能的限定 

 クレームの用語は、何であるかの視点で特徴を記載している場合には機能的で無い

が、何をするかの視点で特徴を記載している場合には機能的であるとされる。ここ

で、何であるかの視点とは、例えば、特定の構成の存在の視点や特定の成分の視点で

ある80。発明の一部を機能的用語で定めること自体がそもそも問題なのではない。機

能的用語は、それ自体がクレームを不適切にするものではない。事実、35 U.S.C. 

§112 (f)は、機能的クレームを明示的に認めている。クレームを限定する際に、ミー

ンズ・プラス・ファンクション形式を用いることなく機能的用語を用いることが許さ

れている81。純粋に機能的用語のみのミーンズ・プラス・ファンクションのクレーム

の用語と異なり、機能的視点でクレームすることは、何らかの構成の記載とその機能

的記載とが関与してくる82。出願人は、装置の特徴を構成的に或いは機能的に記載す

ることが許されている83。 

 機能的限定は他のクレームの限定と同じように、それが用いられている文脈の下で

当業者に何を適正に伝えようとしているのかの視点で、判断され考慮されなければな

らない。機能的限定は、要素、成分、方法の手順と関連させて用いることで、これら

要素、成分、方法の手順によりもたらされる特定の能力や目的を定めることはよくあ

る。クレームの複数の要素間の機能的関連性を一般的視点で記述するクレームの用語

を使用することで、指定の機能を発揮する態様で複数の要素間を結びつけることはよ

くある84。このような機能的視点でのクレームドラフティングは認められている。 

                                                 
80 In reSwinehart, 439 F.2d 210, 212, 169 USPQ 226, 229 (CCPA 1971) 
81 K-2 Corp. v. Salomon S.A., 191 F.3d 1356, 1363, 52 USPQ2d 1001, 1005 (Fed. Cir. 1999) 
82 Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1311, 75 USPQ2d 1321, 1324 (Fed. Cir. 2005) (en banc) 
83 In re Schreiber, 128 F.3d 1473, 1478, 44 USPQ2d 1429, 1431 (Fed. Cir. 1997) 
84 Innova/Pure Water Inc. v. Safari Water Filtration Sys. Inc., 381 F.3d 1111, 1117-20, 72 USPQ2d 1001, 1006-08 (Fed. Cir. 

2004) 
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米国特許審査手続マニュアル2181章 ［MPEP §2181］ 

2181 Identifying and Interpreting a 35 U.S.C. 112(f) or Pre-AIA 35 U.S.C. 112, Sixth 

Paragraph Limitation  
I.    DETERMINING WHETHER A CLAIM LIMITATION INVOKES 35 U.S.C. 112(f) 

or PRE-AIA 35 U.S.C. 112, SIXTH PARAGRAPH 

…The claim limitation is presumed to invoke 35 U.S.C. 112(f) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, 

sixth paragraph when it explicitly uses the term “means” or “step” and includes functional 

language. That presumption is overcome when the limitation further includes the structure 

necessary to perform the recited function. …By contrast, a claim limitation that does not use 

the term “means” or “step” will trigger the rebuttable presumption that 35 U.S.C. 112(f) or 

pre-AIA 35 U.S.C. 112, sixth paragraph does not apply. …The presumption is overcome when 

"the claim term fails to 'recite sufficiently definite structure' or else recites 'function without 

reciting sufficient structure for performing that function. '" …Instead of using "means" or 

"step" in such cases, a substitute term acts as a generic placeholder for the term "means" and 

would not be recognized by one of ordinary skill in the art as being sufficiently definite 

structure for performing the claimed function. "The standard is whether the words of the claim 

are understood by persons of ordinary skill in the art to have a sufficiently definite meaning as 

the name for structure." …  

 

2181 35 U.S.C. §112(f)又は改正前35 U.S.C. §112第6段落の適用となる限定の認定及

び解釈 

I．クレームの限定が35 U.S.C. §112(f)又は改正前35 U.S.C. §112第6段落の解釈の適用

となる限定であるか否かの判断 

 「means」又は「step」の用語を明示的に使用しており、かつ機能的な用語を含む

場合には、そのクレームの限定は、35 U.S.C. §112(f)又は改正前35 U.S.C. §112第6段落

の解釈の適用を受けると推定される。この推定は、クレームに記載した機能を実現す

るための必要な構成をさらに含む場合に覆る85。これに対し、「means」又は「step」

の用語を使用していないクレームの限定は、35 U.S.C. §112(f)又は改正前35 U.S.C. 

§112第6段落の解釈の適用を受ないと推定されるが、その推定は反証可能な推定であ

る86。その推定は、「クレームの用語が『十分に特定した構成を記載していない』又

は『その機能を実行するための十分な構成を記載することなく機能を記載してい

る』」ときに覆る87。・・・そのような場合においては、「means」又は「step」を使

用する代わりの代替語が「means」の代わりになる汎用的な代替語（generic 

placeholder）としての役目を果たし、その代替語は、クレームされた機能を実行する

ための十分に特定された構成として当業者に認識されることはないはずである。要す

るに、「クレームの用語が構成の名称と同じ程度に十分に限定した意味を有すると当

業者が理解できるか否かが基準となる」88。 

 

  

                                                 
85 TriMed, Inc. v. Stryker Corp., 514 F.3d 1256, 1259-60, 85 USPQ2d 1787, 1789 (Fed. Cir. 2008); Altiris, Inc. v. Symantec 

Corp., 318 F.3d 1363, 1376, 65 USPQ2d 1865, 1874 (Fed. Cir. 2003) 
86Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1310, 75 USPQ2d 1321, 1324 (Fed. Cir. 2005) (en banc); CCS Fitness, Inc. v. 

Brunswick Corp., 288 F.3d 1359, 1369, 62 USPQ2d 1658, 1664 (Fed. Cir. 2002); Personalized Media Commc’ns, LLC v. ITC, 

161 F.3d 696, 703-04, 48 USPQ2d 1880, 1886–87 (Fed. Cir. 1998) 
87 Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339, 1348, 115 USPQ2d 1105, 1111 (Fed. Cir. 2015) (en banc) (quoting Watts v. 

XL Systems, Inc., 232 F.3d 877, 880 (Fed. Cir. 2000); see also Personalized Media Communications, LLC v. International Trade 

Commission, 161 F. 3d 696, 704 (Fed. Cir. 1998) 
88Williamson, 792 F.3d at 1349, 115 USPQ2d at 1111; see also Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc., 91 F.3d 1580, 1583, 

39 USPQ2d 1783, 1786 (Fed. Cir. 1996) 
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米国特許審査手続マニュアル2181章 ［MPEP §2181］ 

2181 Identifying and Interpreting a 35 U.S.C. 112(f) or Pre-AIA 35 U.S.C. 112, Sixth 

Paragraph Limitation  
I.    DETERMINING WHETHER A CLAIM LIMITATION INVOKES 35 U.S.C. 112(f) 

or PRE-AIA 35 U.S.C. 112, SIXTH PARAGRAPH 

…The claim limitation is presumed to invoke 35 U.S.C. 112(f) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, 

sixth paragraph when it explicitly uses the term “means” or “step” and includes functional 

language. That presumption is overcome when the limitation further includes the structure 

necessary to perform the recited function. …By contrast, a claim limitation that does not use 

the term “means” or “step” will trigger the rebuttable presumption that 35 U.S.C. 112(f) or 

pre-AIA 35 U.S.C. 112, sixth paragraph does not apply. …The presumption is overcome when 

"the claim term fails to 'recite sufficiently definite structure' or else recites 'function without 

reciting sufficient structure for performing that function. '" …Instead of using "means" or 

"step" in such cases, a substitute term acts as a generic placeholder for the term "means" and 

would not be recognized by one of ordinary skill in the art as being sufficiently definite 

structure for performing the claimed function. "The standard is whether the words of the claim 

are understood by persons of ordinary skill in the art to have a sufficiently definite meaning as 

the name for structure." …  

 

2181 35 U.S.C. §112(f)又は改正前35 U.S.C. §112第6段落の適用となる限定の認定及

び解釈 

I．クレームの限定が35 U.S.C. §112(f)又は改正前35 U.S.C. §112第6段落の解釈の適用

となる限定であるか否かの判断 

・・・審査官は、以下の3つの条件全てを充足する場合に35 U.S.C. §112(f)又は改正前

35 U.S.C. §112第6段落の解釈を適用する。 

（A）クレームの限定が「means」若しくは「step」の用語、又は、「means」に代え

て特定の構成を限定しない汎用的な代替語（特定の構成上の意味を有さない臨時語

又は非構成的用語とも呼称される）を使用していること。 

（B）「means」若しくは「step」、又は、汎用的な代替語が、機能的用語で修飾さ

れていること。 

（C）「means」若しくは「step」、又は、汎用的な代替語が、クレームで記載した

機能を実現するための十分な構成、材料又は動作により修飾されてないこと。 

3つの条件のいずれか一つでも充足しない場合には、クレーム解釈の一般基準を適

用する。 

 

米国特許審査手続マニュアル2181章 ［MPEP §2181］ 

2181 Identifying and Interpreting a 35 U.S.C. 112(f) or Pre-AIA 35 U.S.C. 112, Sixth 

Paragraph Limitation 

I.    DETERMINING WHETHER A CLAIM LIMITATION INVOKES 35 U.S.C. 112, 

SIXTH PARAGRAPH 

A.   The Claim Limitation Uses the Phrase "Means For" Or "Step For" Or A Non-

Structural Term (A Term That Is Simply A Substitute for the Term "Means For") 

…However, 35 U.S.C. 112(f) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, paragraph 6 will not apply if persons 

of ordinary skill in the art reading the specification understand the term to have a sufficiently 

definite meaning as the name for the structure that performs the function, even when the term 

covers a broad class of structures or identifies the structures by their function (e.g., “filters,” 

“brakes,” “clamp,” “screwdriver,” and “locks”). …The term is not required to denote a 

specific structure or a precise physical structure to avoid the application of 35 U.S.C. 112(f) or 

pre-AIA 35 U.S.C. 112, paragraph 6. 
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2181 35 U.S.C. §112(f)又は改正前 35 U.S.C. §112第6段落の適用となる限定の認定及

び解釈 

I.．クレームの限定が35 U.S.C. §112(f)又は改正前35 U.S.C. §112第6段落の解釈の適用

となる限定であるか否かの判断 

A.   クレームの限定が、「ミーンズ」、「ステップ」又は、「ミーンズ」に代えて特

定の構成を限定しない非構成的用語を使用している 

・・・しかし、35 U.S.C. §112(f)又は改正前35 U.S.C. §112第6段落は、用語が広範な分

類の構成を保護し、又は構成をそれら自体の機能(例えば、「フィルタ(filters)」、

「ブレーキ(brakes)」、「クランプ(clamp)」、「ねじ回し(screwdriver)」及び「ロック

(locks)」)によって識別している場合であっても、当該用語を、その機能を実行する

構成の名称として十分に明確な意味を有するものであると、明細書を解読する当業者

が理解した場合には、適用されない。・・・用語は、35 U.S.C. §112(f)又は改正前35 

U.S.C. §112第6段落の適用を回避するために、特定の構成又は正確な物理的構成を表

示することは要求されない89。 

 

 実施可能要件 

 

米国では、実施可能要件に関し、法律・審査基準等には、次の記載がある（【図表

－Ⅱ３（１）－６】及び【図表－Ⅱ３（１）－７】参照）。 

 

 実施可能要件に関する法律・審査基準等の一覧 

 

項目 日本 米国 ・・・ 

実施可能 

要件 

法律 ・・・ 35 U.S.C. § 112(a) ・・・ 

一般基準 ・・・ MPEP § 216４  ・・・ 

CS 基準 ・・・ 
MPEP § 2161.01, subsection III  

MPEP § 216４.0６(c) 
・・・ 

機能的クレーム ・・・ MPEP § 2161.01, subsection III  ・・・ 

【図表－Ⅱ３（１）－６】審査における実施可能要件（米国） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

実施可能要件に関する法律・審査基準等 

関連条文 ・35 U.S.C. § 112 (a) 

関連審査基準等 
・MPEP § 2161.01, subsection III 

・MPEP § 2164.06 

【図表－Ⅱ３（１）－７】実施可能要件に関する法律・審査基準等 

 

 実施可能要件に関する法律・審査基準等 

 

 米国では、CS関連発明等の機能的クレームの実施可能要件に関し、法律、及び審査

基準等には、次の記載がある。MPEP §2161.01,subsection IIにおいて、実施可能要件の

ガイドラインの概要が規定されている。MPEP §2164.06では、特にコンピュータプログ

ラムで実行される機能の視点での実施可能要件の審査ガイダンスが規定されている。  

                                                 
89Watts, 232 F.3d at 880, 56 USPQ2d at 1838; Inventio AG v. Thyssenkrupp Elevator Americas Corp., 649 F.3d 1350, 99 

USPQ2d 1112 (Fed. Cir. 2011) 
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米国特許法第112条(a) ［35 U.S.C. § 112 (a)］ 

35 U.S.C. 112 Specification. 

(a) IN GENERAL.—The specification shall contain a written description of the invention, 

and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact 

terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most 

nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by 

the inventor or joint inventor of carrying out the invention. 

 

第112条 明細書 

（a）一般 

明細書は、その発明の属する技術分野又はその発明と極めて近い関係にある技術分

野において知識を有する者がその発明を製造し、使用することができるような完全、

明確、簡潔かつ正確な用語によって、発明並びにその発明を製造、使用する手法及び

方法の説明を含まなければならず、また、発明者又は共同発明者が考える発明実施の

最良の形態を記載していなければならない。 

 

米国特許審査手続マニュアル2161.01章 ［MPEP § 2161.01］ 

35 U.S.C. 112 Specification. 

(a) IN GENERAL.—The specification shall contain a written description of the invention, 

and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact 

terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most 

nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by 

the inventor or joint inventor of carrying out the invention. 

 

2161 35 U.S.C. §112(a)又は改正前35 U.S.C. §112第1段落に基づく明細書についての3

つの独立した要件 

2161.01 コンピュータプログラミング、コンピュータ実施発明、及び35 U.S.C. 

§112(a)又は改正前35 U.S.C. §112第1段落 

III．コンピュータ実施関連のクレームの機能的限定の全範囲が実施可能であるか否

かの判断 

 35 U.S.C. §112(a)又は改正前35 U.S.C. §112第1段落の実施可能要件要件を満たすため

には、明細書は、当該当業者に対して、全範囲のクレームされた発明を「過度な実

験」なしで如何にして実現化し、かつ、使用するかということについて教示するもの

でなければならない。・・・米国特許商標庁 審査官は、35 U.S.C. §112(a)又は改正前

35 U.S.C. §112第1段落の実施可能要件に関する規定に適合する出願人による開示の不

備に基づいて拒絶を行う際、当該技術において通常のスキルを有する者が過度な実験

に頼ることなくクレームされた発明をなし、かつ、使用することを可能にするため

に、開示の適切性にかかわる疑問についての妥当な根拠を記録上に設定しなければな

らない。 

 

審査官が、明細書の開示が十分であるかにつき疑問を呈するには合理的な理由付け

が必要で、そのために、審査官は、当業者が「過度な実験」をすることなくクレーム

に記載した発明を製造し、使用することが出来なかったはずであることを示す事実に

基づく開示の分析結果を提示しなければならない。 

CS関連発明においては、当業者は、発明を利用する技術分野におけるスキルを有す

る者を含む場合がある。 

方法のクレームを分析する際には、審査官は、クレームに記載された方法の発明を
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如何にして実施するかを十分教示しているかを判断しなければならない。実施する際

に特定の装置が必要な場合には、明細書にはその装置が十分開示されなれければなら

ない。 

コンピュータプログラムに関して、開示が不十分であると判断するための汎用的に

適用できるルールは存在しないが、審査官は、クレームに記載された機能を実行する

又はその機能を生み出すプログラムされたステップ、アルゴリズム、処理手順を明細

書が開示していないことへの疑いをもって審査しなければならない（MPEP §2164.06

（9th ed. Rev. 7, Aug. 2017））。 

 

 

 サポート要件（記述要件） 

 

米国では、サポート要件に関し、法律・審査基準等には、次の記載がある（【図表

－Ⅱ３（１）－８】及び【図表－Ⅱ３（１）－９】参照）。 

 

 サポート要件に関する法律・審査基準等の一覧 

 

項目 日本 米国 ・・・ 

サポート 

要件 

法律 ・・・ 35 U.S.C. § 112(a) ・・・ 

一般基準 ・・・ 
MPEP § 2161.01, subsection I  

MPEP § 2163, subsectionｓ I, II, III 

MPEP § 2163.01 – § 2163.07 

・・・ 

CS 基準 ・・・ MPEP § 2161.01, subsection I ・・・ 

機能的クレーム ・・・ MPEP § 2161.01, subsection I ・・・ 

【図表－Ⅱ３（１）－８】審査におけるサポート要件（米国） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

サポート要件に関する法律・審査基準等 

関連条文 ・35 U.S.C. §112(a) 

関連審査基準等 ・MPEP §2161.01, subsection I 

【図表－Ⅱ３（１）－９】サポート要件に関する法律・審査基準等 

 

 サポート要件に関する法律・審査基準等 

 

米国では、CS関連発明等の機能的クレームの実施可能要件に関し、法律、及び審査

基準等には、次の記載がある。MPEP §2161.01, subsection Iにおいて、コンピュータプ

ログラム又はコンピュータで実行される方法に関するサポート要件の審査ガイダンス

の概略が規定されている。 

 

米国特許法第112条(a) ［35 U.S.C. § 112 (a)］ 

35 U.S.C. 112 Specification. 

(a) IN GENERAL.—The specification shall contain a written description of the invention, 

and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact 

terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most 

nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by 

the inventor or joint inventor of carrying out the invention. 
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第112条 明細書 

（a）一般 

 明細書は、その発明の属する技術分野又はその発明と極めて近い関係にある技術分

野において知識を有する者がその発明を製造し、使用することができるような完全、

明確、簡潔かつ正確な用語によって、発明並びにその発明を製造、使用する手法及び

方法の説明を含まなければならず、また、発明者又は共同発明者が考える発明実施の

最良の形態を記載していなければならない。 

 

米国特許審査手続マニュアル2161.01章 ［MPEP § 2161.01］ 

2161 Three Separate Requirements for Specification Under 35 U.S.C. 112(a) or Pre-AIA 

35 U.S.C. 112, First Paragraph 

2161.01 Computer Programming, Computer Implemented Inventions, and 35 U.S.C. 

112(a) or Pre-AIA 35 U.S.C. 112, First Paragraph 

I. DETERMINING WHETHER THERE IS ADEQUATE WRITTEN DESCRIPTION 

FOR ACOMPUTER-IMPLEMENTED FUNCTIONAL CLAIM LIMITATION 

The 35 U.S.C. 112(a) or first paragraph of pre-AIA 35 U.S.C. 112 contains a written 

description requirement that is separate and distinct from the enablement requirement. … To 

satisfy the written description requirement, the specification must describe the claimed 

invention in sufficient detail that one skilled in the art can reasonably conclude that the 

inventor had possession of the claimed invention at the time of filing. … Specifically, the 

specification must describe the claimed invention in a manner understandable to a person of 

ordinary skill in the art in a way that shows that the inventor actually invented the claimed 

invention at the time of filing. ...When examining computer-implemented functional claims, 

examiners should determine whether the specification discloses the computer and the 

algorithm (e.g., the necessary steps and/or flowcharts) that perform the claimed function in 

sufficient detail such that one of ordinary skill in the art can reasonably conclude that the 

inventor possessed the claimed subject matter at the time of filing. …If the specification does 

not provide a disclosure of the computer and algorithm in sufficient detail to demonstrate to 

one of ordinary skill in the art that the inventor possessed the invention, a rejection under 35 

U.S.C. 112(a) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, first paragraph, for lack of written description must 

be made. 

 

2161 35 U.S.C. §112(a)又は改正前35 U.S.C. §112第1段落に基づく明細書についての3

つの独立した要件 

2161.01 コンピュータプログラミング、コンピュータ実施発明、及び35 U.S.C. 

§112(a)又は改正前35 U.S.C. §112第1段落 

I．コンピュータ実施関連の機能的なクレーム限定について適切な書面による記載が

存在しているか否かを判断すること 

 35 U.S.C. §112(a)又は改正前35 U.S.C. §112第1段落は、実施可能要件の要件とは別個

であって明確に区別される書面記載要件を含有している。・・・書面記載要件を満た

すためには、明細書は発明者がクレームされた発明を所有していたことを当該当業者

が合理的に結論づけることができるほどに十分に詳細に、当該クレームされた発明に

ついて記載しなければならない。・・・具体的には、明細書はクレームされた発明を

当該技術において通常のスキルを有する者にとって理解可能とする仕様で記載してい

なければならず、かつ、発明者が、クレームされた発明を出願時点で実際に発明して

いたことを示さなければならない。・・・コンピュータ実施関連の機能的なクレーム

を審査する際、審査官は、発明者がクレームされた主題を発明したと当業者が妥当に

結論づけることができるような、クレームされた機能を実行するコンピュータ及びア
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ルゴリズム（例えば、必要なステップ及び／又はフローチャート）を明細書が十分詳

細に開示しているか否かについて判断しなければならない。・・・明細書がコンピュ

ータ及びアルゴリズムを十分詳細に説明していなく、発明者が発明を行ったことを当

業者に実例として示していない場合には、35 U.S.C. §112(a)又は改正前35 U.S.C. §112

第1段落に基づく拒絶がなされなければならない。 

 

サポート要件を判断する際、審査官は、クレームの範囲と明細書の詳細な説明の範

囲とを比較して、クレームに記載された発明を現実に行ったか否かを判断する。 

CS関連発明を審査する際に、審査官は、明細書がクレームに記載された機能を実行

するコンピュータ及びアルゴリズムを開示しており、その開示が、発明者が出願の時

点でクレームに記載された発明を行っていたことを当業者が合理的に結論付けること

ができる程度に十分に開示するものであるか否かを判断する。 

明細書に、コンピュータ及びアルゴリズムがクレームした結果を奏することが当業

者に判る程度に詳細に開示されていない場合、35 U.S.C. §112(a)に規定する記載要件を

充足しないとして拒絶される。 
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 クレームの明確性要件 

 

米国では、クレームの明確性要件に関し、法律・審査基準等には、次の記載がある

（【図表－Ⅱ３（１）－１０】及び【図表－Ⅱ３（１）－１１】参照）。 

 

 クレームの明確性要件に関する法律・審査基準等の一覧 

 

項目 日本 米国 ・・・ 

クレームの 

明確性要件 

法律 ・・・ 35 U.S.C. § 112(b)  

一般基準 ・・・ 

MPEP § 2173 

MPEP § 2173.01 - § 2173.05 

MPEP § 2181 subsection I 

MPEP § 2181 subsection II 

 

CS 基準 ・・・ MPEP § 2181 subsection II, B   

機能的クレーム ・・・ MPEP § 2181 subsection II, B  

【図表－Ⅱ３（１）－１０】審査における明確性要件（米国） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

クレームの明確性要件に関する法律・審査基準等 

関連条文 ・35 U.S.C. §112(b) 

関連審査基準等 
・MPEP § 2173 

・MPEP § 2181 

【図表－Ⅱ３（１）－１１】明確性要件に関する法律・審査基準等 

 

 クレームの明確性要件に関する法律・審査基準等 

 

 米国では、CS関連発明等の機能的クレームの明確性要件に関し、法律、及び審査基

準等には、次の記載がある。MPEP §2173において、CS関連発明に限定されない一般的

なクレームの明確性要件について規定されている。MPEP §2181, subsection IIIにおい

て、CS関連発明において、機能的表現に対しての明確性要件の審査ガイダンスの概略

が規定されている。 
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米国特許法第112条(b) ［35 U.S.C. § 112 (b)］ 

35 U.S.C. 112 Specification. 

(b) CONCLUSION.—The specification shall conclude with one or more claims particularly 

pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor 

regards as the invention. 

 

第112条 明細書 

（b）結び 

明細書は、発明者又は共同発明者が発明とみなす主題を特定し、明確に区別可能にク

レームする1又は2以上のクレームで終わらなければならない。 

 

米国特許審査手続マニュアル2173章 ［MPEP § 2173］ 

2173 Claims Must Particularly Point Out and Distinctly Claim the Invention  

Optimizing patent quality by providing clear notice to the public of the boundaries of the 

inventive subject matter protected by a patent grant fosters innovation and competitiveness. 

Accordingly, providing high quality patents is one of the agency’s guiding principles. The 

Office recognizes that issuing patents with clear and definite claim language is a key 

component to enhancing the quality of patents and raising confidence in the patent process. 

2173.01 Interpreting the Claims 

II. DETERMINE WHETHER OR NOT EACH CLAIM LIMITATION INVOKES 35 

U.S.C. 112(f) or Pre-AIA 35 U.S.C. 112, sixth paragraph 

As part of the claim interpretation analysis, examiners should determine whether each 

limitation invokes 35 U.S.C. 112(f) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, sixth paragraph or not. If the 

claim limitation invokes 35 U.S.C. 112(f) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, sixth paragraph, the 

claim limitation must “be construed to cover the corresponding structure, material, or acts 

described in the specification and equivalents thereof.” …See MPEP §2181, subsection I. for 

more information regarding the determination of whether a limitation invokes 35 U.S.C. 

112(f) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, sixth paragraph, and means- (or step-) plus- function claim 

limitations. 

 

2173 クレームは発明を特定し、かつ明確に区別可能にクレームしなければならない 

 特許付与によって保護される発明の主題の範囲を公衆に明確に知らせることによ

り、特許の品質の最適化を図ることが、革新及び競争力を助長することになる。した

がって、高品質の特許の提供は、米国特許商標庁 の指針原則の一つである。米国特

許商標庁は、明瞭かつ明確なクレームの文言を伴う特許を発行することは特許の品質

を向上すること及び特許付与過程における信頼性を高めることの主要な要素であると

認識している。 

2173.01 クレームの解釈 

II．各クレーム限定が35 U.S.C. §112(f)又は改正前35 U.S.C. §112第6段落に頼るもので

あるか否かについての判断 

 クレーム解釈の解析の一部として、審査官は、各々の限定が35 U.S.C. §112(f)又は

改正前35 U.S.C. §112第6段落に頼るものであるか否かを判断しなければならない。ク

レーム限定が35 U.S.C. §112(f)又は改正前35 U.S.C. §112第6段落に頼る場合、クレーム

限定は、「明細書に記載された対応する構成、材料或いは作用、及びそれらの均等物

を保護するように解釈」されなければならない。・・・限定が、35 U.S.C. §112(f)又

は改正前35 U.S.C. §112第6段落を適用するか否かの判断並びにミーンズ(又はプロセ

ス)・プラス・ファンクション・クレームの限定に関する一層の情報については、

MPEP §2181,Iを参照。 
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米国特許審査手続マニュアル2181章 ［MPEP § 2181］ 

2181 Identifying and Interpreting a 35 U.S.C. 112(f) or Pre-AIA 35 U.S.C. 112, Sixth 

Paragraph Limitation 

II. DESCRIPTION NECESSARY TO SUPPORT A CLAIM LIMITATION WHICH 

INVOKES 35 U.S.C. 112(f) or Pre-AIA 35 U.S.C. 112, SIXTH PARAGRAPH 

B. Computer-Implemented Means-Plus-Function Limitations 

…As noted below in subsection III., if it is unclear whether there is sufficient supporting 

structure or whether the algorithm is adequate to perform the entire claimed function, it is 

appropriate to reject the claim under 35 U.S.C. 112(b) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, second 
paragraph. 

 

2181 35 U.S.C. §112(f)又は改正前35 U.S.C. §112第6段落の適用となる限定の認定及

び解釈 

II．35 U.S.C. §112(f)又は改正前35 U.S.C. §112第6段落が適用されるクレームの限定を

サポートするために必要な記載 

B．ミーンズ・プラス・ファンクション限定を実現するコンピュータ 

・・・以下のIIIで注釈されているように、十分にサポートする構成が存在するか否

か、又は、アルゴリズムがクレームされた機能全体を実行するのに十分であるか否か

が不明確である場合には、クレームを35 U.S.C. §112(b)又は改正前35 U.S.C. §112第2

段落に基づいて拒絶することが妥当となる。 

 

審査官は、CS関連発明等の機能的クレームについて、以下3つの視点で、35 U.S.C. 

§112(b)に規定のクレームの明確性要件を充足するか否かを判断する。 

・クレームの機能を実行するためのアルゴリズムが明細書に開示されていない場合、

クレームに記載した特定用途コンピュータ関連クレームの限定は明確性要件を充足

しないと判断される可能性がある（MPEP §2181）。 

・アルゴリズムが明細書に開示されているが、その開示がクレームした機能全体を実

行するのに十分でない場合には、クレームの限定は明確性要件を充足しないと判断

される可能性がある（MPEP §2181）。 

・クレームの用語が曖昧なため、クレームを35 U.S.C. §112(f)に基づき限定解釈するか

否かについて前述した3つの分析の視点で判断することが出来ない場合には、クレー

ムは明確性要件を充足しないと判断される可能性がある（MPEP §2173）。 

 

補足：2019年1月7日の審査ガイダンスによれば、アルゴリズムは、論理的或いは数学

的問題を解決するための一連のステップ、又はある特定のタスクを実行するた

めの一連のステップであると定義されている。 
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（２） 歴史的変遷 

 

 
 

 CS関連発明等の機能的クレームに関する審決・判決等及び法律として、米国では、

下記判決及び法改正が挙げられる。 

 

年 
分

類 
種別 概要 

1994 機

能 

審取 In re Donaldson Co., 16 F.3d 1189 (Fed. Cir. 1994) (en banc)事件 

＜判決の要旨＞「クレームでミーンズ・プラス・ファンクション

言語を採用する場合、その用語が意味するものを示す十分な開示

を明細書で示さなければならない」と判示した。 

「クレームされた機能に対応する構成が明細書で十分な開示され

ていない場合、特許権者は35 U.S.C. §112第2段落の要件にあるよ

うに発明を特定し、クレームの範囲を明確にすることができてい

ないことになり、このためクレームが不明確であるとして無効と

なる」と判示した。 

 

1996 機

能 

CS 

侵害

訴訟 

Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc., 91 F.3d 1580 (Fed. Cir. 1996)

事件 

＜判決の要旨＞「「手段」という用語を用いてなくてもミーン

ズ・プラス・ファンクションの解釈適用対象のクレームとな

る。」と判示した。「クレームの用語が構成の名称として十分明

確な意味を持つと当業者が理解できるかどうか」次第でクレーム

は35 U.S.C. §112(f)の解釈の適用対象となると判示した。現在のク

レーム解釈に適用される基準である。 

 

1996 機

能 

CS 

審取 In re Dossel, 115 F.3d 942 (Fed. Cir. 1997)事件 

＜判決の要旨＞「必要な構成、材料、作用を説明に十分記載しな

いことは、出願人が35 U.S.C. §112(b)で規定するクレームの範囲に

対する明確性要件を充足しなかったことを意味する」と判示し

た。 

「35 U.S.C. § 112(f)のクレームの解釈は35 U.S.C. § 112(a)で規定す

るサポート要件に影響を及ぼさない。サポート要件は、クレーム

がミーンズ・プラス・ファンクション形式であるか否かにかかわ

らず、サポート要件を絶対的な要件として課している」と判示し

た。 

1999 機

能 

侵害

訴訟 

Atmel Corp. v. Info. Storage Devices, Inc., 198 F.3d 1374 (Fed. Cir. 

1999)事件 

＜判決の要旨＞ミーンズ・プラス・ファンクションが不明確とさ

れる基準が分析された。「35 U.S.C. §112第2段落で規定するクレ

ームの明確性要件及び35 U.S.C. §112第2段落で規定するクレーム

の解釈によると、当業者が明細書で構成を認識できず、構成をク

レームの機能と関連付けることができなければ、ミーンズ・プラ

ス・ファンクションの文節は不明確である」と判示した。 
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2003 

 
機

能 

 

侵害

訴訟 

Intel Corp. v. VIA. Techs., Inc., 319 F.3d 1357, 1366 (Fed. Cir. 2003)事

件 

＜判決の要旨＞当業者が装置をどのように構築し、改変するかを

理解するはずである場合には装置の内部構成を明細書で開示する

必要はない」と判示した。 

2005 機

能 

CS 

侵害

訴訟 

Datamize, LLC v. Plumtree Software, Inc., 417 F.3d 1342 (Fed. Cir. 

2005)事件 

＜判決の要旨＞『見た目に美しい』という用語について、好まし

い実施形態に「オーサリングシステムによって制御可能な画面表

示の美的特徴の例」があっても、こうした構成のどの部分が『見

た目に美しい』のかが明細書で示されていない」ため、この用語

は不明確である」と判示した。「客観的に検証可能でなければク

レームの用語は明確とはなり得ない。「インタフェース画面の見

た目や感じが『見た目に美しい』かどうかを判定する客観的な方

法」を提示していないために用語が不明確となっている」と判示

した。 

2007 機

能 

CS 

侵害

訴訟 

AllVoice Computing PLC v. Nuance Commc’ns, Inc., 504 F.3d 1236 

(Fed. Cir. 2007)事件 

＜判決の要旨＞「クレームの明確性は当業者の技量レベルに左右

される。不明確性の認定を回避するために「ソフトウエア事件の

場合、明細書のアルゴリズムはクレームを当業者が理解できる程

度に十分定義された構成を開示するだけでよく」、これにより不

明確性の認定が回避される」と判示した。ミーンズ・プラス・フ

ァンクションクレームの機能に対応する構成を明細書で開示する

要件を確固たるものにした。 

2007 機

能 

CS 

侵害

訴訟 

Altris, Inc. v. Symantec Corp., 318 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2007)事件 

＜判決の要旨＞「単に関連する構成がハードウエアではなくソフ

トウエアであると指摘するだけでは不十分であり、特定の構成を

殆ど示しておらず、機能的にしか記載されておらず、このため当

該ソフトウエアの構成を十分理解するには明細書を見なければな

らないため35 U.S.C. § 112 (f) の解釈を適用する」と判示した。 

2007 機

能 

 

侵害

訴訟 

Biomedino, LLC v. Waters Techs. Corp., 490 F.3d 946 (Fed. Cir. 2007)

事件 

＜判決の要旨＞「周知の技術や方法を用いることができると単に

記載するだけでは十分な構成を開示していることにはならない」

と判示した。 

2008 機

能 

CS 

侵害

訴訟 

TriMed, Inc. v. Stryker Corp., 514 F.3d 1256 (Fed. Cir. 2008)事件 

<判決の要旨>「「手段」という用語を含めるようクレームをドラ

フトした場合でも、「手段」という用語と機能的用語に加えてさ

らにその機能的用語で特定される機能を実行する十分な構成をク

レームに記載した場合、35 U.S.C. §112(f)の推定は解消され、35 

U.S.C. §112(f)が適用されない」と判示した。「論点となった機能

を実行する厳密な構成がクレームの文言で特定されており、構成

を十分理解するために明細書の他の部分や外的証拠に頼る必要が

ない場合、十分な構成が存在する」と判示した。 
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2008 機

能 

CS 

侵害

訴訟 

Aristocrat Techs. Australia Pty Ltd. v. Int’l Game Tech., 521 F.3d 1328 

(Fed. Cir. 2008)事件 

<判決の要旨>「「アルゴリズム」という用語は 狭義の意味で使用

され、出願明細書で開示された方程式を解くために使用可能な周

知の特定数学演算を言及するものであり、「『適切なプログラミ

ング』を備えた汎用コンピュータの言及」では十分な構成の開示

とはならない」と判示した。 

 35 U.S.C. §112(a)の実施可能要件と35 U.S.C. §112(b)の明確性要

件との違いを明確にした。裁判所は「装置の実施可能要件では当

業者が装置を製造しかつ使用できる程度に十分な情報の開示が求

められる。35 U.S.C. §112(f)の解釈が適用される際に要求される明

細書中の構成の開示は、開示された具体的な構成ならびにその均

等物に限定するという目的を果たすものであるため、特許の開示

内容を見て、その開示内容には機能を実行するソフトウエアが含

まれると当業者が理解し、そのようなプログラムを当業者が実現

できたかどうかを判定することであって、単に当業者がそのよう

なソフトウエアプログラムを書き下すことができたかどうかを判

断することではない」と判示した。 

35 U.S.C. §112(f)の機能的クレームに対する解釈を適用した場合

における35 U.S.C. §112(b)の明確性要件は、明細書の開示情報にの

み依拠している一方、実施可能要件は当業者の知識に依拠してい

る。 

2008 機

能 

CS 

侵害

訴訟 

Finisar Corp. v. DirecTV Grp., Inc., 523 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2008)事件 

＜判決の要旨＞「「ソフトウエア」の開示内容は、コンピュータ

で実現される機能を実行するのに十分なアルゴリズムの構成が必

要であり、機能を完全に果たす手段に関する詳細を示すことなく

単に「ソフトウエア」と記載するだけでは十分ではない」と判示

した。 

2008 機

能 

CS 

侵害

訴訟 

Net MoneyIN, Inc. v. VeriSign, Inc., 545 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2008)事件 

＜判決の要旨＞「機能的用語を採用したクレームは機能的用語に

対応するアルゴリズムを開示しなければならない」と判示した。 

2009 機

能 

CS 

侵害

訴訟 

Blackboard, Inc. v. Desire2Learn, Inc., 574 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2009)

事件 

＜判決の要旨＞明細書に提示された構成が「どのように機能が実

行されるのかを説明することなく、その機能を実行することを単

に記載した抽象的なものである場合には、ミーンズ・プラス・フ

ァンクションクレームは不明確である」と判示した。 

提示された構成が「記載された機能を実行するブラックボック

ス」に過ぎず、「それがどのように実行されるのかは開示されて

いない」と説明した。「アクセス制御管理部がアクセス制御リス

トを作成する手段を記載しないことで、この目的を達成するあら

ゆる手段を取り込もうと試みた」と説明した。 

2011 機

能 

CS 

審取 In re Katz Interactive Call Processing Patent Litigation, 639 F.3d 1303 

(Fed. Cir. 2011)事件 

＜判決の要旨＞「35 U.S.C. §112(f)の解釈が適用される際に要求さ
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れる35 U.S.C. §112(b)の要件が緩和され、特別なプログラミングが

なくても何らかの汎用コンピュータで達成可能な「処理」、「受

信」、「記憶」等の機能については、こうした機能を実行する汎

用プロセッサ以上の更なる詳細な構成を開示する必要はない」と

判示した。 

2011 機

能 

CS 

審取 In re Aoyama, 656 F.3d 1293, 1297 (Fed. Cir. 2011)事件 

＜判決の要旨＞「明細書に開示のアルゴリズムを実行するようプ

ログラムされた「専用コンピュータ」が明細書に含まなければな

らない」と判示した。「フローチャートが「どのようにコンピュ

ータをプログラムしてボックス内に記載の結果をもたらす構成を

作り出すことができるのか」を記載しているのであれば、フロー

チャートは35 U.S.C. §112(f)の解釈を適用する際に要求される十分

な構成を提示している」と判示した。 

2011 機

能 

CS 

侵害

訴訟 

Typhoon Touch Techs., Inc. v. Dell, Inc., 659 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2011)

事件 

＜判決の要旨＞「コンピュータにより実行する手順について特許

明細書にコンピュータコードを含める必要はない」と判示した。 

2012 機

能 

CS 

侵害

訴訟 

Ergo Licensing, LLC v. CareFusion 303, Inc., 673 F.3d 1361 (Fed. Cir. 

2012)事件 

＜判決の要旨＞「ミーンズ・プラス・ファンクション形式のクレ

ームに対し構成を示すのに必要とされるアルゴリズムとは、「所

定の結果をもたらすステップ・バイ・ステップの手順」であり、

「明細書が機能的用語を提示しているに過ぎず」機能を実現する

「ステップ・バイ・ステップのプロセスを含まない」場合、機能

的クレームは不明確であると」と判示した。 

2012 機

能 

CS 

侵害

訴訟 

Noah Sys., Inc. v. Intuit Inc., 675 F.3d 1302 (Fed. Cir. 2012)事件 

＜判決の要旨＞「クレームの限定に係る「全機能を実行するアル

ゴリズムの開示」が明細書になければ、コンピュータにより実施

されるミーンズ・プラス・ファンクションは35 U.S.C. §112(b)によ

ると不明確である」と判示した。「明細書には単なる汎用コンピ

ュータやマイクロプロセッサ以上のものが含まれなければなら

ず、クレームの全機能を実行するのに十分なアルゴリズムでなけ

ればならない」と判示した。 

2013 機

能 

CS 

侵害

訴訟 

Function Media, L.L.C. v. Google, Inc., 708 F.3d 1310 (Fed. Cir. 2013)

事件 

＜判決の要旨＞クレームには「送信」という機能的用語の記載が

あるが、この「送信」という機能的用語を構成によるサポート無

しで記載したため、クレームは不明確とされた。とりわけ裁判所

は、「クレームの機能である「送信」が行われる際に利用する物

理的構成の記載が不十分であり、当業者がクレームの機能を実行

する手段を創意工夫できるからといって特許権者は構成を特定す

ることを避けることはできない」と判示した。「さもなければ、

明細書には［クレームの機能］が送信機能を実行するアルゴリズ

ムの開示がなければならない」と判示した。 
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2014 機

能 

CS 

侵害

訴訟 

Triton Tech. of Texas, LLC v. Nintendo of Am., Inc., 753 F.3d 1375 (Fed. 

Cir. 2014)事件 

＜判決の要旨＞「ある特定のアルゴリズムと、様々な異なるアル

ゴリズムからなる総括的なカテゴリーとは異なるものであり、

「どのように値を計算し、組み合わせ、測定するかについての限

定がない」アルゴリズムのカテゴリーの開示があったとしても、

クレームを理解可能とするには不十分である」と判示した。 

2015 機

能 

CS 

侵害

訴訟 

Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2015)事件 

＜判決の要旨＞ミーンズ・プラス・ファンクションの適用範囲を

拡大し、構成的に十分明確と認識されない汎用的な代替語を含め

るようにした。クレームに「手段」という用語の記載がない場合

は35 U.S.C. §112(f)を適用しないという「強い推定」をしないこと

とした。「クレームの用語が構成の名称として十分明確な意味を

持つと当業者が理解できるかどうか」という基準を強化した。基

準を適用して裁判所は「モジュール」という用語を解釈し、「モ

ジュール」は「ブラックボックス用語」であるため、ミーンズ・

プラス・ファンクション用語であるとした。「モジュールは特定

の機能を実行するソフトウエア又はハードウエアの一般的な平用

な表現に過ぎない」と述べた。 

2015 機

能 

CS 

侵害

訴訟 

EON Corp. IP Holdings LLC v. AT&T Mobility LLC, 785 F.3d 616 (Fed. 

Cir. 2015)事件 

＜判決の要旨＞「専用コンピュータで実現される機能を記載した

ミーンズ・プラス・ファンクションクレームに関する米国の判例

法は２つの特徴的なグループに分割される。第1グループでは明

細書にアルゴリズムの開示がなく、第2グループでは明細書にア

ルゴリズムの開示があるものの、被告が開示内容が不十分である

と争うものであり、第1グループでは当業者の知識はもはや無関

係であり、第2グループでは、侵害者として告訴された者がアル

ゴリズムは不十分であると争う場合のみ、当業者の視点に基づき

開示内容が十分か否かを判断する」と判示した。コンピュータで

実現される発明のクレームを含む明細書はそれぞれある種のアル

ゴリズムを含まなければならないが、アルゴリズムの開示が十分

か否かが問題となる場合にのみ、当業者の視点が関係してくる。 

2015 機

能 

CS 

侵害

訴訟 

Media Rights Techs., Inc. v. Capital One Fin. Corp., 800 F.3d 1366 (Fed. 

Cir. 2015)事件 

＜判決の要旨＞「「コンプライアンス機構」という用語が4つの

機能を実行するミーンズ・プラス・ファンクションの限定であ

り、「4つの機能の全てを実行する構成を明細書は十分開示して

いない」ためクレームは不明確であるとした。」と判示した。 

2016 機

能 

CS 

侵害

訴訟 

Advanced Ground Info. Sys., Inc. v. Life360, Inc., 830 F.3d 1341 (Fed. 

Cir. 2016)事件 

＜判決の要旨＞「クレームの機能を実行するのに十分なアルゴリ

ズムの開示が明細書にない場合、専用コンピュータは不明確にな

る」と判示した。裁判所は「このようなクレームに記載した構成

では侵害が発生しているのかどうかが不明確であるため、その範

囲を当業者に知らせるものではない」とも言及した。 
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2018 機

能 

CS  

審取 Trs. of Bos. Univ. v. Everlight EleCS. Co., LTD., 896 F.3d 1357 (Fed. 

Cir. 2018)事件 

＜判決の要旨＞「発明の実施に必要な全てを開示する必要はな

く、例えば技術分野で周知のことを明細書で開示する必要はな

い。これは、特にコンピュータにより実現される発明に関連す

る。その理由は、技術分野の技能水準が高く、過度の実験なしに

意図した結果を達成するプログラムの作成の予見性の水準も同様

に高いためである」と付記した。 

 

 

 
 

CS関連発明等の機能的クレームに関する審査基準等に関し、米国では、近年、下記

審査基準等が改訂されている。 

 

年 
分

類 
種別 概要 

2000 機

能 

 

MPEP 2173.05 Specific Topics Related to IssuesUnder 35 U.S.C. 112(b) or 

Pre-AIA 35 U.S.C. 112, Second Paragraph 

2173.05(g) Functional Limitations 

35 U.S.C. 112(b)に関係する審査マニュアルの詳細が記載されてい

る。その内容は、機能的限定に関する。新たな判例により一部

更新したもの。 

2000 機

能 

 

MPEP 2181 Identifying a 35 U.S.C. 112, Sixth Paragraph Limitation 

35 U.S.C. 112(f)に関係する審査マニュアルの詳細が記載されてい

る。その内容は、ミーンズ・プラス・ファンクションか否かの

認定及びクレーム解釈に関する。新たな判例により一部更新し

たもの。 

2001 機

能 

 

MPEP 2173.05 Specific Topics Related to IssuesUnder 35 U.S.C. 112(b) or 

Pre-AIA 35 U.S.C. 112, Second Paragraph 

2173.05(g) Functional Limitations 

35 U.S.C. 112(b)に関係する審査マニュアルの詳細が記載されてい

る。その内容は、機能的限定に関する。新たな判例により一部

更新したもの。 

2001 機

能 

 

MPEP 2181 Identifying a 35 U.S.C. 112, Sixth Paragraph Limitation 

35 U.S.C. 112 (f) に関係する審査マニュアルの詳細が記載されて

いる。その内容は、ミーンズ・プラス・ファンクションか否か

の認定及びクレーム解釈に関する。新たな判例により一部更新

したもの。 

2003 機

能 

 

MPEP 2173.05 Specific Topics Related to IssuesUnder 35 U.S.C. 112(b) or 

Pre-AIA 35 U.S.C. 112, Second Paragraph 

2173.05(g) Functional Limitations 

35 U.S.C. 112(b)に関係する審査マニュアルの詳細が記載されてい

る。その内容は、機能的限定に関する。新たな判例により一部

更新したもの。 

2003 機

能 

MPEP 2181 Identifying a 35 U.S.C. 112, Sixth Paragraph Limitation 

35 U.S.C. 112(f)に関係する審査マニュアルの詳細が記載されてい
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 る。その内容は、ミーンズ・プラス・ファンクションか否かの

認定及びクレーム解釈に関する。新たな判例により一部更新し

たもの。 

2004 機

能 

 

MPEP 2173.05 Specific Topics Related to IssuesUnder 35 U.S.C. 112(b) or 

Pre-AIA 35 U.S.C. 112, Second Paragraph 

2173.05(g) Functional Limitations 

35 U.S.C. 112(b)に関係する審査マニュアルの詳細が記載されてい

る。その内容は、機能的限定に関する。新たな判例により一部

更新したもの。 

2004 機

能 

 

MPEP 2181 Identifying a 35 U.S.C. 112, Sixth Paragraph Limitation 

35 U.S.C. 112(f)に関係する審査マニュアルの詳細が記載されてい

る。その内容は、ミーンズ・プラス・ファンクションか否かの

認定及びクレーム解釈に関する。新たな判例により一部更新し

たもの。 

2005 機

能 

 

MPEP 2173.05 Specific Topics Related to IssuesUnder 35 U.S.C. 112(b) or 

Pre-AIA 35 U.S.C. 112, Second Paragraph 

2173.05(g) Functional Limitations 

35 U.S.C. 112(b)に関係する審査マニュアルの詳細が記載されてい

る。その内容は、機能的限定に関する。新たな判例により一部

更新したもの。 

2005 機

能 

 

MPEP 2181 Identifying a 35 U.S.C. 112, Sixth Paragraph Limitation 

35 U.S.C. 112(f)に関係する審査マニュアルの詳細が記載されてい

る。その内容は、ミーンズ・プラス・ファンクションか否かの

認定及びクレーム解釈に関する。新たな判例により一部更新し

たもの。 

2006 機

能 

 

MPEP 2173.05 Specific Topics Related to IssuesUnder 35 U.S.C. 112(b) or 

Pre-AIA 35 U.S.C. 112, Second Paragraph 

2173.05(g) Functional Limitations 

35 U.S.C. 112(b)に関係する審査マニュアルの詳細が記載されてい

る。その内容は、機能的限定に関する。新たな判例により一部

更新したもの。 

2006 機

能 

 

MPEP 2181 Identifying a 35 U.S.C. 112, Sixth Paragraph Limitation 

35 U.S.C. 112(f)に関係する審査マニュアルの詳細が記載されてい

る。その内容は、ミーンズ・プラス・ファンクションか否かの

認定及びクレーム解釈に関する。新たな判例により一部更新し

たもの。 

2007 機

能 

 

MPEP 2173.05 Specific Topics Related to IssuesUnder 35 U.S.C. 112(b) or 

Pre-AIA 35 U.S.C. 112, Second Paragraph 

2173.05(g) Functional Limitations 

35 U.S.C. 112(b)に関係する審査マニュアルの詳細が記載されてい

る。その内容は、機能的限定に関する。新たな判例により一部

更新したもの。 

2007 機

能 

 

MPEP 2181 Identifying a 35 U.S.C. 112, Sixth Paragraph Limitation 

35 U.S.C. 112(f)に関係する審査マニュアルの詳細が記載されてい

る。その内容は、ミーンズ・プラス・ファンクションか否かの

認定及びクレーム解釈に関する。新たな判例により一部更新し

たもの。 
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2008 機

能 

 

MPEP 2173.05 Specific Topics Related to IssuesUnder 35 U.S.C. 112(b) or 

Pre-AIA 35 U.S.C. 112, Second Paragraph 

2173.05(g) Functional Limitations 

35 U.S.C. 112(b)に関係する審査マニュアルの詳細が記載されてい

る。その内容は、機能的限定に関する。新たな判例により一部

更新したもの。 

2008 機

能 

 

MPEP 2181 Identifying a 35 U.S.C. 112, Sixth Paragraph Limitation 

35 U.S.C. 112(f)に関係する審査マニュアルの詳細が記載されてい

る。その内容は、ミーンズ・プラス・ファンクションか否かの

認定及びクレーム解釈に関する。新たな判例により一部更新し

たもの。 

2010 機

能 

 

MPEP 2173.05 Specific Topics Related to IssuesUnder 35 U.S.C. 112(b) or 

Pre-AIA 35 U.S.C. 112, Second Paragraph 

2173.05(g) Functional Limitations 

35 U.S.C. 112(b)に関係する審査マニュアルの詳細が記載されてい

る。その内容は、機能的限定に関する。新たな判例により一部

更新したもの。 

2010 機

能 

 

MPEP 2181 Identifying a 35 U.S.C. 112, Sixth Paragraph Limitation 

35 U.S.C. 112(f)に関係する審査マニュアルの詳細が記載されてい

る。その内容は、ミーンズ・プラス・ファンクションか否かの

認定及びクレーム解釈に関する。新たな判例により一部更新し

たもの。 

2012 機

能 

 

MPEP 2181 Identifying a 35 U.S.C. 112, Sixth Paragraph Limitation 

35 U.S.C. 112(f)に関係する審査マニュアルの詳細が記載されてい

る。その内容は、ミーンズ・プラス・ファンクションか否かの

認定及びクレーム解釈に関する。新たな判例により一部更新し

たもの。 

2012 機

能 

 

MPEP 2181 Identifying a 35 U.S.C. 112, Sixth Paragraph Limitation 

35 U.S.C. 112(f)に関係する審査マニュアルの詳細が記載されてい

る。その内容は、ミーンズ・プラス・ファンクションか否かの

認定及びクレーム解釈に関する。新たな判例により一部更新し

たもの。 

2014 機

能 

 

MPEP 2173.05 Specific Topics Related to IssuesUnder 35 U.S.C. 112(b) or 

Pre-AIA 35 U.S.C. 112, Second Paragraph 

2173.05(g) Functional Limitations 

35 U.S.C. 112(f)に関係する審査マニュアルの詳細が記載されてい

る。その内容は、機能的限定に関する。新たな判例により一部

更新したもの。 

2014 機

能 

 

MPEP 2181 Identifying and Interpreting a 35 U.S.C. 112(f) or Pre-AIA 35 

U.S.C. 112, Sixth Paragraph Limitation 

35 U.S.C. 112(f)に関係する審査マニュアルの詳細が記載されてい

る。その内容は、ミーンズ・プラス・ファンクションか否かの

認定及びクレーム解釈に関する。新たな判例により一部更新し

たもの。 

2015 機

能 

 

MPEP 2173.05 Specific Topics Related to IssuesUnder 35 U.S.C. 112(b) or 

Pre-AIA 35 U.S.C. 112, Second Paragraph 

2173.05(g) Functional Limitations 
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35 U.S.C. 112(f)に関係する審査マニュアルの詳細が記載されてい

る。その内容は、機能的限定に関する。新たな判例により一部

更新したもの。 

2015 機

能 

 

MPEP 2181 Identifying and Interpreting a 35 U.S.C. 112(f) or Pre-AIA 35 

U.S.C. 112, Sixth Paragraph Limitation 

35 U.S.C. 112(f)に関係する審査マニュアルの詳細が記載されてい

る。その内容は、ミーンズ・プラス・ファンクションか否かの

認定及びクレーム解釈に関する。新たな判例により一部更新し

たもの。 

2017 機

能 

 

MPEP 2173.05 Specific Topics Related to IssuesUnder 35 U.S.C. 112(b) or 

Pre-AIA 35 U.S.C. 112, Second Paragraph 

2173.05(g) Functional Limitations 

35 U.S.C. 112(f)に関係する審査マニュアルの詳細が記載されてい

る。その内容は、機能的限定に関する。新たな判例により一部

更新したもの。 

2017 機

能 

 

MPEP 2181 Identifying and Interpreting a 35 U.S.C. 112(f) or Pre-AIA 35 

U.S.C. 112, Sixth Paragraph Limitation 

35 U.S.C. 112(f)に関係する審査マニュアルの詳細が記載されてい

る。その内容は、ミーンズ・プラス・ファンクションか否かの

認定及びクレーム解釈に関する。新たな判例により一部更新し

たもの。 

2018 機

能 

その

他 

Examination Guidance and Training Materials 

審査官のトレーニングマニュアル公表 

2019 CS ガイ

ドラ

イン 

「35 U.S.C. 112を遵守するための、コンピュータにより実行され

る機能クレームの限定の審査(Examining Computer-Implemented 

Functional Claim Limitations for Compliance with 35 U.S.C. 112)」を

公表。Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339 (Fed. Cir. 

2015)事件を考慮して、コンピュータにより実行されるクレーム

の限定に対する35 U.S.C. 112 (f)の適用性、35 U.S.C. 112(f)を実施

する機能的クレームの用語が35 U.S.C. 112(b)に基づき明確である

か否かを判断するのに必要な事項が説明されている。 
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 35 U.S.C. §112(f)によれば、特許出願人は機能に関する発明を定義する用語として、

その機能を実行するのに必要な構成をクレームに記載せずに「手段(means)」という用

語を用いることができる。 

しかし、35 U.S.C. §112(f)を適用するクレームは、機能を実行するために、明細書に

記載された対応する構成、材料或いは動作、及びそれらの均等物を含むものと解釈さ

れる。ただし、「手段」という用語を用いてなくても、クレームの用語が構成の名称

として十分明確な意味を持つと当業者が理解できない場合、そのクレームは35 U.S.C. 

§112(f)の解釈の適用対象となる（Greenberg事件参照）。クレームに「手段」という用

語の記載がない場合は35 U.S.C. §112(f)を適用しないという「強い」推定はしないこと

とし、クレームの用語が構成の名称として十分明確な意味を持つと当業者が理解でき

ない場合、そのクレームは35 U.S.C. §112(f)の解釈が適用される（Williamson事件参

照）。 

クレームにおいて、構成がハードウエアではなくソフトウエアであると指摘するだ

けでは不十分であり、特定の構成を殆ど示しておらず、機能的にしか記載されておら

ず、このため当該ソフトウエアの構成を十分理解するには明細書を参酌しなればなら

ない場合には、35 U.S.C. § 112 (f) の解釈を適用する（Altris事件参照）。一方、「手

段」という用語を含めるようクレームをドラフトした場合でも、「手段」という用語

と機能的用語に加えてさらにその機能的用語で特定される機能を実行する十分な構成

をクレームに記載した場合、35 U.S.C. §112(f)の推定は解消され、35 U.S.C. §112(f)が適

用されない。構成を十分理解するために明細書や外的証拠に頼る必要がない場合、十

分な構成が存在すると認定される（TriMed,事件参照）。 

クレームされた機能に対応する構成が明細書で十分な開示されていない場合、35 

U.S.C. §112(b)の明確性要件違反となる（In re Donaldson事件参照）。当業者が明細書に

基づき構成を認識できず、構成をクレームの機能と関連付けることができなければ、

35 U.S.C. §112(f)の明確性要件違反となる（Atmel事件参照）。明細書に提示された構成

が、どのように機能が実行されるのかを説明することなく、その機能を実行すること

を単に記載した抽象的なものである場合には、クレームは不明確となる（Blackboard事

件参照）。クレームの明確性は当業者のスキルレベルに左右される。ソフトウエア関

連発明の場合、不明確性の認定を回避するために、明細書のアルゴリズムはクレーム

を当業者が理解できる程度に十分定義された構成を開示するだけでよい（AllVoice事件

参照）。 
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米国の侵害訴訟において、機能的クレームに関する解釈の概要は、次の【図表－Ⅱ３

（３）－１】に示すとおりである。 

 

国 機能的クレームに関する解釈（侵害訴訟） 

米国 

機能的クレームに関し、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームは、ク

レーム要素の機能を実現する、実施形態に開示の具体的手段・手法並びにそ

れらの構成上の均等物に限定して解釈される（35 U.S.C. §112(f)）。また、

2015 年の Williamson 判決 によって、過去の判例が変更され、ミーンズや ステ

ップの用語をクレームで用いているか否かにかかわらず、クレームの各要素

において構成上の十分な限定が無い場合には、機能的視点での限定であると

認定され、そのクレーム要素につき MPF クレームの解釈の適用を以前より受

けやすくなっている。 

【図表－Ⅱ３（３）－１】侵害訴訟での機能的クレームに関する解釈（米国） 

 

 
 

機能的クレームの判断手法と機能的クレーム解釈につき、主要判例に基づいて説明

する。 

35 U.S.C. §112(f)によれば、特許出願人は機能に関する発明を定義する用語として、

その機能を実行するのに必要な構成をクレームせずに「～手段（“means”）」を用いる

ことができる。しかし、35 U.S.C. §112(f)を適用するクレームは、機能を実行するため

に、明細書に記載された対応する構成、材料或いは動作、及びそれらの均等物を含む

ものと解釈される。 

最初の論点として、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームの機能と、それに

対応する構成の判定は法律問題である（ACTV事件90）。 

クレームの用語次第で、「手段」という用語を用いてなくてもミーンズ・プラス・

ファンクションの解釈適用対象のクレームとなる（Greenberg事件91）。 

Greenberg事件92は、現在のクレーム解釈に適用される基準と認識される。 

Greenberg事件は「クレームの用語が構成の名称として十分明確な意味を持つと当業

者が理解できるかどうか」次第でクレームは35 U.S.C. § 112 (f) の解釈の適用対象とな

ると述べている93。 

Greenberg事件94では、「ディテント機構（“detent mechanism”）」という用語を分析

し、修飾語の「ディテント（“detent”）」は機械分野において一般に理解される意味を

持つ一種の構成装置であるため、35 U.S.C. §112(f)を援用しないと結論付けた95。 

裁判所は「ディテント（“detent”）」に関する複数の辞書の定義は、35 U.S.C. §112(f)

を回避するのに十分な構成を含意すると判断し、この結論に至った96。 

特に、ある1つの定義によると、「ディテント」は「ある特定の位置で一方の部分を

他方の部分に対し一時的に維持し、その部分の一方に力を加えることにより解放可能

                                                 
90 ACTV, Inc. v. Walt Disney Co., 346 F.3d 1082, 1087 (Fed. Cir.2003) 
91 Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc., 91 F.3d 1580 (Fed. Cir. 1996) 
92 Id. 
93 Id. at 1583 
94 Id. 
95 Id. 
96 Id. 
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な機構」である97。 

Greenberg事件98はクレームが「手段」という用語を使用する場合は、35 U.S.C. 

§112(f)が適用されるという強い推定を生み出した99。 

 

Mas-Hamilton事件100は、クレームに「手段」という用語がないにも関わらず裁判所が

35 U.S.C. §112(f)を適用した最も初期の事件の一つである。 

この事件で裁判所は、「レバー可動部（“lever moving element”）」という用語を分析

し、「この用語は技術分野において一般的に理解される構成上の意味を持つものとは

示されていない」と結論付けた101。 

裁判所は、クレームの「レバー可動部（“lever moving element”）」は機械的構成では

なく機能として記載されていると説明した。 

Mas-Hamilton事件でも、「手段」という用語を使用しない場合には35 U.S.C. §112(f)

が適用されないことが強く推定されるというGreenburg事件102での認定基準が強化され

た103。そして、この事件で裁判所は、「レバー可動部」の説明に関して、35 U.S.C. 

§112(f)を適用しないとする強い推定を覆す程度の構成の記載が欠如しているわけでは

ないことを認定した104。 

 

Personalized Media事件105は、連邦巡回控訴裁判所が「手段」という用語と一般的構

成用語との相関関係を認定した初期の事件の一つである。 

最初に裁判所は、35 U.S.C. §112(f)を適用するという推定も、特許出願経過記録の内

的証拠や何らかの関連する外的証拠が正しいことを証明している場合、反駁可能であ

ると付記した106。 

これを理由として裁判所は「デジタル検出器（“digital detector”）」という用語の

「検出器（“detector”）」という用語が構成を十分に記載しているため、35 U.S.C. 

§112(f)は適用されないとした107。裁判所は「検出器」という用語は「『手段』、『要

素』、『装置』等の一般的構成用語ではなく、『ウィジェット』や『ram-a-fram』等の

明確な意味を持たない造語でもない」と説明した108。「むしろ・・・『検出器』は当業

者にとって構成を暗示する周知の意味を持つ109。」 

Personalized Media事件110は、コンピュータ実施発明をクレームする際に構成を欠い

た”nonce word”（ 用語として確立されていない用語であってその場限りの用語。以

下、「臨時語」という。）を避ける重要性を示しており、そうすることで結果として

35 U.S.C. §112(f)の適用を避けることができるとした。 

 

Watts事件111で裁判所は、「密封結合（“sealingly connected”）」という限定につい

                                                 
97 Id. 
98 Id. 
99 Id. at 1584 
100 Mas-Hamilton Grp. v. LaGard, Inc., 156 F.3d 1206 (Fed. Cir. 1998) 
101 Id. at 1213 
102 (Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc., 91 F.3d 1580 (Fed. Cir. 1996)) 
103 156 F.3d at 1213 
104 Id. 
105 Personalized Media Commc’n, LLC v. Int’l Trade Comm’n, 161 F.3d 696 (Fed. Cir. 1998) 
106 Id. at 705 (citing Cole v. Kimberly-Clark Corp., 102 F.3d 524, 531 (Fed. Cir. 1996) 
107 Id. 
108 Id. at 704 
109 Id. 
110 Id. 
111 Watts v. XL Sys., Inc., 232 F.3d 877, 880- 81 (Fed. Cir. 2001) 
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て、クレーム限定用語は「技術分野において構成の名称として十分合理的に理解され

る意味を持つ」ため、ミーンズ・プラス・ファンクション限定ではないとした。 

CCSFitness事件112で裁判所は、「往復動部材」という用語は35 U.S.C. §112(f)により制

限されるものではないと結論づけた。  

裁判所の判決は、クレーム用語に「手段」という用語が含まれない場合、35 U.S.C. 

§112(f)を適用しないという「有力な」推定が反駁可能であることに注視している113。 

これについて裁判所は「クレーム用語が『十分明確な構成を記載』していない、あ

るいは『機能を実行するのに十分な構成を記載せず機能』を記載していると論証され

る場合、35 U.S.C. §112(f)を適用しないという推定は反駁可能であると付記している
114。この事例の原告は、35 U.S.C. §112(f)を適用しないという推定に反駁する証拠を提

示できなかった115。CCSFitness事件116は、おそらく35 U.S.C. §112(f)を適用しないという

Williamson判決117以前の有力な推定を最もよく表している。 

以下に説明するように、35 U.S.C. §112(f)を適用しないというかつては有力な推定

は、この事例以降は修正された。 

 

Apex事件118で、裁判所は複数の限定事項を個別でなく全体としてクレーム用語の分析

を検討しなければならないことを強調した。 

具体的には、裁判所は「「ある用語」に関連する限定全てに関する最初の論点は、

各限定で特定される機能を当業者が実行するのに十分な構成が用語自体に含まれるか

どうか」ということであると付記した119。 

「35 U.S.C. §112(f)の目的に照らせば、十分明確な構成に形容詞の修飾を足したとこ

ろで、構成の特定が不十分となることはない」と付記した120。 

「むしろ、それによりクレームが対象とする構成の範囲がさらに狭められ、用語が

さらに明確になる」と付記した121。 

 

Lighting事件122は、技術的に確立された意味のある用語ではなく、所謂「”nonce 

word”」という、用語として確立されていない用語であってその場限りで用いられる用

語（臨時語）でその意味を特定しようとするケースで引用されることが多い用語を判

断した。裁判所は「コネクタ組立体（“connector assembly”）」という用語を分析した
123。 

裁判所はこの用語で特定の構成が思い浮かぶことはないと付記し、この視点は判断

の手がかりとならないことを認めている124。むしろ裁判所は重要な問題は用語が構成の

記述と理解されるかどうかであって、構成の名称として認識されずかつ「～手段」と

いう用語の代用に過ぎない用語である「”nonce word”（「 臨時語（用語として確立さ

れていない用語であってその場限りの用語）」あるいは「”verbal construct”（口語的解

                                                 
112 CCSFitness, Inc. v. Brunswick Corp., 288 F.3d 1359, 1369 (Fed. Cir. 2002) 
113 Id. 
114 Id. 
115 Id. 
116 Id. 
117 Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339 (Fed. Cir. June 16, 2015) (en banc) 
118 Apex Inc. v. Raritan Comput., Inc., 325 F.3d 1364, 1372 (Fed. Cir. 2003) 
119 Id. at 1373  
120 Id. at 1374  
121 Id. (citing Personalized Media Commc’n, LLC v. Int’l Trade Comm’n, 161 F.3d at 705 (Fed. Cir. 1998)) 
122 Lighting World v. Birchwood Lighting, 382 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2004) 
123 Id. at 1360-62 
124 Id.  
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釈）」と逆の記述と理解されるかどうかであると判示した125。 

裁判所は「コネクタ」と「コネクタ組立体」は確かに広い範囲をカバーする用語で

あるが、通常は構成として取り扱われる「クランプ」、「クリップ」、「支持部材」

等のその他用語のように、接続するという役割を果たす構成を包含し得ると付記した
126。裁判所は35 U.S.C. §112(f)の解釈を「コネクタ組立体」には適用しなかった127。 

裁判所は「手段」という用語を使用しないにも関わらず、ミーンズ・プラス・ファ

ンクションクレームであると判断した裁判例は一つしかないことを強調した。この裁

判例は、Mas-Hamilton事件128である。 

なお、裁判所は35 U.S.C. §112(f)の制限を受けない用語でクレームの用語を記載する

と、結果としてクレームが無効の攻撃に弱いことを示唆した129。 

 

多数の事件において35 U.S.C. §112(f)に従って解釈した機能的クレームは、35 U.S.C. 

§112(b)により不明確と認定されてきたが、これは35 U.S.C. §112(f)の解釈の対象とはな

らないクレームについては当てはまらない。 

 

Mass. Inst.事件130の判決は、Greenberg事件131の後であり、Greenberg事件で支持された

基準を用いて「着色剤選択機構」という用語について逆の結論に至っている132。 

特にMass. Inst.事件133では、「着色剤選択機構」という用語は当業者にとって十分な

構成を伴っていないという結論に至った。  

裁判所は『着色剤選択機構』に関して、「『機構』を修飾する用語『着色剤選択』

は明細書で定義されておらず、辞書の定義がなく、技術分野において一般に理解され

る意味を持つという示唆もない」と付記して判決理由を説明した134。 

 

Altris事件135は、ソフトウエア関連発明のクレーム解釈に関する初期の事例である。 

裁判所は「コマンド（“commands”）」という用語を分析し、「「コマンド

（“commands”）」は、ソフトウエアにおける構成であるが、機能全体を実行するのに

十分な構成ではなく、別の何かが必要である」とした136。 

裁判所は「単に関連する構成がハードウエアではなくソフトウエアであると指摘す

るだけでは不十分である」と付記している137。 

よって、裁判所は「コマンド（“commands”）（つまりソフトウエア）は広すぎるた

め、特定の構成を殆ど示しておらず、機能的にしか記載されておらず、このため当該

ソフトウエアの構成を十分理解するにはやはり明細書を見なければならない」ため、

35 U.S.C. §112(f)の解釈を適用すると判断した138。 

Altris事件は「コマンド（“commands”）」という用語が構成を欠くとみなされる

「”nonce word”（確立されていない用語であってその状況限りで用いられる用語）」で

                                                 
125 Id. emphasis added 
126 Id. at 1361-62 
127 Id.  
128 Mas-Hamilton Grp. v. LaGard, Inc., 156 F.3d 1206 (Fed. Cir. 1998) 
129 382 F.3d 1354 
130 Mass. Inst. of Tech. and Elec. for Imaging, Inc. v. Abacus Software, 462 F.3d 1344, 1354 (Fed.Cir. 2006) 
131 Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc., 91 F.3d 1580 (Fed. Cir. 1996) 
132 462 F.3d at 1354 
133 Id.  
134 Id.  
135 Altris, Inc. v. Symantec Corp., 318 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2007) 
136 Id.  at 1376 
137 Id.   
138 Id.   
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あることを明確にしている。 

 

TriMed事件139は、裁判所が「手段」という用語を含めるようクレームをドラフトした

場合でも、35 U.S.C. §112(f)が適用されないと判断した事件である140。 

裁判所は「『手段』という用語と機能的用語に加えてさらにその機能的用語で特定

される機能を実行する十分な構成をクレームに記載した場合、35 U.S.C. §112(f)の推定

は解消される、つまりミーンズ・プラス・ファンクションに限定されない」と理由付

けた141。裁判所は「論点となった 機能を実行する厳密な構成がクレームの文言で特定

されており、構成を十分理解するために明細書の他の部分や外的証拠に頼る必要がな

い場合、十分な構成が存在する」と説明した142。 

この基準を適用して裁判所は「クレーム用語はクレーム1の機能を実行する構成を明

確に特定しているため、裁判所が、35 U.S.C. §112(f)を適用することは不要で不適切で

ある」とした143。 

 

Welker事件144で裁判所は、「前記指を動かす機構」という用語の意味を分析した145。 

判例法の再考後に裁判所は「機構」というシンプルな用語は「構成の名称として認

識されない「”nonce word”（ 臨時語：用語として確立されていない用語であってその

場限りの用語）」又は「”verbal construct”（口語的解釈）」に過ぎず、『～手段』とい

う用語の代用に過ぎない」とした146。 

 

FloHealthcare事件147は、Welker事件に類似しているものの結論が異なる。 

ここで裁判所は「高さ調節機構（“height adjustment mechanism.”）」という用語の意

味を分析した。裁判所は「高さ調節（“height adjustment.”）」という修飾語句は十分な

構成を理解させるため、35 U.S.C. §112(f)の解釈を適用しないとする推定は覆った148。

むしろ裁判所は「高さ調節機構（“height adjustment.”）」は「当業者に通常理解される

ある種の構成」を意味すると付記した149。 

この意味で、Welker事件150とFlo Healthcare事件151は構成を欠いた用語を修飾するため

強力な記述的用語を使用することの重要性を示している。 

ここでは両事件においては「機構」という用語が用いられているが、Flo Healthcare

事件では構成上の修飾語により35 U.S.C. §112(f)が回避された。 

 

Williamson事件152において連邦巡回控訴裁判所は、35 U.S.C. §112(f)に関する重要ポイ

ントを実質的に変更した。 

この事件で裁判所はミーンズ・プラス・ファンクションの適用範囲を拡大し、構成

                                                 
139 TriMed, Inc. v. Stryker Corp., 514 F.3d 1256 (Fed. Cir. 2008) 
140 Id.  at 1259 
141 Id.  citation omited 
142 Id.  at 1256-60 (citing 318 F.3d at 1376) 
143 Id.  at 1260 
144 Welker Bearing Co. v. PHD, Inc., 550 F.3d 1090 (Fed. Cir. 2008) 
145 Id.  at 1096 
146 Id. at 1096 (citation omitted)  
147 Flo Healthcare Sols., LLC v. Kapos, 697 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2012) 
148 Id.  at 1375 
149 Id.  
150 Welker Bearing Co. v. PHD, Inc., 550 F.3d 1090 (Fed. Cir. 2008) 
151 Flo Healthcare Sols., LLC v. Kapos, 697 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2012) 
152 Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2015) 
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上、十分に明確であると認識されない汎用的な代替語を含めるようにした153。 

また、裁判所はクレームに「手段」という用語の記載がない場合は35 U.S.C. §112(f)

を適用しないという「強い推定」をしないこととした154。 

これに代わり裁判所は、「クレームの用語が構成の名称として十分明確な意味を持

つと当業者が理解できるかどうか」という基準を強化した155。この基準を適用して裁判

所は「モジュール」という用語を解釈し、「モジュール」は「ブラックボックス用

語」であるため、ミーンズ・プラス・ファンクション用語であるとした156。 

換言すれば、裁判所は「モジュールは特定の機能を実行するソフトウエア又はハー

ドウエアの一般的な平用な表現に過ぎない」と述べている157。 

 

Advanced Ground Sys.事件158が重要なのは、クレームの用語が技術分野内で周知であ

るという事実は、判断するための検討事項ではなく、35 U.S.C. §112(f) を適用しないと

いう認定をするのに「クレームの用語が技術分野内で周知であるという事実」は必要

ない点である159。特に裁判所は、「シンボル生成器（“symbol generator”）」という用語

はコンピュータが実行するミーンズ・プラス・ファンクションの限定であると判断し

た160。根拠として裁判所は、同用語が「十分な構成を記載しておらず、動作を生じさせ

る要素を記載している」と付記した161。 

とりわけ裁判所が「『シンボル』や『生成器』という用語がコンピュータサイエン

スの技術用語であるかどうかにかかわらず」この結論に至ったのは「関連するクレー

ム用語で使用される用語を組み合わせると「シンボル生成器（“symbol generator”）」

は、実行される機能を記載した抽象概念に過ぎないという示唆がある」ためである162。 

 

Williamson事件163とAdvanced Ground Sys事件164は、連邦巡回控訴裁判所の35 U.S.C. 

§112(f)の、実質的な変更を反映している。 

両事件において連邦巡回控訴裁判所が示した判例により必然的により多くのクレー

ムが35 U.S.C. §112(f)の範疇に含まれることになる。 

 

連邦巡回控訴裁判所が判示したように、次の用語は汎用的な代替語（“generic 

placeholder”）として記載されるものである： 

「～機構（“mechanism for”）」、「～モジュール（“module for”）」、「～装置

（“device for”）」、「～ユニット（“unit for”）」、「～構成部品（“component 

for”）」、「～素子（“element for”）」、「～部材（“member for”）」、「～装置

（“apparatus for”）」、「～機械（“machine for”）」、「～システム（“system for”）」
165。 

  

                                                 
153 Id.  at 1350 
154 Id.  at 1349 
155 Id.   
156 Id.  at 1350 
157 Id.   
158 Advanced Ground Info. Sys., Inc. v. Life 360, 830 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2016) 
159 Id.  at 1348 
160 Id.   
161 Id.   
162 Id.   
163 Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339 (Fed. Cir. June 16, 2015) (en banc) 
164 Advanced Ground Info. Sys., Inc. v. Life 360, 830 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2016) 
165 Examining Computer-Implemented Functional Claim Limitations for Compliance With 35 U.S.C. 112 

https://www.federalregister.gov/documents/2019/01/07/2018-28283/examining-computer-implemented-functional-claim-

limitations-for-compliance-with-35-usc-112［最終アクセス：2020年3月9日］ 

https://www.federalregister.gov/documents/2019/01/07/2018-28283/examining-computer-implemented-functional-claim-limitations-for-compliance-with-35-usc-112
https://www.federalregister.gov/documents/2019/01/07/2018-28283/examining-computer-implemented-functional-claim-limitations-for-compliance-with-35-usc-112
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 クレームの明確性要件に関する審決・判決 

 

CS関連発明等の機能的クレームのの明確性要件につき、主要判例に基づいて説明す

る。 

 

In re Swinehart事件166で、1971年に、機能的用語から生じるクレームの範囲の不明確

性の問題が初めて検討された。 

裁判所は、クレームで機能的用語を使用するとクレームで包含される発明の主題の

範囲を明確に示すことがで、機能を実行するために、明細書に記載された対応する構

成、材料或いは動作、及びそれらの均等物にその範囲が限定されるが、その際、クレ

ームの範囲が明細書の開示から不明確か否かが次に問題となる。すなわち、35 U.S.C. 

§112(f)の解釈をクレームに適用する場合、35 U.S.C. §112(b)における不明確性要件は、

クレームの視点で明細書の開示内容をどう解釈するかで決まる。 

以下で説明する事件は機能的にクレームされた発明に関する連邦巡回控訴裁判所の

判決である。 

 

WMS事件167では、機能的にクレームされたソフトウエア発明における「専用コンピ

ュータ」の役割を示すものである。 

WMS事件168で裁判所は、「アルゴリズムを実行するようプログラムされたマイクロ

プロセッサの構成は、明細書に開示のアルゴリズムにより限定される」とした。 

裁判所は、「アルゴリズムを実行するソフトウエアプログラムの指令は、装置内に

電気的パスを作り出すことで汎用コンピュータを電気的に変更する。こうした電気的

パスにより特定のアルゴリズムを実行する専用マシンが作り出される」と説明した169。 

 

Med. Instrumentation事件170は、明細書に記載の構成とクレームされた機能との明確に

表現された関連性の要件を説明している171。 

裁判所は「クレームの機能に対応する特許権者が意図する特定の構成を公衆に示す

何かが開示されねばならず172、明細書に特定の構成を記載するだけでは十分とは言え

ず、その構成がクレームの機能と対応する構成となるためには、その構成とクレーム

の機能との明白な関連付けがなければならない」と説明した173。 

 

Harris Corp.事件174は、WMS事件175が築いた礎に基づいて明確なルールを築いた判例

であり、「35 U.S.C. §112(f)のコンピュータにより実現される機能のクレームに対応す

る構成は、明細書に開示のアルゴリズムである」ことが明確に確立された176。 

裁判所は「コンピュータにより実現されるミーンズ・プラス・ファンクション用語

                                                 
166 In re Swinehart, 439 F.2d 210 (C.C.P.A. 1971) 
167 WMS Gaming, Inc. v. Int’l Game Tech., 184 F.3d 1339 (Fed. Cir. 1999) 
168 Id.   
169 Id.  
170 Med. Instrumentation and Diagnostic Corp. v. Elekta AB, 344 F.3d 1205 (Fed. Cir. 2003) 
171 Id.  at 1218  
172 Id.   
173 Id.   
174 Harris Corp. v. EriCSson Inc., 417 F.3d 1241 (Fed. Cir. 2005) 
175 WMS Gaming, Inc. v. Int’l Game Tech., 184 F.3d 1339 (Fed. Cir. 1999) 
176 Id.  at 1249 (citing WMS Gaming, Inc. v. Int’l Game Tech., 184 F.3d  at 1339)  
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は明細書に記載された対応する構成並びにその均等物に限定され、機能に対応する構

成はアルゴリズムである」と説明した177。 

 

Nazomi Commc’ns事件178で裁判所は、35 U.S.C. §112(b)における明確性を示すのに必要

な構成は、侵害の根拠となる被疑侵害装置で判別できるものでなければならないとし

た179。 

 

Donaldson事件180は、不明確であるとしてミーンズ・プラス・ファンクションクレー

ムを拒絶する基準として、よく引用される。Donaldson事件181では、「クレームでミー

ンズ・プラス・ファンクション言語を採用する場合、その用語が意味するものを示す

十分な開示を明細書で示さなければならない」との言明がある182。 

クレームされた機能に対応する構成が明細書で十分に開示されていない場合、特許

権者は「35 U.S.C. §112第2段落の要件にあるように発明を特定し、クレームの範囲を明

確にすることができていない」ことになり、このためクレームが不明確であるとして

無効となる183。 

 

Dossel事件184で連邦巡回控訴裁判所は、35 U.S.C. §112(f)と、35 U.S.C. §112(a)及び35 

U.S.C. §112(b)との相互関係を説明した。裁判所は特許明細書には発明の説明とクレー

ムが含まれることを明確にした185。必要な構成、材料、作用を説明に十分記載しないこ

とは、出願人が35 U.S.C. §112(b)の要件を充足しなかったことを意味することを明確に

した186。この判断は35 U.S.C. §112(f)と関連する一方で、35 U.S.C. §112(f)は35 U.S.C. 

§112(a)の要件に影響を及ぼさないことを明確にした187。むしろ、35 U.S.C. §112(a)は、

クレームがミーンズ・プラス・ファンクション形式であるか否かにかかわらず、サポ

ート要件を絶対的な要件として課している。 

次に裁判所は、「再構築用手段（“means for reconstruction”）」と「再構築手段

（“reconstruction means”）」の記載を分析し、コンピュータやコンピュータコードの言

及がないものの、開示内容は35 U.S.C. §112(b)の要件を充足していると判断した188。裁

判所は、周知のアルゴリズムにより技術分野で周知の標準方程式を解くことができ、

クレーム発明分野でコンピュータによりデジタルデータの数式処理を行うことの記載

があると理由付けた189。 

Dossel事件190では「周知のアルゴリズム」の言及があれば十分に35 U.S.C. §112(b)の

要件を充足することになったが、現代のコンピュータソフトウエア発明は複雑化して

いるため、更なる要件が必要となるかもしれない。 

Atmel事件191では、35 U.S.C. §112(b)により、ミーンズ・プラス・ファンクションが不

                                                 
177 Id.  at 1254  
178 Nazomi Commc’ns, Inc. v. Nokia Corp., 739 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2014) 
179 Id.  at 1346  
180 In re Donaldson Co., 16 F.3d 1189 (Fed. Cir. 1994) (en banc) 
181 Id.   
182 Id.  at 1195  
183 Id.   
184 In re Dossel, 115 F.3d 942 (Fed. Cir. 1997) 
185 Id.  at 946   
186 Id.     
187 Id.     
188 Id.  at 947   
189 Id.     
190 Id.     
191 Atmel Corp. v. Info. Storage Devices, Inc., 198 F.3d 1374 (Fed. Cir. 1999) 
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明確とされる基準が分析された192。 

裁判所は「35 U.S.C. §112第2段落及び35 U.S.C. §112第6段落によると、当業者が明細

書で構成を認識できず、構成をクレームの機能と関連付けることができなければ、ミ

ーンズ・プラス・ファンクションの文節は不明確である」とした193。 

この基準はミーンズ・プラス・ファンクションクレームを評価する際に現在でも使

用されている。 

 

Intel事件194で裁判所は、当業者が電子機器をどのように構築し、改変するかを理解す

るはずである場合には電子装置の内部回路を明細書で開示する必要はないとした。 

 

Datamize, LLC事件195で裁判所は、「見た目に美しい」という用語について、好まし

い実施形態に「オーサリングシステムによって制御可能な画面表示の美的特徴の例」

があっても、「こうした構成のどの部分が『見た目に美しい』のかが明細書で示され

ていない」ため、この用語は不明確であるとした196。裁判所は、客観的に検証可能でな

ければクレーム用語は明確とはなり得ないと説明した197。「インタフェース画面の見た

目や感じが『見た目に美しい』かどうかを判定する客観的な方法」を提示していない

ために用語が不明確となっていると説明した198。 

 

AllVoice事件199は、不明確性の精査に対する「当業者」の役割を判示している200。 

特に裁判所は、「クレームの明確性は当業者の技量レベルに左右される」と述べて

いる201。 

Allvoice事件202は、不明確性の認定を回避するために「ソフトウエア事件の場合、明

細書のアルゴリズムはクレーム一式を当業者が理解できる程度に十分定義された構成

を開示するだけでよく」、これにより不明確性の認定が回避されると説明している203。 

 

Biomedino事件204では、クレーム用語の「制御手段」が不明確とされた205。 

裁判所は、「周知の技術や方法を用いることができると単に記載するだけでは十分

に構成を開示していることにはならない」として、ミーンズ・プラス・ファンクショ

ンクレームの機能に対応する構成を明細書で開示する要件を再確認した206。 

 

Aristocrat事件207は、Dossel事件208で導入されたアルゴリズム要件を明確にした。 

裁判所は、「アルゴリズム」という用語は狭義の意味で使用され、出願で開示され

た方程式を解くために使用可能な周知の特定数学演算を言及するものとした209。このよ

                                                 
192 Id.  at 1381-82   
193 Id.     
194 Intel Corp. v. VIA. Techs., Inc., 319 F.3d 1357, 1366 (Fed. Cir. 2003) 
195 Datamize, LLC v. Plumtree Software, Inc., 417 F.3d 1342 (Fed. Cir. 2005) 
196 Id. at 1352  
197 Id. at 1356  
198 Id.  
199 AllVoice Computing PLC v. Nuance Commc’ns, Inc., 504 F.3d 1236 (Fed. Cir. 2007) 
200 Id. at 1245  
201 Id. (citing Miles Labs., Inc. v. Shandon Inc., 997 F.2d 870 (Fed. Cir. 1993)) 
202 Id.  
203 Id. (citing Med .Instrumentation, 344 F.3d at 1214) 
204 Biomedino, LLC v. Waters Techs. Corp., 490 F.3d 946 (Fed. Cir. 2007) 
205 Id. at 953   
206 Id.  
207 Aristocrat Techs. Australia Pty Ltd. v. Int’l Game Tech., 521 F.3d 1328 (Fed. Cir. 2008) 
208 In re Dossel, 115 F.3d 942 (Fed. Cir. 1997) 
209 Aristocrat Techs. Australia Pty Ltd. v. Int’l Game Tech., 521 F.3d at 1336 (Fed. Cir. 2008) 



 

- 107 -  

うに裁判所は「『適切なプログラミング』を備えた汎用コンピュータの言及」では十

分な構成の開示とはならないとした210。裁判所はさらに、35 U.S.C. §112(a)の実施可能

要件と35 U.S.C. §112(b)の明確性との区別を明確にした。裁判所は「装置の実施可能要

件では当業者が装置を製造しかつ使用できる程度に十分な情報の開示が求められる」

と説明した211。35 U.S.C. §112(f)の解釈が適用される際に要求される開示は、開示され

た具体的な構成ならびにその均等物に限定するという非常に異なる目的を果たすもの

である212。このように、35 U.S.C. §112(f)の分析を目的とした適切な論点とは、「特許

の開示内容を見て、その開示内容には機能を実行するソフトウエアが含まれると当業

者が理解し、そのようなプログラムを当業者が実現できたかどうかを判定することで

あって、単に当業者がそのようなソフトウエアプログラムを書き下すことができたか

どうかを判断することではない」213。Aristocrat事件214の解釈に基づくと、35 U.S.C. 

§112(f)の機能的クレームに対する35 U.S.C. §112(b)の明確性の要件では、35 U.S.C. 

§112(a)の実施可能要件で適用される基準よりも厳しい基準を適用している。明確性は

明細書の開示情報にのみ依拠している一方、実施可能要件は当業者の知識に依拠して

いる。 

 

Finisar事件215で裁判所は、本件の「ソフトウエア」の開示内容は、コンピュータで実

現される機能を果たすのに十分なアルゴリズム的構成ではないとした。機能を完結す

る手段に関する詳細を示すことなく単に『ソフトウエア』と記載するだけでは十分で

はないとした216。 

 

Net MoneyIN事件217で裁判所は、機能的用語を採用したクレームは機能的用語に対応

するアルゴリズムを開示しなければならないとした218。 

 

Blackboard事件219で裁判所は、明細書に提示された構成が「どのように機能が実行さ

れるのかを説明することなく、その機能を実行することを単に記載した抽象的なもの

である場合には、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームは不明確であるとした
220。裁判所は、提示された構成が「記載された機能を実行するブラックボックス」に過

ぎず、「それがどのように実行されるのかは開示されていない」と説明した221。これに

続き裁判所は、Blackboard社は「アクセス制御管理部がアクセス制御リストを作成する

手段を記載しないことで、この目的を達成するあらゆる手段を取り込もうと試みた」

と付記している222。35 U.S.C. §112(f)は「このような純粋な機能的クレームを防止する

ものである223」。 

 

                                                 
210 Id.  
211 Id.  
212 Id.  
213 Id. at 1337 (citing Med. Instrumentation and Diagnostic Corp. v. Elekta AB, 344 F.3d 1212 (Fed. Cir. 2003)) 
214 Aristocrat Techs. Australia Pty Ltd. v. Int’l Game Tech., 521 F.3d 1328 (Fed. Cir. 2008) 
215 Finisar Corp. v. DirecTV Grp., Inc., 523 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2008) 
216 Id. at 1340-41    
217 Net MoneyIN, Inc. v. VeriSign, Inc., 545 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2008) 
218 Id. at 1366-67   
219 Blackboard, Inc. v. Desire2Learn, Inc., 574 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2009) 
220 Id. at 1383   
221 Id.  
222 Id. at 1385   
223 Id.  
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In re Katz事件224では、35 U.S.C. §112(b)の要件が緩和され、特別なプログラミングが

なくても何らかの汎用コンピュータで達成可能な「処理」、「受信」、「記憶」等の

機能については、こうした機能を実行する汎用プロセッサ以上の更なる詳細な構成を

開示する必要はないとされた225。 

 

In re Aoyama事件226で裁判所は、明細書に開示のアルゴリズムを実行するようプログ

ラムされた「専用コンピュータ」が明細書に含まれなければならないとした227。裁判所

は「十分な構成が開示されるのであれば、特許権者はフローチャートを含む何らかの

理解可能な手法でこのアルゴリズムを表現することができる」と説明した228。これに続

き裁判所は「どのようにコンピュータをプログラム化してボックス内に記載の結果を

もたらす構成を作り出すことができるのか」をフローチャートが記述しているのであ

れば、そのフローチャートは35 U.S.C. §112(f)の解釈を適用する際に要求される十分な

構成を提示していると明確に述べた229。 

 

Typhoon Touch事件230では、コンピュータにより実行する手順について特許明細書に

コンピュータコードを含める必要はないという判例が支持された231。 

 

Ergo Licensing事件232で裁判所は、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームに対

し構成を示すのに必要とされるアルゴリズムとは、「所定の結果をもたらすステッ

プ・バイ・ステップの手順」であることを明確にした233。従って、裁判所は「明細書が

機能的用語を提示しているに過ぎず」機能を実現する「ステップ・バイ・ステップの

プロセスを含まない」場合、機能的クレームは不明確であると結論付けた234。 

 

Noah Sys事件235で裁判所は、クレームの限定に係る「全機能を実行するアルゴリズム

の開示」が明細書になければ、コンピュータにより実施されるミーンズ・プラス・フ

ァンクションは35 U.S.C. §112(b)によると不明確であることを明確にした236。裁判所は

明細書には単なる汎用コンピュータやマイクロプロセッサ以上のものが含まれなけれ

ばならず、クレームの全機能を実行するのに十分なアルゴリズムでなければならない

とした237。 

この事件で特許権者は特定の状況においてのみフローチャートを活用したため、ク

レーム全体が不明確とされた238。 

 

Function Media事件239では、クレームには「送信」という機能的用語の記載がある

が、この「送信」という機能的用語を構成によるサポート無しで記載したため、クレ

                                                 
224 In re Katz Interactive Call Processing Patent Litigation, 639 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2011) 
225 Id. at 1316   
226 In re Aoyama, 656 F.3d 1293, 1297 (Fed. Cir. 2011) 
227 Id.  
228 Id.  
229 Id. at 1298  
230 Typhoon Touch Techs., Inc. v. Dell, Inc., 659 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2011) 
231 Id. at 1385  
232 Ergo Licensing, LLC v. CareFusion 303, Inc., 673 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2012) 
233 Id. at 1365  
234 Id.  
235 Noah Sys., Inc. v. Intuit Inc., 675 F.3d 1302 (Fed. Cir. 2012) 
236 Id. at 1316-17  
237 Id. (emphasis added)   
238 Id.  
239 Function Media, L.L.C. v. Google, Inc., 708 F.3d 1310 (Fed. Cir. 2013) 
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ームは不明確とされた。とりわけ裁判所は「クレームの機能である「送信」が行われ

る際に利用する物理的構成」の記載が不十分であると結論付けた240。 

むしろ明細書には「［クレームの機能］が送信機能を実行するアルゴリズムの開

示」がなければならないとした241。 

裁判所は「当業者はクレームの機能を実行する手段を創意工夫できるからといって

特許権者は構成を特定することを避けることはできない」とも付記した242。 

 

Triton Tech.事件243では、裁判所は、「ある特定のアルゴリズムと、様々な異なるアル

ゴリズムからなる総括的なカテゴリーとは異なるものである」とした。 

具体的な処理手順がアルゴリズムであるが、目的を達成することができるアルゴリ

ズムはいくらでも考えられるので、具体的なアルゴリズムを記載せず、上位概念化し

た表現しか開示していない点を、裁判所は指摘した。具体的には、裁判所は、「どの

ように値を計算し、組み合わせ、測定するかについての限定がない、アルゴリズムの

カテゴリーの開示が明細書にあったとしても、それだけではクレームを理解可能とす

るには不十分であるとした244。 

この事件で裁判所は、「アルゴリズムのカテゴリー」は「数値積分」と定義され、

積分を行うために利用可能な様々なアルゴリズムの総括的なカテゴリーを意味するも

のと判断した245。 

 

EON Corp.事件246では、アルゴリズムが機能的クレーム要素の構成として開示されな

ければならないのか否かを判定する際に当業者は何の役割も果さないことが明確にさ

れた247。裁判所は「専用コンピュータで実現される機能を記載したミーンズ・プラス・

ファンクションクレームに関する米国の判例法は2つの特徴的なグループに分割され

る。第1グループでは明細書にアルゴリズムの開示がなく、第2グループでは明細書に

アルゴリズムの開示があるものの、被告が、開示内容が不十分であると争うものであ

る」と詳述した248。「明細書にアルゴリズムの開示がない場合、当業者の知識はもはや

無関係である」と詳述した249。「明細書にアルゴリズムの開示があるものの、被疑侵害

者がアルゴリズムは不十分であると争う場合、当業者の視点に基づき開示内容が十分

か否かを判断する」と詳述した250。 

コンピュータで実現される発明のクレームを含む明細書は、それぞれある種のアル

ゴリズムを含まなければならない。アルゴリズムの開示が十分か否かが問題となる場

合にのみ、当業者の視点が関係してくる。 

 

Media Rights事件251では、クレームの各機能を実行するのに十分な構成を要件とする

判例が強化された。 

具体的には、裁判所は「コンプライアンス機構」という用語が4つの機能を実行する

                                                 
240 Id. at 1318-19  
241 Id. at 1319  
242 Id. at 1319  
243 Triton Tech. of Texas, LLC v. Nintendo of Am., Inc., 753 F.3d 1375 (Fed. Cir. 2014) 
244 Id. at 1379 (citing Ibormeith IP, LLC v. Mercedes-Benz USA, LLC, 732 F.3d 1372, 1382 (Fed. Cir. 2013)) 
245 Id.  
246 EON Corp. IP Holdings LLC v. AT&T Mobility LLC, 785 F.3d 616 (Fed. Cir. 2015) 
247 Id. at 623  
248 Id. at 624-625 (citing Noah Sys., Inc. v. Intuit Inc., 675 F.3d at 1313 (Fed. Cir. 2012)  
249 Id. at 625  
250 Id.  
251 Media Rights Techs., Inc. v. Capital One Fin. Corp., 800 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2015) 
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ミーンズ・プラス・ファンクション限定であると判断した252。 

裁判所は「4つの機能を全て実行する構成を明細書は十分開示していない」ためクレ

ームは不明確であるとした253。 

 

Advanced Ground Info.事件254で裁判所は、クレームの機能を実行するのに十分なアル

ゴリズムの開示が明細書にない場合、専用コンピュータは不明確になるとした255。 

裁判所は単なる結果ではなく「どのように」クレームの機能が実行されるのかをア

ルゴリズムで開示しなければならないとも説明した256。 

 

IPXL事件257は、裁判例として先例のない事件である。 

IPXL事件では、システムと当該システムの使用方法の両方をクレームしようとして

いるためクレームは不明確とされた258。裁判所はこのようなクレームに記載した構成で

は侵害が発生しているのかどうかが不明確であるため、その範囲を当業者に知らせる

ものではないと付記した259。 

 

Microprocessor Enhancement事件260では、IPXL事件261における判決の及ぶ範囲の限度が

説明された。具体的には、裁判所はミーンズ・プラス・ファンクション形式を用いる

ことなくクレームを限定するために機能的用語を用いることができるとした262。裁判所

は機能的用語が装置クレームをさらに限定するので、これにより装置クレームが不明

確とはならない場合があるとした263。 

 

Mastermine事件264では、IPXL事件265とMicroprocessor事件266における判決理由がさらに

明確にされた。IPXL事件267では、特定の機能を実行可能な特定の構成を備えたシステ

ムを記載するために機能的用語を使用することが排除されていないと説明している268。

裁判所は、能動態動詞を含む「特徴とする」という文節をクレームで使用すると、シ

ステムが「記載の機能を実行可能な」構成を有することを単にクレームしていること

になると結論付けた269。さらに問題のクレームは、使用者の行為をクレームしておら

ず、機能的用語の使用は「明確に構成と結びつく」とした270。 

  

                                                 
252 Id. at 1347  
253 Id. at 1375  
254 Advanced Ground Info. Sys., Inc. v. Life360, Inc., 830 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2016) 
255 Id. at 1349  
256 Id.  
257 IPXL Holdings, L.L.C. v. Amazon.com, Inc., 430 F.3d 1377 (Fed. Cir. 2005) 
258 Id. at 1383  
259 Id. at 1384  
260 Microprocessor Enhancement Corp. v. Intel Corp., 520 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2008) 
261 IPXL Holdings, L.L.C. v. Amazon.com, Inc., 430 F.3d 1377 (Fed. Cir. 2005) 
262 Microprocessor Enhancement Corp. v. Intel Corp., 520 F.3d at 1375 (Fed. Cir. 2008)  
263 Id.  
264 Mastermine Software, Inc. v. Microsoft Corp., 874 F.3d 1307 (Fed. Cir. 2017) 
265 IPXL Holdings, L.L.C. v. Amazon.com, Inc., 430 F.3d 1377 (Fed. Cir. 2005) 
266 Microprocessor Enhancement Corp. v. Intel Corp., 520 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2008) 
267 IPXL Holdings, L.L.C. v. Amazon.com, Inc., 430 F.3d 1377 (Fed. Cir. 2005) 
268 430 F.3d at 1315  
269 430 F.3d at 1314 (citing Microprocessor Enhancement Corp. v. Intel Corp., 520 F.3d at 1375 (Fed. Cir. 2008)) 
270 430 F.3d at 1316  
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 サポート要件（記述要件）に関する審決・判決 

 

機能的クレームをサポートする記述要件につき、主要判例に基づいて説明する。 

 

In Re Hayes Microcomputer事件271は、開示が十分であるかの論点に基づく特許の有効

性を判断した、初期の事件の一つである。この事件で裁判所は、「明細書はクレーム

発明で使用する特定のタイプのマイクロコンピュータと、クレームの機能を実行する

ために必要なプロセスを開示している」ため、限られた内容の開示でもサポート要件

は充足されるとした272。裁判所は「発明者はその発明の詳細を逐一記載する必要はな

い」と説明している273。むしろ「出願人の開示義務は発明が属する技術により異なる」

と説明している274。「特定の機能を実行可能なマイクロプロセッサの開示があれば、当

業者がその意図や実行方法を理解している場合、十分に35 U.S.C. §112(a)の要件の要件

が充足される」と説明している275。 

 

Lizardtech事件276で裁判所は、「実施形態にクレームの用語の範囲全てを対象とする

例が含まれていないからといって35 U.S.C. §112(a)を根拠としてクレームが無効とされ

ることはない」とした277。 

裁判所は、「発明の詳細を逐一明細書で詳しく説明する必要はなく、発明者が発明

をしていると当業者を納得させ、過度の実験無しに当業者が発明を製造し使用するこ

とができる程度に十分な内容を含まなければならない」と説明した278。とりわけ裁判所

は、クレームされた発明の実施形態が一つしか記載されていないため、やはりクレー

ムのサポートは不十分あるとした279。裁判所は、「［結果］を生み出す1つの方法の記

載では」「目的を達成するためのあらゆる全ての手段をクレームする」権利を発明者

に与えることはないと理由付けた280。Lizardtech事件281で裁判所は、開示の妥当性は、

発明の一つの実施形態だけの記載と発明の実施形態を全て記載することとの間にある

とした。 

 

Ariad Pharm事件282で裁判所は、明細書の記載が「望ましい結果」に過ぎない場合、

サポート要件は充足されないとした283。裁判所は、「機能的クレームでは単に望ましい

結果をクレームすることができ、結果を達成する種を詳述することなくそのようにク

レームすることができる」と説明した284。ただし、「明細書ではクレームの結果を達成

する包括的発明を出願人が作り出したことを論証しなくてはならず、機能的に規定さ

れた属に対するクレームの十分な根拠となる種を出願人が発明したことを論証する必

要がある」と説明した285。Ariad Pharm事件286はコンピュータにより実現される発明に関

                                                 
271 In Re Hayes Microcomputer Prods., Inc., 982 F.2d 1527 (Fed. Cir. 1992) 
272 Id. at 1534   
273 Id.  
274 Id.  
275 Id.  
276 Lizardtech v. Earth Res. Mapping, 424 F.3d 1336 (Fed Cir. 2005) 
277 Id. at 1345   
278 Id.   
279 Id. at 1346   
280 Id.   
281 Id.   
282 Ariad Pharm., Inc. v. Eli Lilly and Co., 598 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2010) (en banc) 
283 Id. at 1349   
284 Id.  
285 Id.  
286 Id.  
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連しないにも関わらず、機能的クレームと開示の妥当性との関連性について重要な見

識を示している。 

 

Vasudevan Software事件287は、サポート要件を充足するか否かを判断する基準を明確

にしている。具体的には、裁判所は記載が十分であるか否かの判断基準として、出願

時に発明者がクレームの主題を保有していたことを、開示内容が合理的な程度で当業

者に伝えているかどうかであると判断した288。コンピュータで実現される機能のクレー

ムにこの判断基準を適用し、裁判所は「クレームの機能」をどのように達成するのか

を発明者が所有していたことを明細書が示しているかどうかが問題であると認めた289。 

 

Rivera事件290で裁判所は、クレームが「醸造材料を保持するよう適合された容器」と

広く記載されている一方で、明細書には「ポッドアダプタ組立体」あるいは「ポッ

ド」を保持するよう設計された「容器」のみの開示がある場合、「明細書には主張す

るクレームの全範囲に必要な記載のサポートが無い」とした291。 

裁判所は、「当業者の知識によって明細書に実際に何が記載されているのかを伝え

ることができるが、明細書の開示内容によって自明となる限定であるとしても、明細

書に記載されていない限定を当業者の知識によって教示することはできない」と説明

した292。 

 

 実施可能要件に関する審決・判決 

 

機能的クレームにおける明細書の実施可能要件につき、主要判例に基づいて説明す

る。 

 

Vasudevan Software事件293で裁判所は、相当な実験が必要とされる場合でも、実験が

日常的なものに過ぎないのであれば、あるいは問題の明細書には実験を進める指針に

ついてのしかるべき手引きの記載があるのであれば、クレームは十分実施可能である

と説明した294。裁判所は過度の実験が必要な場合はクレームが無効となることも強調し

た295。 

 

In re Wands事件296で裁判所は、実験が過度であるかどうかを判断する際に検討された

いくつかの要素を付記した297。 

こうした要素としては、次の（1）～（8）が含まれる298。 

要素： 

（1）実験の質、（2）記載の指針や手引きの分量、（3）作業見本の有無、（4）

発明の性質、（5）先行技術のレベル、（6）当業者の相対的スキル、（7）技術分

野における予見性と非予見性、（8）クレームの範囲、 

                                                 
287Vasudevan Software, Inc. v. MicroStrategy, Inc., 782 F.3d 671 (Fed. Cir. 2015) 
288 Id. at 682   
289 Id.   
290 Rivera v. Int’l Trade Comm’n, 857 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2017) 
291 Id. at 1317   
292 4 Id. at 1322 (citing Lockwood v. Am. AIrlines, Inc., 520 F.3d at 107 F.3d at 1565, 1571 - 72) 
293 Vasudevan Software, Inc. v. MicroStrategy, Inc., 782 F.3d 671 (Fed. Cir. 2015) 
294 Id. at 684   
295 Id.   
296 In re Wands, 858 F.2d 731 (Fed. Cir. 1988) 
297 Id. at 737   
298 Id.   
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Trs. of Bos. Univ.事件299で裁判所は、発明の実施に必要な全てを開示する必要はな

く、例えば技術分野で周知のことを明細書で開示する必要はないと付記した300。これ

は、特にコンピュータにより実現される発明に関連する。その理由は、技術分野の技

能水準が高く、過度の実験なしに意図した結果を達成するプログラムの作成の予見性

の水準も同様に高いためである。 

 

  

                                                 
299 Trs. of Bos. Univ. v. Everlight EleCS. Co., LTD., 896 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2018) 
300 Id. at 1364   
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（４） その他の動向 

 

 
 

米国特許商標庁は、CS関連発明等又はその記載要件に関し、次の【図表－Ⅱ３

（４）－１】に示すとおり、2019年1月7日にCS関連発明のクレームにおける機能的限

定の審査に関する審査ガイダンス（“2019 Guidance”）「“Examining Computer-

Implemented Functional Claim Limitations for Compliance with 35 U.S.C. §112.”」を公表し

ている301。 

 

項目 日本 米国 ・・・ 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

CS 関連発明

又は記載要

件に関する

基準等につ

いての 

近年の動向 

（2017 年 

以降) 

2017 年 

基準等の改訂 
・・・ 米国特許審査マニュアル(2017 年 8 月) ・・・ 

2018 年 

基準等の改訂 
・・・ 特になし  ・・・ 

2019 年 

基準等の改訂 
・・・ 審査ガイダンス［101 条及び 112 条］ ・・・ 

その他動向 ・・・ AI 関連発明に関する意見募集(2019 年 8 月)  ・・・ 

【図表－Ⅱ３（４）－１】CS関連発明又は記載要件に関する審査基準等の動向 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

さらに、Adam College氏は、USPTO RINGS IN 2019 WITH NEW GUIDANCE FOR 

COMPUTER-IMPLEMENTED INVENTION  PART II［2019年米国特許商標庁リング、コ

ンピュータ実施発明の新ガイダンス－第II部］という論説において、審査ガイダンス

（“2019 Guidance”）を再考し、起こり得る帰結について説明している302。College氏は

特に「明細書に構成上の十分なサポートのない広範な機能的クレームの問題により

「「［35 U.S.C. §112(f)］に制限されず、法令規定の制限のない機能的クレームが拡

散」する結果に至っている」ことが2019年度の35 U.S.C. §112ガイダンスで認識されて

いることを付記している。2019年度の35 U.S.C. §112ガイダンスの傾向に基づき論説で

は「a coming wave of rejections under 35 U.S.C. 112 for computer-implemented inventions

（コンピュータ実施発明に関する35 U.S.C. 112に基づく拒絶の今後の動向）」を予測し

ている。 

 

また、コンピュータソフトウエア発明の増加に伴い、機能的クレームに対する問題

も次第に重要になってきた経緯がある。 

明細書に記載の詳細のレベルによって、この種のクレームの構成は結果として狭義

に解釈され得るため、特許出願人の多くは35 U.S.C. §112(f)を援用する可能性のあるク

レーム言語を避けようとする303。 

                                                 
301 https://www.federalregister.gov/documents/2019/01/07/2018-28283/examining-computer-implemented-functional-claim-

limitations-for-compliance-with-35-usc-112 ［最終アクセス日：2020年3月11日］ 
302 Adam J. College,USPTO RINGS IN 2019 WITH NEW GUIDANCE FOR COMPUTER-IMPLMENTED INVENTIONS – 

PART II,2019、Myers Bigel Blog（2019） 

 https://www.myersbigel.com/uspto-rings-in-2019-with-new-guidance-for-computer-implemented-inventions-part-ii/#_edn1. 

［最終アクセス日：2020年3月11日］ 
303 Michael P. Furmanek & Daniel T. Chavka,Federal Circuit changes standard for evaluating means-plus-function claims［連

邦巡回控訴裁判所はミーンズ・プラス・ファンクションクレームの評価基準を変更］ Lexology（2015年6月18日）

https://www.lexology.com/library/detAIl.aspx?g=bbbfdcf9-5655-420d-ad64-7875f639e45b［最終アクセス日：2020年3月11

https://www.federalregister.gov/documents/2019/01/07/2018-28283/examining-computer-implemented-functional-claim-limitations-for-compliance-with-35-usc-112
https://www.federalregister.gov/documents/2019/01/07/2018-28283/examining-computer-implemented-functional-claim-limitations-for-compliance-with-35-usc-112
https://www.myersbigel.com/uspto-rings-in-2019-with-new-guidance-for-computer-implemented-inventions-part-ii/#_edn1
https://www.lexology.com/library/detAIl.aspx?g=bbbfdcf9-5655-420d-ad64-7875f639e45b
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特許権者が35 U.S.C. §112(f)により解釈されるクレームを意図しない場合であって

も、機能的用語の使用によりクレームが不明確として無効にされるリスクが大きくな

り、クレームが35 U.S.C. §112(f)を援用するという判断に至るため、機能的クレーム用

語の拡散によりクレームの構成の役割が大幅に拡大した。例えば、Avoiding Invocation 

of Functional ClAIm Language in Computer-Implemented Inventions［コンピュータ実施発

明の機能的クレーム用語の実施回避］という表題の論説は、35 U.S.C. §112(f)を実施す

る際の落とし穴を総括している304。論説では主に、35 U.S.C. §112(f)と35 U.S.C. §112(b)

による特許無効との相関関係について着目している。特に論説は35 U.S.C. §112(f)と35 

U.S.C. § 112(b)の組み合わせにより特許を無効とする事件が着実に増加していると付記

している。 

 

Functional Claiming of Computer-Implemented Inventions in View of Recent Decisions［近

年の判決に鑑みたコンピュータ実施発明の機能的クレーム］という表題の論説305は、上

記論説に匹敵するもので、近年の裁判所の判決を簡単に総括している。 

2005年から連邦巡回控訴裁判所は、特に35 U.S.C. §112(f)に基づき機能的クレームを

再考する場合に、35 U.S.C. §112(b)の明確性要件に対し厳格化された基準を適用し始め

た。それ以降、不明確による特許無効の割合は急増した306。 

  

                                                 
日］ 
304 Nicholas R. Mattingly、Avoiding Invocation of Functional ClAIm language in Computer-Implemented Inventions,IP 

Watchdog（2017年6月18日） https://www.ipwatchdog.com/ 2015/06/18/avoiding-invocation-of-functional-claim-language-

in-computer-implemented- inventions/id=58803/［最終アクセス日：2020年3月11日］ 
305 Nicholas R. Mattingly, Functional Claiming in View of Recent Decisions IP Watchdog（2015年6月19日）
https://www.ipwatchdog.com/2015/06/18/avoiding-invocation-of-functional-claim-language-in-computer-implemented-

inventions/id=58803/［最終アクセス日：2020年3月11日］ 
306 Brian M. Buroker,David A. Kelly、”First Datamize and Now Aristocrat and Finisar: Electrical and Software Patent 

Invalidations for Indefiniteness Sharply on the Rise” Hunton Andrews Kurth（2008 年）

https://www.huntonak.com/images/content/3/1/v3/3137/Buroker-Kelly-Final-IPO-Paper.pdf （Datamize, LLC v. Plumtree 

Software, Inc., 417 F.3d 1342 (Fed. Cir. 2005) 事件以降6カ月で、不明確による特許の無効が250 %増加）。［最終アク

セス日：2020年3月19日］ 

https://www.ipwatchdog.com/%202015/06/18/avoiding-invocation-of-functional-claim-language-in-computer-implemented-%20inventions/id=58803/
https://www.ipwatchdog.com/%202015/06/18/avoiding-invocation-of-functional-claim-language-in-computer-implemented-%20inventions/id=58803/
https://www.ipwatchdog.com/2015/06/18/avoiding-invocation-of-functional-claim-language-in-computer-implemented-inventions/id=58803/
https://www.ipwatchdog.com/2015/06/18/avoiding-invocation-of-functional-claim-language-in-computer-implemented-inventions/id=58803/
https://www.huntonak.com/images/content/3/1/v3/3137/Buroker-Kelly-Final-IPO-Paper.pdf
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人工知能（「AI」）は、CS関連発明の最前線に位置している。AI関連技術が米国特

許制度に及ぼす影響について非常に注目されている。このため、AI関連技術が米国特

許制度に及ぼす影響についても注目すべき論説がある。 

米国特許商標庁は、AI関連発明に関する固有のガイドラインを未だ発行していない

ものの、2019年8月に米国特許商標庁は、AI関連発明の特許に関する意見要請を公示し

ており、このようなガイドラインが発表されることを示唆している307。 

2019年2月に米国知的財産法協会（AIPLA）は、AI関連技術の拡散に対する懸念につ

いての論説を発表した308（以下、AI論説と称す。）。 

AI論説は、AI技術が呈する特許性の懸念をいくつか強調しており、それには、次の

①～④が含まれる 

対象の特許性： 

①発明者の要件、②非自明性、③実施可能要件、④保護適格性 

 

① 発明者の要件 

 

AI論説は、AIを「独創的なAI」ならびに「AI発明」と規定している。論説では「独

創的なAI」とは主としてAIの労力に由来し、これにより発見された、あるいは想到さ

れた発明を意味すると説明している（同上参照、1頁）。 

一方、「AI発明」とは機械学習、ビッグデータ分析、及び／又はディープデータ分

析の使用を組み入れて結果を達成する技術革新のことであるとしている（同上参

照）。 

AI論説は、発明者の要件に関する米国特許商標庁の解釈と要件に基づき、特許保護

への潜在的な影響を熟慮している（同上参照、4－6頁）。 

35 U.S.C. §101(f)は、「発明者」を「発明の主題を発明又は発見した一個人、あるい

は共同発明の場合は複数の個人」と規定している。今日の米国特許法において発明者

は人間でなければならないと推定されている。発明を考えるのは企業でなく人である
309。 

この推定に基づき、AI論説では「独創的なAI」により設計された方法の真の発明者

の要件に疑問を投げかけており、続けて入力パラメータを設計及び／又は独創的なAI

のプログラミングに貢献した人間に基づき発明者の要件を選定する利点について説明

している。具体的には、米国では発明者であるには発明の概念を着想することが要件

の一つであるが、AIのプログラム設計者や入力パラメータの設計者は、発明の概念の

着想に貢献しているため発明者としての適格があるとするものである。その一方で、

AIを使って得られた発明自体を想到したとみなすかという重大な論点がある（AI論

説、4－6頁）。 

  

                                                 
307 Federal Register /Vol. 84, No. 166 /Tuesday, August 27, 2019, p. 44889, DEPARTMENT OF COMMERCE Patent 

and Trademark Office [Docket No. PTO–C–2019–0029] Request for Comments on Patenting 

Artificial Intelligence Inventions 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-08-27/pdf/2019-18443.pdf［最終アクセス日：2020年3月16日］ 
308 Raphael Freiwirth,The AIPLA/AIPPI/FICPI AI Colloquium Primer,AIPLA/AIPPI/FICPI AI Colloquium 2019 (2019 年 2 

月), https://ficpi.org/_/uploads/files/AIPLA-AIPPI-FICPI_Artificial_Intelligence_Colloquium_Patent_ONLY_Primer.pdf［最

終アクセス日：2020年3月16日］ 
309 New Idea Farm Equip. Corp. v. Sperry Corp., 916 F.2d 1561 (Fed. Cir. 1990) 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-08-27/pdf/2019-18443.pdf
https://ficpi.org/_/uploads/files/AIPLA-AIPPI-FICPI_Artificial_Intelligence_Colloquium_Patent_ONLY_Primer.pdf
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② 非自明性 

 

AI論説が強調する別の潜在的問題として、35 U.S.C. §103の非自明性への影響があ

る。 

35 U.S.C. §103には以下の記載がある： 

 

35 U.S.C. §103 

クレームされた発明について、35 U.S.C. §102に規定されている開示事項と同一でな

い場合であっても、クレームされた発明と先行技術との間の差異が、クレームされた

発明が全体として、クレームされた発明の有効出願日前に、クレームされた発明に係

る技術において通常のスキルを有する者にとって自明であったはずである場合には、

特許を取得することができない。 

特許性はその発明がなされた態様によっては否定されないものとする。 

AI論説は、「独創的なAI」が類似技術の範囲並びに「当業者」の基準に対し与え得

る影響を熟慮している（AI論説、7－8頁）。 

例えば、「独創的なAI」であれば、おそらく先行技術全て、つまり少なくともオン

ライン等でアクセス可能な全てを知り仮想的に処理できると推定されるため、AIがあ

れば技術範囲や技術内容が現在米国で認識されている類似技術を超えて拡大するかも

しれない（同上参照）。 

このようにAI論説は、技術分野における通常技能水準が進化して「独創的なAI」が

基準となるかもしれない今後の特許状況を熟慮している（同上参照）。 

 

 

③ 実施可能要件 

 

上記のとおり、実施可能要件の問いの大半は当業者に依存する。 

AI論説は、機械学習発明の評価時における適任の当業者に疑問を呈している（同上

参照、6－7頁）。 

論説で説明しているように、機械学習アルゴリズムやプログラムでは熟練した機械

学習プログラマーの技量が求められる（同上参照、7頁）。 

一方、機械学習技術を別の技術に応用する場合、求められるのは熟練した機械学習

プログラマーの技量と、応用技術分野の当業者の技量である（同上参照）。 

AI論説は、35 U.S.C. §112(a)を満たすためには、学習アルゴリズム（推論マシン、二

進論理ツリー、ニューラルネットワーク）のトレーニングに使用するデータセットを

出願時に開示する必要があり、他者が同様又は類似のデータセットを使用してクレー

ムを実施できるようにしなければならないと論じている（同上参照）。 

またAI論説では、データセットが1つしか開示されていない場合、クレームは必然的

にそのデータセットに限定されることを指摘している（同上参照）。 

このように論説は、AI関連発明のクレームの範囲が広ければ、それをサポートする

にはそれなりの多数の実施例を明細書に開示することが必要になると結論付けている

（同上参照）。 
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④ 保護適格性 

 

最後にAI論説は、AI技術の特許取得時の潜在的な障害として、35 U.S.C. §101の保護

適格性を強調しており、一般原則として人間の思考を擬態し補足する、又はこれに取

って代わるAI発明は、より精密な問題提起の対象となることを説明している（同上参

照、5－6頁）。 

しかしAI論説は、関連コンピュータ技術を改善する具体的な手段や方法に着目する

クレームにおいて、裁判所は、人間が行うことのできる仕事の自動化処理のいくつか

は特許を受けることができるとしたことを確認している（同上参照）。 

そしてAI論説は、最近発表された35 U.S.C. §101の保護適格性に関するガイドライン

（上記説明）を引用し、AI技術は実用的応用として特許を受けることができるかもし

れないと論じている（同上参照）。 

論説は続けて、35 U.S.C. §101の保護適格性を判断する際に米国特許商標庁が支持す

る2ステップフレームワークについて懸念を述べている（同上参照）。 

2ステップフレームワークにおける第1ステップについて、論説は人間の思考に匹敵

又は取って代わるAI処理をどのように「メンタルプロセス」分析に分解すべきである

のかについて、裁判所は未だ取り組んでいないことを付記している（同上参照）。 

同様に、2ステップフレームワークにおける第2ステップについて、AI論説は既に科

学者のコミュニティの間では十分理解された日常的な従来の活動を記載しただけのク

レームは、特許保護適格性を欠くと認定されるであろうことを付記している（同上参

照）。 

最後の問題は、発明性のあるAI主体からなるコミュニティが科学者のコミュニティ

にとって代わると、何が起きるのかという問題である（同上参照）。 

 

 
 

次に大きな特許産業紛争となるのはIoT技術であるとみなしている者が多い310（参

照：Kenie Ho,Internet of Things: Another Industry Patent War?［モノのインターネッ

ト：更なる産業特許紛争?］、 Landslide（2015年11月）（以下、IoT論説と称

す。）。 

IoT論説は、IoTの拡散が次の特許紛争の引き金となると考えられる5つの理由を提示

している。 

・スマートフォンのように、IoT市場は巨大である。スマートフォン特許の全盛期にス

マートフォン市場は、5百億ドルから4千5百億ドルであると推定されたのに対し、

IoT市場は2兆ドルから7兆ドルに成長すると予測されている。 

・IoTでは、多数の革新的技術が組み合わされている。スマートフォンよりなおさら

IoTでは、多数の技術を融合させて動かす必要があるため、コア技術それぞれがより

多くの特許訴訟にさらされることになる。 

・IoTの市場シェアは、足並みが揃わず競争状態にある富裕企業が支配する一部の産業

界に拡散している。 

・IoTは、業界標準の基準で統治されるものではなく、スマートフォン特許紛争時のよ

うに多数の競合基準が出現している。 

                                                 
310 Kenie Ho,Internet of Things: Another Industry Patent War?, Landslide (November 2015)   

https://www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law/publications/landslide/2015-16/november-december/internet-

things-another-industry-patent-war/［最終アクセス日：2020年3月11日］ 

https://www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law/publications/landslide/2015-16/november-december/internet-things-another-industry-patent-war/
https://www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law/publications/landslide/2015-16/november-december/internet-things-another-industry-patent-war/
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・IoT企業は、特許ポートフォリオを構築中である。 

 

次にIoT論説は、Fitbit事件311を引用し、IoT技術に関与する企業間の初期の訴訟事例

としている。この事件では、フィットネスと健康状態統計を検出する装着型装置の

別々の特性を対象とした3つの特許について、Fitbit社がAliphCom社を訴えた。 

AliphCom社は、Fitbit社の特許が35 U.S.C. §101の保護適格性では不適格であると主張

したが、裁判所は同意せず、「原告に最も有利な見方で解釈されたクレーム要素の規

定の組み合わせには、個別の各クレーム要素に発明性がなくても、発明の概念が含ま

れる」とした。そして、「明細書では先行技術の課題を克服する要素としてタッピン

グ（周知の確認形態）が強調されており、クレームはタッピングを携帯機器のペアリ

ング処理に追加しており、これにより「より抽象的な機器のペアリング処理が何らか

の具体的なものに変換されている」とした312。 

  

                                                 
311 Fitbit, Inc. v. Aliphcom, 233 F. Supp. 3d 799 (N.D. Cal. 2017) 
312 Id. at 813-814 799 
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 欧州（EPO） 
 

 法律、審査基準等313 

 

 
 

 全体概要 

 

欧州では、CS関連発明が認められ、機能的クレームも一定の条件の下で認められて

いる。つまり、機能的表現を使用しないとクレームの範囲を不必要に限定することに

なり、不必要な限定を避けるには機能的表現以外に他の記載手法がなく、かつ、機能

的表現を使用したクレームが、当業者が過度な労力無しに発明を実施することができ

る程度に十分に明確な場合に限って、クレームで機能的表現を使用することが許され

る（【図表－Ⅱ４（１）－１】参照）。審査段階において、機能的クレームが認められ

た場合、機能的クレームは、原則として、クレームの記載に基づいて、そのような機

能を有する全ての物を意味していると解釈される。 

 

項目 米国 欧州 ・・・ 

CS 関連発明等の定義 ・・・ 

｢コンピュータ実施発明(CII)｣という表現は、コンピュ

ータ、コンピュータネットワーク若しくはその他のプログ

ラム可能な装置を含む請求の範囲であって、クレーム発

明において表面上 1 つ又は複数の特徴がプログラムに

よって実現されるものを対象とする 

・・・ 

CS 関連発明等が特許可能な 

発明として認められるか 
・・・ ○ ・・・ 

機能的クレームが認められるか ・・・ ○ ・・・ 

機能的クレ

ームの解釈 

審査段階) 

機能的クレーム

固有の解釈につ

いての法律 

・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム

の判定テスト 
・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム

の許容条件 
・・・ 

不必要な限定を避けるには機能的表現以外に他

の記載手法がなく、かつ、機能的表現を使用した

クレームが十分に明確な場合  ・・・ 

Part F, Chapter IV, Section 4.2 

機能的クレーム

の解釈基準 

・・・ クレームの記載 ・・・ 

・・・ Part F, Chapter IV, Section 4.2 ・・・ 

     

【図表－Ⅱ４（１）－１】CS関連発明及び機能的クレーム（欧州） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

  

                                                 
313 「欧州特許庁審査ガイドライン」の日本語訳は、「欧州特許庁審査便覧（2012年6月）（日本語訳）」 F部欧州出

願 独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/guidelines_part_

f.pdf［最終アクセス日：2020年3月26日］の一部表記を調整又は追加し、調整又は追加した箇所に下線を引いてい

る。 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/guidelines_part_f.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/guidelines_part_f.pdf
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 記載要件に関する法律・審査基準等の概要 

 

欧州では、CS関連発明等の機能的クレームの記載要件について、主として、次の法

律・審査基準等が関連する（【図表－Ⅱ４（１）－２】参照）。 

 

項目 米国 欧州 ・・・ 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

実施可能 

要件 

法律 ・・・ Article 83 EPC ・・・ 

一般基準 ・・・ Part F, Chapter III  ・・・ 

CS 基準 ・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム ・・・ 特になし ・・・ 

明細書の 

記載要件・ 

サポート 

要件 

法律 ・・・ Article 84 EPC ・・・ 

一般基準 ・・・ Part F, Chapter IV, Section 6.1 ・・・ 

CS 基準 ・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム ・・・ Part F, Chapter IV, Section 6.5 ・・・ 

クレームの 

明確性要件 

法律 ・・・ Article 84 EPC  

一般基準 ・・・ Part F, Chapter IV, Section 4.1  

CS 基準 ・・・ Part F, Chapter IV, Section 3.9  

機能的クレーム ・・・ 

Part F, Chapter IV, Section 2.1 

Part F, Chapter IV, Section 4.1 

Part F, Chapter IV, Section 4.5.3 

Part F, Chapter IV, Section 4.10 

Part F, Chapter IV, Section 4.12.1 

Part F, Chapter IV, Section 4.13.2 

Part F, Chapter IV, Section 6.5 

 

     

【図表－Ⅱ４（１）－２】審査における記載要件（欧州） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

 
 

 CS関連発明の定義等 

 

欧州では、CS関連発明の定義は、欧州特許庁審査ガイドライン（Computer-

Implemented Inventions）に記載されている。 

 

欧州特許庁審査ガイドライン Computer-Implemented Inventions 

Index for Computer-Implemented Inventions 

A computer-implemented invention (CII) is one which involves the use of a computer, 

computer network or other programmable apparatus, where one or more features are realised 

wholly or partly by means of a computer program. 

 

コンピュータ実施発明の索引 

 ｢コンピュータ実施発明（CII）｣とは、コンピュータ、コンピュータネットワーク

若しくはその他のプログラム可能な装置を使用するものであって、一又はそれ以上

の特徴がコンピュータプログラムにより全体又は部分的に実現されるものをいう。 
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 CS関連発明の保護適格 

 

コンピュータで実施される方法、コンピュータで読み出し可能な記憶媒体、及びコ

ンピューティングデバイスに関するクレームは特許性があることが、欧州特許庁によ

り判断された。 

 

欧州特許庁欧州特許付与に関する条約第52条(1) (2) (c) (3) 

Article 52 (1), (2) (c), (3)EPC Patentable inventions 

(1)European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided 

that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application 

(2)The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of 

paragraph 1: 

… 

(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, 

and programs for computers 

(3)Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to 

therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to 

such subject-matter or activities as such. 

 

第52条(1) 、(2) (c)、(3) 特許の対象となる発明 

（1）欧州特許は、発明が新規性、進歩性及び産業上の利用可能性を有する限り、全

ての技術分野におけるあらゆる発明に付与される。 

（2）（1）において、特に、以下のものは発明として認められない。 

・・・ 

（c）精神的活動、ゲーム、ビジネスを行うことに関するスキーム、ルール、及び方

法、並びに、コンピュータ用プログラム 

（3）（2）は、欧州特許出願又は欧州特許が同項に規定する対象又は行為それ自体

に関係している範囲内においてのみ、当該対象又は行為の特許性を排除する。 

 

Article 52(2)(c)EPCは、コンピュータ用プログラムはArticle 52(1)EPCの例外として発

明とみなされるべきでないもの一つとしてと規定し、そのため、コンピュータ用プロ

グラムは特許の保護対象から排除されている。Article 52(3)EPCは、Article 52(2)(c)EPC

による排除はコンピュータ用プログラム「それ自体（as such）」のみに適用されるこ

とを規定している。すなわち、コンピュータ用プログラムで実現される装置、システ

ム、方法は特許の保護対象から排除されない。 

欧州特許条約のこの規定は「コンピュータプログラムとこれに対応したコンピュー

タで実施される方法」とを本質的に区別している。 

前者は方法を指定するコンピュータで実行される一連の命令を意味し、後者はコン

ピュータ上で実際に実行される方法を意味する（Case Law of the Boards of Appeal, I; A; 

2.4.1）。 

 

このケースをさらに考察する上で、審判部は「例えば審決T 208/84（OJ 1987, 14）及

びT 115/85（OJ 1990, 30）によって、たとえ当該発明の根底にある基本概念について例

証が示すようにコンピュータプログラム自体にあると考えられたとしても、技術的課

題を解決するためのコンピュータプログラムの使用に向けられたクレームを、Article 
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52(2)(c),(3)EPC 1973の意味においてプログラム自体の保護を求めるものとみなすこと

はできない」（Case Law of the Boards of Appeal, I;A;2.4.2）と判示した。 

 

欧州特許庁で許可されるコンピュータにより実現される発明の数は時と共に増加し

た。その背景として、例えば、「大審判廷は、T 424/03でのコンピュータ読み出し可能

記憶媒体上のプログラムについてのクレームはArticle 52(2)EPCの規定により特許の対

象から排除する必要はないとの立場をとる結論に達した」（Case Law of the Boards of 

Appeal, I; A; 2.4.4b）と述べられている。 

 

コンピュータプログラムと同様に、ビジネスを行う方法もArticle 52(1)EPCの例外と

して発明とみなされない。 

Article 52(3)EPCによれば、このような方法の特許性は、出願、そして当然ながら保

護を受けようとする事項を定義するクレームされた主題がビジネスを行う方法自体に

関連する範囲を超えない場合には、排除されなければならない。 

しかしながら、クレームされた方法に技術手段が関与する場合には、出願はビジネ

スを行う方法自体に関連しないので排除されない（T 258/03, OJ 2004, 575 を参照）」

（Case Law of the Boards of Appeal, I; A; 2.5.1） 

 

 

 
 

 概要 

 

CS関連発明及び機能的クレームは、審査基準上も認められている。 

機能的クレームに関し、欧州特許庁審査ガイドラインには、サポート要件、明確性

要件について記載されているが、実施可能要件について見当たらない。 

CS関連発明に関し、欧州特許庁審査ガイドラインには、サポート要件、明確性要件

について記載されているが、実施可能要件について見当たらない。 

 

 審査段階におけるクレーム解釈 

 

欧州では、クレーム解釈に関し、法律・審査基準等には、次の記載がある（【図表－Ⅱ

４（１）－３】及び【図表－Ⅱ４（１）－４】を参照）。 

 

 クレーム解釈に関する法律・審査基準等の一覧 

 

クレーム解釈に関する法律・審査基準等 

関連条文 ・Article 69 (1) EPC 

関連審査基準等 ・Part F, Chapter IV, Section 4.2 

【図表－Ⅱ４（１）－３】クレーム解釈に関する法律・審査基準等 
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項目 米国 欧州 ・・・ 

機能的クレ

ームの解釈 

審査段階) 

機能的クレーム

固有の解釈につ

いての法律 

・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム

の判定テスト 
・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム

の許容条件 
・・・ 

不必要な限定を避けるには機能的表現以外に他

の記載手法がなく,かつ、機能的表現を使用した

クレームが十分に明確な場合  ・・・ 

Part F, Chapter IV, Section 4.2 

機能的クレーム

の解釈基準 

・・・ クレームの記載 ・・・ 

・・・ Part F, Chapter IV, Section 4.2 ・・・ 

【図表－Ⅱ４（１）－４】審査における機能的クレームの解釈（欧州） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

 

 クレーム解釈に関する法律・審査基準等 

 

欧州では、機能的クレームの解釈に関し、次の記載がある。 

 

欧州特許庁欧州特許付与に関する条約第69条(1) ［Article 69 (1) EPC］ 

Article 69 Extent of protection 

 (1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent 

application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall 

be used to interpret the claims.  

 

第69条 保護の範囲 

（1）欧州特許又は欧州特許出願により与えられる保護の範囲は、クレームによって

定められる。ただし、明細書及び図面は、クレームを解釈するために用いられる。 

 

欧州特許庁審査ガイドラインF部第Ⅳ章4.2 ［Part F, Chapter IV, Section 4.2］ 

Chapter IV – Claims 

4. Clarity and interpretation of claims 

4.2 Interpretation  

Each claim must be read giving the words the meaning and scope which they normally have in 

the relevant art, unless in particular cases the description gives the words a special meaning, 

by explicit definition or otherwise. Moreover, if such a special meaning applies, the division 

will, so far as possible, require the claim to be amended whereby the meaning is clear from the 

wording of the claim alone. This is important because it is only the claims of the European 

patent, not the description, which will be published in all the official languages of the EPO. 

The claim must also be read with an attempt to make technical sense out of it. Such a reading 

may involve a departure from the strict literal meaning of the wording of the claims. Art. 69 

and its Protocol do not provide a basis for excluding what is literally covered by the terms of 

the claims (see T 223/05). 
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第4章 クレーム 

4. クレームの明確性及び解釈 

4.2 解釈 

 明細書において、明示した定義又はその他の方法によって文言が特別の意味を有す

る旨が示されている特定の場合を除き、各クレームは、その文言について、当該技術

分野における通常の意味及び範囲を与えるものと解釈すべきである。更に、そのよう

な特別の意味を有する場合は、審査官は、できる限りクレームの文言のみで意味が明

確になるよう、クレームの補正を求めるべきである。これは、欧州特許庁における公

用語で公告されるのが欧州特許のクレームのみであって、明細書が含まれないことか

らも重要である。クレームは更に、そこから技術的な意味を理解するように努めて解

釈すべきでもある。このように解釈するためには、クレームの文言について、厳密な

言葉通りの意味から逸脱することも必要な場合がある。第69条及びその解釈に関する

議定書は、クレームの文言により文字通りに含まれるものを除外する根拠を与えない

（T 223/05参照）。 

 

［機能的クレームの取扱い］ 

Article 69(1) EPCによれば、欧州特許によって与えられる保護の範囲は、クレームに

よって定められる。明細書の発明の詳細な説明及び図面は、クレームの解釈のために

用いられる。 

このルールをどのように適用するかは、Article 69(1) EPCの解釈とそのプロトコルで

以下のように記載されている。 

 

Article 69EPCでは次のように述べている。欧州特許により付与される特許の保護の

範囲は、クレームに用いた言葉を厳格に文字通りの意味で解釈して定められると理解

すべきでない。また、明細書及び図面はクレームの曖昧さを解消するためだけに用い

られると理解すべきでない。クレームの役目は単なるガイダンスであるという意味に

とるべきでない。また、与えられる実際の保護は、当業者が明細書の詳細な説明及び

図面を考慮して、特許権者が考えたであろう範囲に及ぶという意味にとるべきでな

い。一方で、Article 69EPCでは、これら両極端の視点の間の視点を取ることで、特許

権者の適正な保護と第三者の法的な立場の確保との双方を考慮するものであると述べ

ている。 

 

欧州特許庁審査ガイドライン：Part F, Chapter IV, Section 4.2によれば、各クレーム

は、その関連技術分野における用語の通常の意味及び用語が持つ意味の範囲で読まな

ければならない。 

ただし、明細書の詳細な説明において、クレームの用語に関して特別の意味を明示

的に定義されている場合には、その定義に従う。 

しかし留意すべきは、Article 69(1) EPCの解釈とそのプロトコルが、クレームの用語

の文言通りの意味がその関連技術分野における用語の通常の意味と異なる場合に、ク

レームの用語が文言上カバーする範囲を除外することの根拠にはならないことであ

る。 
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 実施可能要件 

 

欧州では、実施可能要件に関し、法律・審査基準等には、次の記載がある（【図表

－Ⅱ４（１）－５】及び【図表－Ⅱ４（１）－６】参照）。 

 

 実施可能要件に関する法律・審査基準等の一覧 

 

項目 米国 欧州 ・・・ 

実施可能 

要件 

法律 ・・・ Article 83 EPC ・・・ 

一般基準 ・・・ Part F, Chapter III  ・・・ 

CS 基準 ・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム ・・・ 特になし ・・・ 

【図表－Ⅱ４（１）－５】審査における実施可能要件（欧州） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

実施可能要件に関する法律・審査基準等 

関連条文 ・Article 83 EPC 

関連審査基準等 ・Part F, Chapter III 

【図表－Ⅱ４（１）－６】実施可能要件に関する法律・審査基準等 

 

 実施可能要件に関する法律・審査基準等 

 

欧州では、CS関連発明等の機能的クレームの実施可能要件に関し、法律及び審査基

準等には、次の記載がある。Article 83 EPCにおいて、欧州特許出願は、発明を当業者

が実施することが可能なように十分に明確かつ完全に開示しなければならないとして

いる。実施可能な開示が無い場合には、Article 100 EPCに基づく異議申立の理由にな

る。Part F, Chapter IIIでは、発明を実施する少なくとも1つの手法の詳細な説明が必要

であると規定している。 

 

欧州特許庁欧州特許付与に関する条約第83条(1) ［Article 83 EPC］ 

Article 83 Disclosure of the invention 

The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and 

complete for it to be carried out by a person skilled in the art. 

 

第83条 発明の開示 

 欧州特許出願は、当該当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に、発明

を開示しなければならない。 

 

欧州特許庁審査ガイドラインF部第Ⅲ章 ［Part F, Chapter Ⅲ］ 

Chapter III – Sufficiency of disclosure 

1. Sufficiency of disclosure  

A detailed description of at least one way of carrying out the invention must be given. Since 

the application is addressed to the person skilled in the art, it is neither necessary nor desirable 

that details of well-known ancillary features are given, but the description must disclose any 

feature essential for carrying out the invention in sufficient detail to render it apparent to the 

skilled person how to put the invention into practice. … 
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1. 十分な開示 

 発明を実施するための少なくとも1つの手法の詳細な説明がなければならない。出

願は当該当業者に向けられたものであるため、周知の付随的特徴についての詳細な説

明は不要であり、望ましくもない。ただし、明細書には、発明の実施に不可欠な特徴

について、当該当業者にとっての発明を実施する方法を明白にする程度まで十分に詳

しく開示しなければならない。… 

 

 サポート要件 

 

欧州では、サポート要件に関し、法律・審査基準等には、次の記載がある（【図表

－Ⅱ４（１）－７】及び【図表－Ⅱ４（１）－８】参照）。 

 

 サポート要件に関する法律・審査基準等の一覧 

 

項目 米国 欧州 ・・・ 

明細書の 

記載要件・ 

サポート 

要件 

法律 ・・・ Article 84 EPC ・・・ 

一般基準 ・・・ Part F, Chapter IV, Section 6.1 ・・・ 

CS 基準 ・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム ・・・ Part F, Chapter IV, Section 6.5 ・・・ 

【図表－Ⅱ４（１）－７】審査におけるサポート要件（欧州） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

サポート要件に関する法律・審査基準等 

関連条文 ・Article 84 EPC 

関連審査基準等 ・Part F, Chapter IV, Section 6, Subsection 6.5 

【図表－Ⅱ４（１）－８】サポート要件に関する法律・審査基準等 

 

 サポート要件に関する法律・審査基準等 

 

欧州では、CS関連発明等の機能的クレームのサポート要件に関し、法律、及び一般

基準には、次の記載がある。 

 

欧州特許庁欧州特許付与に関する条約第84条 ［Article 84 EPC］ 

Article 84 Claims 

The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and 

concise and be supported by the description. 

 

第84条 クレーム 

クレームには、保護が求められている事項を明示する。クレームは、明確かつ簡潔に

記載し、明細書によりサポートされているものとする。 
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欧州特許庁審査ガイドラインF部第Ⅳ章6.5 ［Part F, Chapter IV, Section 6.5］ 

Chapter IV – Claims 

6. Support in description 

6.5 Definition in terms of function  

A claim may broadly define a feature in terms of its function, i.e. as a functional feature, even 

where only one example of the feature has been given in the description, if the skilled person 

would appreciate that other means could be used for the same function (see also F‑IV, 2.1 and 

4.10). For example, "terminal position detecting means" in a claim might be supported by a 

single example comprising a limit switch, it being evident to the skilled person that e.g. a 

photoelectric cell or a strain gauge could be used instead. In general, however, if the entire 

contents of the application are such as to convey the impression that a function is to be carried 

out in a particular way, with no intimation that alternative means are envisaged, and a claim is 

formulated in such a way as to embrace other means, or all means, of performing the function, 

then objection arises. Furthermore, it may not be sufficient if the description merely states in 

vague terms that other means may be adopted, if it is not reasonably clear what they might be 

or how they might be used. 

 

第4章 クレーム 

6. 明細書におけるサポート 

6.5 機能的文言についての定義 

 ある特徴についての唯一の実施例が明細書に掲げられているに過ぎない場合であっ

ても、当該当業者である読者がそれと同じ機能に対して他の手段を用いることが可能

であると認識することができれば、クレームにおいて、その機能に関する特徴、すな

わち、機能的特徴として広く規定することができる（F-IV, 2.1及び4.10も参照）。例

えば、クレームにおける「終点位置検出装置」は、リミットスイッチを含む実施例の

みであって、例えば、光電池又は歪ゲージを代わりに使用できることが当該当業者に

とって明白であれば、サポートがあることになろう。ただし、一般的に、出願の内容

全体が、代替手段の想定がなく、機能が特別な方法で実施されるべきものとの印象を

与えるようなものであり、かつ、クレームが機能を発揮する別の手段又はすべての手

段を包含するように表現されている場合は、拒絶理由が生じてくる。更に、別の手段

を採用できることが曖昧な文言で明細書に記載されているのみであって、それが何で

あるか、又はどのように用いるか合理的に明確でなければ、十分とはいえない。 

 

Article 84 EPCは、クレームは、明細書の詳細な説明でサポートされなければならな

いと規定している。 

Part F, Chapter IV, Section 6, Subsection 6.5によれば、クレームの機能的特徴は、明細

書の詳細な説明においてその機能的特徴の例示が1つあればサポートされていると認定

され得る。ただし、当業者が他の手段も同じ機能を発揮するのに使えることが理解で

きるはずである場合に限る。 

ガイドラインは、クレーム中の用語「端末位置検出手段“terminal position detecting 

means”」をサポートする例示として、リミットスイッチ“limit switch”が明細書の詳細な

説明に開示されており、同一機能である「端末位置検出」を果たすには光電セルや歪

ゲージのような他のコンポーネントでもよいことが、当業者にとって明らかである場

合に、サポート要件を充足すると例示している。 

 

明細書全体が、機能が特定のやり方でないと実現されないかのような印象を与える

場合であって、代替手段が想定されることの暗示も無い場合には、クレームが他の手
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段或いは全ての手段を含むように記載されていると、明細書の詳細な説明にサポート

されていないとして拒絶される。 

単に他の手段を使用してもよい旨の曖昧な言葉で説明されている場合には、機能的

な特徴をサポートするには不十分である。他の手段が存在するのか、如何に使うのか

が合理的な程度に明確であればこの限りではない。 

 

 クレームの明確性要件 

 

欧州では、クレームの明確性に関し、法律・審査基準等には、次の記載がある

（【図表－Ⅱ４（１）－９】及び【図表－Ⅱ４（１）－１０】参照）。 

 

 クレームの明確性要件に関する法律・審査基準等の一覧 

 

項目 米国 欧州 ・・・ 

クレームの 

明確性要件 

法律 ・・・ Article 84 EPC  

一般基準 ・・・ Part F, Chapter IV, Section 4.1  

CS 基準 ・・・ Part F, Chapter IV, Section 3.9  

機能的クレーム ・・・ 

Part F, Chapter IV, Section 2.1 

Part F, Chapter IV, Section 4.1 

Part F, Chapter IV, Section 4.5.3 

Part F, Chapter IV, Section 4.10 

Part F, Chapter IV, Section 4.12.1 

Part F, Chapter IV, Section 4.13.2 

Part F, Chapter IV, Section 6.5 

 

【図表－Ⅱ４（１）－９】審査における明確性要件（欧州） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

クレームの明確性要件に関する法律・審査基準等 

関連条文 ・Article 84 EPC 

関連審査基準等 

・Part F, Chapter IV, Section 4.1 

・Part F, Chapter IV, Section 2.1, 

・Part F, Chapter IV, Section 6.5 

・Part F, Chapter IV, Section 4.5.3 

・Part F, Chapter IV, Section 3.9 

・Part F, Chapter IV, Section 3.9.1 

・Part F, Chapter IV, Section 3.9.2 

・Part F, Chapter IV, Section 4.10 

・Part F, Chapter IV, Section 4.12.1 

・Part F, Chapter IV, Section 4.13.2 

【図表－Ⅱ４（１）－１０】明確性要件に関する法律・審査基準等 
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 クレームの明確性要件に関する法律・審査基準等 

 

欧州では、CS関連発明等の機能的クレームの明確性要件に関し、法律及び一般基準

には、次の記載がある。 

Article 84 EPCにおいて、クレームは、保護を求める対象を確定し、その記載は明確

かつ簡潔でなければならず、明細書の詳細な説明でサポートされなければならないと

規定している。 

 

欧州特許庁欧州特許付与に関する条約第84条 ［Article 84 EPC］ 

Article 84 Claims 

The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and 

concise and be supported by the description. 

 

第84条 クレーム 

クレームには、保護が求められている事項を明示する。クレームは、明確かつ簡潔に

記載し、明細書によりサポートされているものとする。 

 

Part F, Chapter IV, Section 4.1によれば、クレームの明確性要件は、クレーム全体で判

断される。明確性要件を充足するか否かは、クレームの用語のみに基づいて、当業者

にとって明確であるか否かで判断される。さらに、クレームのカテゴリーに関して

は、疑義が生じてはならない。 

 

欧州特許庁審査ガイドラインF部第Ⅳ章4.1 ［Part F, Chapter IV, Section 4.1］ 

Chapter IV – Claims 

4. Clarity and interpretation of claims 

4.1 Clarity 

The requirement that the claims must be clear applies to individual claims, i.e. to independent 

and dependent claims alike, and also to the claims as a whole. The clarity of the claims is of 

the utmost importance in view of their function in defining the matter for which protection is 

sought. Therefore, the meaning of the terms of a claim must, as far as possible, be clear for the 

person skilled in the art from the wording of the claim alone (see also F‑IV, 4.2).  … 

 

第4章 クレーム 

4. クレームの明確性及び解釈 

4.1 明確性 

 クレームが明確でなければならない旨の要件は、個別のクレームのみならず、クレ

ーム全体に適用される。クレームの明確性は、保護が求められている事項を規定する

機能を考慮して、最も重要である。したがって、クレームの文言の意味は、できる限

り、クレームの文言のみから当該当業者にとって明確なものとすべきである（F-IV, 

4.2も参照）。… 
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Part F, Chapter IV, Section 2.1によれば、クレームの特徴全てが構成の限定の視点で表

現されることを必ずしも要求していない。 

当業者にとって発明する程度のスキルを発揮することなくクレームに記載の機能を

実現する手段を提供することが困難でなければ、機能的特徴を含んでいてもよい。す

なわち、機能的特徴の視点でクレームを限定することは、原則許される。 

 

欧州特許庁審査ガイドラインF部第Ⅳ章2.1 ［Part F, Chapter IV, Section 2.1］ 

Chapter IV – Claims 

2. Form and content of claims 

2.1 Technical features 

The claims must be drafted in terms of the "technical features of the invention". This means 

that claims must not contain any statements relating, for example, to commercial advantages 

or other matters not related to "carrying out" the invention, but statements of purpose are 

allowed if they assist in defining the invention. 

 

It is not necessary that every feature is expressed in terms of a structural limitation. Functional 

features may be included provided that a skilled person would have no difficulty in providing 

some means of performing this function without exercising inventive skill (see F‑IV, 6.5). For 

the specific case of a functional definition of a pathological condition, see F‑IV, 4.22. 

 

Claims to the use of the invention, in the sense of the technical application thereof, are 

allowable. 

 

第4章 クレーム 

2. クレームの方式及び内容 

2.1 技術的特徴 

クレームは「発明の技術的特徴」に基づき作成されなければならない。これは、例

えば、商業上の利点又は他の非技術的事項に関するいかなる記載もクレームに含めて

はならないことを意味するが、目的の記載は、それが発明を規定するのに役立つ場合

は、許されるべきである。 

すべての特徴を構成上の限定により表現する必要はない。機能上の特徴は、当該当

業者が発明的技能を用いることなく、その機能を発揮させる手段を難なく提供するこ

とができれば、それを含むことができる（F-IV, 6.5参照）。病的状態についての機能

的な定義に関する特別な場合については、F-IV, 4.22を参照。 

発明の技術的応用という意味における、発明の使用に関するクレームは許される。 

 

Part F, Chapter IV, Section 6.5によれば、クレームは、機能的視点で特徴を広く定める

ことができる。ただし、明細書の詳細な説明にその機能的特徴の例が一つは必要で、

さらに、当業者であれば他の手段も同一の機能を実現するのに用いることができるこ

とが理解できることが条件となる。 

例えば、クレーム中の用語「端末位置検出手段“terminal position detecting means”」の

ような機能的表現が認められるには、一例としてリミットスイッチ“limit switch”が明細

書の詳細な説明に開示されているとする。リミットスイッチと同一の機能を果たすに

は、光電セルや歪ゲージのような他のコンポーネントでもよいことが当業者にとって

明らかであるとする。そして、明細書には、リミットスイッチの一例だけで一貫して

説明されているため、その機能を実現するのはミットスイッチの一例だけであるかの

ような印象を与える記載となっている。一方、クレームは、リミットスイッチの一例
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に限定せず、他の手段も含むように機能的視点で広くクレームすることが認められ

る。ただし、単に他の手段でも良いというだけの記載では不十分である。 

明細書の詳細な説明で、他にどのような手段があるのか、そしてそのような手段を

どう使うのかを合理的な程度に明確にすることで拒絶を回避することができる。 

 

欧州特許庁審査ガイドラインF部第Ⅳ章6.5 ［Part F, Chapter IV, Section 6.5］ 

Chapter IV – Claims 

6. Support in description 

6.5 Definition in terms of function  

A claim may broadly define a feature in terms of its function, i.e. as a functional feature, even 

where only one example of the feature has been given in the description, if the skilled person 

would appreciate that other means could be used for the same function (see also F‑IV, 2.1 and 

4.10). For example, "terminal position detecting means" in a claim might be supported by a 

single example comprising a limit switch, it being evident to the skilled person that e.g. a 

photoelectric cell or a strain gauge could be used instead. In general, however, if the entire 

contents of the application are such as to convey the impression that a function is to be carried 

out in a particular way, with no intimation that alternative means are envisaged, and a claim is 

formulated in such a way as to embrace other means, or all means, of performing the function, 

then objection arises. Furthermore, it may not be sufficient if the description merely states in 

vague terms that other means may be adopted, if it is not reasonably clear what they might be 

or how they might be used. 

 

第4章 クレーム 

6. 明細書におけるサポート 

6.5 機能的文言についての定義 

 ある特徴についての唯一の実施例が明細書に掲げられているに過ぎない場合であっ

ても、当該当業者である読者がそれと同じ機能に対して他の手段を用いることが可能

であると認識することができれば、クレームにおいて、その機能に関する特徴、すな

わち、機能的特徴として広く規定することができる（F-IV, 2.1及び4.10も参照）。例

えば、クレームにおける「終点位置検出装置」は、リミットスイッチを含む実施例の

みであって、例えば、光電池又は歪ゲージを代わりに使用できることが当該当業者に

とって明白であれば、サポートがあることになろう。ただし、一般的に、出願の内容

全体が、代替手段の想定がなく、機能が特別な方法で実施されるべきものとの印象を

与えるようなものであり、かつ、クレームが機能を発揮する別の手段又はすべての手

段を包含するように表現されている場合は、拒絶理由が生じてくる。更に、別の手段

を採用できることが曖昧な文言で明細書に記載されているのみであって、それが何で

あるか、又はどのように用いるか合理的に明確でなければ、十分とはいえない。 
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Part F, Chapter IV, Section 4.5.3によれば、クレームの特徴をある程度一般化すること

は許されている。ただし、それが許されるのは、クレームに記載の一般化された特徴

が全体として技術的課題を解決することできる場合に限られる。 

 

欧州特許庁審査ガイドラインF部第Ⅳ章4.5.3 ［Part F, Chapter IV, Section 4.5.3］ 

Chapter IV – Claims 

4. Clarity and interpretation of claims 

4.5 Essential features  

4.5.3 Generalisation of essential features 

In deciding how specific the essential features must be, the provisions of Art. 83 must be 

borne in mind: it is sufficient if the application as a whole describes the necessary 

characteristics of an invention in a degree of detail such that a person skilled in the art can 

perform the invention (see F‑III, 3). It is not necessary to include all details of the invention in 

the independent claim. Thus a certain degree of generalisation of the claimed features may be 

permitted, provided that the claimed generalised features as a whole allow the problem to be 

solved. In this case a more specific definition of the features is not required. This principle 

applies equally to structural and functional features. 

 

第4章 クレーム 

4. クレームの明確性及び解釈 

4.5 不可欠な特徴 

4.5.3 本質的特徴の一般化 

 本質的特徴がどれほど具体的でなければならないかを判断する際には、第83条の規

定を考慮するべきである。出願書類全体で当該当業者が発明を実施できる程度に、発

明の詳細な説明に必須の特徴が記載されていれば十分である（F-III, 3参照）。独立ク

レームに発明の詳細全てを含める必要はない。よって、クレームされた特徴をある程

度一般化することが認められる可能性はある。ただし、特許保護を受けようとする一

般化された特徴が全体として課題を解決させ得るものである場合に限る。この場合、

特徴をより具体的に規定する必要はない。この原則は構成上の特徴及び機能的特徴に

も等しく適用される。 
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Part F, Chapter IV, Section 3.9には、コンピュータ実施発明（computer-implemented 

inventions）の明確性要件が規定されている。コンピュータで実現される発明には、コ

ンピュータ、コンピュータネットワーク、その他プログラム可能な装置に関連する発

明が含まれ、少なくとも一つの特徴がプログラムにより実現される発明を含む。コン

ピュータで実現される発明のクレームは、コンピュータプログラムが実行する処理に

よりもたらされる技術的効果を得るのに必要な全ての特徴をクレームに記載しなけれ

ばならない。クレーム中にプログラム自体を記載すると、明確性・簡潔性が無いとし

て、Article 84 EPCに基づき拒絶される可能性がある。ただし、明細書の詳細な説明に

プログラムの短い抜粋部分を記載することは許される場合がある。 

 

欧州特許庁審査ガイドラインF部第Ⅳ章3.9 ［Part F, Chapter IV, Section 3.9］ 

Chapter IV – Claims 

3. Kinds of claim 

3.9 Claims directed to computer-implemented inventions 

The expression "computer-implemented inventions" (CII) covers claims which involve 

computers, computer networks or other programmable apparatus, whereby at least one feature 

is realised by means of a program. 

Claims directed to CII should define all the features which are essential for the technical effect 

of the process which the computer program is intended to carry out when it is run (see F‑IV, 

4.5.2, last sentence). An objection under Art. 84 may arise if the claims contain program 

listings. Short excerpts from programs may be accepted in the description (see F‑II, 4.12). 

In the following three sections, a distinction is made between three situations. The practice 

defined in F‑IV, 3.9.1, is confined to inventions in which all the method steps can be carried 

out by generic data processing means. F‑IV, 3.9.2, on the other hand, relates to inventions in 

which at least one method step requires the use of specific data processing means or other 

technical devices as essential features. Inventions that are realised in a distributed computing 

environment are discussed in F‑IV, 3.9.3. 

 

第4章 クレーム 

3. クレームの種類 

3.9 コンピュータ実施発明を対象とする請求の範囲 

 「コンピュータ実施発明」という表現は、コンピュータ,コンピュータネットワー

ク若しくはその他のプログラム可能な装置に関するもので、少なくとも一つの特徴が

プログラムによって実現されるクレームをカバーする。 

 「コンピュータ実施発明」に関するクレームは、コンピュータプログラムが実行さ

れた際に実施される処理（プロセス）の技術的効果を奏するのに必要不可欠な全ての

特徴を定めるものでなければならない。明細書の詳細な説明では、プログラムの一部

の短い抜粋を記載してもよい。以下の3つのセクションでは、3つの状況で区別する。 

F‑IV, 3.9.1で定められる実務は、方法の全てのステップが汎用データ処理手段により

実施することができる発明に限定して適用される。一方で、F‑IV, 3.9.2は、方法の少

なくとも一つのステップが特定のデータ処理手段の使用を必要とするか又は他の技術

的装置の使用を必須の特徴として必要とする発明に関する。分散型コンピューティン

グ環境で実現される発明はF‑IV, 3.9.1で議論する。 
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Part F, Chapter IV, Section 3.9.1には、発明の文脈では汎用データ処理機能を提供する

とされた手段上で実行中のコンピュータプログラム命令により、全ての方法ステップ

を完全に実行することができる、コンピュータで実現される発明に関する。 

このような手段としてコンピュータ、スマートフォン、及び／又はプリンタを含む

場合を含む。 

一般に、このようなコンピュータで実現される発明についてのクレームセットは方

法クレームで始まり、その後にシステム及びコンピュータプログラム（製品）につい

てのクレームを含み、他のクレームのカテゴリーが続く。コンピュータプログラム

（製品）クレームのカテゴリーは、対応するコンピュータで実施される方法クレーム

のカテゴリーとは区別される点に留意すべきである （T 424/03及びG 3/08）。 

 

欧州特許庁審査ガイドラインF部第Ⅳ章3.9.1 ［Part F, Chapter IV, Section 3.9.1］ 

Chapter IV – Claims 

3. Kinds of claim 

3.9.1 Cases where all method steps can be fully implemented by generic data processing 

means  

A common type of CII relates to subject-matter where all the method steps can fully be carried 

out by computer program instructions running on means which, in the context of the invention, 

provide generic data processing functions. Such means can, for example, be embedded in a 

personal computer, smartphone, printer etc. In such inventions, although different claim 

structures are possible, the set of claims usually starts with a method claim. Further claims in 

other categories with subject-matter corresponding to that of the method may be included to 

obtain complete protection of the invention. If the invention concerns software which can be 

loaded into memory, transmitted over a network or distributed on a data carrier, a claim to a 

computer program [product] may also be present in addition to a computer-implemented 

method. The category of a computer program [product] claim is distinguished from that of a 

corresponding computer-implemented method (T 424/03 and G 3/08). … 

 

第4章 クレーム 

3. クレームの種類 

3.9.1 方法の全てのステップが、汎用処理手段で全て実行されうる場合 

「コンピュータ実施発明」の通常のタイプは、発明の内容の視点で、データ処理機

能を提供する手段上で実行されるコンピュータプログラム命令により方法の手順の全

てが十分に実施され得るタイプである。このような手段は、例えば、パーソナルコン

ピュータ、スマートフォン、プリンタ等で実施され得る。このような発明において、

クレームの構成は異なってもよいが、通常は方法クレームで始まる。更に、方法クレ

ームとその主題は同じでカテゴリーが異なるクレームを含めることで発明の保護を完

全にすることができる。発明がソフトウエアに関するものであって、そのソフトウエ

アがメモリにロードすることができる場合、ネットワークを介して送信することがで

きる場合、又はデータキャリア上に分散させることができる場合には、コンピュータ

プログラムプロダクトに関するクレームは、コンピュータで実施する方法に追加して

存在してもよい。コンピュータプログラムプロダクトクレームのカテゴリーは、それ

に相当するコンピュータで実施する方法とは区別する（T 424/03; G 3/08）。 
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Part F, Chapter IV, Section 3.9.2では、方法ステップが、不可欠な特徴として、特定の

データ処理手段を要する、及び／又は追加の技術的デバイスを要する例について述べ

ている。このセクションは、医療デバイス、計測、光学、電子機械、又は工業生産プ

ロセスの分野に適用される。この場合、方法クレームは、コンピュータ制御の方法に

よる技術的物理対象を操作する又はこれと相互作用するステップが関わる。そのた

め、このセクションは特にモノのインターネット（IoT）の発明に関係している。この

ような方法ステップは完全にコンピュータで実行されるのではなく、また特定の技術

手段を必要とする。又は、このような発明には、データ処理ステップと、例えばセン

サやアクチュエータ等の他の技術手段との間の相互作用が関与する。 

このような発明では、技術手段（例えば、センサ又はアクチュエータ）が独立クレ

ームに含まれなければならない（これらの手段が発明の実行に不可欠である場合）。

クレームがデータプロセッサ或いはデータプロセッサ以外の装置により、どの手順を

実行するのかを特定していない場合、Article 84 EPCに基づき拒絶され得る。 

上記は、汎用データ処理手段ではなく、例えば特定の並列コンピュータのような具

体的なデータ処理手段が必要な場合にも適用される。 

 

欧州特許庁審査ガイドラインF部第Ⅳ章3.9.2 ［Part F, Chapter IV, Section 3.9.2］ 

Chapter IV – Claims 

3. Kinds of claim 

3.9.2 Cases where method steps require specific data processing means and/or require 

additional technical devices as essential features  

Where not all the steps of the method defining the invention can be implemented fully by 

generic data processing means, defining claims as in formulations (i)-(iv) in F‑IV, 3.9.1, may 

not suffice to fulfil the requirements of Art. 84. Furthermore, in such cases, claims of different 

categories have to be construed and examined separately with respect to novelty and inventive 

step. 

In particular in applied fields such as medical devices, measuring, optics, electro-mechanics or 

industrial production processes, method claims frequently involve steps of manipulating or 

interacting with technical physical entities by using computer control. However, these method 

steps are not fully performed by the computer and require specific technical means. If the 

invention involves an interaction between data processing steps and other technical means 

such as a sensor, an actuator etc., these technical means must be comprised in the independent 

claims if they are essential for carrying out the invention. An objection under Art. 84 may 

arise if the claims do not define which steps are carried out by the data processor or by the 

additional devices involved, as well as their interactions. … 

 

第4章 クレーム 

3. クレームの種類 

3.9.2 方法の手順が特定のデータ処理手段を必要とするか及び／又は追加の技術的

装置を必須の特徴として必要とする場合 

 発明を定める方法の手順の一部の手順のみが汎用データ処理手段で全て実施され、

全手順が汎用データ処理手段で全て実施されない場合、F‑IV, 3.9.1(i)－(iv)で定まる形

式でクレームが定められる場合には、第84条の規定の要件を充足するには不十分であ

る場合がある。更に、このような場合には、新規性及び進歩性に関して異なるカテゴ

リーのクレームを個別に解釈及び審査しなければならない。 

特に、医療装置、測定、光学、電子機器、又は工業製品製造方法のような応用分野に

おいては、方法クレームは、しばしば、技術的物理的対象をコンピュータ制御により

操作する手順或又はそれとの協働手順に関係する。しかし、これらの方法の手順は、
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コンピュータにより全部が実現されるわけでなく、特定の技術的手段を必要とする。

発明がデータ処理手順と、センサ、アクチュエータ等の他の技術的手段との間の協働

に関係する場合、これら技術的手段は、発明を実施するのに必須であるなら独立クレ

ームに記載しなければならない。クレームが、データ処理装置により又は関連する追

加の装置により実行される手順を定めていない場合には、第84条の規定で拒絶される

場合がある。追加の装置との協働の場合もこれと同様である。 
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Part F, Chapter IV, Section 4.10には、達成される結果の視点でクレームを限定する場

合の要件が規定されている。一般的には、達成される結果の視点で限定したクレーム

は認められない。特に、クレームが、単に技術的問題を記載しているだけであれば、

そのようなクレームは認められない。 

しかし、次のような場合には、達成される結果の視点で限定したクレームであって

も認められることがある。クレームの範囲を不当に限定しないとすると、達成される

結果の視点で限定することが発明の範囲を定める唯一の方法になるか、又は、より正

確に発明の範囲を定める他の表現方法が無く、さらに、その結果が、過度な試験を要

することなく、明細書の詳細な説明で十分に特定されたテスト若しくは手順、又は当

業者にとって既知のテスト或いは既知の手順により直接的かつ積極的に確認すること

ができる場合に限り、達成される結果の視点でクレームを限定することが認められ

る。製品のクレームであって、課題の裏返しとして結果を捉え、本質的にその視点で

クレームを限定している場合には、そのようなクレームは一般的に認められない。さ

らに、そのようなクレームが独立クレームの場合には、その結果を達成するのに必要

な特徴を記載しなければならない。 

 

欧州特許庁審査ガイドラインF部第Ⅳ章4.10 ［Part F, Chapter IV, Section 4.10］ 

Chapter IV – Claims 

4. Clarity and interpretation of claims 

4.10 Result to be achieved 

The area defined by the claims must be as precise as the invention allows. As a general rule, 

claims which attempt to define the invention by a result to be achieved are not allowed, in 

particular if they only amount to claiming the underlying technical problem. 

However, they may be allowed if the invention either can only be defined in such terms or 

cannot otherwise be defined more precisely without unduly restricting the scope of the claims 

and if the result is one which can be directly and positively verified by tests or procedures 

adequately specified in the description or known to the person skilled in the art and which do 

not require undue experimentation (see T 68/85).  

… 

Therefore, if the independent claim defines the product by a result to be achieved and the 

result amounts in essence to the problem underlying the application, that claim must state the 

essential features necessary to achieve the result claimed (T 809/12, Reasons 2.6-2.9.2), see 

also F‑IV, 4.5. 

The above-mentioned requirements for allowing a definition of subject-matter in terms of a 

result to be achieved differ from those for allowing a definition of subject-matter in terms of 

functional features (see F‑IV, 4.22, and F‑IV, 6.5). 

 

第4章 クレーム 

4. クレームの明確性及び解釈 

4.10 達成すべき結果 

 クレームによって規定される範囲は、発明が許す限り正確でなければならない。一

般原則として、発明について達成すべき結果をもって限定しようとするクレーム、特

にそれが、基礎となっている技術的課題を主張するに過ぎない場合のクレームは、許

されるべきではない。ただし、そのようなクレームについても、その発明を当該文言

に限り規定することができるか、又は他の方法ではクレームを不当に制限することな

く正確に規定することができない場合、及びその結果について、明細書中に十分に明

示され又は当該当業者に知られた考査若しくは手順によって直接かつ明確に確証する

ことができるものであり、また不当な実験を必要としないものである場合は、許容す
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ることができる（T 68/85参照）。 

… 

 そのため、独立クレームが達成すべき結果により製品を定義しており，その結果が

適用の根底にある問題の本質に達している場合，クレームは、その結果を達成するた

めに必要な本質的特徴を述べないといけない（T809/12,理由2.6-2.9.2） 

 なお、達成すべき結果によって規定される主題を認めるための上述した要件は、機

能的特徴によって規定される主題を認めるための要件と異なるので、留意すべきであ

る（F-IV, 4.22及び6.5参照）。 

 

Part F, Chapter IV, Section 4.12.1は、2019年11月1日のガイドライン改訂で新たに加わ

った。このガイドラインは、プロセスに関する特徴を含むプロダクトクレームに関す

るものである。プロダクトクレームが、プロダクトの特徴とプロセスの特徴とを有

し、プロセスに関する特徴がプロダクトの製造プロセスにある場合、欧州特許庁が定

める要件に違反しない。プロセスの特徴により、クレームしたプロダクトが既知のプ

ロダクトと異なる特性を有することを出願人側が立証した場合には、プロセス上の特

徴がプロダクトクレームの新規性を生み出す可能性がある。 

 

欧州特許庁審査ガイドラインF部第Ⅳ章4.10 ［Part F, Chapter IV, Section 4.10］ 

Chapter IV – Claims 

4. Clarity and interpretation of claims 

4.12 Product-by-process claim 

A claim defining a product in terms of a process is to be construed as a claim to the product as 

such. The technical content of the invention lies not in the process per se, but rather in the 

technical properties imparted to the product by the process. Claims defining plants or animals 

produced by a method including a technical step which imparts a technical feature to a product 

constitute an exception in so far as the requirements of Article 53(b) are concerned.… 

As regards novelty, when a product is defined by its method of manufacture, the question to be 

answered is whether the product under consideration is identical to known products. The 

burden of proof for an allegedly distinguishing "product-by-process" feature lies with the 

applicant, who has to provide evidence that the modification of the process parameters results 

in another product, for example by showing that distinct differences exist in the properties of 

the products. 

 

第4章 クレーム 

4. クレームの明確性及び解釈  

4.12 プロダクト・バイ・プロセスクレーム 

プロセスの視点でプロダクトを限定したクレームは、プロダクトをクレームしたク

レームとして解釈する。発明の技術的内容はプロセスそのものにはなく、むしろその

プロセスによって製造されたプロダクトに与えられた技術的性質にある。あるプロダ

クトに技術的特徴を与える技術的手順を含む方法により製造された植物や動物を特定

したクレームは、第53条（b）の要件に関しては、例外とする。・・・ 

新規性に関しては、製造方法により限定されたプロダクトクレームは、その論点

は、考慮対象のそのプロダクトが既知のプロダクトか否かである。差異がプロダクト

の性質にあることを示すことで、「プロダクト・バイ・プロセス」の特徴で差別化を

主張するための立証責任は、出願人側にある。例えば、プロセスパラメータを変更す

ればプロダクトが変わってしまうことの証拠を提供しなければならないのは出願人側

である。 
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Part F, Chapter IV, Section 4.13.2は、2019年11月1日のガイドライン改訂で新たに加わ

った。このガイドラインは、所謂「ミーンズ・プラス・ファンクション」形式でクレ

ームした発明の特徴を記載した場合の解釈に関するものである。 

欧州特許庁では、ミーンズ・プラス・ファンクション形式で発明の特徴を記載する

ことを認めている。ただし、「ミーンズ・プラス・ファンクション」の機能を実行す

るのに適したあらゆる先行技術により新規性が失われる。 

ガイドラインでは、例を挙げて説明している。 

「ドアを開ける手段“means for opening a door”」は、ドアの鍵やバールのような工具

が先行技術となり、新規性が失われてしまう。ただし、このようなクレームの一般的

解釈に対して例外がある。例外は、コンピュータ又はコンピュータに類似する装置に

より、発明の特徴としての「ミーンズ・プラス・ファンクション」の機能を実現する

場合である。また、データ処理やコンピュータプログラムの分野でも同様である。

「ミーンズ・プラス・ファンクション」形式で記載された特徴は、関連する手順又は

機能を実行するように工夫された手段（コンピュータ又はコンピュータに類似する装

置）として解釈される。すなわち装置クレームにおいて、“means for performing a 

function”は、“a computer adapted to perform a function”と等しく解釈する。 

さらに、その機能を実行するのに適した装置（コンピュータ等）自体を開示しただ

けの先行技術では新規性は失われず、クレームに記載した手順を開示した先行技術で

ないと新規性は失われない。 

 

欧州特許庁審査ガイドラインF部第Ⅳ章4.13.2 ［Part F, Chapter IV, Section 4.13.2］ 

Chapter IV – Claims 

4. Clarity and interpretation of claims 

4.13.2 Interpretation of means-plus-function features ("means for ... ") 

Means-plus-function features ("means for ...") are a type of functional feature and hence do 

not contravene the requirements of Art. 84. 

Any prior art feature suitable for carrying out the function of a means-plus-function feature 

will anticipate the latter. For example, the feature "means for opening a door" is anticipated by 

both the door key and a crowbar. 

An exception to this general principle of interpretation is where the function of the means-

plus-function feature is carried out by a computer or similar apparatus. In this case the means-

plus-function features are interpreted as means adapted to carry out the relevant 

steps/functions, rather than merely means suitable for carrying them out. 

 

第4章 クレーム 

4. クレームの明確性及び解釈 

4.13.2 ミーンズ・プラス・ファンクションの特徴の解釈 

 ミーンズ・プラス・ファンクションの特徴は、機能的特徴の一つの形態であり、第

84条の要件に違反するものではない。 

ミーンズ・プラス・ファンクションの特徴の機能を実施するのに適した従来技術

は、何であっても後の出願の新規性を否定する地位となる。例えば、ドア鍵やバール

のいずれもがドアを開ける手段の新規性を否定する存在となる。 

この一般的解釈の例外は、ミーンズ・プラス・ファンクションの特徴の機能をコンピ

ュータ及びそれに類似の装置で実施する場合である。この場合、ミーンズ・プラス・

ファンクションの特徴は、関連の手順や機能を実施するのに適した手段そのものでな

く、むしろ、関連の手順や機能を実現するために調整された手段として解釈する。 
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 その他 

 

欧州特許庁審査ガイドラインPart F, Chapter IVには、「すべての特徴を構成上の限定

により表現する必要はない。機能上の特徴は、当該当業者が発明的技能を用いること

なく、その機能を発揮させる手段を難なく提供することができれば、それを含むこと

ができる」と記載されている。 

 

欧州特許庁審査ガイドラインF部第Ⅳ章2.1 ［Part F, Chapter IV, Section 2.1］ 

Chapter IV – Claims 

2.Form and content of claims 

2.1 Technical features 

The claims must be drafted in terms of the "technical features of the invention". This means 

that claims must not contain any statements relating, for example, to commercial advantages 

or other matters not related to "carrying out" the invention, but statements of purpose are 

allowed if they assist in defining the invention. 

It is not necessary that every feature is expressed in terms of a structural limitation. Functional 

features may be included provided that a skilled person would have no difficulty in providing 

some means of performing this function without exercising inventive skill (see F‑IV, 6.5). For 

the specific case of a functional definition of a pathological condition, see F‑IV, 4.22. 

Claims to the use of the invention, in the sense of the technical application thereof, are 

allowable. 

 

第4章 クレーム 

2．クレームの方式及び内容 

2.1 技術的特徴 

クレームは「発明の技術的特徴」に基づき作成されなければならない。これは、例

えば、商業上の利点又は他の非技術的事項に関するいかなる記載もクレームに含めて

はならないことを意味するが、目的の記載は、それが発明を規定するのに役立つ場合

は、許されるべきである。 

すべての特徴を構成上の限定により表現する必要はない。機能上の特徴は、当該当

業者が発明的技能を用いることなく、その機能を発揮させる手段を難なく提供するこ

とができれば、それを含むことができる（F-IV, 6.5参照）。病的状態についての機能

的な定義に関する特別な場合については、F-IV, 4.22を参照。 

発明の技術的応用という意味における、発明の使用に関するクレームは許される。 
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 歴史的変遷 

 

 
 

年 
分

類 
種別 概要 

1986 機

能 

審決 T 0068/85 (Synergistic herbicides) 27.11.1986審決 

＜審決の要旨＞第1成分と2種類の具体的な第2成分のうち1つとを

「相乗効果が生まれる量」で混合した混合剤に基づく雑草抑制剤

のクレームに関する。 

審判部は、「発明の範囲を制限せず、客観的に見てそれ以上正

確にクレームの機能的特徴を定義できない場合、また、当業者に

十分明確な指示を提供して、当業者が、過度の負担なく、また、

必要であれば合理的な実験を行ってクレームの機能的特徴を実施

できるようにする場合には、クレームの機能的特徴は許容され

る」と判断した。 

審判部は次の場合には、技術的結果を定義する機能的特徴がク

レームにおいて許可されるとした。「（i）客観的観点から、本発

明の範囲を制限することなくしては、当該特徴を正確に定義でき

ない場合、および、（ii）これらの特徴が、必要に応じて合理的

な実験を含め、当業者が過度の負担なしに実施するに十分に明確

な指示を提供した場合。」 

審判部はさらに、「機能的用語で特徴を定義する試みは、それ

がArticle 84 EPCで要求されているクレームの明確性と矛盾する場

合には、直ちに停止する必要がある」旨を強調した。 

この決定は、その後の多くの決定において肯定的な反響と適用

を引き起こした。 

1993 機

能 

審決 T 0409/91 (Fuel oils) 18.3.1993審決 

＜審決の要旨＞最大サイズより小さいワックス結晶を有する留出

燃料についてのクレームを考察している。 

クレームされた粒子サイズを得るために不可欠として特定の添

加剤の使用が述べられており、そのため、審判部は、「不可欠な

添加剤の技術的特徴なしではクレームが明細書によってサポート

されない」と判断した。 

審判部は、クレームが所望サイズのワックス結晶を作成するた

めの添加剤の存在を暗示していると解釈すべきか、また、このよ

うな機能的特徴が明細書によりサポートされるかをさらに考察し

た。 

審判部は、「このような機能的特徴は、これに代わって同一の

機能を実行できる多数の特徴が、当業者にとって、明細書を読ん

だ後に又は自己の技術常識に基づいて、自由に利用できるように

なっている場合にのみ許される。 

明細書は所望の粒子サイズを得るための添加剤の使用のみを開

示し、当業者が別の適切な添加剤を見つけられるようにするため

の案内は一切なく、また、審判請求人は、クレームされた粒子サ

イズを持つ燃料油を得るための代替方法を当業者に見つけさせた
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であろう技術常識について全く知らなかったと主張した。 

そのため、審判部はこのような機能的特徴が明細書によってサ

ポートされてないと判断した。審判部はさらに、明細書が不十分

であると判断した。 

1993 機

能 

審決 T 0484/92 30.12.1993審決 

＜審決の要旨＞「前記ポリウレタンは先細り形状をした疎水性‐

親水性のポリウレタンである」という機能的特徴を備えた両親媒

性セグメントポリウレタンについてのクレームに関する。 

審判部は、本件では、「当業者が自由に利用できるようになっ

た際に本発明を実施する代替方法が存在し、これは明細書を読

み、自己の技術常識に基づけば明白であるため、本件の事実はT 

0409/91に見られる事実と区別することができる」と判断した。 

したがって、審判部は機能的特徴が明細書によってサポートさ

れていると結論付けた。 

2002 機

能 

審決 T 0713/98 17.1.2002審決 

＜審決の要旨＞「非水溶性粒子を作成するプロセスのためのクレ

ームに関し、このプロセスでは、「粒子が中和されることで、前

記粒子の中心部が膨張し、外殻を破裂させ、これにより、前記中

心部に形成された微細空隙と、前記微細空隙を粒子外部と接続す

る少なくとも1つのチャネルとを含んだ粒子が形成される」。 

審判部は、「クレームの機能的特徴を特許可能にするために

は、当業者は、機械的なクレームの特徴を通常の知識と技量を超

えない範囲で理解するだけでなく、過度の負担なく実施しなけれ

ばならず、Article 84 EPCの規定するところによれば、理解可能要

件は明確性のうちの1つであり、実施可能要件はサポート要件のう

ちの1つである」と述べた。 

審判部は、「実施要件は、本開示全体に照らして見ると、

Article 83 EPCの規定するところの十分さの問題に非常に関連して

いる」と述べた。 

審判部は、「本出願は明白な開示と暗示的な開示を併せ持って

おり、また、広範囲のコア‐シェルポリマにかけて機能的特徴を

どのように、過度の負担なく達成するかを実証するものであり、

したがって、クレームは明細書によってサポートされている」と

結論付けた。 

2005 機

能 

審決 T 0132/02 21.6.2005審決 

＜審決の要旨＞「製品クレームにおける機能的特徴は、そのクレ

ームに固有の示唆に従って製品を使用又は適用する際に特定の効

果を達成する上で必要な構成上の特徴の暗示的な定義として解釈

されるべきである」（審決の理由、セクション5参照） 

2007 機

能 

審決 T 0132/02 21.6.2005審決 

＜審決の要旨＞「T 0068/85において明確に確立されるように機能

的特徴の判断手法を引用し、続いて、機能的特徴を許容させるた

めには、当業者が特許明細書を読み、一般知識を利用し、また、

恐らくは通常の実験を実施した後に、少なくとも複数の異なる実

施形態や変形例を利用できるようにならなくてはならないと判断
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した。 

1つの実施形態しか記述されておらず、当業者の専門的技術の範

囲内で変更が可能であるとの記載はない。そのため、審判部は、

クレーム1における機能的定義は、特許明細書に記載の技術的貢献

を適切に反映しておらず、したがって明細書によってサポートさ

れていないと結論付けた。 

2009 機

能 

CS 

審決 T 1000/0814.10.2009審決 

＜審決の要旨＞「この方法の実施は、周知の装置（データベー

ス、サーバ等）と機能的特徴（「比較手段．．．乗算手段等」）

とで構成されている」と審決した。審判部はその決定において

「機能的特徴はその技術的実施を定義していないので、それ以上

到達し得る技術的考慮は不要である。この方法では、機能的特徴

を実施する方法において（特許性分析の目的のための）技術的効

果を見ることはできない。」と述べた。 

2015 機

能 

CS 

審決 T 2146/09 22.9.2015異議申立決定 

＜審決の要旨＞異議申立において、審査部は、クレーム1が明細書

によってサポートされていない旨の拒絶理由を提起した。これに

応答して、審判部は「原クレーム1で使用されている用語「サブシ

ステム」は「～のための手段」に差し替えられた」と審決した。 

審判部の意見において、「これは、用語「サブシステム」が物

理的に別個のユニットを意味するのではなく、DRSが実行する

種々の機能に関連付けられていることがオリジナルの出願から明

白であるという事実によって正当化された。さらに、明細書は、

当該発明のシステムがハードウエア又はソフトウエア、或いはこ

の両方によって実施でき（段落【0055】） 、もしくは何らかの送

信媒体上で送信されるプログラムコードの形態においてさえも実

施できると明記している（段落【0056】）。そのため、用語「サ

ブシステム」は、用語「～のための手段」によって適切に表現さ

れた出願においては広い意味を持つ。」と述べた。 

2018 機

能 

CS 

審決 T 1936/12 30.1.2018 

＜審決の要旨＞「クレーム1の文言は、むしろコンピュータネット

ワークを使用して達成すべき目的を説明する形で記載されている

が、このようなコンピュータネットワークがこの目標を達成する

ためにどのようにプログラムされるべきかについての技術的な実

施の詳細を示していない」。と述べた。 

「特徴は、それが少なくとも1つの具体的な具現化の方法を暗示

している場合には、機能的特徴として記載され、その結果、これ

らの特徴が従来技術自体にかけて進歩性を有するとみなすことは

できない。 

審判部の見解では、クレーム1のこれらの機能的特徴は、目的と

する結果によって定義される方法から成る機能的特徴に属する

（特にクレーム1の特徴cを参照。［すなわち「前記プロキシサー

バ（24）は．．～するように動作でき、これにより、複数の前記

ブローカは、前記プロキシサーバ（24）と前記トレーディングシ

ステム（26）との間の同じ接続（30g）を利用し、前記同一のトレ
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ーダに代わって統合的に作動できる」］）。 

これは、当業者が、その結果を得るために何をすべきかを、通

常の技量と知識を超えずに知っているなら可能である（例えば、

T 361/88を参照）」。 

T 361/88において、審判部は2種類の機能的特徴を区別した。 

最初の機能的特徴は、当該技術の当業者に知られている、所望

の結果を得るために簡単に実行可能なプロセスステップに関連す

るものである。2番目のタイプの機能的特徴は、目的とする結果に

よって定義されるプロセスステップで構成される。前者は明らか

に許可されるが、当業者が、通常のスキルと知識を超えることな

く、前記結果を得るために何をなすべきかを知っている場合は、

後者も許可される。 

 

 
 重要審決・判決 

 

 
 

（１）  T 208/84 

（２）  T 115/85 

（３）  T 258/03 

（４）  T 223/05 

（５）  T 0132/02 

（６）  T 1002/92 

（７）  T 1936/12 

（８）  T 2146/09 

（９）  T 1000/08 

（１０） T 1213/09 

（１１） T 1485/06 

（１２） T 1194/97 

（１３） T 2567/16 

（１４） T 0410/96 

（１５） T 0049/99 

（１６） T 2491/12 

（１７） T 2026/15 

（１８） T 0066/11 

（１９） T 1722/06 

（２０） T 0848/93 

（２１） T 0304/08 

（２２） T 1722/11 

（２３） T 0268/13 

（２４） T 1931/14 

（２５） T 0068/85  

（２６） T 0409/91 

（２７） T 0484/92 

（２８） T 0713/98 

（２９） T 0094/05 

（３０） T 0770/90 

（３１） T 0011/06 
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（３２） T 1931/06 

（３３） T 0160/09 

（３４） T 1251/08 

（３５） T 0510/12 

（３６） T 1902/10 

（３７） T 0292/85 

（３８） T 0242/92 

（３９） T 0435/91 

（４０） T 0424/03 

（４１） T 1392/06  

（４２） T 1645/09 

（４３） T 1789/11 

（４４） T 0737/11 

（４５） T 2163/11 

（４６） T 641/00 

（４７） T 1227/05 

（４８） T 1173/97 

（４９） T 1265/09 

（５０） T 625/11 

（５１） T 1842/10 

（５２） T 471/05 

（５３） T 204/90 

（５４） T 181/96 

（５５） T 265/97 

（５６） T 361/88 

（５７） T 720/92 

（５８） T 560/09 

（５９） T 243/91 

（６０） T 893/90 

（６１） T 1802/12 

（６２） T 391/91 

（６３） T 241/95 

（６４） T 830/08 

（６５） T 1074/00 

（６６） T 151/01 

（６７） T 143/06 

（６８） T 1151/04 
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欧州では、発明の範囲を制限せず、客観的に見てそれ以上正確にクレームの機能的

特徴を定義できない場合、また、当業者に十分明確な指示を提供して、当業者が、過

度の負担なく、また、必要であれば合理的な実験を行ってクレームの機能的特徴を実

施できるようにする場合には、Article 84 EPCで規定する明確性要件を充足し、クレー

ムの機能的特徴は許容される（下記T 0068/85（27.11.1986）参照）。 

当業者が開示に照らしてかつ一般知識に基づいて、本発明を実施することを可能に

しない機能的特徴を有するクレームは、明確性要件を充足しないが、当業者が通常の

一般知識に基づいて特定することが困難ではない特徴として限定された機能的定義と

出願人による構成的定義とを組み合わせたクレームは、明確性要件を充足すると判断

した判断された事例がある（下記T 720/92（31.5.1994）参照）。 

 

侵害訴訟は、次の【図表－Ⅱ４（３）－１】に示すとおり、各指定国にて提起される。 

 

国 機能的クレームに関する解釈（侵害訴訟） 

欧州 侵害訴訟は、各指定国にて提起される。 

【図表－Ⅱ４（３）－１】侵害訴訟での機能的クレームに関する解釈（欧州） 

 

 
 

特許侵害は、現在、欧州特許条約の加盟国である加盟各国の裁判所が抱える問題で

ある。結果的に、欧州特許庁における機能的用語の解釈に関する判例法の数が限定さ

れてしまっている。それでも、技術審判部が審理を行った多数の重要な判例には、欧

州特許庁での審査及び異議申立中に機能的表現がどのように解釈されたかが示されて

いる。 

 

T 1002/92（6.7.1994）（Queueing system）は、ビジネス関連発明に関する。 

クレーム1は「複数のサービス地点において顧客に応対するためのキューシーケンス

を決定するシステム」を引用し、様々な構成部の機能を特定するために機能的表現を

用いている。異議申立中に、異議申立人は、クレームが、特定の物理的構成体と対照

的に「極めて一般的な」機能的用語で定義されているため、クレームされたシステム

は同じ機能を実行する対応の方法以上に貢献することはなく、そのため、本方法がビ

ジネス方法として（Article 83 EPCにより）排除されるのであれば、クレーム1のシステ

ムも排除されるはずであると主張した。 

審判手続きにおいて、審判部はまず「本件では、こうした広いクレームが、開示さ

れた実施形態及び実施例に基づいて正当化されている」（理由2．2）と判断した。 

審判部はさらに、「装置部品の機能による特徴付けは、使用者がこの装置部品に行

うべき動作と同等ではなく」、そのため、一般に、部品の機能的定義は方法のステッ

プと同等とはみなされないと述べた。 

機能的クレームが、精神的行為により実施されるビジネスを行う方法のステップと

みなされるのと同じ場合、審判部は当該クレーム全体を見る。本件において審判部は

次のように判定した。 

「クレーム1全体を見た場合、上記の機能的用語が、知的概念としてのそれ自体の価

値で審査され得る、クレーム全体の根底にある独立した要素ではないことが、当業者

である読み手には明らかである。クレーム1の文言はその機能的用語を同クレームの残
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りの技術的特徴と分離不可能な形で論理的につなげており、したがって、明細書のカ

ラム1、第37行目乃至45行目で開示された意図する技術的結果を達成する上で不可欠で

ある。よって、クレーム1の全体的な示唆において、上述の機能的用語の性質はハード

ウエア資産に限定される。審判部の意見において、クレーム1は、上述の機能的用語

の、特許性のないビジネスを行う方法の一つのステップとしてのあらゆる解釈を排除

し、また、この機能的用語に、クレームされたハードウエアを動作させるコンピュー

タプログラムとして理解されることのみ許可する。」 

 

T 1002/92 (6.7.1994) (Queueing system) 

判旨 

クレーム1は「複数のサービス地点において顧客に応対するためのキューシーケン

スを決定するシステム」を引用し、様々な構成部の機能を特定するために機能的表

現を用いている。異議申立中に、異議申立人は、クレームが、特定の物理的構成体

と対照的に「極めて一般的な」機能的用語で定義されているため、クレームされた

システムは同じ機能を実行する対応の方法以上に貢献することはなく、そのため、

本方法がビジネス方法として（Article 83 EPCにより）排除されるのであれば、クレ

ーム1のシステムも排除されるはずであると主張した。 

審判手続きにおいて、審判部はまず「本件では、こうした広いクレームが、開示

された実施形態及び実施例に基づいて正当化されている」（理由2．2）と判断し

た。 

審判部はさらに、「装置部品の機能による特徴付けは、使用者がこの装置部品に

行うべき動作と同等ではなく」、そのため、一般に、部品の機能的定義は方法のス

テップと同等とはみなされないと述べた。 

機能的クレームが、精神的行為により実施されるビジネスを行う方法のステップ

とみなされるのと同じ場合、審判部は当該クレーム全体を見る。本件において審判

部は次のように判定した。 

クレームの範囲 

「クレーム1全体を見た場合、上記の機能的用語が、知的概念としてのそれ自体の

価値で審査され得る、クレーム全体の根底にある独立した要素ではないことが、当

業者である読み手には明らかである。クレーム1の文言はその機能的用語を同クレー

ムの残りの技術的特徴と分離不可能な形で論理的につなげており、したがって、明

細書のカラム1、第37行目乃至45行目で開示された意図する技術的結果を達成する上

で不可欠である。よって、クレーム1の全体的な示唆において、上述の機能的用語の

性質はハードウエア資産に限定される。審判部の意見において、クレーム1は、上述

の機能的用語の、特許性のないビジネスを行う方法の一つのステップとしてのあら

ゆる解釈を排除し、また、この機能的用語に、クレームされたハードウエアを動作

させるコンピュータプログラムとして理解されることのみ許可する。」 

 

T 0132/02（21.6.2005）は、コンピュータ関連発明と併用される装置に関する。 

具体的に、クレームは、物体に取り付けられるとコンピュータプログラムがその物

体から情報（例えば、寸法）を入手できるようにするタグに関する。審決に至るまで

の経緯において、審判部は次のように述べることでT 1002/92の審決を確認した：「製

品クレームにおける機能的特徴は、そのクレームに固有の示唆に従って製品を使用又

は適用する際に特定の効果を達成する上で必要な構成上の特徴の暗示的な定義として

解釈されるべきである」（審決の理由、セクション5参照）。 
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T 1000/08（14.10.2009）は、音声映像コンテンツを利用者に配信するためのコンピュ

ータで実現される発明に関する。 

クレームを分析した上で、審判部は「この方法の実施は、周知の装置（データベー

ス、サーバ等）と機能的特徴（「比較手段．．．乗算手段等」）とで構成されてい

る」と審決した。審判部はその審決において「機能的特徴はその技術的実施を定義し

ていないので、それ以上到達し得る技術的考慮は不要である。この方法では、機能的

特徴を実施する方法において（特許性分析の目的のための）技術的効果を見ることは

できない。」と述べた。 

 

T 1213/09（20.11.2013）は、ビジネス関連発明に関する。 

クレームは、とりわけ、検証コードが通信される「クリアリングハウス」を引用し

ている。審判部は「“クリアリングハウス”にはさらなる構成上の限定が指定されてい

ないので、［クリアリングハウス（the clearing house）］はこれらの機能を実行するよ

うに適合された機能主体（エンティティ）としてのみ解釈されるべきである」と審決

した。 

また、審判部は「“クリアリングハウス”の機能は、機械で読み取られるリベート

（割戻）用紙・・・及び電子通信される検証コード・・・を使用してリベートを精算

前に検証するネットワークのあらゆる機能主体によって満たされる」と判示した。所

有者が発明の寄与がリベート用紙の取り扱いにあると主張した部分において、審判部

は次のように判示した。 

「このようなステップは用語“クリアリングハウス”に固有のものではなく、クレー

ムされた主題を現時点の技術水準から区別する場合に審判請求人がこれらの特徴に依

存して特許性を主張するつもりであれば、具体的にクレームされるべきである」。 

 

T 2146/09（22.9.2015）は、コンピュータに関連した発明に関する。 

異議申立において、審査部は、クレーム1が明細書によってサポートされていない旨

の拒絶理由を提起した。これに応答して、審判部は「原クレーム1で使用されている用

語「サブシステム」は「～のための手段」に差し替えられた」と審決した。 

審判部の意見において、これは、用語「サブシステム」が物理的に別個のユニット

を意味するのではなく、DRSが実行する種々の機能に関連付けられていることがオリ

ジナルの出願から明白であるという事実によって正当化された。さらに、明細書は、

当該発明のシステムがハードウエア若しくはソフトウエア、又はこの両方によって実

施でき（段落【0055】）、もしくは何らかの送信媒体上で送信されるプログラムコー

ドの形態においてさえも実施できると明記している（段落【0056】）。そのため、用

語「サブシステム」は、用語「～のための手段」によって適切に表現された出願にお

いては広い意味を持つ。 

 

T 1936/12（30.1.2018）は「電子トレーディングネットワーク」に関する。 

審判部は次のように審決した。「クレーム1の文言は、むしろコンピュータネットワ

ークを使用して達成すべき目的を説明する形で記載されているが、このようなコンピ

ュータネットワークがこの目標を達成するためにどのようにプログラムされるべきか

についての技術的な実施の詳細を示していない」。 

本件において審判部は次のように判断した。 

「特徴は、それが少なくとも1つの具体的な具現化の方法を暗示している場合には、

機能的特徴として記載され、その結果、これらの特徴が従来技術自体にかけて進歩性

を有するとみなすことはできない。 
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審判部の見解では、クレーム1のこれらの機能的特徴は、目的とする結果によって定

義される方法から成る機能的特徴に属する（特にクレーム1の特徴cを参照。［すなわ

ち「前記プロキシサーバ（24）は．．～するように動作でき、これにより、複数の前

記ブローカは、前記プロキシサーバ（24）と前記トレーディングシステム（26）との

間の同じ接続（30g）を利用し、前記同一のトレーダに代わって統合的に作動でき

る」］）。 

これは、当業者が、その結果を得るために何をすべきかを、通常の技量と知識を超

えずに知っているのならば可能である（例えば、T 361/88を参照）」。 

 

T 361/88（21.6.1990）において、審判部は2種類の機能的特徴を区別した。 

「最初の機能的特徴は、当該技術の当業者に知られている、所望の結果を得るため

に簡単に実行可能なプロセスステップに関連するものである。2番目のタイプの機能的

特徴は、目的とする結果によって定義されるプロセスステップで構成される。前者は

明らかに許可されるが、当業者が、通常のスキルと知識を超えることなく、前記結果

を得るために何をなすべきかを知っている場合は、後者も許可される。」 

 

T 720/92（31.5.1994）において、審判部は、Article 84 EPCの「明確性」という用語

は、特許クレームの文言の実際的な意味に言及していることを指摘した。 

「結果として、当業者が開示に照らして、かつ一般知識に基づいて本発明を実施す

ることを可能にしない機能的特徴を有するクレームは、Article 84 EPCによる明確性の

要件を満たしていない。」 

さらに審判部は、「当業者が通常の一般知識に基づいて特定することが困難ではな

い特徴として限定された機能的定義と出願人による構成的定義とを組み合わせたクレ

ームは、Article 84 EPCに基づき異議を唱えることはできない」との判断を下した。 

 

T 560/09（20.1.2010）において、審判部は、以前の審決に沿って、「一般的な機能的

用語で表現された技術的特徴に関して、機能は適切な記載で指定されたか当業者が知

っている試験又は手順によって検証可能でなければならないと」強調した。 

これは、クレーム中の特徴は理解可能であるばかりでなく、クレームされた機能要

件が満たされているかどうかについて曖昧さなしに判断できるという点で、曖昧であ

ってはならないことも意味した。重要なことは、クレーム内の構成によるのではなく

機能によって定義を可能にするためには、発明には先行技術と区別できる「ミーンズ

（means）」が必須であるとされたことである。 

 

T 243/91（24.7.1991）では、機能的特徴が過度の負担なしに実施形態にまで到達する

ための明確な指示を、当業者に提供するならば、その特徴は特許可能である、として

いる。 

 

T 893/90（22.7.1993）では、「出血を止めるのにちょうど十分な量と割合で存在す

る」という特徴は、クレームされた医薬組成物によって満たされる試験可能な基準を

構成する、技術的結果を定義する機能的特徴である」と判断された。 

このような試験には日常的な試行のみが含まれていたため、採用された機能的言語

は許可された。成分の具体的量及び／又は割合への参照の導入はクレームを限定する

もので、したがって必要ではなかった。 

 

T 893/90（22.7.1993）の状況は、T 181/96の状況とは異なるものである。 
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前者の場合、試験は一見煩わしいように思えるが、医療分野では日常的な試験のみ

の場合を含め、異例なものではなかった。 

しかし、パイプの2つの接続されたセクション間のねじ接続のシール要素を静水圧試

験する装置に関する訴訟の場合、全体として明確に定義された寸法範囲を持ち、した

がって、一般的に機能的特徴の検証に利用可能な一般的なタイプのパイプ接続はなか

った。 

 

T 1802/12（7.11.2014）において、審判部は、「明細書には、クレームされた方法を

適用した後に機能的特徴が存在するかどうかを検証するための試験が記述されていな

い」と述べている。 

審判部は、試験が実施可能であるT 893/90（22.7.1993）の状況とは反対に、Article 84 

EPCの要件は満たされていないと結論付けた。 

 

 
 

 クレームの明確性要件に関する審決・判決 

 

本ガイドラインのPart F, Chapter IV, Section 2.1に記載されているとおり、機能的表現

は、当業者が、発明的技量を行使することなくこの機能を実現する何らかの手段を困

難なく提供できるのであれば、原則的に許される。 

 

欧州特許庁審査ガイドラインのPart F, Chapter IV, Section 4.5.3に記載されているとお

り、機能的表現で定義された不可欠な特徴の一般化も許される。 

 

欧州特許庁審査ガイドラインのPart F, Chapter IV, Section 6.5に記載され、T 1485/06に

よって裏付けられるように、当業者が同じ機能に他の手段を用いることができるので

あれば、たとえ明細書に実施例が一例しか挙げられていない場合でも、クレームはそ

の機能に関して広く定義することができる。 

 

コンピュータで実現される発明は、しばしば分散型コンピューティング環境にて実

現される。欧州特許庁審査ガイドラインのPart F, Chapter IV, Section 3.9.3は、方法ステ

ップが異なる機能主体（エンティティ）に分散されており、これらステップの分散が

発明に不可欠である場合には、クレームを明確にするために、どの方法ステップがど

の機能主体によって実行されるかを定義する必要があると述べている。 

 

 コンピュータ関連発明 

 

T 1194/97（15.3.2000）は、分散された発明（プラグアンドソケット）において機能

的特徴は同様に許容され、それ自体が明確性欠如にはならないという原則を確立し

た。 

 

T 2567/16（5.12.2018）は、機能的特徴に関連付けて定義されたクレームは、機能的

特徴を実施可能にする技術的特徴を含まなければならない、又は、機能的特徴が何を

達成しようと意図するのか、またArticle 84EPCを充足するためにそれがどのように実

施されるのかを定義しなければならないとの見解を述べた。 
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 ビジネス関連発明 

 

コンピュータで実現される発明のクレームは、多くの場合、複数の別のクレームの

カテゴリーを含む。 

 

T 0410/96（25.7.1997）は、別カテゴリーの先行クレームから特徴を一部引き出した

独立クレームに対する結論ありきの拒絶（a priori objection）はないとの原則を確立し

た。 

 

T 0049/99（25.7.1997）は、明確性はクレーム要件であるため、クレーム文言におけ

る明確性の欠如は、クレームが定義しようとする技術的主題を理解する上で明細書及

び図面が読み手の役に立つという事実により補われるものではないという原則を確立

した。 

 

T 2491/12（13.11.2018）は、機能的特徴に関連して定義されたクレームは機能的特徴

を実施可能にする技術的特徴を含まなければならない、又は、機能的特徴が何を達成

しようと意図するのか、またArticle 84 EPCを満たすためにそれがどのように実施され

るのかを定義しなければならないという見解を述べた。 

 

T 1485/06（26.2.2010）は、欧州特許庁審査ガイドラインのPart F, Chapter IV, Section 

6.5に記載された、機能的視点で特徴を広く定めることができるが、明細書の詳細な説

明にその機能的特徴の例が一つは必要で、さらに、当業者であれば他の手段も同一の

機能を実現するのに用いることができることが理解できる場合に許されると概説した

見解を述べた。 

 

 AI関連発明 

 

T 2026/15（17.4.2018）は、特に人工知能（AI）関連発明に関係する「学習方法（ト

レーニング方法）」のクレームに関する最近の判断の一例である。 

この事件では、学習手順（トレーニングステップ）としての如何にして学習済みモ

デルを得るのかということを特定又は定義せずに、「学習方法（トレーニング方

法）」を記載したクレームは不明確であると判断された。 

クレームに記載されたのは、データ構造を定義し、それを格納し、コピーし、ユー

ザ入力に従って類似性の分析等の処理をすることだった。如何にしてモデルを得るの

かという視点では、「仮想状態スペースを生成する」ことだけ記載されている。 

 

 IoT関連発明 

 

T 0066/11（11.10.2013）はさらに、「クレームの特徴の機能的定義は、当業者が発明

的技量を行使することなくこの機能を実現する何らかの手段を困難なく提供できる場

合には、原則として許される」との見解を述べた。 

 

T 1722/06（29.4.2008）は、「クレームに採用された用語に特別な意味が適用される

場合には、Article 84EPCの要件を満たすために、その用語の定義はそのクレーム自体

の文言から発しなければならない」との原則を確立した。 

 



 

- 153 -  

 クレームの明確性要件に関する審決の歴史的変遷 

 

T 0410/96（25.7.1997）は、システムについてのクレームが、クレームされた方法に

言及することが許容されるかどうかの問題を考察している。 

発明の主題はデータ処理システムに関する（コンピュータ関連発明）。 

この事件は、別カテゴリーの先行クレームから特徴を一部引き出した独立クレーム

に対する結論ありきの拒絶（a priori objection）はない、との原則を確立した。 

 

T 0848/93（3.2.1998）は、印刷回路基板上のガルバニック層を再溶融するための方法

に関する。 

審判部は、「再溶融するための」の部分を、プロセスが単にガルバニック層を再溶

融するのに適したものであるとの意味ではなく、ガルバニック層の再溶融に関する機

能的特徴として理解されるべきであり、よって、クレームされた加工方法の方法ステ

ップの1つを定義するものであると判断した。 

この事件は、審判ガイドラインのPart F, Chapter IV, Section 4.13.3で言及されており、

さらに以下で述べるT 1931/14での審決でも検討された。 

 

T 1194/97（15.3.2000）は、分散された発明（口語的に「プラグとソケットの発明」

として知られる）での機能的特徴を有するクレームが明確であるかどうかの問題を考

察している。 

特に、この事件は、「クレーム1に記載のシステムで使用される」と明記された記録

担体についてのクレームが許されるかどうか関係する。 

まず、審判部の意見は「本件において、文言「～で使用される」とは、記録担持体

がクレーム1に明記された読み出しデバイスによって読み出し可能でなければならない

ことを意味する、というものである。 

審判部は、「当該の発明が分散された発明であると考えた場合、クレームがArticle 

84EPCの明確性要件を満たすかどうかを審査する際に、記録担持体クレーム中の「～

で使用される」というフレーズ（これ故に、当該の発明はクレーム1で定義されたシス

テムに言及して解釈される）の効果を無視してはならない、というものである。 

そのため、記録担持体クレームの特徴は、クレーム1で明記された読み出しデバイス

の読み出し手段、アドレス指定手段、選択手段、検出手段により使用されて「解釈」

される。特徴が機能に関連して定義されたことで広くなったという事実は、そのクレ

ームが不明確であることを意味する。 

したがって、この事件は、「クレーム中の機能的特徴の許容性は分散された発明に

均等に適用され、これにより得られる一般性の組み合わせ自体が明確性欠如のしるし

にはならない」との原則を確立した。 

 

T 0049/99（5.3.2002）は、クレーム中の用語「崩壊」の使用を考察している。 

この発明はシステム分析の分野に含まれ、物理システムのオブジェクト指向情報モ

デリングに関する。 

審判部は、用語「コラプス（"collapse"）」はテーブルのテーブルビュー隠し部分の

生成の文脈において使用される専門用語であり、さらに、（特にWindowsプログラミ

ングにおける）複雑なデータ構造のサイズ縮小を示す。 

審判部は、これらの意味は容易に適用されず、また、上記の定則が何を意味するか

の漠然とした仮定を暗示するものでしかないとみなした。確かな意味がないため、用

語「コラプス」は漠然かつ曖昧であり、したがってクレームを不明確にするとみなさ
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れた。この質問を分析する上で、審判部は、明確性はクレーム要件であるので、クレ

ーム文言における明確性の欠如は、クレームが定義しようとする技術的主題を理解す

る上で明細書及び図面が読み手の役に立つという事実により補われるものではないと

いう原則を確立した。 

 

T 0623/13（1.12.2016）は、T 0049/99によって確立された原則が再確認するものであ

る。 

 

T 1722/06（29.4.2008）は、独立クレームにおける用語「相対ドップラーシフト」の

使用を考察している。 

当該の発明は、モバイル無線通信トランシーバを受動探知するシステムの分野に含

まれる（したがって、IoTの発明に適用される可能性あり）。 

審判部は、この用語は、明細書を参酌して解釈した場合に、一般に受け入れられて

いるドップラーシフトの定義に相当しないパラメータを定義しており、そのためクレ

ームを不明確にしていると考察した。 

審判部はさらに「クレームに採用された用語に特別な意味が適用される場合には、

Article 84EPCの要件を満たすために、その用語の定義はそのクレーム自体の文言に基

づかなければならない」と述べた。 

 

T 0304/08（26.08.2009）は、使い捨て製品に関連した悪臭を低減する方法に関する。 

ここでは、クレームされた方法の目的が機能的な技術的特徴ではないと判断され

た。意図する目的を示すことで、当該の方法が悪臭を低減するのに適していなければ

ならないとクレームが限定される。 

この審決は審判ガイドラインのPart F, Chapter IV, Section 4.13.3で言及されており、さ

らに以下で述べるT 1931/14での審決でも検討された。 

 

T 1485/06（26.2.2010）は、通信ネットワーク上における会員のオンライン認証のシ

ステムに関する。 

審判部は、「処理済み情報を処理仕様データに対して処理する手段」が、クレーム

された「手段」がどのような技術的限定を暗示しているのかがクレーム自体と明細書

のいずれからも決定できないとの理由で、不明確であるとした。 

したがって、この審決は、クレーム中の機能的特徴は実施例によってサポートされ

るのであれば許されると概説した欧州特許庁審査ガイドラインのPart F, Chapter IV, 

Section 6.5に関連する。 

 

T 0066/11（11.10.2013）は、「アングルプラグと係合可能なフック型付属物が隣接す

る」特徴を有する製品クレームに関する。 

この発明の分野は冷蔵庫、冷凍庫、及び類似の家庭用電気製品である。 

審決は「アングルプラグとストレートプラグが技術上周知であるだけでなく、ソケ

ット手段に対するフック型付属品の場所も明確に定義されているため、明確性の欠如

は生じない」と述べている。 

そのため、この審決は、「クレームの特徴の機能的定義は、当業者が発明的技量を

行使することなくこの機能を実現する何らかの手段を困難なく提供できる場合には、

原則として許される」との欧州特許庁審査ガイドラインのPart F, Chapter IV, Section 2.1

に記載の見解を裏付ける。 
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T 1722/11（18.12.2015）は、方法クレームに引用して定義されたコンピュータで読み

出し可能な媒体上に常駐するコンピュータプログラムに関連したクレームに関する。 

この方法の実行には、通信ネットワーク内の様々なリソース間の調和した相互作用

が必要である。これらのリソースが互いに離れた異なる場所に配置されていることか

ら、審査官は、言及された方法が、コンピュータ上で動作中に、どのようにして（単

一の）コンピュータプログラムにより単独で実行されることが可能なのかが不明確で

あると考察した。したがって、クレームは明確性が欠如している。 

 

T 0268/13（17.7.7）は、表層を備えた文字又は図形記号のレリーフ状の構造を持つ多

層型の装飾用紐を製造する方法に関する。 

審判部は、引用されたクレームのとおり定義された装飾用紐の製造につながる方法

のみが、新規性を失わせると述べた。 

この事件はT 0304/08のアプローチと対比される。T 0304/08では特定の効果（悪臭の

低減）の表示がクレームの範囲に影響するかが考察された。 

審判部は、実際の目的向けの製品に関する判例法は製品製造のプロセスには適用で

きないと述べた。この事件は審判ガイドラインのPart F, Chapter IV, Section 4.13.3でも言

及されている。 

 

T 2026/15（17.4.2018）はシステムをトレーニングする方法に関する。 

特に、この発明は、ユーザの行動を監視してユーザの意図を識別するシステムであ

るため、「具体的な入力に対しリアルタイムで具体的に反応」できる。 

この発明はコンピュータ関連発明に関し、その示唆はAIの発明にも関係する。 

審判部は、クレームは、例えば「バイナリデータ構造」、「一意に識別可能」のよ

うな不明確とされる用語を多数含んでいるため、Article 84 EPCに違反しているとみな

した。 

さらに、審判部は、クレーム1は「トレーニングする方法」と明記しながらトレーニ

ングステップを定義していないため、不明確であるとみなした。このクレームは、何

らかのユーザ入力に応答した「実施可能な動作」（類似性の分析、検索、提案）を決

定し提案するために、モデルの局面（データ構造とその格納、コピーの作成を定義し

ている）、及びその使用を明記しているが、そのモデルがトレーニングによってどの

ように入手されるかを明記していない。「仮想状態の空間」が作成されると記載して

いるだけである。 

 

T 2491/12（13.11.2018）は金融派生商品取引を監視するシステムに関するので、これ

はコンピュータ及びビジネス関連発明である。 

審判部は、「したがって、相互に監視するコンピュータは金融派生商品のポジショ

ン（売り買いのポジション）をリアルタイムで監視できる」旨のクレームの特徴は、

リアルタイムな操作を可能にする技術的特徴が見当たらないことから、単に達成され

る結果であるとみなした。そのため、審判部はこのクレームは明確性が欠如している

とした。 

この審決は、欧州特許庁審査ガイドラインのPart F, Chapter IV, Section 4.10に記載の

見解を再確認するものである。 

 

T 2567/16（5.12.2018）は、ディスプレイベースのコンピュータアプリケーションの

実行に用いる方法に関し、すなわちコンピュータ関連発明に関する。 

審判部は、この発明の中心的な特徴は「アプリケーションサブセット定義ファイル
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からの命令の下で、クライアントが再帰的に自己を変換することであると考察した。 

審判部はさらに、再帰的な自己変換特徴が何を達成しようとしているのか、また、

これがどのようにして実施されるのかがクレームに定義されていないため、クレーム

はArticle 84EPCに違反するとみなした。 

 

T 1931/14（21.02.2018）は、統合型ガス化装置複合サイクル発電に燃料供給するため

の酸素生成プロセスに関する。 

この事件では、審判部は、方法の文脈において、記載された各種の目的（例えば、

方法の適用又は使用を定義する目的や、方法のステップから生じる効果を定義する目

的）を区別することが重要であると判断した。記載された目的が方法の具体的な適用

を定義している部分では、実際には、特定の追加ステップが必要である。この追加ス

テップは、残りの特徴において暗に示されているものでなく、また、それがないとク

レームされたプロセスが記載の目的を達成できないものである。これに対し、目的

が、クレームされた方法の他の残りのステップを実行した場合に必然的に生じる技術

的効果を述べているだけであり、したがってこれらの手順に固有のものである部分で

は、クレームされた方法を既知のものから区別することは適切でないため、このよう

な技術的効果はクレームを限定事項としてみなされない。 

この事件は審判ガイドラインのPart F, Chapter IV, Section 4.13.3にて言及されている。 

 

 サポート要件に関する審決・判決 

 

Part II, Chapter A, Section 5 of the Ninth Edition of the Case Law of the Boards of Appeal

は、明細書によるクレームのサポートに関する欧州特許庁審判部の審決の概要を提示

している。 

機能的クレーム文言のサポートに関する審決がSubsection 5.2に要約されており、こ

こでは、クレームの機能的特徴をサポートするためには、少なくとも明細書を読み、

自己の技術常識を用いて（T 0484/92及びT 0409/91を参照）、さらに恐らくは通常の実

験を実施した後に（T 0094/05を参照）、当業者に特徴の複数の異なる変形例が当業者

に提供されなければならないとの要件を概説している。このSubsection 5.2は、明細書

における特徴がクレームにおいて一般化される範囲は、明細書が充足し十分であるこ

とに関連し、また、Article 83 EPC（充足性／実施可能要件）とArticle 84 EPC（明確性

及びサポート）との関係に関する審決の大要を提供するPart II, Chapter C Section 8に言

及した Article 83 EPCの文脈において通常審査される。 

審判部は、コンピュータソフトウエア、ビジネス方法、AI、又はIoT関連発明のサポ

ート要件は、欧州特許庁が考察する他のあらゆる発明にも適用されるサポート要件と

同じ要件を課す。 

 

 コンピュータ関連発明 

 

明細書によりサポートされる機能的特徴の一般要件がコンピュータ関連発明にも適

用されている。例えば、T 1931/06では、クレーム中の機能手段と一致するユニットが

明細書にあるため、クレームが明細書によってサポートされていることが判り、ま

た、T 1902/10では、クレームが、明細書によってサポートされていないシステムをカ

バーするのに十分広いと判断されたため、許されなかった。 

 

 サポート要件に関する審決の歴史的変遷 
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一般に、クレームがArticle 84 EPCの要件を満たしている場合、特にクレームが明確

な場合には、機能的なクレーム言語が許可される。 

さらに、保護の範囲を（過度に）制限することなくより正確な方法で対応する機能

を定義できない場合、かつ、過度の負担なしに問題の機能を実装する方法が当業者に

十分に明確である場合、そのような機能的なクレーム言語は許可される。 

コンピュータがしばしばCS／BM発明のクレームにおける唯一の構成的特徴である

ため、機能的特徴がこれらの発明の一般的なタイプであることに留意したい。 

ただし、確立された判例法は、機能的特徴に関してCS／BM発明と一般的な発明と

を区別していない。つまり、欧州特許庁 は、コンピュータベースの発明における機能

的な言語を、他の分野の発明と異なるものとみなしてはいないようである。 

 

T 0068/85（27.11.1986）は、第1成分と2種類の具体的な第2成分のうち1つとを「相乗

効果が生まれる量」で混合した混合剤に基づく雑草抑制剤のクレームに関する。 

審判部は、発明の範囲を制限せず、客観的に見てそれ以上正確にクレームの機能的

特徴を定義できない場合、また、当業者に十分明確な指示を提供して、当業者が、過

度の負担なく、また、必要であれば合理的な実験を行ってクレームの機能的特徴を実

施できるようにする場合には、クレームの機能的特徴は許容されると判断した。 

審判部は次の場合には、技術的結果を定義する機能的特徴がクレームにおいて許可

されるとした。（i）客観的観点から、本発明の範囲を限定することなくしては、当該

特徴を正確に定義できない場合、及び、（ii）これらの特徴が、必要に応じて合理的な

実験を含め、当業者が過度の負担なしに実施するに十分に明確な指示を提供した場

合。 

審判部はさらに、機能的用語で特徴を定義する試みは、それがArticle 84 EPCで要求

されているクレームの明確性と矛盾する場合には、直ちに停止する必要がある旨を強

調した。この審決は、その後の多くの審決において肯定的な反響と適用を引き起こし

た。 

 

T 0409/91（18.3.1993）は、最大サイズより小さいワックス結晶を有する留出燃料に

ついてのクレームを考察している。 

クレームされた粒子サイズを得るために不可欠として特定の添加剤の使用が述べら

れており、そのため、審判部は、不可欠な添加剤の技術的特徴なしではクレームが明

細書によってサポートされないと判断した。 

審判部は、クレームが所望サイズのワックス結晶を作成するための添加剤の存在を

暗示していると解釈すべきか、また、このような機能的特徴が明細書によりサポート

されるかをさらに考察した。 

審判部は、このような機能的特徴は、これに代わって同一の機能を実行できる多数

の特徴が、当業者にとって、明細書を読んだ後に又は自己の技術常識に基づいて、自

由に利用できるようになっている場合にのみ許される。 

明細書は所望の粒子サイズを得るための添加剤の使用のみを開示し、当業者が別の

適切な添加剤を見つけられるようにするための案内は一切なく、また、審判請求人

は、クレームされた粒子サイズを持つ燃料油を得るための代替方法を当業者に見つけ

させたであろう技術常識について全く知らなかったと主張した。 

そのため、審判部はこのような機能的特徴が明細書によってサポートされてないと

判断した。審判部はさらに、明細書が不十分であると判断した。 

 

T 0484/92（30.12.1993）は、「前記ポリウレタンは先細り形状をした疎水性‐親水性
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のポリウレタンである」という機能的特徴を備えた両親媒性セグメントポリウレタン

についてのクレームに関する。 

審判部は、本件では、当業者が自由に利用できるようになった際に本発明を実施す

る代替方法が存在し、これは明細書を読み、自己の技術常識に基づけば明白であるた

め、本件の事実はT 0409/91に見られる事実と区別することができると判断した。 

したがって、審判部は機能的特徴が明細書によってサポートされていると結論付け

た。 

 

T 0713/98（17.1.2002）は、非水溶性粒子を作成するプロセスのためのクレームに関

し、このプロセスでは、「粒子が中和されることで、前記粒子の中心部が膨張し、外

殻を破裂させ、これにより、前記中心部に形成された微細空隙と、前記微細空隙を粒

子外部と接続する少なくとも1つのチャネルとを含んだ粒子が形成される」。 

審判部は、クレームの機能的特徴を特許可能にするためには、当業者は、機械的な

クレームの特徴を通常の知識と技量を超えない範囲で理解するだけでなく、過度の負

担なく実施しなければならず、Article 84 EPCの規定するところによれば、理解可能要

件は明確性のうちの1つであり、実施可能要件はサポート要件のうちの1つである、と

述べた。 

審判部は、実施可能要件は、本開示全体に照らして見ると、Article 83 EPCの規定す

るところの十分さの問題に非常に関連していると述べた。 

審判部は、本出願は明白な開示と暗示的な開示を併せ持っており、また、広範囲の

コア‐シェルポリマにかけて機能的特徴をどのように、過度の負担なく達成するかを

実証するものであり、したがって、クレームは明細書によってサポートされていると

結論付けた。 

 

T 0094/05（12.7.2007）は、「in Form von konstruktiven Maßnahmen am Rand der 

Klappenflügel（フラップの縁に関する設計上の対策）」フラップ機構のためのクレーム

に関する。 

審判部は、T 0068/85において明確に確立されるように機能的特徴の判断手法を引用

し、続いて、機能的特徴を許容させるためには、当業者が特許明細書を読み、一般知

識を利用し、また、恐らくは通常の実験を実施した後に、少なくとも複数の異なる実

施形態や変形例を利用できるようにならなくてはならないと判断した。 

1つの実施形態しか記述されておらず、当業者の専門的技術の範囲内で変更が可能で

あるとの記載はない。そのため、審判部は、クレーム1における機能的定義は、特許明

細書に記載の技術的貢献を適切に反映しておらず、したがって明細書によってサポー

トされていないと結論付けた。 

上述の事件は、当業者が、明細書を読み、自己の技術常識を利用し、また、必要で

あれば合理的な実験を行うことで、機能的特徴を達成する複数の方法を提供されなけ

ればならないという、クレームの機能的特徴が全面的にサポートされるための要件を

確立した。 

 

CS関連発明におけるクレームの機能的特徴のサポートが次に示す審決にて考察され

ており、以下にその例を要約する。 

 

T 0770/90（17.4.1991）は、受信した差分信号の序数と連動した重み係数を使用する

画像強調回路に関する。 

審判部は、クレーム1が、出願に記載された発明に頼らない行為までカバーしてお
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り、また、明細書に記載の実施形態によってサポートされていない判断した。 

 

T 0011/06（10.3.2009）は、「前記ワークステーション上で実行中の不特定のアプリ

ケーションを検出する手段」及び「前記不特定のアプリケーションがサービスを使用

するようにする前記要求する手段」を含むクレームに関連する。 

審判部は、明細書中のどの特徴がクレーム中の手段に対応しているのかが不明確で

あるため、これらの特徴はサポートされていないと結論付けた。 

 

T 1931/06（10.12.2010）は、「入力手段」と「分析手段」とを備えた印刷制御装置に

ついてのクレームに関する。 

審判部は、これらの手段は、それぞれ各自の機能を実行する入力ユニット及びジョ

ブプリプロセッサユニットを開示した明細書によってサポートされていると結論付け

た。 

 

T 0160/09（20.6.2012）は、ソフトウエアが「依存規則」に従って通信することを

「許可するように適合された」インタフェース手段を含んだクレームに関する。 

審判部は、クレームは、上記手段を「通信を許可された」としか記載していない明

細書によってサポートされていないと結論付けた。 

 

T 1251/08（29.6.2012）は、シリアルバスをエミュレートするシステムに関する。 

審判部は、開示されたモデルはシリアルバスに取り付けられたデバイスをエミュレ

ートするのに適しているだけなので、明細書はクレームをサポートしていないと結論

付けた。 

 

T 0510/12（3.12.2013）は、「触れられるとユーザの入力信号を出力する、ノイズに

よって生成されたノイズ信号を出力する、又は信号を出力しないように適合された」

範囲を含むクレームに関する。 

審判部は、明細書におけるサポートが欠如していると結論付けた。 

 

T 1902/10（21.6.2016）は、「受信した各ウェブページ内の各URLリンクについて、

対応するエントリがウェブ情報テーブル内に既に存在するか否かを決定する」命令に

よりウェブページインデックスを実行するシステムについてのクレームに関する」。 

審判部は、明細書はテーブル内に存在する特定のウェブリンクについてのエントリ

が、ウェブページのURLをハッシュエンコーディングして入手した一意のフィンガー

プリント値に基づいて実行されたか否かの決定を示唆していると判断した。 

したがって、審判部は、クレームが明細書によってサポートされていないシステム

をカバーしていると結論付けた。 
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 実施可能要件に関する審決・判決 

 

Part II, Chapter CSection 5 of the Ninth Edition of the Case Law of the Boards of Appeal

は、開示の十分性に関する欧州特許庁審判部の判定の大要を提供している。これは次

のサブセクション4.2を含む。 

 

「少なくとも1つの例が当該技術の当業者が実施できる程度に明確に示されていれ

ば、発明は原則的に十分に開示されている。この場合には、発明にとって同じ効果を

もたらす開示又は技術常識を介して当業者に周知の適切な変形例が存在する限り、発

明の機能的に定義された構成部品の特徴の何らかの特定の変形例の特許不可能性は十

分性にとって重要でない。」（T 0292/85を参照） 

 

Part II, Chapter CSection 5 of the Ninth Edition of the Case Law of the Boards of Appeal

は、Article 83EPCの開示要件とArticle 84 EPCの明確性及びサポート要件との関係に関

連した審決を要約し、これにはクレームの機能的表現を考察した多数の審決が含まれ

る。 

 

Subsection 7.1は次のように述べている。 

「利用可能な情報は当業者が、それぞれの機能的定義を含んだクレームの範囲全体

において予想される結果を過度な困難なく達成できるものでなければならず、明細

書は、関連する技術常識の有無に関わらず、どのようにしてその結果を達成すべき

かについての十分に自己充足的な技術概念を提供しなければならない。」(T 0409/91

及びT 0435/91を参照)  

 

Subsection 7.1は次のようにも述べている： 

「発明がクレームされた範囲全体において実施できないと信じる確固たる根拠がな

い限り、出願においてより広いクレームを許さない理由はない」（T 0242/92を参

照） 

 

審判部は、コンピュータソフトウエア、ビジネス方法、AI、又はIoT関連発明のサポ

ート要件は、欧州特許庁が考察する他のあらゆる発明にも適用されるサポート要件と

同じ要件を課す。 

 

 コンピュータ関連発明 

 

発明を十分に開示するための一般要件はコンピュータ関連発明にも適用されてきて

いる。例えば、T 2163/11では、明細書は、複素ビジビリティ機能において歯科対象物

の走査のためのシーケンスを計算する実施可能な開示が欠如しているとされ、T 

0424/03では、具体的な能力を備えたクリップボードフォーマットを必要とするクレー

ムは、当業者が自己の技術常識に基づいて実施されることができるため、十分に開示

されていると判断された。 

 

 明細書の実施可能要件に関する審決の歴史的変遷 

 

T 0068/85（27.11.1986）は、第1成分と2種類の具体的な第2成分のうち1つとを「相乗

効果が生まれる量」で混合した混合剤に基づく雑草抑制剤のクレームに関する。 

審判部は、発明の範囲を制限せず、客観的に見てそれ以上正確にクレームの機能的
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特徴を定義できない場合、又は、当業者に十分明確な指示を提供して、当業者が、過

度の負担なく、かつ、必要であれば合理的な実験を行ってクレームの機能的特徴を実

施できるようにする場合には、クレームの機能的特徴は許容されると判断した。 

 

T 0292/85（27.1.1988）は、審判部が本質的に機能的用語とみなした、無制限の数の

可能性をカバーする特徴を持つ組換えプラスミドについてのクレームに関する。 

審判部は、適切な場合においては、クレーム中に機械的用語を用いずに正当な保護

を付与する形で発明を定義することは不可能であるとのT 0068/85での審決に合意し

た。 

審判部は、当業者が発明を実施できるようにする少なくとも1つの方法が明確に記載

されていれば、発明は十分に開示されていると判断した。 

発明に同じ効果を与える開示又は技術常識を介して当業者に知られる適切な変形例

が存在する限り、特定の変形例の不可能性、又は、不特定のいくつかの変形例の不適

切性は、十分性には重要ではないと判断された。 

この開示は、機能的定義に含まれる全ての実施可能な部品変形例をどのように得る

べきかの具体的な指示を含む必要はない。 

 

T 0409/91（18.3.1993）は、最大サイズより小さいワックス結晶を有する留出燃料に

ついてのクレームを考察している。 

クレームは明細書によってサポートされていないと結論付けた後に、審判部は、ク

レームの十分な開示及びサポート要件は特許出願の異なる部分に関連するが、両方

共、技術分野に対する技術的貢献により特許独占権が正当化されるべきであるという

法理を適用する。 

したがって、当該発明は当業者が利用できない技術的主題にまで拡大されているた

め、当該発明はクレームがサポートされていないとされたのと同じ理由で不十分とさ

れた。 

 

T 0242/92（26.5.1993）は、「膜タンパク質に起因する浸潤型を有する」単細胞微生

物に関する。 

明細書は、侵襲性能力の原因である単一膜タンパク質を符号化するエルシニア属か

らの遺伝子を持った大腸菌の実施例を提供しているが、侵襲性の遺伝子能力を識別す

る遺伝子選択プロトコルについても説明している。 

審判部は、エルシニア属について例証が成功したアプローチが他の有機体には適用

できないことを示す上で根拠の十分な理由が提唱されていないと判断した。 

そのため、審判部は、明細書からクレームへの一般化の範囲が許容でき、当該の発

明はサポートされ、十分に開示されていると結論付けた。 

 

T 0435/91（9.3.1994）は、「表面活性剤系（a）を六方相にする」添加剤を備えた洗

剤についてのクレームに関する。 

審判部は、T 0409/91を引用し、特許明細書に開示の実施例が離散的にかクレームを

サポートしておらず、一般的周知事項であるとの開示もなく、当業者が機能的な特徴

を含むクレームの範囲の全てに亘り過度に困難なく結果を達成することができるよう

な技術的概念の開示も無い場合には、技術的特徴は明細書に十分開示されているとい

えないと判断した。 

審判部は、本件はT 0292/85の審決と同じであり、そこでは、機能的特徴と同じ効果

を提供する適切な変形例が、開示されている場合又は自己の技術常識を介して当業者
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に既知である場合には、機能的特徴のいくつかの変形例が実施不可能であることが十

分性にとって重要でないと述べた。 

そして、審判部は、具体的に挙げられた活性剤以外の適切な活性剤を明細書及び技

術常識に基づいて識別できなかったため、当該の特許は活性剤の機能的定義をサポー

トするのに十分な開示を提供していないと判断した。 

 

T 0713/98（17.1.2002）は、非水溶性粒子を作成するプロセスのためのクレームに関

し、このプロセスでは、「粒子が中和されることで、前記粒子の中心部が膨張し、外

殻を破裂させ、これにより、前記中心部に形成された微細空隙と、前記微細空隙を粒

子外部と接続する少なくとも1つのチャネルとを含んだ粒子が形成される」。 

審判部は、T 0419/91に言及し、クレームの機能的特徴を特許可能にするためには、

当業者は、自己の通常の知識及び技量を超えない範囲で、特徴を理解するだけでな

く、それを過度の負担なく実施しなければならないと述べた。 

Article 84 EPCの規定するところによれば、理解可能要件は明確性のうちの1つであ

り、実施可能要件は裏付のうちの1つである。審判部は、実施可能要件は、本開示全体

に照らして見ると、Article 83 EPCの規定するところの十分さの問題に非常に関連して

いると述べた。 

審判部は、本出願は明白な開示と暗示的な開示を併せ持っており、また、広範囲の

コア‐シェルポリマにかけて機能的特徴をどのように、過度の負担なく達成するかを

実証するものであり、したがって、クレームは明細書によってサポートされる、と結

論付けた。 

上述の事件は、クレームの機能的特徴全般について明細書が十分に実施可能に開示

する要件を確立した。CS関連発明におけるクレームの機能的特徴のサポートが次に示

す審決にて考察されており、以下にその例を要約する。 

 

T 0424/03（23.2.2006）は、ファイルでないデータを保持することが可能なファイル

コンテンツクリップボードフォーマットを使用するコンピュータシステムでのデータ

転送方法をクレームし、拒絶された出願に関する。 

審査部は、フォーマットについて詳細な記述はないが、当業者は、技術常識と、公

開された出願において記述されている添付のグループデスクリプタフォーマットとに

基づいて、これを実施できるであろうと結論付けた。 

5つの分割出願の拒絶も、対応する審決T 0411/03、T 0425/03、T 0467/03、T 0468/03、

及びT 0469/03において控訴に成功している。親出願と分割出願は後に認められたが、

明細書が十分な開示を提供していないことを根拠に異議を申し立てられ、取り消され

た。 

T 1392/06（5.5.2009）は、印刷回路基板上にICデバイスを搭載するためのロボット又

は他のデバイスのアームの動作を定義するビジティングプランを生成するための、シ

ステムに対する補助要求を含む。 

審判部は、明細書はクレームのいくつかの構成部品について説明しておらず、組立

ロボットの制御への数学方法の適用は完全に当業者に委ねられていると判断した。そ

のため、審判部は、当該の発明は、当業者が実施できるよう十分明確にかつ完全に開

示されていないと結論付けた。 

 

T 1645/09（4.12.2012）は、データベース用のユーザインタフェースの自動生成に関

する。審判部は、機能的特徴をどのように実施するかが当業者に直ちに解るものでな

ければならないとする要件が充足されていないようであると判断した。 



 

- 163 -  

 

T 1789/11（8.12.2016）は、先にT 0424/03で考察したデータ転送方法に関連し、これ

は、ファイルコンテンツクリップボードフォーマットと、選択されたデータを前記フ

ァイルコンテンツクリップボードフォーマットに変換するステップとを十分に開示し

ていないとの理由で異議を申し立てられ取り消された。 

審判部は、ファイルコンテンツクリップボードフォーマットの機能的定義を提示し

たクレーム1はデータフォーマットに限定されていないと審決した。 

そのため、審判部はT 0424/03での審決に同意し、当業者はクレームの全体にかけて

当該の発明を実施できるだろうと結論付けた。 

 

T 0737/11（13.3.2017）は、ウェブベースデータフォームを処理するコンピュータで

実施される方法向けのアプリケーションに関し、サンプルコードを提供していない理

由で拒絶された。審査部は、出願書類中に特定のコードの実施例を開示する必要があ

ったとする説得力のある理由は無く、当業者は詳細な開示或いは実施の例示が無くて

も発明を実施することが出来たはずであると結論付けた。 

 

T 2163/11（7.9.2017）は、ビジビリティ機能によって作成された、歯科対象物のイン

プレッションの三次元コンピュータモデルを生成する方法に関する。 

審判部は、当業者は、複素ビジビリティ機能で対象物の全体をカバーする上でさら

なる調査と進歩的な技量とが必要な場合に、対象物の全体をカバーするべく走査シー

ケンスを自動計算する方法についての十分な情報を、当該特許の示唆と技術常識との

組み合わせからは得ることができないと判断した。 

そのため、この事件では開示の十分性の要件が満たされなかった。 

 

 
 

 進歩性に関する事例 

 

以下では、コンピュータソフトウエア関連発明であって、前述した要件以外の要

件、主に進歩性要件に関する事例を説明する。 

 

T 641/00は、進歩性の評価において、クレームの技術的性質及び非技術的性質をどの

ように扱う必要があるかを判断している。 

進歩性の評価では、発明の技術的性質に貢献するすべての性質を考慮に入れなけれ

ばならないが、当該発明の技術的性質に貢献しない事項はいずれも進歩性の存在を裏

付けできない、と述べている。 

さらに、非技術的なクレームの特徴は、技術的な課題の設定において、制約や要件

など、技術的な課題の枠組みの一部として正当に現れる場合がある。技術的課題では

ない、非技術的課題しか導き出せない場合、Article 52(1) EPCが規定する範囲内の発明

は存在しない。 

加えて、当業者は、技術分野の専門家であるとみなされるため、当該発明の技術的

性質を考慮して選択される。 

具体的には、ある技術的課題がビジネスモデル関連システムのコンピュータ実装に

関するものである場合、当業者はコンピュータの専門家となり、当該発明のビジネス

の側面に精通している人ではない。 

この審決は、現在では混合型の発明の大多数に、技術的性質と非技術的性質は分離

するという基本原則が適用されているため、特に重要である。特に、どの特徴が当該
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発明の技術的性質に貢献しているかに関する議論は、そのような発明を扱う際の基本

である。 

 

T 258/03は、この実務をさらに確立させて、ビジネスモデル発明の分野にT 641/00の審

決を適用した 

これにより、T 258/03はT 641/00を統合しただけでなく、T 641/00のビジネスモデル

発明分野への適用性を高めることによって、ビジネスモデルの特許性の基準を確立し

た。 

さらに、T 258/03は、ある発明がArticle 52(2) EPCにより除外されるかどうかを判断

する際にその発明の先行技術への貢献を考慮する「貢献アプローチ」と呼ばれる、そ

れまでのArticle 52(2) EPCによる特許性の除外手法を却下した。 

代わりに T 258/03は、発明の技術的性質はその発明に新規性及び／又は発明性があ

るかどうかという問題とは無関係であるとして、Article 52(2) EPCの評価は先行技術に

関係なく行われたと判断した。 

 

T 1227/05は、回路のコンピュータ支援シミュレーションは、技術的目的に限定され

ていれば技術的であると判断した。 

第一に、最終的には技術的性質があると判断された、精査中のクレーム1は、「1/fノ

イズの影響を受けるステップサイズδの回路の数値シミュレーションのための、コンピ

ュータ実装方法」に関するものであって、それ以後のすべてのステップは数学的な方

法に関連するものである。特に、当該アプリは回路の製造プロセスを支援することを

目的としていたが、クレームには、シミュレーション（及びその結果）を回路製造と

いう物理的実際に結びつけるようなステップは含まれていない。 

このように、適切に定義された技術目的に十分に限定されている場合は、シミュレ

ーションにはそれ自体に技術的性質があると言うことができる。 

事実、いずれも数学的モデルに関連するすべてのクレームの特徴は、クレームが限

定されている特定の技術的目的に鑑み、技術的性質に貢献すると判断された。 

しかしこの審決で、この目的は限定されていなければならず、かつ、動作のスピー

ドが上がるという主張だけでは技術的性質と非技術的性質とを十分に区別できない、

と明確に判断した。 

第二に、この審決はシミュレーションの特許性に大きな影響を与えた一方で、その

後の審決で批判されている。特にこの審決は、シミュレーションに関する発明の特許

性の必要条件ではあるが十分条件ではないと考えられている。実際、G 1/19で引用され

ている拡大審判部への最近の付託は、まさにT 1227/05の論法を取り上げ、批判してい

る。 

 

T 1173/97は、コンピュータプログラムを実行させることによるハードウエアの単な

る物理的な変更は、Article 52(2) EPCによる除外を回避するには不十分であり、除外を

回避するためにはプログラム（ソフトウエア）とコンピュータ（ハードウエア）との

間の「通常の」物理的相互作用を超えた、さらなる技術的効果をもたらす必要がある

としている。具体的にはこの審決では、それらがコンピュータ用プログラムであると

いうまさにその理由から（コンピュータ機器で実行されるという事実だけでは）、そ

れらのプログラムに技術的性質があるとは見なされない、とした。 

ただし、更なる技術的効果が得られる場合には、コンピュータプログラムはArticle 

52(1) EPCの意味での発明と見なす必要があり、従ってEPCのその他の基準が満たされ

ていれば、特許保護の対象となる。 
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しかしこの審決は、この審決では審理されていない「コンピュータシステム内のソ

ースリカバリ方法」又は「コンピュータシステム」のいずれのカテゴリーのクレーム

でもない、「デジタルコンピュータの内部メモリに直接ロード可能なコンピュータプ

ログラム製品」及び「コンピュータで使用可能な媒体に保存されたコンピュータプロ

グラム製品」のカテゴリーのクレームのみに関連することに、注意しなければならな

い。 

 

T 1265/09は、当該発明に技術的性質があるとするためには、シミュレーションされ

た主体に技術的性質がある必要があると述べている。 

具体的には、クレームされた、コールセンターへの複数のエージェントの配置をス

ケジュールするためのシミュレーションは単に管理の目的に関連しているだけで、技

術的目的には関連していない。この審決は、このクレームはコールセンター自体に向

けられているのではなく、そのコールセンターの（人員）配置スケジュール調整にの

み向けられているという事実によってさらに裏付けられている。 

その結果、クレームされた特徴のほとんどは非技術的であると見なされ、したがっ

て、満たすべき制約として、客観的な技術的課題の設定に使われている。したがって

結果として生じる課題は、単なる自動化の実装問題とみなされ、そのため進歩性を有

しない。 

 

T 625/11は、クレームを限定することにより、クレームの技術的性質がどのように強

化され得るかを示している。詳しく言うと、原子炉の運転パラメータのコンピュータ

実装シミュレーションが主請求（Main Request）のクレームに記載された。予備的請求

（Auxiliary Request）では操作パラメータは、当該操作パラメータの制限値とするよう

さらに限定された。その結果、クレームの特徴の技術的貢献の評価と、その後の客観

的な技術的問題の評価とは、進歩性を認める方向に変わった。要約すると、クレーム

された方法の使用を明確な技術的使用に限定することにより、発明の技術的性質を確

立することが可能となる。それにも関わらず、最近のG 1/19でも検討されているよう

に、T 1265/09とT 625/11はいずれも、少なくとも暗黙的にT 1227/05に対し一定の疑義

を表明していることに注目すべきである。 

 

T 1842/10は、シミュレーションの具体的又は物理的使用を追加することで、当該発

明の技術的性質が支持されると判断した。 

このケースで請求されたのは、冷却プロセスにおける鋼の体積のシミュレーション

である。とりわけ、クレームには、シミュレーション結果に基づいて鋼の体積に影響

を与えるステップが含まれていた。 

審判部は、当該シミュレーションはシミュレーションそれ自体、つまり当該プロセ

スに関する知見を得ることに向けられているのではなく、むしろ得られた知見を通じ

て鋼の体積に影響を与えることに向けられていることから、当該発明はモデリングプ

ロセスに向けられており、したがって技術的性質はある、と判断した。 

要するに、クレームにおいてシミュレーションの具体的又は物理的使用を特定する

と、同じ発明の技術的性質の存在が強化されることになる。 

 

T 471/05は、システムの設計を請求するためには、コンピュータなどの技術的実体へ

の関連づけが必要であると述べている。 

具体的には、技術的手段によって実行可能であるが、そのような技術的手段を使用

しなくても実行可能な方法は、その両方について評価する必要がある。したがって、
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そのようなクレームには、Article 52(2) EPCに従って特許性を排除される対象も含まれ

る。しかし方法を、技術的手段による実装に限定することによって、Article 52(2) EPC

のハードルは克服される。 

 

G 1/19は、たとえコンピュータ上で実行されるにしてもシミュレーションそのものの

特許性に関する、非常に一般的な論点の投げかけを拡大審判部に対し行った係争中の

事件である。 

拡大審判部への付託の主な理由の1つは、過去のT1227/05の審決に対する再審理を行

うことにある。具体的には、審判部は、T1227/05の対象に言及しながら、コンピュー

タシミュレーションは回路の設計を検証する認知プロセスで技術者を支援するに過ぎ

ず、設計検証というそのような認知プロセスは基本的に技術的ではないように思われ

るという疑義を提示した。 

 

T 1227/05は、技術的性質を確立するためのコンピュータシミュレーションの高速化

に依拠していると主張されている。 

しかしどのアルゴリズムでも、人の頭で考えるよりはコンピュータ上の方が高速に

実行可能で、コンピュータ上に非技術的な方法を実装するだけでは、必ずしもそのプ

ロセスが技術的になるわけではない。 

要するにこの拡大審判部への付託では、非常に一般的な意味においてだけでなく、

より具体的な意味、つまり、T1227/05で適用された基準は本当に必要かつ十分なの

か、それとも必要であるだけなのかという意味で、T1227/05の審決の一般的適用可能

性に疑問を投げかけている。 

拡大審判部の見解は、2020年に予定されている。 

 

 CS関連発明、BM関連発明、及びAI関連発明に関する歴史的変遷 

 

技術的性質と非技術的性質の混合するクレームを扱う場合、審判部の当初の立場

は、いわゆる貢献アプローチに従うものであった。これは、「発明がArticle 52(2) EPC

に基づく特許性から除外されない分野における技術水準に貢献する場合は、当該発明

は技術的性質を有する」という推論に基づくものである。 

当該アプローチは審判部の複数の審決に従って行われたが（例えば、T121/85、

T38/86、T603/89、T77/92を参照）、これらは以下を満たすことを意味する。 

（i）最初に先行技術を評価する必要があること、（ii）次に、発明が先行技術に対

して行う貢献を明確にすることができること、（iii）最後に、その貢献に基づいて、

発明の対象はArticle 52(2) EPC及びArticle 52(3) EPCに基づき除外すべきかどうか、判定

することが可能であること。 

 

ただし、同じ論点に直面した後の審決では、貢献アプローチを採用しておらず、貢

献アプローチが適切でない理由に言及した。T931/95の審決で、審判部は、発明が

Article 52 EPCに準拠しているかどうかを評価する際に、EPCには新しい特徴と既知の

特徴を区別する根拠はない、と述べている。むしろ、知られているかどうかにかかわ

らず、Article 52(1) EPCの目的で、クレームのすべての特徴全体を審査することが望ま

しい、と述べている。 

この審決は、T1173/97及びT935/97で既に審判部が取った立場を参照し、確認するも

のである。 
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2006年から2008年頃に修正された欧州特許庁審査ガイドラインでは、貢献アプロー

チについてこれ以上言及していない。 

 

現在の審査アプローチは、代わりにT641/00（COMVIK）に基づいている。実際、こ

れは、技術的性質及び非技術的性質を含む混合型の発明に対処する方法を体系的に設

定する最初の重要な審決とみなすことができる。この体系的なアプローチはCOMVIK

アプローチとも呼ばれる。この枠組みは現在まで適用可能であり、事実、欧州特許庁

審査ガイドラインにまだ存在している。 

 

COMVIKアプローチの後にT 258/03が続いた。後者は、はじめにT 641/00の審決を明

確に参照することでそれを確認し、次に、技術的性質及び非技術的性質の枠組みなら

びに対応する進歩性評価のアプローチを、ビジネスモデル分野にまで拡張した。 

また、この審決により、（古い）貢献アプローチはコンピュータの発明の評価には

適切でないことが確認された（クレームの特許適格性の評価は、「先行技術の知識な

しで」行うことが望ましい）。 

 

T258/03において、審判部は、クレームの技術的特徴の陳腐さの程度は、クレームが

技術的性質をもつかどうかを判断するための基準にはならない、と判断した。 

実際、クレームに技術的性質を与えるには、ペンと紙だけで十分である。したがっ

て、この審決により、適格性のハードルを克服するためのレベルが非常に低く設定さ

れた。同時に、COMVIKアプローチの関連性を強調することにより、たとえクレーム

に特許適格性があり得る場合でも、非技術的性質に厳しい精査が適用されるため、同

じクレームが進歩性判断を容易にはクリアしない可能性がある。 

 

コンピュータの発明が物理的オブジェクトとの結びつきを弱めていること、また、

特に、物理的オブジェクトやプロセスに具体的な変化を必ずしももたらすとは限らな

いことを考慮すると、次の重要なステップの1つはT 1227/05の審決であった。 

この場合、技術的な目的が適切に定義されていれば、製造段階に関係なく、技術的

実体のシミュレーションを対象とした方法に技術的性質があることが分かった。この

審決はまた、批判にもかかわらず、コンピュータソフトウエアの発明に向けた画期的

な審決であって、現在でもそう認識されている。 

 

T 1227/05の審決から数年後、いくつかの審決がT 1227/05の審決を批判し、特にその

審決中に与えられた基準は必要であるが十分ではない、と考えた。 

したがって、T 1227/05の重要性と関連性は消滅してはいないが、大幅に低減されて

いる。T 1227/05に対する批判を表明した審決の例は、T 1265/09、T 531/09、及びT 

1630/11である。 

この批判は、拡大審判部（G1/19）に持ち込まれた最近の質問においても提起され

た。G1/19についての上記の議論を参照されたい。 

これらの決定の大部分はコンピュータソフトウエアの発明に関するものであるが、

これらの審決はビジネスモデルやAIの分野に適用され、これらの分野は、コンピュー

タソフトウエアによって当該分野の発明を定義することが非常に多い。 

 

 IoT関連発明 

 

IoT関連発明、すなわちモノのインターネットという新しい分野に関しては、関連す

る決定はまだないことに注意したい。ただし、これらの発明はすべて少なくとも部分
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的にコンピュータソフトウエアに基づく可能性が高いため、この分野における決定は

前述したコンピュータソフトウエアの発明分野における開発と密接に一致すると考え

られる。予見可能なもう1つの問題は、異なる分野又は隣接する分野に属するドキュメ

ントの組み合わせを考慮した進歩性に関するものである。この見解は、少なくとも一

部のIoTソリューションでは、発明を、通信技術と他の分野に由来する認識又はニーズ

との組み合わせと見なすことができるという事実に基づいている。例えば、センサー

ネットワークを使用して野菜関連のパラメータを測定し、畑の作物を改良する場合を

考えてみよう。ドキュメントの組み合わせに関する確立された判例法は、IoTソリュー

ションのこの特許性の側面の評価を支援してくれる可能性がある。 
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 その他の動向 

 

 
 

 欧州特許庁ガイドラインの改訂 

 

欧州では、CS関連発明等又はその記載要件に関し、次の【図表－Ⅱ４（４）－１】

に示すとおり、2019年11月に欧州特許庁ガイドラインの改訂が行われた。 

 

項目 米国 欧州 ・・・ 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

CS 関連発明

又は記載要

件に関する

基準等につ

いての 

近年の動向 

（2017 年 

以降) 

2017 年 

基準等の改訂 
・・・ 特になし ・・・ 

2018 年 

基準等の改訂 
・・・ 特になし  ・・・ 

2019 年 

基準等の改訂 
・・・ 

欧州特許庁審査ガイドライン 2019 年 11 月 

Part F, Chapter IV, Section 4.12.1 

Part F, Chapter IV, Section 4.13.2 

・・・ 

その他動向 

2019 年 
・・・ 2019 年に導入された審査ガイドラインの AI 項 ・・・ 

【図表－Ⅱ４（４）－１】CS関連発明又は記載要件に関する審査基準等の動向 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

 2019年11月欧州特許庁ガイドラインの重要な変更点 

 

G-II 3.3－数学的方法では、数学的方法に関連するクレームで使用される用語の明確

性を慎重に確認する必要があることが強調されている。 

特に、出願及び／又は先行技術文書でこれらの用語が大幅に異なる方法で使用され

る場合、これはこれらの用語が十分に認識された意味を持たないことを示す指標であ

ると考えられ、したがって用語が言及する技術的性質の意味について読者に疑問を抱

かせる可能性がある。さらに、クレームが技術的性質をもたないという認定につなが

る可能性があると述べられている。 

 

ガイドラインは今でも、先行技術よりもアルゴリズムで効率的であることだけでは

技術的効果を確立するのに十分ではない、と述べているが、技術的効果がすでに確立

されている場合、進歩性を評価する際に、技術的効果に影響を与えるこれらのステッ

プの計算効率を考慮する必要がある旨が、G-II 3.3.1－人工知能と機械学習に追加され

た。これは、計算効率の高いアルゴリズムを提供することは依然として技術的である

と考えられる可能性は低いものの、進歩性を評価する際には、より計算効率の高いア

ルゴリズムによって技術的問題をより効率的に解決することを全体的に検討する必要

があると解釈され得る。 

 

 2018年5月の欧州特許庁によるAI会議 

 

例えば、主要な技術開発を考慮して、欧州特許庁は2018年5月にAIの特許に関する会

議を開催した。会議では、AIはゲームチェンジャーであり、特許実務家が関連する知

的財産権を保護することができる方法に関して新しい領域に移行していると結論付け

られた。また、社会の利益のためのイノベーションという観点から、イノベーターが



 

- 170 -  

アルゴリズムやトレーニング方法などのAIイノベーションを開示し、企業秘密のオプ

ションを選択しないよう、できる限り多くのインセンティブを与えることが望まし

い、とも結論付けられた。 

 

欧州特許庁での特許性の具体的要件に関して、AIは単なる機械学習（ML）以上のも

のであり、高度な数学をカバーしているとの主張がなされたが、それに対して、数学

的モデルに特許保護を与えるべきかとうかの問題、ならびに、「AI及びMLメソッド

（ステップ）は、発明の技術的性質に貢献しているのか」という具体的な問題が提起

された。 

欧州特許庁で進歩性の要件を評価する場合、技術的性質の特徴のみが考慮されるた

め、これは欧州特許庁での特許性の具体的要件に関する重要な問題になる。 

 

技術的性質の問題にさらに対処するには、AI特許を3種類に区別するとよい。 

第一に、いわゆる「コアAI」イノベーションは、多くの場合、アルゴリズム自体に

関連している可能性があり、数学的手法としては特許性がない場合がある。 

第二に、訓練されたモデル／機械学習は、技術的性質に関してパラメータの変動と

範囲をクレームすることが問題になる可能性がある、別のタイプのAIイノベーション

といえる。その文脈では、比較可能な具体的例（データ）及びパラメータの範囲が必

要になる可能性があり、また、工業化学など他の分野からの進歩性のある慣行が関連

する場合がある。また、欧州特許庁は、特定のデータセットによって付与される技術

的性質に関してはより寛大であって、医薬品の二次的使用クレームと同様、「モデル

の二次的使用」を認めることも示唆された。異なる用途が異なる手段で達成された場

合は、同等とみなされるべきではない。 

第三に、AIは応用分野のツールとしてクレームされ、技術的効果によって定義され

てもよい。欧州特許庁でのコンピュータ実施発明の分野における審判部の判例法に従

い、そのようなAIの特徴は技術的性質を有すると見なすことが望ましい。例えば、自

動運転車や医療などの分野では、AIは、例えば機能的特徴として定義される、より大

きなクレームに埋め込まれた特徴又はツールとしてクレームしてもよい。そのような

クレームは、機能的に定義されたAIの特徴だけでなく、進歩性について全体として評

価することが望ましい。 

 

 2018年に導入された欧州特許庁審査ガイドラインのAI項 

 

2018年に、欧州特許庁審査ガイドラインではAIを扱う項目も導入された。 

新ガイドラインによれば、AI及びMLは、ニューラルネットワーク、遺伝的アルゴリ

ズム、サポートベクターマシン、k-means、カーネル回帰、判別分析などの分類、クラ

スタリング、回帰、次元削減のための計算モデル及びアルゴリズムを基本としてい

る。このような計算モデルとアルゴリズムは、トレーニングデータに基づいて「トレ

ーニング」できるかどうかに関係なく、本質的に抽象的な数学的性質を有していると

みなされる。言い換えれば、このような計算モデル及びアルゴリズムは、技術的性質

を有するとは見なされず、進歩性を評価する際に考慮されることはない。 

欧州特許庁でクレームの対象が全体として技術的性質を有しているかどうかを調べ

る場合、審査官は通常、「サポートベクターマシン」、「推論エンジン」、又は「ニ

ューラルネットワーク」などの表現に注意することが望ましい。これらの表現は通

常、技術的性質を有しない抽象モデルを指すからである。 

AI関連の計算モデルとアルゴリズム自体が抽象的な数学的性質を有しているという
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当初の推定は、出願人にとっての障壁となっている。数学的手法に基づくAIに関する

欧州特許庁の分類は、数学や電気工学分野と上手く整合しないだけでなく、欧州特許

庁自身の下記公式声明とも上手く整合していないように思える。 

2017年12月の「特許及び第4次産業革命：デジタル・トランフォーメーションの背後

にある発明」には、次の記述がある。 

「初期のデジタル化とは対照的に、第4次産業革命の真に破壊的な性格は、さまざま

な経済分野における幅広い新技術を組み合わせて使用したことに起因している。これ

らには、デジタル化及び非常に効果的な接続性が含まれるが、それだけでなく、自律

的に動作する相互接続されたスマートオブジェクトの開発を可能にしたクラウドコン

ピューティングや人工知能などの技術も含まれる。」 
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 英国 
 

 法律、審査基準等 

 

 
 

 全体概要 

 

英国では、CS関連発明が認められ、機能的クレームも一定の条件の下で認められて

いる。つまり、機能的表現を使用しないとクレームの範囲を不必要に限定することに

なり、不必要な限定を避けるには機能的表現以外に他の記載手法がなく、かつ、機能

的表現を使用したクレームが、当業者が過度な労力無しに発明を実施することができ

る程度に十分に明確な場合に限って、クレームで機能的表現を使用することが許され

る。審査段階において、機能的クレーム認められた場合、審機能的クレームは、原則

として、クレームの記載に基づいて解釈される（【図表－Ⅱ５（１）－１】参照）。 

 

項目 欧州 英国 ・・・ 

CS 関連発明等の定義 ・・・ 特になし ・・・ 

CS 関連発明等が特許可能な 

発明として認められるか 
・・・ ○ ・・・ 

機能的クレームが認められるか ・・・ ○ ・・・ 

機能的クレ

ームの解釈 

審査段階) 

機能的クレーム

固有の解釈につ

いての法律 

・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム

の判定テスト 
・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム

の許容条件 
・・・ 

発明により達成される結果によって特定若しく

はその特徴を定める用語でしか発明を定義でき

ない場合、又は、クレーム範囲を不当に制限せず

に発明をより明確に定義することができない場

合 

 ・・・ 

UKIPO’s Manual of Patent Practice, 

Section 14.120 

機能的クレーム

の解釈基準 

・・・ クレームの記載 ・・・ 

・・・ Section 125(1), (3) of the Patents Act 1977 ・・・ 

     

【図表－Ⅱ５（１）－１】CS関連発明及び機能的クレーム（英国） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 
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 記載要件に関する法律・審査基準等の概要 

 

英国では、CS関連発明等の機能的クレームの記載要件について、主として、次の法

律・審査基準等が関連する（【図表－Ⅱ５（１）－２】参照）。 

 

項目 欧州 英国 ・・・ 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

実施可能 

要件 

法律 ・・・ 
Section 14(3), Section 72(1)(c) of the 

Patents Act 1977 
・・・ 

一般基準 ・・・ 
UKIPO’s Manual of Patent Practice, 

Section 14.72 
 ・・・ 

CS 基準 ・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム ・・・ 特になし ・・・ 

サポート 

要件 

法律 ・・・ Section 14(5)(c) of the Patents Act 1977 ・・・ 

一般基準 ・・・ 

UKIPO’s Manual of Patent Practice,  

Section 14.60-14.104 

Section 14.72 

Sections 14.142-156 

・・・ 

CS 基準 ・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム ・・・ Sections 14.142-156 ・・・ 

クレームの 

明確性要件 

法律 ・・・ Section 14(5)(b) of the Patents Act 1977  

一般基準 ・・・ 

UKIPO’s Manual of Patent Practice, 

Section 14.111 

Sections 14.128 – 14.129 

Section 14.130 

Section 14.132-134 

 

CS 基準 ・・・ 特になし  

機能的クレーム ・・・ 
Section 14.130 

Section 14.132-134 
 

     

【図表－Ⅱ５（１）－２】審査における記載要件（英国） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

 
 

 CS関連発明の定義等 

 

英国では、CS関連発明の定義については、法律及び基準等（特許実務マニュアル）

には、見当たらない。 

 

 CS関連発明の保護適格 

 

英国では、コンピュータで実現される方法、コンピュータ読取可能な記憶媒体、及

びコンピュータデバイスに関連するクレームは一般には特許性があり、多くの場合、

欧州特許庁で有効であるこのような方法又はデバイスは、英国でも同じく有効であ

る。 

英国裁判所及び欧州特許庁のいずれもが、コンピュータで実現される発明とビジネ
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ス方法発明の決定的な問題は、発明の特徴が十分に技術的か否かである。欧州特許庁

と比較して英国は、非技術的発明を特許保護適格性から除外するか否かの問題を重要

視しているが、欧州特許庁は、非技術的事項を進歩性に寄与する限定とみなさない。

このように英国裁判所と欧州特許庁はこれまで違ったアプローチをしてきたが、その

方法論は異なっていても、ほとんどの場合において特許の有効性（validity of a patent：

特許の無効性）に関して結果は同じであると、HTC Europe事件314で英国控訴裁判所が

言及している。 

英国では、コンピュータで実施される方法、コンピュータで読み取り可能な記憶媒

体、及びコンピューティングデバイスに向けられたクレームは概括的には特許性を有

し、欧州特許庁 でこれに基づいて有効であるこのような方法又はデバイスは、英国で

も同じく有効であると推測することが多くの場合妥当である。 

 

コンピュータプログラム及びビジネス方法「自体」を特許性から除外するEPC（欧

州特許条約）の第52条(2)、 (3)に関係して、英国では特許法（1977年法）の第1(2)によ

り以下のとおり規定されている。 

 

英国特許法第1条 ［Section 1 of the Patents Act 1977］ 

Section 1: Patentable inventions 

1. (1) A patent may be granted only for an invention in respect of which the following 

conditions are satisfied, that is to say – 

… 

(2) It is hereby declared that the following (among other things) are not inventions for the 

purposes of this Act, that is to say, anything which consists of - 

(a) a discovery, scientific theory or mathematical method; 

(b) a literary, dramatic, musical or artistic work or any other aesthetic creation whatsoever; 

(c) a scheme, rule or method for performing a mental act, playing a game or doing 

business, or a program for a computer; 

(d) the presentation of information; but the foregoing provision shall prevent anything from 

being treated as an invention for the purposes of this Act only to the extent that a patent 

or application for a patent relates to that thing as such. 

 

第1条 特許にすることができる発明 

１．(1) 特許は、次の諸条件を満たす発明にのみ付与することができる。 

・・・ 

(2) 特に、本法の適用上、次のものから構成されるいずれの事柄も発明とは認めな

いことを宣言する。 

(a) 発見、科学理論又は数学的方法 

(b) 文学的、戯曲的、音楽的、美術的作品、その他全てのあらゆる審美的創作物 

(c) 精神的活動を実行し、遊戯を行い若しくは業務を行うための計画、規則若しく

は方法、又はコンピュータプログラム 

(d) 情報の提供： ただし、前記の規定は、特許又は特許出願が当該の事柄に関係す

る限度においてのみ、事柄を本法の適用上の発明として扱うことを禁じるもの

と解さなければならない。 

 

  

                                                 
314 HTC Europe Co Ltd v Apple Inc [2013] EWCA Civ 451 
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 概要 

 

CS関連発明及び機能的クレームは、審査基準上も認められている。 

機能的クレームに関し、審査マニュアルには、サポート要件、明確性要件について

記載されているが、実施可能要件について見当たらない。 

CS関連発明に関し、審査マニュアルには、サポート要件、明確性要件について記載

されているが、実施可能要件について見当たらない。 

 

 審査段階におけるクレーム解釈 

 

英国では、クレーム解釈に関し、法律・審査基準等には、次の記載がある（【図表

－Ⅱ５（１）－３】及び【図表－Ⅱ５（１）－４】を参照）。 

 

 クレーム解釈に関する法律・審査基準等の一覧 

 

クレーム解釈に関する法律・審査基準等 

関連条文 ・Section 125(1), (3) of the Patents Act 1977 

関連審査基準等 ・UKIPO’s Manual of Patent Practice, Section 125 

【図表－Ⅱ５（１）－３】クレーム解釈に関する法律・審査基準等 

 

項目 欧州 英国 ・・・ 

機能的クレ

ームの解釈 

審査段階) 

機能的クレーム

固有の解釈につ

いての法律 

・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム

の判定テスト 
・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム

の許容条件 
・・・ 

発明により達成される結果によって特定若しく

はその特徴を定める用語でしか発明を定義でき

ない場合、又は、クレーム範囲を不当に制限せず

に発明をより明確に定義することができない場

合 

 ・・・ 

UKIPO’s Manual of Patent Practice, 

Section 14.120 

機能的クレーム

の解釈基準 

・・・ クレームの記載 ・・・ 

・・・ Section 125(1), (3) of the Patents Act 1977 ・・・ 

【図表－Ⅱ５（１）－４】審査における機能的クレームの解釈（英国） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 
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 クレーム解釈に関する法律・審査基準等 

 

英国では、CS関連発明等の機能的クレームの解釈に関し、法律及び審査基準等に

は、次の記載がある。 

Section 125(1), (3) of the Patents Act 1977によれば、欧州特許によって与えられる保護

の範囲は、クレームによって定められる。明細書の発明の詳細な説明及び図面は、ク

レームの解釈のために用いられる。Section 125(1) , (3) of the Patents Act 1977は、「本法

の適用上、特許出願された発明又は特許が付与された発明は、文脈上別段の解釈が必

要でない限り、当該出願明細書に含まれるクレームで特定された発明、又は場合によ

り特許明細書に含まれる説明及び図面に基づき解釈された発明であるとされ、これに

より、特許又は特許出願により与えられる保護の範囲が決定される。」と規定してい

る。 

 

英国特許法第125条 ［Section 125 of the Patents Act 1977］ 

Section 125: Extent of invention 

Supplemental. 

1. (1) For the purposes of this Act an invention for a patent for which an application has been 

made or for which a patent has been granted shall, unless the context otherwise requires, be 

taken to be that specified in a claim of the specification of the application or patent, as the case 

may be, as interpreted by the description and any drawings contained in that specification, and 

the extent of the protection conferred by a patent or application for a patent shall be 

determined accordingly. 

… 

(3) The Protocol on the Interpretation of Article 69 of the European Patent Convention (which 

Article contains a provision corresponding to subsection 

 

第125条 発明の範囲 

補則 

（1）本法の適用上, 明細書に含まれる記述および図面によって解釈されるとおり，

状況に応じて，特許出願または特許の明細書のクレームに明記されるもので判断され

るべきであり，特許または特許出願で与えられる保護はそれに応じて決定されるもの

とする。 

・・・ 

（3）欧州特許条約第69条（同条は、（1）に相応する規定を含む）の解釈に関する議

定書は、現に効力を有する形で、同条の目的のために適用されるのと同様に（1）の

目的のために適用される。 
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UKIPO’s Manual of Patent Practice, Section 125では、Section 125(1), (3) of the Patents Act 

1977の解釈のマニュアルを提供している。 

 

英国特許庁審査実務マニュアル第125章［UKIPO’s Manual of Patent Practice, Section 125］ 

Section 125: Extent of invention 

General approach to construction 

125.14 

The skilled reader is taken to suppose that the patentee knew some patent law – that his claim 

is for the purpose of defining the monopoly and that it should be for something new, as held 

by the Court of Appeal in Virgin Atlantic Airways Ltd v Premium Aircraft Interiors UK Ltd 

[2010] RPC 8. Knowledge of that may well affect how the claim is construed. For instance, 

the patentee would not be expected to have claimed what he had expressly acknowledged was 

old. However, the Supreme Court in Warner-Lambert Company LLC v Generics (UK) Ltd 

(t.a. Mylan) & Anor. [2018] UKSC 56 rejected the argument that, if the meaning of a term is 

ambiguous, the principle of validating construction (a concept derived from contract law) 

should be applied to give it a construction that results in a valid claim. Instead, claims should 

be construed purposively in light of the description, and validating construction should not be 

applied to give claims a meaning which preserves their validity, if this is not the meaning that 

the skilled person would read into the claim. 

 

第125条 発明の範囲 

解釈の一般的手法 

125.14 

 Virgin Atlantic Airways事件（Virgin Atlantic Airways Ltd v Premium Aircraft Interiors UK 

Ltd [2010] RPC 8）で裁判所が判示したように、当業者である読み手側は、特許権者

は特許法すなわちクレームは独占権の範囲を定めかつ新規なものであるということを

知っていたと看做すことになっている。このことは、クレームを如何に解釈するかに

影響を与える場合がある。具体的には、特許権者が明示的に認めた既知の事項をクレ

ームしているとみなされない。しかし、Warner-Lambert事件（Warner-Lambert 

Company LLC v Generics (UK) Ltd (t.a. Mylan) & Anor. [2018] UKSC 56）で最高裁判所

は、単語の意味が曖昧な場合には、結果としてクレームが有効となるように解釈する

という法理（契約法から来た考え方）を適用すべきとの主張を拒絶した。この法理に

代えて、クレームを詳細な説明の視点で特許権者の出願時の目的に則した目的的解釈

をすべきであり、詳細な説明の事項がクレームを限定することを意味していない場合

には、結果的にクレームの有効性を維持するような意味でクレームを解釈してはなら

ない。 

 

UKIPO’s Manual of Patent Practice, Section 14, Paragraph14では、原則として、達成され

る結果でしか発明を定義できない若しくはその特徴を定めるクレームは許可されるべ

きでないと規定している。しかしながら、これらは次の場合には許可され得る。発明

がそのような用語でしか定義できないか、又はクレーム範囲を不当に制限せずに発明

をより明確に定義することができない場合である。結果が、発明の説明に適切に明記

された、トライアンドエラー以上のものを含まない試験又は方法によって、直接及び

ポジティブに証明できる場合である。 
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英国特許庁審査実務マニュアル14.120.1章 ［UKIPO’s Manual of Patent Practice, Section 14.120.1］ 

Section 14: The application 

Product by Process claims 

14.120.1 

The House of Lords in Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd [2005] RPC 9 held 

that ‘product-by-process’ claims (e.g. “Product X obtained by process Y”) should be construed 

as a claim to the product as such in line with EPO practice (see Decision T 150/82 

International Flavors and Fragrances Inc [1984] OJEPO 309; this is irrespective of whether the 

term “obtained”, “obtainable”, “directly obtained” or an equivalent wording is used. Claims 

for products defined in terms of a process of manufacture are allowable only if the products as 

such fulfil the requirements for patentability; a “product-by-process” claim is not rendered 

novel merely by the fact it is produced by means of a new process (see also 2.15). A claim for 

a patentable product defined by its process of manufacture is only allowable if the product 

cannot satisfactorily be characterised by reference to its structure or composition; if the 

product can be defined by other means, an objection under clarity and/or conciseness should 

be raised. Product by process claims can be difficult to identify so care should be taken when 

assessing claims. If a product claim includes any method or process steps (even if those steps 

are not explicitly defined as ‘manufacturing’ steps), the claim is a product by process claim. 

For example, a claim to “an apparatus comprising features A and B, where feature A is treated 

in an oven”, is a product by process claim. In addition, a product by process claim will result if 

a product claim incorporates method/process steps as a result of a reference to another claim. 

 

第14章 出願 

プロダクト・バイ・プロセスクレーム 

14.120.1 

 Kirin-Amgen事件（Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd [2005] RPC 9）で,貴

族院（The House of Lords）は、プロダクト・バイ・プロセスクレーム（プロセスYに

よって得られたプロダクトX）は、欧州特許庁の実務（審決T 150/82 International 

Flavors and Fragrances Inc [1984] OJEPO 309を参照）に則するよう、プロダクトのクレ

ームとして解釈すべきと判示した。審決T 150/82では、「取得した」、「取得可

能」、「直接取得した」又ははそれらと均等の用語を使用したか否かには関係ない。

製造方法の視点で限定したプロダクトのクレームは、そのプロダクトが特許性要件を

充足する場合に限って許可される。すなわち、プロダクト・バイ・プロセスクレーム

は、新規な方法によって製造されたという事実だけで新規性を有することになるもの

ではない。製造方法によって限定された特許性のあるプロダクトのクレームは、その

プロダクトが構成又は組成を考慮したのでは十分に特徴付けることができない場合に

限って認められる。他の手段でプロダクトを限定できる場合には、明確性要件及び／

又は簡潔性要件に基づき拒絶される。プロダクト・バイ・プロセスクレームは特定が

難しく、クレームを精査する際には留意すべきである。プロダクトクレームが何らか

の方法又はプロセスの手順を含んでいる場合（製造方法として限定されていることを

明示していない場合も含めて）、そのクレームはプロダクト・バイ・プロセスクレー

ムである。例えば、特徴A及び特徴Bを少なくとも含む装置であって、特徴Aはオー

ブン内で処理される場合、その装置を対象としたクレームは、プロダクト・バイ・プ

ロセスクレームである。また、他のクレームを引用した結果、方法／プロセスのステ

ッププロダクトクレームが含むことになる場合も、そのクレームは、プロダクト・バ

イ・プロセスクレームである。 
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 実施可能要件 

 

英国では、実施可能要件に関し、法律・審査基準等には、次の記載がある（【図表

－Ⅱ５（１）－５】及び【図表－Ⅱ５（１）－６】参照）。 

 

 実施可能要件に関する法律・審査基準等の一覧 

 

項目 
欧

州 英国 ・・・ 

実施可能 

要件 

法律 ・・・ 
Section 14(3), Section 72(1)(c) of the 

Patents Act 1977 
・・・ 

一般基準 ・・・ 
UKIPO’s Manual of Patent Practice, 

Section 14.72 
 ・・・ 

CS 基準 ・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム ・・・ 特になし ・・・ 

【図表－Ⅱ５（１）－５】審査における実施可能要件（英国） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

実施可能要件に関する法律・審査基準等 

関連条文 ・Section 14(3), Section 72(1)(c) of the Patents Act 1977 

関連審査基準等 ・UKIPO’s Manual of Patent Practice, Section 14.72 

【図表－Ⅱ５（１）－６】実施可能要件に関する法律・審査基準等 
 

 

 実施可能要件に関する法律・審査基準等 

 

英国では、CS関連発明等の機能的クレームの実施可能要件に関し、法律及び審査基

準等には、次の記載がある。 

Section 14(3) of the Patents Act 1977は、発明の実施可能要件を以下のとおり規定して

いる。 

 

英国特許法第14条(3) ［Section 14(3) of the Patents Act 1977］ 

Section 14: Making of application 

Applications. 

(3) The specification of an application shall disclose the invention in a manner which is clear 

enough and complete enough for the invention to be performed by a person skilled in the art. 

 

第14条 出願をすること 

出願 

（3）出願書類における明細書は、発明を当該当業者が実施するのに十分明確かつ十

分完全な態様で開示しなければならない。 

 

Section 72(1) (c)は、特許明細書が、当業者が実施するのに十分明確かつ十分に当該

発明を開示していないことを理由に、その発明の特許を命令により取り消すことがで

きると規定している。実施可能要件の欠如による特許取り消しための手順ステップを

提供しているが、法の実体についてのさらなる詳細は規定していない。 
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英国特許法第72条(1) ［Section 72(1) of the Patents Act 1977］ 

Section 72: Power to revoke patents on application 

Revocation of patents. 

1. (1) Subject to the following provisions of this Act, the court or the comptroller may by order 

revoke a patent for an invention on the application of any person (including the proprietor of 

the patent) on (but only on) any of the following grounds, that is to say –… 

(c) the specification of the patent does not disclose the invention clearly enough and 

completely enough for it to be performed by a person skilled in the art; 

 

第72条 出願をすること申請により特許を取り消す権限 

特許の取消 

1.（1）本法の以下の諸規定に従うことを条件として、裁判所又は長官は、（特許権

者を含む）何人かの申請により、次の何れか（それのみ）の理由に基づいて、その発

明の特許を命令により取り消すことができる。・・・ 

 (c) 特許明細書が当該当業者が実施するのに十分明確かつ十分完全に当該発明を開示

していないこと 

 

UKIPO’s Manual of Patent Practice, Section 14.72は、特許明細書は、当業者が実施する

のに十分明確かつ十分完全に発明を開示しなければならないと規定している。明細書

は、発明をクレームの全範囲にかけて実施できるように十分でなければならないと規

定している。また、明細書は不当な負担なく発明を実施できるように十分でなければ

ならないと規定している。実施可能要件を充足するか否かの判断基準（テスト）は、

当業者が、不当な負担なく、また、発明的技術を用いずに、クレームされた全範囲に

わたり本発明を容易に実施できるかである。実施に必要な全ての詳細を特許明細書が

開示する必要はないが、当業者が自らの技術を用いて当該技術を実施できるかが問題

になる。調査、質問、実験を長期間行う必要があるべきではない。 

 

英国特許庁審査実務マニュアル第14.72章 ［UKIPO’s Manual of Patent Practice, Section 14.72］ 

Section 14: The application 

Functional claims 

14.72 

The criteria for adequacy of disclosure are the same whatever the form of the claim and are not 

stricter when the claim is of functional form, that is when it is limited by result, e.g. is of the 

“No-Fume” type see 14.120, (International Business Machines Corporations Application 

[1970] RPC 542). However, where claims are defined by functional features or desirable 

results, the specification does need to provide enough instruction for the skilled person to be 

able to achieve the desired result without embarking on a research programme (see 14.69, 

14.82 and 14.87. In order to be sufficient, functional or mechanistic claims must also not be so 

ambiguous as to be unworkable see 14.76- 14.78. 

 

第14条 出願 

機能的クレーム 

14.72 

 開示が十分か否かの基準は、どんなクレーム形式の場合でも同じで、結果で限定し

たような機能的クレームの場合にはより厳しくなるということはない（IBM事件参照

（International Business Machines Corporations Application [1970] RPC 542））。しか

し、クレームが機能的特徴で限定されるか又は所望の結果によって限定される場合に

は、当業者が研究プログラムを行わなくても所望の結果に辿り着くことができるよう
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十分な教示を提供しなければならない（14.69、 14.82及び14.87を参照のこと。）。開

示が十分であるためには、機能的クレーム又は機構的クレームは、実施可能でない程

度に曖昧であってはならない（14.76－14.78を参照のこと。）。 

 

 

 サポート要件 

 

英国では、サポート要件に関し、法律・審査基準等には、次の記載がある（【図表

－Ⅱ５（１）－７】及び【図表－Ⅱ５（１）－８】参照）。 

 

 サポート要件に関する法律・審査基準等の一覧 

 

項目 欧州 英国 ・・・ 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

サポート 

要件 

法律 ・・・ Section 14(5)(c) of the Patents Act 1977 ・・・ 

一般基準 ・・・ 

UKIPO’s Manual of Patent Practice,  

Section 14.60-14.104 

Section 14.72 

Sections 14.142-156 

・・・ 

CS 基準 ・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム ・・・ Sections 14.142-156 ・・・ 

     

【図表－Ⅱ５（１）－７】審査におけるサポート要件（英国） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

サポート要件に関する法律・審査基準等 

関連条文 ・Section 14(5)(c) of the Patents Act 1977 

関連審査基準等 

・UKIPO’s Manual of Patent Practice,  

Section 14.60-14.104,  

Section 14.72,  

Sections 14.142-156 

【図表－Ⅱ５（１）－８】サポート要件に関する法律・審査基準等 

 

 サポート要件に関する法律・審査基準等 

 

英国では、CS関連発明等の機能的クレームのサポート要件に関し、法律及び審査基

準等には、次の記載がある。Section 14(5) (c) of the Patents Act 1977は、クレームのサポ

ート要件を以下のとおり規定している。 
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英国特許法第14条(5) ［Section 14(5) of the Patents Act 1977］ 

Section 14: Making of application 

Applications. 

(5) The claim or claims shall - 

(a) define the matter for which the applicant seeks protection; 

(b) be clear and concise; 

(c) be supported by the description; and 

(d) relate to one invention or to a group of inventions which are so linked as to form a single 

inventive concept. 

 

第14条 出願をすること 

出願 

（5）クレームは、 

(a) 出願人が保護を求める事項を定義し、 

(b) 明確かつ簡潔であり、 

(c) 発明の説明によってサポートされ、及び 

(d) 1の発明又は単一の発明概念を構成するように関連付けられた一群の発明に関す

るものでなければならない。 

 

UKIPO’s Manual of Patent Practice, Section 14.60-14.104は、開示の充足性に関連する法

律の詳細な概要を示している。 

Section 14.72は、特許明細書は、当業者が実施するのに十分明確かつ十分完全に発明

を開示しなければならないと規定している。開示要件を充足するか否かは、発明の説

明及びクレームを含む明細書全体に基づいて判断されなければならない。ただし、開

示は、明細書に含まれている情報を補充するために共通の一般知識を用いることがで

きる当業者が解るものであればよい。 

 

英国特許庁審査実務マニュアル第14.72章 ［UKIPO’s Manual of Patent Practice, Section 14.72］ 

Section 14: The application 

Functional claims 

14.72 

The criteria for adequacy of disclosure are the same whatever the form of the claim and are not 

stricter when the claim is of functional form, that is when it is limited by result, e.g. is of the 

“No-Fume” type see 14.120, (International Business Machines Corporations Application 

[1970] RPC 542). However, where claims are defined by functional features or desirable 

results, the specification does need to provide enough instruction for the skilled person to be 

able to achieve the desired result without embarking on a research programme (see 14.69, 

14.82 and 14.87. In order to be sufficient, functional or mechanistic claims must also not be so 

ambiguous as to be unworkable see 14.76- 14.78. 

 

第14条 出願 

機能的クレーム 

14.72 

 開示が十分か否かの基準は、どんなクレーム形式の場合でも同じで、結果で限定し

たような機能的クレームの場合にはより厳しくなるということはない（IBM事件参照

（International Business Machines Corporations Application [1970] RPC 542））。しか

し、クレームが機能的特徴で限定されるか又は所望の結果によって限定される場合に

は、当業者が研究プログラムを行わなくても所望の結果に辿り着くことができるよう
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十分な教示を提供しなければならない（14.69、 14.82及び14.87を参照のこと。）。開

示が十分であるためには、機能的クレーム或いは機構的クレームは、実施可能でない

程度に曖昧であってはならない（14.76－14.78を参照のこと。）。 

 

英国特許庁審査実務マニュアル14.156章 ［UKIPO’s Manual of Patent Practice, Section 14.156］ 

Section 14: The application 

Support by the description 

14.156 

A claim may broadly define a feature in terms of its function, even where only one example of 

the feature has been given in the description, if the skilled reader would appreciate that other 

means could be used for the same function. For example, “terminal position detecting means” 

in a claim might be supported by a single example comprising a limit switch, it being obvious 

to the skilled person that eg a photoelectric cell or a strain gauge could be used instead. In 

general, however, if the entire contents of the application are such as to convey the impression 

that a function is to be carried out in a particular way, with no intimation that alternative 

means are envisaged, and a claim is formulated in such a way as to embrace other means, or 

all means, of performing the function, then objection arises. Furthermore, it may not be 

sufficient if the description merely states in vague terms that other means may be adopted, if it 

is not reasonably clear what they might be or how they might be used. 

 

第14章 出願 

詳細な説明によるサポート 

14.156 

たとえ特徴の例示が詳細な説明中に一つしかなくても、当業者である読み手が同様

の機能に他の手段が使えることが予想できれば、クレームは、機能の視点で特徴を広

く定めることができる。例えば、クレーム中の「端末位置検出手段」は、当業者にと

ってリミットスイッチの代わりに例えば光電池又は歪ゲージを使用できることが自明

であれば、リミットスイッチからなる単一の事例だけで「端末位置検出手段」をサポ

ートすることができる。しかしながら、一般に、出願書類の内容全体が、例えば、代

替手段が考案されることを示唆せずに、機能はある特定の様式で実施されるべきであ

るという印象を伝えており、クレームが他の手段又は全ての手段を包含するように明

確に表現されていれば、拒絶される。さらに、発明の説明が他の手段を採用してもよ

いと漠然とした用語で単純に述べている場合には、他の手段というものが何であるの

か、又はそれをどのように使用するのかを適度に明確にしなければ十分とは言えな

い。 
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 クレームの明確性要件 

 

英国では、クレームの明確性に関し、法律・審査基準等には、次の記載がある

（【図表－Ⅱ５（１）－９】及び【図表－Ⅱ５（１）－１０】参照）。 

 

 クレームの明確性要件に関する法律・審査基準等の一覧 

 

項目 欧州 英国 ・・・ 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

クレームの 

明確性要件 

法律 ・・・ Section 14(5)(b) of the Patents Act 1977  

一般基準 ・・・ 

UKIPO’s Manual of Patent Practice, 

Section 14.111 

Sections 14.128 – 14.129 

Section 14.130 

Section 14.132-134 

 

CS 基準 ・・・ 特になし  

機能的クレーム ・・・ 
Section 14.130 

Section 14.132-134 
 

     

【図表－Ⅱ５（１）－９】審査における明確性要件（英国） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

クレームの明確性要件に関する法律・審査基準等 

関連条文 ・Section 14(5)(b) of the Patents Act 1977 

関連審査基準等 

・UKIPO’s Manual of Patent Practice 

Section 14.111 

Sections 14.128-14.129 

Section 14.130 

Section 14.132-134 

【図表－Ⅱ５（１）－１０】明確性要件に関する法律・審査基準等 

 

 クレームの明確性要件に関する法律・審査基準等 

 

英国では、CS関連発明等の機能的クレームの明確性要件に関し、法律及び審査基準

等には、次の記載がある。Section 14(5) (b) of the Patents Act 1977は、クレームの明確性

要件を以下のとおり規定している。 

 

英国特許法第14条(5) ［Section 14(5) of the Patents Act 1977］ 

Section 14: Making of application 

Applications. 

(5) The claim or claims shall - 

(a) define the matter for which the applicant seeks protection; 

(b) be clear and concise; 

(c) be supported by the description; and 

(d) relate to one invention or to a group of inventions which are so linked as to form a single 

inventive concept. 

 

第14条 出願をすること 
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出願 

（5）クレームは、 

(a) 出願人が保護を求める事項を定義し、 

(b) 明確かつ簡潔であり、 

(c) 発明の説明によってサポートされ、及び 

(d) 1の発明又は単一の発明概念を構成するように関連付けられた一群の発明に関す

るものでなければならない。 

 

明確性は主に特許出願の審査段階に関係し、英国ではそれ自体が取消しの根拠にな

ることはない。明確性の問題は、一般に出願フェーズに英国知的財産庁審査官からの

拒絶の形で発生する。しかしながら、例えば、特許法の第75条の下での侵害手続中に

行われる特許付与後の補正の形式にも関係する。この場合、第75条(5)は、提案された

補正を許可すべきかどうか検討するに当たり、裁判所又は英国知的財産庁は、EPCに

基づく関係原則を考慮しなければならないと規定している。そのため、このような特

許付与後の補正の状況において、本報告書の他の章で述べた関連する欧州特許庁のガ

イドライン及び判例法が全て関連する。 

 

英国特許庁審査実務マニュアル14.111章 ［UKIPO’s Manual of Patent Practice, Section 14.111］ 

Section 14: The application 

Construction of the claims 

14.111 

The requirement that the claims shall be clear applies to individual claims and also to the 

claims as a whole, and is of the utmost importance in view of the function of the claims in 

defining the monopoly sought.  … If, in a particular case, the description gives the words used 

in a claim a special meaning, by explicit definition or otherwise, this should be clear from a 

reading of the claim alone; where a special meaning is given to a term or phrase in a claim by 

a definition in the description the use of some such phrase as “as hereinbefore defined” will 

reduce the risk of ambiguity. 

 

第14章 出願 

クレーム解釈 

14.111 

クレームが明確であるべきという要件は、個々のクレーム及びクレーム全体にも適

用され、追い求めた独占権を定義する上で、クレームの機能の点から見て最も重要で

ある。発明の説明がクレームで用いられた言葉に特定の意味を明確な定義によって付

与する場合、或いはその逆の場合、これはクレームを読むだけで明確となるはずであ

り、この特定の意味はクレーム中の用語又はフレーズに発明の説明での定義によって

付与され、「上で定義したとおり」のようなフレーズを用いることで曖昧さのリスク

が減少する。 
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英国特許庁審査実務マニュアル14.128章 ［UKIPO’s Manual of Patent Practice, Section 14.128］ 

Section 14: The application 

Clarity 

14.128 

A claim is bad if it contains internal contradictions. … 

 

第14章 出願 

明確性 

14.128 

 クレームは、内部矛盾があれば問題である。 

 

英国特許庁審査実務マニュアル14.129章 ［UKIPO’s Manual of Patent Practice, Section 14.129］ 

Section 14: The application 

Clarity 

14.129 

A claim should not include vague or equivocal forms of wording which leave the reader in 

doubt as to the exact scope of a feature. Examples of this are relative terms such as “thin”, 

“wide”, “strong”. If such terms appear in a claim it is usually necessary to have them either 

defined or excised. No objection arises, however, if the relative term has a recognised meaning 

in the art, eg “high-frequency amplifier”, and this is the meaning intended. … 

 

第14章 出願 

明確性 

14.129 

クレームは、曖昧又はは2つ以上の解釈が可能な用語であって、読み手に特徴の範囲

に関して疑義を抱かせるような用語を含んでいてはならない。この例に「薄い」、

「広い」、「強い」のような相対語がある。クレームにこのような相対語が出てきた

場合には、通常、それらを定義するか削除する必要がある。しかしながら、相対語が

技術上認識された意味、例えば「高周波増幅器」のような「高い」の用語を使用して

もそれを認識できる場合には、意図した意味の通りであり、拒絶されない。 

 

英国特許庁審査実務マニュアル14.130章 ［UKIPO’s Manual of Patent Practice, Section 14.130］ 

Section 14: The application 

Clarity 

14.130 

Generalising expressions such as “substantially” or (applied to numerical data) “about” should 

be construed, both as regards the extent of the monopoly and the relationship between the 

invention and the prior art, according to the subject-matter and the context. They may be 

allowable if they do not render the scope of the claims indeterminate. … 

 

第14章 出願 

明確性 

14.130 

「実質的な」や（数値データに適用される）「約」といった一般化する表現は、独占

権の範囲と発明と先行技術との間の関連性とに関して、発明の主題及び文脈を参酌し

て解釈すべきである。それら表現がクレームの範囲を不明確にしなければ認められ

る。 
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英国特許庁審査実務マニュアル14.132章 ［UKIPO’s Manual of Patent Practice, Section 14.132］ 

Section 14: The application 

Clarity 

14.132 

Expressions such as “preferably”, “for example”, “such as” or “more particularly” should be 

objected to if they cast doubt on the scope of a claim. 

 

第14章 出願 

明確性 

14.132 

「好ましい」、「例えば」、「ような」又は「特に」のような表現は、これらを用い

た結果、クレームの範囲が不明確になるのであれば拒絶される。 

 

英国特許庁審査実務マニュアル14.111章 ［UKIPO’s Manual of Patent Practice, Section 14.111］ 

Section 14: The application 

Construction of the claims 

14.111 

The requirement that the claims shall be clear applies to individual claims and also to the 

claims as a whole, and is of the utmost importance in view of the function of the claims in 

defining the monopoly sought. Each claim should be read giving the words the meaning and 

scope which they normally have in the relevant art. The claim should also be read with an 

attempt to make technical sense of it; such a reading may involve a departure from the strict 

literal meaning of the wording of the claim (see 14.114). The claims are to be interpreted 

having regard to the description and any drawings (see also 125 (/guidance/manual-of-patent-

practice-mopp/section-125-extent-of-invention/#ref125)). If, in a particular case, the 

description gives the words used in a claim a special meaning, by explicit definition or 

otherwise, this should be clear from a reading of the claim alone; where a special meaning is 

given to a term or phrase in a claim by a definition in the description the use of some such 

phrase as “as hereinbefore defined” will reduce the risk of ambiguity.  

 

第14章 出願 

クレーム解釈 

14.111 

クレームは明確でなければならないという要件はクレーム毎に適用され、各クレー

ムの全体に適用され、独占権が求められる範囲を特定する際に、明確性要件はクレー

ムの機能の視点で最も重要となる。関連技術における通常の意味でクレームの用語を

読まなければならない。また、技術的に意味があるようにクレームを読まなければな

らない。すなわち、このようなクレームの読み方は、クレームの文言を文言通りに厳

格に読むことからある意味逸れる場合がある（14.114を参照）。クレームは、詳細な

説明や図面を参酌して読むことを前提としたものである（125を参照）。特定のケー

スで詳細な説明が、明示的な定義又は別な何かでクレームで使用した用語に特定の意

味を与える場合、クレームは、クレームのみを読むことで明確であるべきである。詳

細な説明中で定義することによりクレームで使用した用語やフレーズに特定の意味を

与えることができる。例えば、「先に定義した」というようなフレーズを使用するこ

とで、複数の解釈が可能となるような曖昧さのリスクが低減される。 
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（２） 歴史的変遷 

 

 
 

 CS関連発明等の機能的クレームに関する審決・判決等及び法律として、英国では、

下記判決及び法改正が挙げられる。 

 

年 
分

類 
種別 概要 

1935 機

能 

侵害

訴訟 

No-Fume Ltd v Frank Pitchford Co Ltd, 52 RPC 231事件 

＜判決の要旨＞「[…]原則として、達成される結果でしか発明を

定義できない又はその特徴の定義を試みるクレームは許可される

べきでない。しかしながら、これらは次の場合には許可され得

る：発明がそのような用語でしか定義できない、又は、クレーム

範囲を不当に制限せずに発明をより明確に定義することができな

い。結果が、発明の説明に適切に明記された、トライアンドエラ

ー以上のものを含まない試験又は方法によって、直接及びポジテ

ィブに証明できるものである。灰皿内に投げ入れられた物体から

の煙が灰皿から出ないように考案された寸法の特定部品を有す

る、喫煙者用の灰皿についてのクレームが、発明は、開示された

寸法以外の寸法で、発明的創意工夫が関与しない実験によって実

現できるという理由で許可された。しかしながら、このタイプの

クレームは概して望ましくなく、この無発煙（No-Fume）クレー

ムが許可されたのは、単に、達成される結果とは別の明確な定義

を許さなかったためである点に留意すべきである。「となるよう

に（so that）」又は「配置は～となるようになっている（the 

arrangement being such that）」などの用語で前置きされた従属節を

含むあらゆるクレームは、この観点から特に検討する必要があ

る。」と判示した。 

1991 機

能 

侵害

訴訟 

Mentor Corp v Hollister Inc [1991] FSR 557事件 

＜判決の要旨＞「このセクションでは当業者が発明を実施できる

ことを必要とするが、当該発明は不十分さよりも前に、当該発明

を実行しようとして費やしなければならない時間と労力には制限

を設けていない。明らかに制限は設けるべきである。十分に明確

で十分に完全であるという言葉を用いたサブセクションは、実施

に必要な全ての詳細を特許明細書が述べている必要はないが、当

業者が自らの技術を用いて当該技術を実施できるように考えられ

ている。そうすることで実施に成功するはずである。調査、問い

合わせ、実験を長期間行う必要があるべきではない。当業者は、

進歩的なステップを含まず、実用的な結果を生み出すためには特

別な発見を適用することを要する普通のトライアンドエラー方法

を実施する必要があるだろう。いずれの場合も、発明の実施に必

要なステップが、実用的な結果を生むために必要かつ通常である

と当業者が認識するトライエラーの普通のステップであるかどう

かは、発明の性質に応じた事実問題である。」と判示した。 
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2008 機

能 

侵害

訴訟 

IGT/Acres Gaming Inc.’s Application [2008] EWHC 568事件 

＜判決の要旨＞「特許明細書は、当業者が実施するのに十分明確

かつ十分完全に発明を開示しなければならない。本事件にはこの

要件の次に示す主な項目が関係する： 

（i）第1段階は発明を識別することである。これはクレームを読

み、解釈することで行う； 

（ii）製品クレームの場合、それは製品を製造する、又はは入手

することを意味する； 

（iii）方法クレームの場合、それは方法を実施することを意味す

る； 

（iv）開示の充足性は、発明の説明及びクレームを含む明細書全

体に基づいて評価されなければならない； 

（v）開示は、明細書に含まれている情報を補充するために共通の

一般知識を用いることができる当業者向けである； 

（vi）明細書は、発明をクレームの全範囲にかけて実施できるよ

うに十分でなければならない； 

（vii）明細書は不当な負担なく発明を実施できるように十分でな

ければならない。」と判示した。 

2008 機

能 

侵害

訴訟 

IGT/Acres Gaming Inc.’s Application [2008] EWHC 568事件 

＜判決の要旨＞「特許クレームは「主題が許す限り」明確である

ことが望ましいはずである。文書全体の本文に十分注意すること

で、クレームの最も確実性が高い意味に到達できるであろうが、

しかし、審査の段階においてこれは十分でないだろう。より高い

基準が必要となることもある。現実に業界は多数の特許を検討し

なければならず、実務においては最も広いクレームと図面を見る

時間しかないかもしれない点を覚えておくべきである。もしもク

レームが文書全体の文脈において読んだ場合の実際の意味と事実

上矛盾する意味を含んでいると感じる場合には、読者が誤解して

いる可能性がある。したがって、そのクレームは曖昧であり、曖

昧さが回避できるものであれば、Section 14 (5) (b) of the Patents Act 

1977に基づいて異議が生じる。」と判示した。 

2010 機

能 

侵害

訴訟 

Novartis v Johnson & Johnson [2010] EWCA Civ 1039事件 

＜判決の要旨＞「試験の要は：「当業者が、不当な負担なく又発

明的技術を用いずに、クレームされた全範囲にかけて本発明を容

易に実施できるか」という点である。」と判示した。 

2012 機

能 

CS 

侵害

訴訟 

Schenck Rotec GmbH v Universal Balancing Limited [2012] EWHC 

1920事件 

＜判決の要旨＞「欧州特許には、クレームをドラフトするときの

明白な取り決めがある。製品クレームでは、結果を達成するため

の用語「装置」はほぼ常に「～に適した」を意味する。当業者は

この条約について認識しているであろう。これに関連して、「～

に適した」は、機能の実行「～が可能」又は機能の実行「～が不

可能でない」ことを意味する。これにより事実上の問題が生じ得

るが、しかし、このようなクレームを満たすために、機器は改変

なしでクレームを充足しなければならないといえる。」と判示し
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た。 

特定の機能を実行する「ための（for）」装置が、機能の実行「に

適した（suitable for）」装置とすべきであるとの議論に直面し

た。「この要求により、多数のコンピュータ関連特許が（それが

優れたものであれば）脆弱となる。また、それよりも遥かに多く

のコンピュータが、決して特許された動作を再現するように構成

されていなくても、他の特許を侵害することになる。これらのコ

ンピュータは、特許された動作を理論上再現できるという理由だ

けで侵害したとされてしまう。これは衝撃的な結果を生む。」と

判示した。 

2014 機

能 

CS 

侵害

訴訟 

Rovi Solutions Corporation & Anor v Virgin Media Ltd & Ors [2014] 

EWHC 1559事件 

＜判決の要旨＞「関連するコンピュータ機器は、特許の装置クレ

ームに記載された手順を実行することができるが、しかしそれは

特定の方法でプログラミングされた場合に限る。プログラミング

（ファームウエア、オペレーティングシステム、又は個別のソフ

トウエアプログラムのいずれでも）は物理的改変と同等である

（Qualcomm事件）。適切なプログラミングなしでは、装置は特許

の手順「～に適した」とはみなされない。」と判示した。 

2017 機

能 

 

侵害

訴訟 

Wood v CapitAInsurance Services Ltd [2017] 2 WLR 1095, at [8] to 

[15](Actavis at [58]事件 

＜判決の要旨＞「裁判所の仕事は、当事者同士が合意を表明する

ことを選択するに至った文言の客観的な意味を確認することであ

る。長年に亘って受け入れてきたことは、これが特定の条項の文

言の構文解釈のみを強調した直解主義の解釈ではなく、裁判所は

契約全体を考慮し、より広い文脈での要素を多かれ少なかれ考慮

し、その客観的な意味で解釈することである。」と判示した。 

「特許事件では、客観的な意味は、共通の一般常識を根拠とする

よりも当業者の視点で確認されるべきである。」と判示した。 

2017 機

能 

侵害

訴訟 

Actavis v Lilly [2017] UKSC 48事件 

＜判決の要旨＞「以下２つの要件を充足する場合に、装置・製

品或いは方法は特許クレームの技術的範囲に属する。１）クレー

ムの用語の通常に解釈するとクレームの範囲に属する場合。２）

クレームに記載の発明との相違が重要でない相違である場合。」

と判示した。 

2018 機

能 

侵害

訴訟 

Icescape Ltd v Ice-World International BV & Ors [2018] EWCA Civ 

2219事件 

＜判決の要旨＞「クレームにより与えられる保護範囲の決定プロ

セスにおいて、目的論的解釈が第1段階である。そして、第2段階

は非解釈的であり、クレームの通常の意味、目的論的解釈をした

時の意味から外れても、クレームからの変更が実質的に同じ効果

を実質的に同じ方法で達成する場合には、ある程度の保護を特許

権者に与える。」と判示した。 

「現段階での私見では、出願経過書類の参照は次の場合にのみ適

切であると考える。（i）特許の明細書及びクレームだけに制限し
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て検討すると争点が真に不明確であり、出願経過書類の内容によ

ってこの争点が明確に解決される場合、又は（ii）出願経過書類

の内容を無視することが公共の利益に反する場合。第1の状況

は、望ましくは自明なものであり、第2の状況は、特許権者が、

付与された自分の特許が、現在侵害であると主張している何らか

の変更例にまで範囲を拡大するために争おうとしているのではな

い旨を欧州特許庁に対して明確にした場合の話となる。」と判示

した。 

2018 機

能 

侵害

訴訟 

 L'Oréal SA v RN Ventures Ltd [2018] EWHC 173事件 

＜判決の要旨＞「審査経過の参照は例外でありルールではない点

が重要である。」と判示した。 

2019 機

能 

侵害

訴訟 

Regen Lab SA v Estar Medical Ltd & Ors [2019] EWHC 63事件 

＜判決の要旨＞「目的論的解釈にどうアプローチするかをさらに

検討する。裁判所の仕事は、当事者同士が合意を表明することを

選択するに至った文言の客観的な意味を確認することである。長

年に亘って受け入れてきたことは、これが特定の条項の文言の構

文解釈のみを強調した直解主義の解釈ではなく、裁判所は契約全

体を考慮し、より広い文脈での要素を多かれ少なかれ考慮し、そ

の客観的な意味で解釈することである。」と判示した。 

 

 
 

CS関連発明等の機能的クレームに関する審査基準等に関し、英国では、近年、下記

審査基準等が改訂されている。 

 

年 分類 種別 概要 

2017 一般 基準等 Section 125: Extent of invention  

General approach to construction  

クレーム解釈の一般的手法の判例を反映・一部変更 

2018 一般 基準等 Section 125: Extent of invention  

General approach to construction  

サポート要件の判例を反映・一部変更 

2019 一般 基準等 Section 125: Extent of invention  

General approach to construction  

クレーム解釈の一般的手法の判例を反映・一部変更 
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（６）  Illumina v PremAItha [2017] EWHC 2930  
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（２６） International Business Machines Corporations Application [1970] RPC 542 
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 英国では、機能的クレームに関して、原則、達成される結果で発明又はその特徴を

定義するクレームは、認められていない。 

しかし、発明がそのような達成される結果でしか定義できない場合、又はクレーム

の範囲を不当に制限せずに発明をより明確に定義することができない場合には、達成

される結果で発明或いは発明の特徴を定義するクレームであっても、特許にされ得

る。 

ただし、このようなクレームが許可され得るのは、結果が発明の詳細な説明に適切

に明記され、試行錯誤以上のものを含まない試験又は方法によって、直接及び肯定的

に証明できる場合であり、クレームは曖昧又は2つ以上の異なる解釈が可能な用語であ

って、読手にクレームの範囲に関して、疑義を抱かせるような用語を含んではならな

い（例えば「No-Fume事件」を参照）。 

 

英国の侵害訴訟において、機能的クレームに関する解釈のまとめは、次の【図表－

Ⅱ５（３）－１】に示すとおりである。 

 

国 機能的クレームに関する解釈（侵害訴訟） 

英国 

機能的クレームについては「発明により達成される結果によって特定若しく

はその特徴を定める用語でしか発明を定義できない場合、又は、クレーム範

囲を不当に制限せずに発明をより明確に定義することができない場合」に認

められるものであり（UKIPO’s Manual of Patent Practice, Section 14.120）、そも

そも機能的クレーム自体が認められ難い。 

【図表－Ⅱ５（３）－１】侵害訴訟での機能的クレームに関する解釈（英国） 
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判例法 

 

クレーム解釈に関する判例法につき、主要判例に基づいて説明する。 

 

Actavis事件315において、英国最高裁判所が2017年に下した判決で、クレーム解釈に関

する判例法が変わった。 

Actavis事件316で、裁判所は以下2つの要件を充足する場合に、装置・製品或いは方法

は特許クレームの技術的範囲に属すると判示した。 

1）クレームの用語の通常に解釈するとクレームの範囲に属する場合、 

2）クレームに記載の発明との相違が重要でない相違である場合。 

 

Icescape事件317は、Actavis事件318の判決後の最初の重要な事件であった。Icescape事件
319において裁判官は、クレームの解釈に関して以下のように述べている。 

「したがって、観念上の読み手の視点から考慮すると、解釈と保護範囲に対する全て

のアプローチは以下のステップを含む：  

i）変形例は通常の解釈の適用時にクレームを侵害しているのか。この回答が「ノー」

の場合には： 

ii）その場合であっても変形例は、それが非本質的な道筋で発明を変形したという理由

によって侵害しているのか。これは次の3つの質問を問うことで決定される： 

a）特許クレームの通常の意味の範囲内になくとも、その変形例は、発明と実質的に同

一の結果を実質的に同一の方法で達成するのか、すなわち特許が開示した発明的概念

を達成するのか。 

b）変形例が発明と実質的に同一の結果を達成することを知りながら優先日に特許明細

書を読んだ当業者にとって、これが発明と実質的に同一の方法によって達成すること

が自明であるか。 

c）特許明細書の読み手は、特許クレームの文言通りの意味に厳格に従うことが発明の

必須要件であると特許権者が意図していると結論付けるか。 

当然ながら、通常解釈上は侵害でない事件において侵害を証明するためには、特許権

者は上記の質問（a）、（b）に対する回答が「イエス」、質問（c）に対する回答が

「ノー」となることを証明する必要がある。」 

裁判官はさらに以下のように付け加えた。 

「Actavis事件320における最高裁の判決から現時点で明らかに言えることは、クレーム

により与えられる保護範囲の決定プロセスにおいて、目的論的解釈が第1段階である。

そして、第2段階は非解釈的であり、クレームの通常の意味、目的的解釈をした時の意

味から外れても、クレームからの変更が実質的に同じ効果を実質的に同じ方法で達成

する場合には、ある程度の保護を特許権者に与える。」 

これは、Actavis事件321の判断手法の第1段階で参照された「通常の解釈（均等論的で

                                                 
315 Actavis v Lilly [2017] UKSC 48 
316 Id. 
317 Icescape Ltd v Ice-World International BV & Ors [2018] EWCA Civ 2219 
318 Actavis v Lilly [2017] UKSC 48 
319 Icescape Ltd v Ice-World International BV & Ors [2018] EWCA Civ 2219 
320 Actavis v Lilly [2017] UKSC 48 
321 Id.  
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ない解釈）」が目的論的解釈であることを確立した。これは、Illumina事件322にも採用

されたアプローチである。 

 

Regen Lab事件323では、裁判官はこの目的論的解釈にどうアプローチするかをさらに

検討する必要があった。裁判官は次のように述べている。 

「これは、Wood事件324でホッジ卿（Lord Hodge）が説明した原則の下での契約の解

釈と、決して同一ではないが、その解釈手法と同系の手法で対処されるべきであ

る」。 

ホッジ卿は次のように述べている。 

「裁判所の仕事は、当事者同士が合意を表明することを選択するに至った文言の客

観的な意味を確認することである。長年に亘って受け入れてきたことは、これが特

定の条項の文言の構文解釈のみを強調した直解主義の解釈ではなく、裁判所は契約

全体を考慮し、より広い文脈での要素を多かれ少なかれ考慮し、その客観的な意味

で解釈することである。」 

「特許事件では、客観的な意味は、共通の一般常識を根拠とするよりも当業者の視

点で確認されるべきである。」 

 

GeneriCS(UK)事件325では、Actavis事件326での侵害の評価とは対照的に、新規性の評価

となった場合に、Actavis事件327で確立された一般原則がクレームの解釈にも同等に適用

されるのかどうかが判断された。裁判官は被告側による以下の陳述に同意した。 

「先行文献に開示の主題を実施したとしたらクレームを必然的に侵害することにな

るから、そのクレームは先行文献により新規性を欠くとすることは、法的には失当

である。むしろ、適正なクレーム解釈の下でクレームの範囲に属する主題を先行文

献が開示していたらそのクレームは新規性を欠くということである。先行文献に開

示の主題が均等論の適用下でクレームを侵害することは十分ではない。」 

しかしながら、この問題は議論の余地があり、控訴裁判所又は最高裁判所では未だ

検討されたことがなく、未解決問題のものとして考えられている。例えば、Liqwd事件
328の裁判官は、侵害を判断するのと同じくらい特許権の有効性を判断する際にもより広

いクレームの範囲の下で判断すべきとの主張を受け入れる余地があることを述べてい

る。 

 

L'Oréal SA事件329において、Actavis事件330で最初に生じた問題を検討しており、クレ

ームの範囲を均等論の文脈において画定しようとする上で、特許の審査経過を参照す

ることが許容されるかどうかが議論された。L'Oréal SA事件331では、Actavis事件332の裁

判官は以下のように述べた： 

「現段階での私見では、出願経過書類の参照は次の場合にのみ適切であると考え

る。（i）特許の明細書及びクレームだけに制限して検討すると争点が真に不明確で

                                                 
322 Illumina v PremAItha [2017] EWHC 2930 
323 Regen Lab SA v Estar Medical Ltd & Ors [2019] EWHC 63 
324 Wood v CapitAInsurance Services Ltd [2017] 2 WLR 1095, at [8] to [15](Actavis at [58] 
325 GeneriCS (UK) Ltd trading as Mylan v Yeda Research and Development [2017] EWHC 2629 
326 Actavis v Lilly [2017] UKSC 48 
327 Id. 
328 Liqwd v L’Oreal [2018] EWHC 1394 
329 L'Oréal SA v RN Ventures Ltd [2018] EWHC 173 
330 Actavis v Lilly [2017] UKSC 48 
331 L'Oréal SA v RN Ventures Ltd [2018] EWHC 173 
332 Actavis v Lilly [2017] UKSC 48 
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あり、出願経過書類の内容によってこの争点が明確に解決される場合、又は（ii）出

願経過書類の内容を無視することが公共の利益に反する場合。第1の状況は、望まし

くは自明なものであり、第2の状況は、特許権者が、付与された自分の特許が、現在

侵害であると主張している何らかの変更例にまで範囲を拡大するために争おうとし

ているのではない旨を欧州特許庁に対して明確にした場合の話となる。」 

 

Actavis事件333後、クレームの範囲を正確に理解するために審査経過の詳細な検討が必

要となるかもしれないという懸念があった。 

 

L‘Oréal事件334において、裁判官はクレームの範囲を正確に理解するために審査経過

の詳細な検討が必要となるかもしれないという懸念を払拭しようと、「審査経過の参

照は例外でありルールではない点が重要である。」と述べた。 

 

Rovi Solutions Corporation事件335では、裁判官は、クレームの機能的文言に関する特

定の問題を扱った。具体的には、特定の機能を実行する「ための（for）」装置が、機

能の実行「に適した（suitable for）」装置とすべきであるとのクレーム解釈の問題を検

討した。 

裁判官はこの解釈の採用を拒否した。その際に次のように述べた。 

「この要求により、多数のコンピュータ関連特許が（それが優れたものであれば）

脆弱となる。また、それよりも遥かに多くのコンピュータが、決して特許された動作

を再現するように構成されていなくても、他の特許を侵害することになる。これらの

コンピュータは、特許された動作を理論上再現できるという理由だけで侵害したとさ

れてしまう。これは衝撃的な結果を生む。」 

裁判官は続いて、Qualcom事件336を引用し、この事件の裁判官が、「特許の目的に適

した」ように物理的改変が必要であるかもしれない又は必要でないかもしれない装置

の文脈における表現を検討し、次のように述べた。 

判決文の段落第73で．「それでも、特定の用語の意味を、権利範囲を決めるための

言葉に落とし込むための解釈の原則には十分注意する必要がある。この特定の事件で

はより重要であるが、「～に適した」の意味を飛躍させすぎないことが重要であ

る。」欧州特許第0,629,324号のQualcom事件で、Thomas Hinchliffe氏と共にQualcommを

弁護したAntony Watson氏（勅撰弁護士）は、「装置はただ電源を切ったからといって

侵害をやめない。・・・したがって、パンをトーストする装置は電源に接続されてい

てもいなくても侵害する。これは単なる一例で、ある特定の機能を実行するべく簡単

に改変できるなら、装置はやはりその機能の実行に適していることになるという一般

原則が存在する。給電するだけでよいならクレームは侵害されるだろう。しかし、

「装置の改変は「～適した」が意図するものではない。」 

判決文の段落第74で．「Silverleaf氏は正しいと考えます。トースターに給電しても装

置は変化しません。単に既にある装置を使用するだけです。それぞれの事件における

論点は、装置が、そのままの状態で、そのように使用するのに適しているかどうかで

す。もし装置を使用する前に物理的に改変しなければならないのなら、一見したとこ

ろでは使用に適しておらず、侵害に該当しない。」と付記している。 

 

                                                 
333 Id. 
334 L'Oréal SA v RN Ventures Ltd [2018] EWHC 173 
335 Rovi Solutions Corporation & Anor v Virgin Media Ltd & Ors [2014] EWHC 1559 
336 Qualcom Inc v Nokia Corp [2008] EWHC 329 
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Rovi Solutions事件337において、裁判官は、関連するコンピュータ機器について次のよ

うに述べた。 

「関連するコンピュータ機器は、特許の装置クレームに記載された手順を実行する

ことができるが、しかしそれは特定の方法でプログラミングされた場合に限りま

す。プログラミング（ファームウエア、オペレーティングシステム、又は個別のソ

フトウエアプログラムのいずれでも）は物理的改変と同等である（Qualcomm事

件）。適切なプログラミングなしでは、装置は特許の手順「～に適した」とはみな

されない。」 

 

Schenck Rotec GmbH事件338において、裁判官はこの問題についてと、設計者及び／又

は侵害者の意図に関連性があるかについてさらに考慮した。 

「欧州特許には、クレームをドラフトするときの明白な取り決めがある。製品クレ

ームでは、結果を達成するための用語「装置」はほぼ常に「～に適した」を意味す

る。当業者はこの取り決めについて認識しているだろう。これに関連して、「～に適

した」は、機能の実行「～が可能」又は機能の実行「～が不可能でない」ことを意味

する。これにより事実上の問題が生じ得るが、しかし、このようなクレームを満たす

ために、機器は改変なしでクレームを充足しなければならないといえる。 

「～に適した」の問題は、使用クレームと方法クレームのどちらを考慮しているか

で異なる。1つにはクレームをドラフトするときの取り決めが使用クレームと方法クレ

ームとで異なるが、しかし、いずれにしても考慮すべき事項自体が異なる。例えば、

製品を製造する方法についてのクレームでは、ある意図があって方法を実行する人が

恐らく存在する。「あらかじめ設定した」又は「所定の」のような用語は、「～に適

した」から生じる問題とは異なる問題を引き起こす。 

 

No-Fume事件339及びBL O/031/17審判事件340は特許実務マニュアルにおいて検討されて

おり、パラグラフ14.120には役立つ概要が記載されている。 

「［…］原則として、達成される結果でしか発明を定義できない若しくはその特徴

の定義を試みるクレームは許可されるべきでない。しかしながら、これらは次の場

合には許可され得る：発明がそのような用語でしか定義できない、又は、クレーム

範囲を不当に制限せずに発明をより明確に定義することができない。結果が、発明

の説明に適切に明記された、トライアンドエラー以上のものを含まない試験又は方

法によって、直接及びポジティブに証明できるものである。No-Fume事件341事件で

は、灰皿内に投げ入れられた物体からの煙が灰皿から出ないように考案された寸法

の特定部品を有する、喫煙者用の灰皿についてのクレームが、発明は、開示された

寸法以外の寸法で、発明的創意工夫が関与しない実験によって実現できるという理

由で許可された。しかしながら、このタイプのクレームは概して望ましくなく、こ

の無発煙（No-Fume）クレームが許可されたのは、単に、達成される結果とは別の

明確な定義を許さなかったためである点に留意すべきである。「となるように（so 

that）」又は「配置は～となるようになっている（the arrangement being such that）」

などの用語で前置きされた従属節を含むあらゆるクレームは、この観点から特に検

討する必要がある。BL O/031/17審判事件342では、聴聞官は、航空機客室用の座席組

                                                 
337 Rovi Solutions Corporation & Anor v Virgin Media Ltd & Ors [2014] EWHC 1559 
338 Schenck Rotec GmbH v Universal Balancing Limited [2012] EWHC 1920 
339 No-Fume Ltd v Frank Pitchford Co Ltd, 52 RPC 231[1935] 
340 BL O/031/17 
341 No-Fume Ltd v Frank Pitchford Co Ltd, 52 RPC 231[1935] 
342 BL O/031/17 
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立体を定義するクレームを考察した。このクレームは、座席どうしの間に乗客出入

り通路が作られるという結果によって定義された。聴聞官は、達成される結果を参

照せずにこの発明を定義することが可能であると考えたが、これ以外の方法で発明

を定義することは、独占権を不当に制限することになる。」 

 

 
 

 クレームの明確性要件に関する審決・判決 

 

Kirin-Amgen事件343では、明確性の欠如はそれ自体が取消しの理由にならないため

（上述のとおり）、法廷は明確性の欠如と開示の不十分さとの間の境界を考慮した。 

Kirin-Amgen事件の裁判官はこの問題と直面した際に次のように述べた： 

「（第一審の）裁判官は明確性の欠如によって明細書が不十分になったと判断し

た。それは単に疑わしい事件を上級裁判所に投げただけでなく、被疑侵害製品がク

レームの範囲内に入るかを判断できなくした。本発明は「当業者によって実施され

るのに十分明確かつ十分完全に」開示されなかった：Section 72(1)(c)。 

控訴裁判所はこれに同意しなかった。 

SDS-PAGEで、uEPOをeEPOに対して試験するためには十分であると述べた。どの

uEPOかを特定しなかったこと、また、1つのuEPOを選択することでその製品がクレー

ム範囲内に含まれ、他の製品はクレーム範囲外になるという事実が、「不十分さに見

せかけた明確性の欠如」である。 

私としては、これは正しいとは思わない。 

クレームには酸を使用しなければならないとあり、明細書又は文脈内にはどの酸か

が明記されていなければ、発明はいずれかの酸を用いれば成功するだろうが、その他

の酸では成功しないということで、どの酸で成功するのかを知るにはより広範な実験

を要するため、私見では、これは単なる明確性の欠如ではなく、不十分さである。明

確性の欠如は、単に成功するものとしないものとの間にぼやけた境界を作り出すだけ

ではない。どの成分が必要なのかを見つけるまでは当該の発明を成功させることが完

全に不可能となる。」 

 

Sandvik事件344は、単純に明確性の欠如と不十分さとの間のラインの超越を例証する

別の例を提供する。 

明細書中に、基準に対して測定した値への言及があるが、幅広く使用される2つの共

通基準のうちのどちらを特許権者が使用したのかについての開示はない。これは不十

分さであり、単に明確性の欠如ではない。 

 

IGT/Acres事件345は、コンピュータで実施される発明及びビジネス方法において明確

性の問題が重要であることを例証している。 

特に、この事件は、明細書の文脈の詳細な分析がなくてもクレームが十分に明確で

あることの望ましさを考慮している。裁判官は次のように説明した： 

 

「特許クレームは「主題が許す限り」明確であることが望ましいはずである。文書

全体の本文に十分注意することで、クレームの最も確実性が高い意味に到達できる

であろうが、しかし、審査の段階においてこれは十分でないだろう。より高い基準
                                                 
343 Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel [2005] RPC 9 
344 Sandvik Intellectual Property AB v Kennametal UK Ltd [2011] EWHC 3311 
345 IGT/Acres Gaming Inc.’s Application [2008] EWHC 568 
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が必要となることもある。現実に業界は多数の特許を検討しなければならず、実務

においては最も広いクレームと図面を見る時間しかないかもしれない点を覚えてお

くべきである。もしもクレームが文書全体の文脈において読んだ場合の実際の意味

と事実上矛盾する意味を含んでいると感じる場合には、読み手が誤解している可能

性がある。したがって、そのクレームは曖昧であり、曖昧さが回避できるものであ

れば、Section 14 (5) (b) of the Patents Act 1977に基づいて異議が生じる。」 

 

Nikken事件346は、機能的クレーム文言との潜在的な関連性の問題：発明の目的の範囲

を参照することで、クレーム内の言葉の意味を適格化及び説明することができる範囲

について議論している。 

提示されている実施例は、オーバヘッドプロジェクタ用のスライドをマスキングす

る（覆う）ように設計された製品に関連する「不透明」の意味を決定するために、発

明の全体の目的に頼っている。 

裁判官は、不透明度を構成する補助としてマスキング機能を使用することは許容で

きるとの事実認定を認めた。 

しかしながら裁判官は、これは明確性が十分な場合にのみ当てはまるとして、次の

ように述べた： 

「発明の目的を参照することで言葉の意味を適格化する又は広げるのであれば、そ

れらの目的が明確である必要がある。そうでないと、技術に精通しているが想像力

に欠ける読み手は混乱するだろう。特許はこのような読者の目を通して読まれなけ

ればならない。解釈のプロセスは不確実性をもたらすためのものであってはならな

い。」 

 

Nikken事件347の裁判官は、ある事件において、クレームの範囲を決定するには明確性

が不十分な目的に直面したことがあるとした。 

しかし、Folding事件348では、目的が十分に明確であることに満足した。どちらの場

合も自己の事実によってひっくり返るが、重要なのは目的の明確性の質問である。 

 

明確性は英国法の下での開示の実施可能要件又はサポート要件の問題でもある。明

確性に関連する更なる事件について以下おいて説明する。 

  

                                                 
346 Nikken Kosakusho Works v Pioneer Trading Co. [2006] FSR 4 
347 Id. 
348 Folding AttiCStAIrs Ltd v Loft StAIrs Co. Ltd. [2009] FSR 24 
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 サポート要件に関する審決・判決 

 

英国の判例法では、サポート要件と実施可能要件を一緒に判断する手法を取るため

項目を分けずに以下説明する。 

 

Eli Lilly事件349は、十分な開示／実施可能要件が存在するかどうかを評価する際に用

いられる原則の有益な概要を提供している。 

 

「特許明細書は、当業者が実施するのに十分明確かつ十分完全に発明を開示しなけれ

ばならない。本事件にはこの要件の次に示す主な項目が関係する： 

（i）第1段階は発明を識別することである。これはクレームを読み、解釈することで

行う； 

（ii）製品クレームの場合、それは製品を製造する、又は入手することを意味する； 

（iii）方法クレームの場合、それは方法を実施することを意味する； 

（iv）開示の充足性は、発明の説明及びクレームを含む明細書全体に基づいて評価さ

れなければならない； 

（v）開示は、明細書に含まれている情報を補充するために共通の一般知識を用いるこ

とができる当業者向けである； 

（vi）明細書は、発明をクレームの全範囲にかけて実施できるように十分でなければ

ならない； 

（vii）明細書は不当な負担なく発明を実施できるように十分でなければならない。」 

 

Zipher事件350、及びSandvik事件351のような事件は、特許は次の3つのうち1つでも不十

分である場合に無効であるという、現在確立されているルールを確認した。 

これら3つの異なるアプローチは特許法に規定されていないが、この判例法から発生

したものである。 

（i）実施可能要件／不当な負担（「クラシカルな」不十分さ（‘classical’ 

insufficiency）としても知られる） 

（ii）曖昧さ 

（iii）クレームの過度な広がり（「バイオゲン」不十分さ（Biogen insufficiency）とし

ても知られる） 

 

以下をそれぞれ検討する： 

（i）「クラシカルな」不十分さ（‘classical’ insufficiency）は、Mentor Corp事件352で説

明されており、裁判官は次のように述べている： 

「このセクションでは当業者が発明を実施できることを必要とするが、当該の発明

は不十分さよりも前に、当該の発明を実行しようとして費やさなければならない時

間と労力には制限を設けていない。明らかに制限は設けるべきである。十分に明確

で十分に完全であるという言葉を用いたサブセクションは、実施に必要な全ての詳

細を特許明細書が述べている必要はないが、当業者が自らの技術を用いて当該技術

を実施できるように考えられている。そうすることで実施に成功するはずである。

調査、問い合わせ、実験を長期間行う必要があるべきではない。当業者は、進歩的

なステップを含まず、実用的な結果を生み出すためには特別な発見を適用すること

                                                 
349 Eli Lilly & Co. v Human Genome Sciences, Inc. [2008] EWHC 1903 (Pat) [2008] RPC 29 
350 Zipher Ltd v Markem Systems Ltd [2009] FSR 1 
351 Sandvik Intellectual Property AB v Kennametal UK Ltd [2011] EWHC 3311 
352 Mentor Corp v Hollister Inc [1991] FSR 557 
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を要する普通のトライアンドエラー方法を実施する必要があるだろう。いずれの場

合も、発明の実施に必要なステップが、実用的な結果を生むために必要かつ通常で

あると当業者が認識するトライアンドエラーの普通のステップであるかどうかは、

発明の性質に応じた事実問題である。」 

 

この原則は、Novartis事件353において次のように要約されている。 

「試験の要は：「当業者が、不当な負担なく又発明的技術を用いずに、クレームさ

れた全範囲にかけて本発明を容易に実施できるか」という点である。」 

 

（ii）曖昧さによる不十分さは一般に、クレームがパラメータを指定しているがその測

定方法を指定しておらず、種々の測定方法が種々の結果を固有に生み出してしま

う場合に生じる。 

 

Actavis v Icos [2016] EWHC 1955事件では様々な事件を考察及び要約し、このタイプ

の不十分さを説明しており、役に立つ。 

 

「GeneriCS v Yeda [2012] EWHC 1848(Pat)において、Arnold J氏は次のように述べた： 

「…一方で解釈が難しい又は「ぼやけた境界」（Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion 

Roussel Ltd [2004] UKHL 46, [2005] RPC 9 at [126]での、ホフマン卿による発言におけ

る）を有するクレームを、他方で真に曖昧なクレームから区別することが必要であ

る。クレームは解釈が難しいというのが残念ながら一般的ではあるが、それでも法

廷はそうしたクレームに発明者の目的を持った実用的な意味を与えるよう努める。

また、クレームの完全体は何らかの度合いの問題又は不正確な機能的限定を含んで

いることから、クレームがぼやけた境界を有することも一般的である。これ自体は

異議の原因にならないことが証明されている。クレームが真に曖昧で、製品又は方

法が侵害に当たるかどうかを決定するための適切な試験が何なのかが不明確な場合

には、クレームは十分にサポートされていない。」 

 

［この事件では、曖昧さは事実に基づき拒絶された。］ 

全ての分析をまとめると、クレームがしばしば解釈が難しいことには同意する。時

にこうした難しさは回避可能な曖昧さによるものであり、これについて特許権者は同

情されるべきではないが、しかし、発明を言葉で説明しようと努力することが常に容

易な作業でないことも原因となっている。さらに、クレームの曖昧な境界が存在する

こと自体では拒絶の理由にはならないとするArnold J氏の意見にも同意する。曖昧な境

界を持つクレームと真に不明確なクレームは区別できる。真に不明確なクレームがこ

れまでに近代法において認識されてきた事実（Kirin-Amgen Sandvik v Kennametal [2011] 

EWHC 3311 (Pat)）は、製品又は方法がクレーム内に含まれるかどうかを知るために技

術試験を実施することに依存したものである。当業者は適切な試験を実施しているの

かどうか知ることができなければ、そのクレームは真に曖昧であり、したがって不十

分である。 

 

（iii）クレームの過度な広がり（以下で参照する判例から「バイオゲン」不十分さ 

（Biogen insufficiency）としても知られる）。 

 

Regeneron Pharmaceuticals v Kymab Ltd [2018] EWCA Civ 671事件において、裁判官

                                                 
353 Novartis v Johnson & Johnson [2010] EWCA Civ 1039 
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は、Kirin Amgen and Biogen Inc v Medeva plc [1997] RPC 1事件の判例レビューを行っ

た。 

（i）クレームによって定義されるとおりの特許独占権の範囲は、その開示が正当化さ

れるために行った技術分野に対する技術的貢献と一致しなければならない。 

（ii）明細書は、クレームされた独占権の範囲全てで発明が実施可能でなければならな

い。しかし、発明が一般的な適用が可能な原則を開示する場合には、クレームは

これに相当する範囲で、一般用語で書かれていてもよい。 

（iii）特許権者が有益な効果を持つ新たな製品を発見したが、その効果が同等クラス

の他の製品と共用する共通の原則の存在を立証できない場合には、特許権者は

そのクラスについてではなく、その製品について特許を得る権利を有する。し

かし、そのクラスに共通の有益な特徴を開示した場合には、特許権者がたとえ

そのうちの1つか2つしか製造していなくとも、そのクラスの全ての製品への特

許を得る権利を有する。 

（iv）クレームの範囲の広さが発明において具現化される技術分野に対する技術的貢

献を超える場合がある。特許は、1つの製品を実施可能であるがこれを含む範囲

の広いクラスの製品を製造できる場合、当該特許が実施可能でない結果をクレ

ームし、このような他の製品の製造を可能にする原理を開示しなくてよい。又

は、1つの方法のみが実施可能であり、当該発明を使用せずにその結果を達成す

る他の方法を想定できる場合には、結果を達成するためのあらゆる方法をクレ

ームしてよい。 
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（４） その他の動向 

 

 
 

英国では、判例を反映させるため、英国特許実務マニュアルが頻繁に改訂される。

近年では、次の【図表－Ⅱ５（４）－１】に示す改訂が行われた。 

 

項目 
欧

州 英国 ・・・ 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

CS 関連発

明又は記

載要件に

関する基

準等につ

いての 

近年の動

向 

（2017 年 

以降) 

2017 年 

基準等の改訂 
・・・ 英国特許実務マニュアルの改訂 ・・・ 

201８年 

基準等の改訂 
・・・ 英国特許実務マニュアルの改訂 ・・・ 

20１９年 

基準等の改訂 
・・・ 英国特許実務マニュアルの改訂 ・・・ 

その他動向 ・・・ 
Artificial Intelligence - a worldwide 

overview of AI patents354 
・・・ 

【図表－Ⅱ５（４）－１】CS関連発明又は記載要件に関する審査基準等の動向 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

  

                                                 
354 #Artificial Intelligence - a worldwide overview of AI patents”, UKIPO, https://www.gov.uk/government/publications/artificial

-intelligence-a-worldwide-overview-of-ai-patents［最終アクセス日：2020年3月16日］ 

https://www.gov.uk/government/publications/artificial-intelligence-a-worldwide-overview-of-ai-patents
https://www.gov.uk/government/publications/artificial-intelligence-a-worldwide-overview-of-ai-patents
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 ドイツ 
 

 法律、審査基準等 

 

 
 

 全体概要 

 

ドイツでは、CS関連発明も、機能的クレームも、認められている。審査段階におい

て、機能的クレームは、原則として、クレームの記載に基づいて解釈される（【図表

－Ⅱ６（１）－１】参照）。 

 

項目 英国 ドイツ ・・・ 

CS 関連発明等の定義 ・・・ 特になし ・・・ 

CS 関連発明等が特許可能な 

発明として認められるか 
・・・ ○ ・・・ 

機能的クレームが認められるか ・・・ ○ ・・・ 

機能的クレ

ームの解釈 

審査段階) 

機能的クレーム

固有の解釈につ

いての法律 

・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム

の判定テスト 
・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム

の許容条件 
・・・ 特になし  ・・・ 

機能的クレーム

の解釈基準 

・・・ クレームの記載 ・・・ 

・・・ Section 14 of the German patent statutes 

Section 2.3 of the Guidelines for examiner 
・・・ 

     

【図表－Ⅱ６（１）－１】CS関連発明及び機能的クレーム（ドイツ） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 
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 記載要件に関する法律・審査基準等の概要 

 

ドイツでは、CS関連発明等の機能的クレームの記載要件について、主として、次の

法律・審査基準等が関連する（【図表－Ⅱ６（１）－２】参照）。 

 

項目 英国 ドイツ ・・・ 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

実施可能 

要件 

法律 ・・・ 
Section 34(4) of the German patent 

statutes 
・・・ 

一般基準 ・・・ 
Section 2.3.3.1 of the Guidelines for 

examiner 
 ・・・ 

CS 基準 ・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム ・・・ 特になし ・・・ 

サポート 

要件 

法律 ・・・ 特になし ・・・ 

一般基準 ・・・ 特になし ・・・ 

CS 基準 ・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム ・・・ 特になし ・・・ 

クレームの 

明確性要件 

法律 ・・・ 特になし  

一般基準 ・・・ 
Section 2.3.3.6 of the Guidelines for 

examiner 
 

CS 基準 ・・・ 特になし  

機能的クレーム ・・・ 特になし  

     

【図表－Ⅱ６（１）－２】審査における記載要件（ドイツ） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

 
 

 CS関連発明の定義等 

 

ドイツでは、CS関連発明の定義について公表された法律及び基準等は、存在しな

い。 

 

 CS関連発明の保護適格 

 

ドイツでは、コンピュータにおいて実行される方法、コンピュータ読取可能な記憶

媒体、及びコンピュータ装置に関連するクレームは、ドイツ特許法の下で特許可能で

あると長きにわたって判断されてきた。Section 1(3)4 of the German patent statutesは、コ

ンピュータのプログラムはSection 1(3)4 of the German patent statutesの意味における発明

と見なされず、従って、特許性から除外されると述べているが、この除外は、方法と

して表現されたコンピュータプログラム「それ自体」（第1条（4））にのみ適用され

る（BGH 27.03.2018 – X ZB 11/98; 審査基準のセクション3.2.2）。 

コンピュータプログラムは、それらが技術的性質を有さない場合に、特許可能でな

い主題に関係するとみなされる (欧州特許庁 BoA decision T 11373/97審決) 。コンピュ

ータプログラム自体が技術的でない場合、方法のクレームの文脈においてクレームす

ること、又はコンピュータプログラムをコンピュータ若しくはコンピュータプログラ

ムを格納する記憶媒体の文脈においてクレームすることによって技術性を認めさせる
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ことは、コンピュータ及びコンピュータプログラムを格納する記憶媒体は本質的に技

術的であるが、不可能である。この点で、ドイツの特許の実務は、欧州の実務と異な

る。 

 

 
 

 概要 

 

CS 関連発明及び機能的クレームは、認められてきた経緯がある。 

CS 関連発明及び機能的クレームについて、公表された法律及び基準等は、存在して

いない。 

 

 審査段階におけるクレーム解釈 

 

ドイツでは、審査段階におけるクレーム解釈に関し、法律・審査基準等には、次の

記載がある（【図表－Ⅱ６（１）－３】及び【図表－Ⅱ６（１）－４】を参照）。 

 

 クレーム解釈に関する法律・審査基準等の一覧 

 

クレーム解釈に関する法律・審査基準等 

関連条文 ・Section 14 of the German patent statutes 

関連審査基準等 ・Section 2.3 of the Guidelines for examiner 

【図表－Ⅱ６（１）－３】クレーム解釈に関する法律・審査基準等 

 

項目 英国 ドイツ ・・・ 

機能的クレ

ームの解釈 

審査段階) 

機能的クレーム

固有の解釈につ

いての法律 

・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム

の判定テスト 
・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム

の許容条件 
・・・ 特になし  ・・・ 

機能的クレーム

の解釈基準 

・・・ クレームの記載 ・・・ 

・・・ Section 14 of the German patent statutes 

Section 2.3 of the Guidelines for examiner 
・・・ 

【図表－Ⅱ６（１）－４】審査における機能的クレームの解釈（ドイツ） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

 クレーム解釈に関する法律・審査基準等 

 

Section 14 of the German patent statutes によれば、「特許及び特許出願によって与えら

れる保護の範囲は、特許クレームによって決定される。なお、明細書及び図面が、特

許のクレームを解釈するために使用される」と述べている。この文言は、Article 69(1) 

EPCの文言と同一である。 

ドイツ連邦裁判所（BGH）が、付与された欧州特許のドイツにおける検証であって
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も、又はドイツ特許商標庁によって付与されたドイツ特許であっても、ドイツにおい

て有効な特許クレームの解釈に、Article 69 EPCの解釈のための手順を適用することが

できると判示している（BGH, GRUR 86, 803, Formstein）。Article 69 EPCのための手順

は、次のように述べられている： 

 

「Article 69 EPCを、『欧州特許によって与えられる保護の範囲を、クレームにおい

て用いられた言葉の厳密な文字どおりの意味によって定められる範囲と理解すべきで

あり、明細書及び図面は、クレームにおいて見られる曖昧さを解消する目的でのみ使

用される』という意味に解釈してはならない。しかしながら、『クレームは指針とし

て役立つだけであり、与えられる実際の保護が、当業者による明細書及び図面の検討

から、特許権者が企図していた内容まで広がり得る』という意味に解釈してもいけな

い。むしろ、［Article 69 EPC］特許権者のための公正な保護を第三者のための妥当な

法的確実性の程度と組み合わせるこれらの両極端の間の立場を定めていると解釈され

るべきである」 

 

Section 2.3 of the Guidelines for examinerでは、「特許性の審査は、通常は、明細書及

び図面を参照し、全体としてのクレームの意味及び発明の主張する結果の実行への

個々の特徴の寄与を判断する当業者の観点からのクレームの解釈を必要とする（BGH 

GRUR 2012, 1124 Polymerschaum）と述べている。 
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 実施可能要件 

 

ドイツでは、実施可能要件に関し、法律・審査基準等には、次の記載がある（【図

表－Ⅱ６（１）－５】及び【図表－Ⅱ６（１）－６】参照）。 

 

 実施可能要件に関する法律・審査基準等の一覧 

 

項目 英国 ドイツ ・・・ 

実施可能 

要件 

法律 ・・・ 
Section 34(4) of the German patent 

statutes 
・・・ 

一般基準 ・・・ 
Section 2.3.3.1 of the Guidelines for 

examiner 
 ・・・ 

CS 基準 ・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム ・・・ 特になし ・・・ 

【図表－Ⅱ６（１）－５】審査における実施可能要件（ドイツ） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

実施可能要件に関する法律・審査基準等 

関連条文 ・Section 34(4) of the German patent statutes 

関連審査基準等 ・Section 2.3.3.1 of the Guidelines for examiner 

【図表－Ⅱ６（１）－６】実施可能要件に関する法律・審査基準等 

 

 実施可能要件に関する法律・審査基準等 

 

Section 34(4) of the German patent statutesは、発明の実施可能要件を以下のとおり規定

している。 

「発明は、特許出願に含まれる情報が、専門家である読み手が専門家としての知識

及び専門家としての技量を使用して発明を首尾よく実行できるような量の技術的情報

を専門家である読み手に提供しているならば、実施可能に開示されている」（BGH 

GRUR 2010, 916 Klammernahtgerät）。「当業者の自力での取り組みを可能にできる決

定的な方向だけを明記すればよい」（BGH GRUR 1968, 311 Garmachverfahren）。さら

に指針は、明確かつ完全な開示という要件は、明細書が機能的な定義に含まれるすべ

ての想像可能な変更例を実施できるようにするやり方の助言を含むことを要求してい

るのではなく、少なくとも１つの実行可能な道筋が当業者にとって開示されていれば

十分であると、明確に述べている（BGH GRUR 2001, 813 Taxol; BGH Mitt 2015, 563 

Übertragungspapier für Tintenstrahldrucker）。 

さらに、当業者が出願の導きの先にある概念に到達できるために妥当な量の実験を

行わなければならない（BGH GRUR 1976, 213 Brillengestelle）としても、当業者が発明

を実施するために進歩的貢献をもたらす必要がないのであれば、それは容認される

（BGH GRUR 2010, 916 Klammernahtgerät）。当業者の共通の一般的知識が、発明の実

施において利用されてよい。 

しかしながら、クレームに記載の特徴を含むクレームに記載の特徴をサポートする

説明を、単にクレームに記載の手段によって達成される役割だけを述べ、達成のやり

方は述べない教示で済ませることはできない。 
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 サポート要件 

 

ドイツでは、サポート要件について、公表された法律及び基準等は、存在していな

い（【図表－Ⅱ６（１）－７】参照）。 

 

 クレームの明確性要件に関する法律・審査基準等の一覧 

 

項目  英国 ドイツ ・・・ 

サポート 

要件 

法律  ・・・ 特になし ・・・ 

一般基準  ・・・ 特になし ・・・ 

CS 基準  ・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム  ・・・ 特になし ・・・ 

【図表－Ⅱ６（１）－７】審査におけるサポート要件（ドイツ） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

 クレームの明確性要件 

 

ドイツでは、クレームの明確性要件に関し、法律・審査基準等には、次の記載があ

る（【図表－Ⅱ６（１）－８】及び【図表－Ⅱ６（１）－９】参照）。 

 

 クレームの明確性要件に関する法律・審査基準等の一覧 

 

項目 英国 ドイツ ・・・ 

クレームの 

明確性要

件 

法律 ・・・ 特になし  

一般基準 ・・・ 
Section 2.3.3.6 of the Guidelines for 

examiner 
 

CS 基準 ・・・ 特になし  

機能的クレーム ・・・ 特になし  

【図表－Ⅱ６（１）－８】審査における明確性要件（ドイツ） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

クレームの明確性要件に関する法律・審査基準等 

関連条文 ・なし 

関連審査基準等 ・Section 2.3.3.6 of the Guidelines for examiner 

【図表－Ⅱ６（１）－９】明確性要件に関する法律・審査基準等 

 

 クレームの明確性要件に関する法律・審査基準等 

 

ドイツ特許商標庁の審査ガイドラインは、きわめて簡潔であり、機能的表現を用い

たクレームの記載に関する事項を論じていない。しかしながら、Section 2.3.3.6 of the 

Guidelines for examinerにおいて、クレームの表現について言及する際に、「実施形態に

特定したクレームの表現は、保護の範囲を過度に狭めてしまう危険を伴う」と述べ、

クレームにおけるある程度の一般化を、保護される主題の曖昧さを残さずに特定した

クレームの表現であれば許している。 

  



 

- 210 -  

（２） 歴史的変遷 

 

 
 

 CS関連発明等の機能的クレームに関する審決・判決等及び法律として、ドイツで

は、下記判決及び法改正が挙げられる。 

 

年 
分

類 
種別 概要 

1969 機

能 

 

 BGH X ZB 15/67 (27.03.1969)事件 

＜判決の要旨＞対象が明確な原因と結果を伴う結果を達成する

ために、制御可能な自然の力を使用した体系的な教示に向けられ

ている場合、当該対象を特許性から除外してはならない。 

このことから、同じ発明が保護の対象となるためには、実体的

かつ具体的な自然力が発明の教示から明らかでなければならない

と思われる。言い換えれば、明確に具体的な対象は、抽象的な対

象と簡単に区別できるため、保護の対象としなければならないと

いえる。現在では、ドイツ特許商標庁ドイツ特許商標庁 での審査

のガイドラインは「 Rote Taube 」要件は必須としていない。これ

は、制御可能な自然の力及び原因結果に関する要件を満たす発明

は、当然に保護の対象となることを意味する。ただし、その要件

を満たさない発明をこの理由だけで除外すべきではない。むし

ろ、保護の適格性について結論を下す前に、・・・・他の考察を

行うべきである。 

1991 機

能 

CS 

 BGH X ZB 13/88 (11.06.1991)事件 

＜判決の要旨＞EPCと同様、技術的性質の問題は新規性と進歩性

から分離されている、つまり、技術的性質は先行技術とは独立し

て評価されると、述べている。したがって、この決定は、先行技

術に関係なく、クレームされた対象を検討することにより発明の

適格性を評価するEPCアプローチに沿っているものと思われる

（後者の点については、技術的特徴の陳腐さはクレームが特許保

護に適格であるかどうかを決定するための基準ではないと述べて

いるT 258/03 を、また特に、いわゆる古い「貢献アプローチ」が

欧州特許庁で放棄された経緯を説明した項を参照）。 

連邦司法裁判所は、ある教示が技術的であるかどうかの問題

は、新規性及び進歩性の要件とは別に検討する必要がある旨を明

確にしている。さらに、プログラムに関連する教示自体がデータ

処理システムの機能（操作能力の意味で）に関連する場合、当該

教示は技術的であり、したがってその要素間の直接の相互作用を

可能にすることが留意された。ここで、この方法は、特定の方法

で動作中のデータ処理システムの要素を、直接使用するための指

示を含んでいる。 

したがって、「Seitenpuffer」は、先行技術に関係なく、クレーム

された対象を考慮することにより、発明の適格性を評価する欧州

特許庁アプローチと一致しているように思われる。 
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2000 機

能 

CS 

 BGH X ZB 15/98 (11.05.2000)事件 

＜判決の要旨＞新規性と進歩性の問題が適格性の問題と分離され

ているという点で、欧州特許庁審判部と一致しているようであ

る。言い換えれば、クレームが保護の対象であるかどうかを評価

する際に、先行技術を考慮してはならない。 

当該特許出願は、テキストを処理し分析する手段を備えた対話

型音声分析装置に向けられたもので、連邦特許裁判所は「コア理

論」を適用し、新旧の技術を区別するとともに、発明性を有する

新しい部分 （発明のコア）が「応用自然科学の分野における教

示」に貢献するよう、要求した。連邦司法裁判所は （連邦特許裁

判所への控訴審として）、第一審裁判所が「技術性」を新規性／

発明性と混同していると述べている。 

連邦司法裁判所はさらに、稼働中にエネルギーを消費し、さま

ざまなスイッチング状態が発生する、工業的に生産可能な市販の

デバイスは、技術的なデバイスと見なすべきであると述べてい

る。これにはコンピュータが含まれる。デバイスは、先行技術に

貢献するかどうかに関係なく、技術的性質を持っている。特に、

特定の方法でプログラム技術的に構成されたデバイスには、テキ

スト処理のみが実行された場合でも、技術的性質がある。本件

は、進歩性のような他の要件の分析のために第一審に送られた。

言い換えれば、連邦司法裁判所は、新規性と進歩性の問題は適格

性の問題とは別の問題だとする点で、欧州特許庁審判部と一致し

ているように見える。言い換えれば、先行技術は、クレームが保

護の対象であるかどうかを評価する際に、考慮してはならない。 

要約すれば、この決定は欧州特許庁の判例法に沿っているようで

ある。古い貢献アプローチに関する上記の議論及びこれが欧州特

許庁でも克服されたとみなされた背景を参照されたい。 

2001 機

能 

CS 

 BGH X ZB 16/00 (17.10.2001)事件 

＜判決の要旨＞「ドイツのアプローチと欧州特許庁のアプローチ

の主な類似点は、発明は技術的であることが必要と定めている。

また、ドイツでは、ソフトウエアプログラム、記憶媒体、及びデ

ータキャリアを対象とするクレームは、その対象が技術的ソリュ

ーションに貢献する場合に特許を取得できることを示している。

争われたクレームは、「クレーム1乃至クレーム17のいずれかによ

る方法が実行されるようにプログラム可能なコンピュータシステ

ムと相互作用することができる、電子的に読み取り可能な制御信

号を有するデジタル記憶媒体、特にディスク」を対象としてい

た。この決定によれば、クレームされた教示の本質的な指示は、

具体的な技術的問題の解決に貢献しなければならない。この条件

下では、対象は、コンピュータプログラム又はコンピュータが使

用するデータキャリアなどの記憶媒体としてクレームされている

場合でも、特許保護の対象となる。保護は、分野がコンピュータ

によって実現又は自動化されるという事実によって、無期限に拡

大して、伝統的に技術に属さない分野をカバーしてはならない。

一方で、単に技術的なプロセス又は考察によって特徴付けられる
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教示を、それらが単にコンピュータの助けを借りて実行するとい

う理由で保護を否定することは、正当化されないようである。」

と判示した。 

2004 機

能 

CS 

 BGH X ZB 34/03 (19.10.2004)事件 

＜判決の要旨＞ビジネスモデルを実装するコンピュータの発明に

関連する問題に対処している。 

より詳細には、クレーム1は、「少なくとも初めての医療機器の操

作者にとって、さらなる医療機器を購入するのと最初の医療機器

を交換するのと、どちらが有益であるかを判断する方法」を対象

としている。次に、このモデルは、デバイスの使用に対する補

償、並びに、医療機器の使用のコスト及び結果として生じる収益

の計算を含む、複数のステップを定義している。クレームはま

た、医療機器の使用に関するデータはデータベースに送信される

こと、並びに、データベースはさらなる医療機器を購入した場合

の収益性を決定するために使用されることにも言及している。こ

のことは興味深い。データベースのような技術的手段を使用して

も、発明がビジネスモデルとみなされる1つのケースを示している

からである。言い換えれば、クレームされた発明の根底にある側

面が非技術的である場合、データベースの使用は特許を取得する

のには十分ではないこともあり得る。それは、クレームが技術的

問題よりもむしろビジネスモデルに向けられていることから、当

該クレームは特許保護の対象外であるとして拒否されることを示

している。この文脈の中で、クレームがデータベースを定義する

かどうかは、役割を果たしていないようである（裁判所が明らか

に認めているように、それは本質的に技術的手段である)。この決

定は、他の決定とは若干異なるアプローチをとっていると思わ

れ、技術的手段は技術的性質を与えるのに十分であると見なして

いるようである。この明らかな違いは、他の訴訟はコンピュータ

の使用を含む技術的発明を直接対象としたものであるのに対し、

本訴訟は主にビジネスモデルを対象としていると解釈されたとい

う事実に帰すことができる。 

2009 機

能 

CS 

 BGH X ZB 22/07 (20.01.2009) 

＜判決の要旨＞特許性を判断する際には、非技術的性質が存在し

ても、非技術的性質に対する技術的性質の重みとは無関係に、ク

レームが技術的問題の解決策を提供するかどうかに関連する、と

述べている。この特許出願は、例えばX線、CT 又はMRI のよう

な、患者に対して実施される検査のデータを処理する方法を対象

としている。連邦司法裁判所は、データ処理システムで実行され

る方法が技術装置の一連の操作に組み込まれている場合（例え

ば、CT の画像解像度を設定する場合）、特許適格性は技術的性

質と非技術的性質を秤にかけて得られる結果により決定されるの

ではないと、判断した。 

関連するのは、全体として考えられた教示が特定の技術的問題

に解決策を提供するかどうかである。 
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2010 機

能 

CS 

 BGH X ZR 27/07 (20.04.2010) 

＜判決の要旨＞データ表現が技術的課題を解決する場合に、情報

の保存方法が技術的であり得ることを示した点で、興味深い。 

したがって、技術的課題を解決するために情報がどのように使

用されるかが強調されることに注意する必要がある。 

この決定において、連邦司法裁判所はさらに、クレームが技術的

問題の解決策を提供する場合はクレームが特許性を有すること

を、確認した。より具体的には、この訴訟で、連邦司法裁判所は

無効訴訟の控訴審を務め、オペレーティングシステムを保持する

メモリ、及びオペレーティングシステムを実行するためのプロセ

ッサから構成されるデータ処理システムの操作方法に関するEP特

許のドイツ部分の特許の有効性を決定しなければならなかった。

メモリは、短いファイル名を保持する最初のディレクトリエント

リと、同じファイルの長いファイル名を保持する2番目のディレク

トリエントリをもっており、異なるオペレーティングシステムが

使用される場合の互換性の問題を防ぐために、両方のファイル名

に共通の名前空間を提供している。この決定において、連邦司法

裁判所は適格性に関するスキームを適用し、異なるオペレーティ

ングシステムからのデータへのアクセスを可能にするために特定

のデータをメモリに格納する方法の技術的問題は、「メモリ割り

当ての特定の配置」によって解決されることを、見出した。この

技術的課題を解決するための進歩性が認められ、無効を争われた

その特許は特許の有効性が認められた。 

2015 機

能 

CS 

 BGH X ZR 37/13 (26.02.2015) 

＜判決の要旨＞どのような場合に GUI は技術的であり、したがっ

て特許性があるとみなされるかを示すもので、興味深い決定であ

る。 

指示は、それが情報の （視覚的）伝達に関連する場合は、技術

的手段によって技術的問題の解決に貢献する。ただし、主な問題

は、特定のコンテンツの伝達でも、特定の体裁を使用したコンテ

ンツの伝達でもなく、人間の知覚の物理的状況及び情報の取り込

みを考慮に入れた、画像コンテンツの提示である。また、その提

示は最初に、提示されたすべての情報を特定の方法で人間が知覚

できるようにすること、又はこの知覚を改善又は適切に達成する

ことを目的とする。 

 

 
 

ドイツでは、審査ガイドラインの内容は、審査における主要観点である、新規性・ 

進歩性及び記載要件についても記載量が5.5頁しかなく、極めて簡素なものである。

実際に記載されている内容は、重要判例を引用し、各観点（条文の適用）に関する基

本的な考え方を説明しているが、具体的な審査官の判断手法や審査官からの通知の記

載様式については触れていない。重要判例については、前述したとおりである。 
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（３） 重要審決・判決 

 

 
 

（１） BGH X ZB 16/00 Suche fehlerhafter Zeichenketten 

（２） BGH X ZB 15/67 Rote Taube 

（３） BGH X ZB 13/88 Seitenpuffer 

（４） BGH X ZB 15/98 Sprachanalyseeinrichtung 

（５） BGH X ZB 11/98 Logikverifikation 

（６） BGH X ZB 22/07 Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten 

（７） BGH X ZR 27/07 Windows-Datenverwaltung 

（８） BGH X ZB 34/03 Rentabilitätsermittlung 

（９） BGH X ZR 37/13 Bildstrom 

（１０） BGH X ZR 105/04 Luftabscheider für Milchsammelanlage 

（１１） BGH X ZB 8/12 Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren 

（１２） BGH Xa ZR 100/05 Thermoplastische Zusammensetzung 

（１３） BGH X ZR 58/07 Neurale Vorläuferzellen II 

（１４） BGH X ZB 18/83 Acrylfasern 

 

 
 

クレームの範囲は、クレームによって決定され、発明の説明及び図面が、クレーム

を解釈する際に考慮される（ドイツ特許法第14条）。保護の範囲を、明細書を参酌し

て解釈したときのクレームの文言に矛盾するやり方で明細書のみに基づいて保護の範

囲を決めることはできない。正しく解釈されたときのクレームによって定義されると

おりの保護の範囲を、明細書の内容によって広げたり、狭めたりすることはできな

い。 

クレームのあらゆる特徴は、その指定された機能を果たすことができるように解釈

されるべきである。機能的特徴も同様に、クレームに記載の機能を果たす構成を包含

すると解釈されるべきである。しかしながら、機能的特徴に構成上の特徴が付け加え

られている場合、クレームの正しい文言どおりの解釈において、それらの構成上の特

徴に妥当な重みを与えなければならない。 

CS関連発明に関し、近年の侵害訴訟でのクレーム解釈について、公開されている情

報が非常に限られている。 

 

ドイツの侵害訴訟において、機能的クレームに関する解釈の概要は、次の【図表－Ⅱ

６（３）－１】に示すとおりである。 

 

国 機能的クレームに関する解釈（侵害訴訟） 

ドイ

ツ 

クレームの範囲は、クレームによって決定され、発明の説明及び図面が、ク

レーム解釈に際し考慮される（ドイツ特許法第 14 条）。CS 関連発明に関し、

近年の侵害訴訟でのクレーム解釈について、公開されている情報が非常に限

られている。 

【図表－Ⅱ６（３）－１】侵害訴訟での機能的クレームに関する解釈（ドイツ） 
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特許権の保護の範囲は、クレームの内容によって決定される（BGH GRUR 86, 803 

(5b) Formstein, BGH GRUR 92, 594 Batteriekastenschnur, BGH GRUR 92, 594 Mechanische 

Betätigungsvorrichtung） 

したがって、保護の範囲を、明細書を参酌して解釈したときのクレームの文言に矛

盾するやり方で明細書のみに基づいて保護の範囲を決めることを可能にすることはで

きない（BGH GRUR 02, 519, 521 (II4a) Schneidemesser II; BGH X ZR 29/15, BGHZ 211, 1, 

Permetrexed) 。 

したがって、正しく解釈されたときのクレームによって定義されるとおりの保護の

範囲を、明細書の内容によって広げたり、狭めたりすることはできない（BGH GRUR 

07, 309 Schussfädentransport, GRUR 04, 1023, 1024, Bodenseitige 

Vereinzelungseinrichtung）。 

クレームのあらゆる特徴は、その指定された機能を果たすことができるように解釈

されるべきである（BGH GRUR 16, 921 Pemetrexed）。機能的特徴も同様に、クレーム

に記載の機能を果たす構成を包含すると解釈されるべきである。 

しかしながら、機能的特徴に構成上の特徴が付け加えられている場合、クレームの

正しい文字どおりの解釈を見つけるためのクレームの解釈において、それらの構成上

の特徴に妥当な重みを与えなければならないことに注意すべきである。 

 

BGH X ZR 105/04 (02.06.2006) Luftabscheider für Milchsammelanlage 事件の判決で、

連邦司法裁判所（FCJ）は、特徴として、一方で、特許取得済みの乳汁採取用空気分離

器が、「発明効果が・・・得られるよう、構成上、物理的に装備されているか、又は

対応する制御システムによって装備されている」ことを必要とするが、他方でこれら

の特徴はまた、「保護される対象を決定し同時にそれを限定するタスクに加わってい

る」と判断した。 

対応する概念がない場合、その手段は正確には、対応する機能を実行するのに適切

ではない。 

したがって、FCJによれば、対応する適合性が制御（又はプログラミング）の変更な

どのさらなる手段によってのみ付与可能な場合、それは十分ではない。 

その結果、特別に装備された装置を定義する機能的特徴は、対応する方法の特徴と

同じ仕方で、それらを先行技術から区別するのに役立ち得る。 

 

BGH X ZB 8/12 (11.09.2013) Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren 事件の判決は、クレーム

が優先日時点で当業者が知っていたものを超えて拡大している場合でも、これは当業

者が保護の範囲を理解するのに十分なほど明確であると、判断した。 

精査中のクレームは、疾患の経口療法用薬剤の調製用として、ジペプチジルペプチ

ダーゼIVの活性低下エフェクターの使用を対象としていた。明示的に言及された実施

形態を超えた一般化は許可されると考えられた。特に、機能的特徴を表現するクレー

ムが許可されるかどうかの問題は、技術水準及び進歩性の評価とは無関係であると判

断された。 

 

BGH Xa ZR 100/05 (25.02.2010) Thermoplastische Zusammensetzung 事件の判決におい

て、クレーム1は熱可塑性組成物を対象とし、クレーム 15は熱可塑性組成物の製造プロ

セスを対象とした。 

この決定において、クレーム対象が先行技術を考慮して出願によってなされた貢献
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を超えて一般化された場合、発明は開示の十分性を欠く可能性もある旨の裁定がなさ

れた。しかし、当該対象が任意の製造方法によって製造可能な場合、これは開示の十

分性につながる可能性がある。つまり、製造プロセスによって得られた熱可塑性組成

物は特許可能であると判明した。 

 

BGH X ZR 58/07 (27.11.2012) Neurale Vorlauferzellen II 事件の判決は、ドイツ憲法に基

づく、胚細胞に関する倫理問題に主に関連している。 

クレームは胚性幹細胞からの前駆細胞に向けられた。特に、本発明は当業者によっ

て実行することができるというような開示の十分性は、倫理的観点に基づく特許性か

らの除外を考慮して議論される。したがって、機能的な言語は、それ自体が明確であ

っても、開示の十分性に関する問題を生じる可能性がある。 

 

BGH X ZB 18/83 (19.07.1984) Acrylfasern 事件の判決は、洗浄プロセス後の蒸気硬化に

よって得られる高収縮アクリル繊維を対象とするクレームに関するものである。 

機能的特徴については、構成的特徴と同じ要件が適用されると判断された。技術的

課題を解決するためには、これらの特徴に当該技術的課題を解決する技術的教示との

関連が含まれる必要がある。これは、クレーム対象の生産のステップを指定すること

によって達成されることも考えられる。 

 

これらの決定の日付及び判決のタイトルからわかるように、判例法は十分に確立さ

れており、CS/BM 発明に関する特定の判決は存在しない。機能的クレーム言語は特に 

CS/BM の発明で一般的に使用されることから、機能的クレーム言語を使用する一般的

な側面を検討する必要があるが、これを除けば、このような発明には特別な裁定は存

在しない。 

 

欧州特許庁審判部による決定 T 1151/04と密接に関連する BGH X ZB 8/12は、両者と

も同じ対象に言及していることから、特に注意を払う必要がある。 

ここで、ドイツのFCJは欧州の判決から逸脱して、開示は十分であると考えた。 

 

 
 

 クレームの明確性要件に関する審決・判決 

 

機能的表現の明確性の判断は、主に欧州特許庁の判断手法に従う。 

 

 サポート要件に関する審決・判決 

 

「発明は、特許出願に含まれる情報が、専門家読者が専門家としての知識及び専門

家としての技量を使用して発明を首尾よく実行できるような量の技術的情報を専門家

である読み手に提供しているならば、実施可能に開示されている」（BGH GRUR 2010, 

916 Klammernahtgerät）。「当業者の自力での取り組みを可能にできる決定的な方向だ

けを明記すればよい」（BGH GRUR 1968, 311 Garmachverfahren）。 

さらに指針は、明確かつ完全な開示という要件は、明細書が機能的な定義に含まれ

るすべての想像可能な変形例を実施できるようにするやり方の助言を含むことを要求

しているのではなく、少なくとも1つの実行可能なやり方が当業者にとって開示されて

いれば十分であると、明確に述べている（BGH GRUR 2001, 813 Taxol; BGH Mitt 2015, 

563 Übertragungspapier für Tintenstrahldrucker）。 
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さらに、当業者が出願の導きの先にある概念に到達できるために妥当な量の実験を

行わなければならない（BGH GRUR 1976, 213 Brillengestelle）としても、当業者が発明

を実施するために進歩的貢献をもたらす必要がないのであれば、それは容認される

（BGH GRUR 2010, 916 Klammernahtgerät）。当業者の共通の一般的知識が、発明の実

施において利用されてよい。 

しかしながら、クレームに記載の特徴を含むクレームに記載の特徴をサポートする

説明を、単にクレームに記載の手段によって達成される役割だけを述べ、達成のやり

方は述べない教示で済ませることはできない。 

 

 
 

 進歩性に関する審決・判決 

 

以下では、コンピュータソフトウエア関連発明であって、前述した要件以外の要

件、主に進歩性要件に関する事例を説明する。 

 

BGH X ZB 16/00 (17.10.2001) Suche fehlerhafter Zeichenketten事件の判決では、ドイツ

のアプローチと欧州特許庁のアプローチの主な類似点は、発明は技術的であることが

必要と定めている点である。 

また、ドイツでは、ソフトウエアプログラム、記憶媒体、及びデータキャリアを対

象とするクレームは、その対象が技術的ソリューションに貢献する場合に特許を取得

できることを示している。 

争われたクレームは、「クレーム1乃至クレーム17のいずれかによる方法が実行され

るようにプログラム可能なコンピュータシステムと相互作用することができる、電子

的に読み取り可能な制御信号を有するデジタル記憶媒体、特にディスク」を対象とし

ていた。そのクレームはBGHによって特許可能であることが判明した。 

 

この判決によれば、クレームされた教示の本質的な指示は、具体的な技術的問題の

解決に貢献しなければならない。 

この条件下では、対象は、コンピュータプログラム又はコンピュータが使用するデ

ータキャリアなどの記憶媒体としてクレームされている場合でも、特許保護の対象と

なる。 

さらに詳しくは、連邦司法裁判所は、ドイツの法律が意図的にArticle 52(2)(c), (3) 

EPCと調和されたことを、また、保護の対象となるかどうかに関する解釈は法的慣行

に委ねるべきであるということを、論じている。 

裁判所は、EPCが起草した時点ではコンピュータプログラムの分野は比較的新しい

技術分野であるとの考察から始めて、以下の側面に注意を喚起した： 

 

「保護は、分野がコンピュータによって実現又は自動化されるという事実によっ

て、無限に拡大して、伝統的に技術に属さない分野をカバーしてはならない。一方

で、単に技術的なプロセス又は考察によって特徴付けられる教示を、それらが単に

コンピュータの助けを借りて実行するという理由で保護を否定することは、正当化

されないようである」。 

 

BGH X ZB 15/67 (27.03.1969) Rote Taube事件の判決 は、特許性から除外された対象を

評価する際にしばしば関連性があると言われる、最も早期の判決の1つである。 

基礎となる特許出願は、赤い羽根のハトを繁殖させるプロセスに言及していた。 
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連邦司法裁判所は、動物やその他の生物は地球上に存在する基本的な要素で構成さ

れ、他の非生物の場合と同様に、物理学と化学の一般原則に分類される力によって支

配されていることに注目した。この出願はコンピュータプログラムに明示的に関連す

るものではないが、「Rote Taube」は、特許性のある対象と、特許性から除外される活

動の間の区別を扱う最も早い判決の1つであることから、コンピュータソフトウエアの

発明を扱うとき、これがしばしば言及された。 

この判決によれば、対象が明確な原因と結果を伴う結果を達成するために、制御可

能な自然の力を使用した体系的な教示に向けられている場合、当該対象を特許性から

除外してはならない。 

このことから、同じ発明が保護の対象となるためには、実体的かつ具体的な自然力

が発明の教示から明らかでなければならないと思われる。言い換えれば、明確に具体

的な対象は、抽象的な対象と簡単に区別できるため、保護の対象としなければならな

いといえる。 

現在では、ドイツ特許商標庁（DPMA）の審査のガイドラインは「Rote Taube」要件

は必須としていない。これは、制御可能な自然の力及び原因結果に関する要件を満た

す発明は、当然に保護の対象となることを意味する。ただし、その要件を満たさない

発明をこの理由だけで除外すべきではない。むしろ、保護の適格性について結論を下

す前に、以下で詳述するように他の考察を行うべきである。 

 

BGH X ZB 13/88 (11.06.1991) Seitenpuffer 事件の判決は、欧州特許庁と同様、技術的

性質の問題は新規性と進歩性から分離されている、つまり、技術的性質は先行技術と

は独立して評価されると、述べている。したがって、この判決は、先行技術に関係な

く、クレームされた対象を検討することにより発明の適格性を評価する欧州特許庁ア

プローチに沿っているものと思われる （後者の点については、技術的特徴の陳腐さは

クレームが特許保護に適格であるかどうかを判断するための基準ではないと述べてい

るT 258/03を、また特に、いわゆる古い「貢献アプローチ」が欧州特許庁で放棄された

経緯を説明した項を参照）。 

連邦司法裁判所は、ある教示が技術的であるかどうかの問題は、新規性及び進歩性

の要件とは別に検討する必要がある旨を明確にしている。さらに、プログラムに関連

する教示自体がデータ処理システムの機能（操作能力の意味で）に関連する場合、当

該教示は技術的であり、したがってその要素間の直接の相互作用を可能にすることが

留意された。ここで、この方法は、特定の方法で動作中のデータ処理システムの要素

を、直接使用するための指示を含んでいる。 

したがって、「Seitenpuffer」は、先行技術に関係なく、クレームされた対象を考慮

することにより、発明の適格性を評価する欧州特許庁アプローチと一致しているよう

に思われる。 

 

BGH X ZB 15/98 (11.05.2000) Sprachanalyseeinrichtung 事件の判決は、新規性と進歩性

の問題が適格性の問題と分離されているという点で、欧州特許庁審判部と一致してい

るようである。言い換えれば、クレームが保護の対象であるかどうかを評価する際

に、先行技術を考慮してはならない。 

当該特許出願は、テキストを処理し分析する手段を備えた対話型音声分析装置に向

けられたもので、連邦特許裁判所は「コア理論」を適用し、新旧の技術を区別すると

ともに、発明性を有する新しい部分 （発明のコア）が「応用自然科学の分野における

教示」に貢献するよう、要求した。連邦司法裁判所は （連邦特許裁判所への控訴審と

して）、第一審裁判所が「技術性」を新規性／発明性と混同していると述べている。 
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連邦司法裁判所はさらに、稼働中にエネルギーを消費し、さまざまなスイッチング

状態が発生する、工業的に生産可能な市販のデバイスは、技術的なデバイスと見なす

べきであると述べている。これにはコンピュータが含まれる。デバイスは、先行技術

に貢献するかどうかに関係なく、技術的性質を持っている。特に、特定の方法でプロ

グラム技術的に構成されたデバイスには、テキスト処理のみが実行された場合でも、

技術的性質がある。本件は、進歩性のような他の要件の分析のために第一審に送られ

た。言い換えれば、連邦司法裁判所は、新規性と進歩性の問題は適格性の問題とは別

の問題だとする点で、欧州特許庁審判部と一致しているように見える。言い換えれ

ば、先行技術は、クレームが保護の対象であるかどうかを評価する際に、考慮しては

ならない。 

要約すれば、この判決は欧州特許庁の判例法に沿っているようである。古い貢献ア

プローチに関する上記の議論及びこれが欧州特許庁でも克服されたとみなされた背景

を参照されたい。 

 

BGH X ZB 11/98 (12.12.1999) Logikverifikation 事件の判決は、欧州特許庁とのさらな

る複数の類似点を示している（特にT 1227/05を参照)。 

この判決において、連邦司法裁判所は、「Rote Taube」の古い原則は必須ではないと

して、「Rote Taube」アプローチ（BGH X ZB 15/67 (27.03.1969) Rote Taube 事件参照）

から明示的に離れつつ、特定の対象が保護の対象となるためには、これらの要件を必

ず満たす必要はないことをほのめかした。 

むしろ、BGH X ZB 11/98 (12.12.1999) Logikverifikation 事件の判決に従い、発明の目

的が技術的性質のものである場合 （例えば、技術知識を含む）、及び／又は技術的考

慮を必要とする場合は、当該発明は特許性から除外されない。 

ここで、連邦司法裁判所は、問題に対する提案された解決策がシリコンチップの生

産で終わるプロセスの中間ステップに関連する場合、プロセスの実行に使用するコン

ピュータとは別に、このソリューションでは制御可能な自然力を直接使用することは

なく、技術的な考察に基づいた結果を使用して、適切な製品の生産を進めようとして

いるとの理由だけで（興味深いことに、この訴訟は「Infineon 事件で欧州特許庁審判部

によって引用され議論されている）、これを特許性から除外することはできない、と

述べた。 

 

BGH X ZB 22/07 (20.01.2009) Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten 事件の

判決は、特許性を判断する際には、非技術的性質が存在しても、非技術的性質に対す

る技術的性質の重みとは無関係に、クレームが技術的問題の解決策を提供するかどう

かに関連する、と述べている。この特許出願は、例えばX線、CT 又はMRIのような、

患者に対して実施される検査のデータを処理する方法を対象としている。 

連邦司法裁判所は、データ処理システムで実行される方法が技術装置の一連の操作

に組み込まれている場合（例えば、CT の画像解像度を設定する場合）、特許適格性は

技術的性質と非技術的性質を秤にかけて得られる結果により決定されるのではない

と、判断した。 

関連するのは、全体として考えられた教示が特定の技術的課題に解決策を提供する

かどうかである。 

 

BGH X ZR 27/07 (20.04.2010) Windows-Datenverwaltung 事件の判決は、データ表現

が技術的課題を解決する場合に、情報の保存方法が技術的であり得ることを示した点

で、興味深い。 
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したがって、技術的課題を解決するために情報がどのように使用されるかが強調さ

れることに注意する必要がある。 

この判決において、連邦司法裁判所はさらに、クレームが技術的問題の解決策を提

供する場合はクレームが特許性を有することを、確認した。より具体的には、この訴

訟で、連邦司法裁判所は無効訴訟の控訴審を務め、オペレーティングシステムを保持

するメモリ、及びオペレーティングシステムを実行するためのプロセッサから構成さ

れるデータ処理システムの操作方法に関するEP特許のドイツ部分の有効性を決定しな

ければならなかった。メモリは、短いファイル名を保持する最初のディレクトリエン

トリと、同じファイルの長いファイル名を保持する2番目のディレクトリエントリをも

っており、異なるオペレーティングシステムが使用される場合の互換性の問題を防ぐ

ために、両方のファイル名に共通の名前空間を提供している。この判決において、連

邦司法裁判所は適格性に関するスキームを適用し、異なるオペレーティングシステム

からのデータへのアクセスを可能にするために特定のデータをメモリに格納する方法

の技術的問題は、「メモリ割り当ての特定の配置」によって解決されることを、見出

した。この技術的課題を解決するための進歩性が認められ、無効を争われたその特許

は特許の有効性が認められた。 

 

BGH X ZB 34/03 (19.10.2004) Rentabilitätsermittlung事件の判決は、ビジネスモデルを

実装するコンピュータの発明に関連する問題に対処している。 

より詳細には、クレーム1は、「少なくとも初めての医療機器の操作者にとって、さ

らなる医療機器を購入するのと最初の医療機器を交換するのと、どちらが有益である

かを判断する方法」を対象としている。次に、このモデルは、デバイスの使用に対す

る補償、並びに、医療機器の使用のコスト及び結果として生じる収益の計算を含む、

複数のステップを定義している。クレームはまた、医療機器の使用に関するデータは

データベースに送信されること、並びに、データベースはさらなる医療機器を購入し

た場合の収益性を決定するために使用されることにも言及している。このことは興味

深い。データベースのような技術的手段を使用しても、発明がビジネスモデルとみな

される1つのケースを示しているからである。言い換えれば、クレームされた発明の根

底にある側面が非技術的である場合、データベースの使用は特許を取得するのには十

分ではないこともあり得る。それは、クレームが技術的問題よりもむしろビジネスモ

デルに向けられていることから、当該クレームは特許保護の対象外であるとして拒否

されることを示している。この文脈の中で、クレームがデータベースを定義するかど

うかは、役割を果たしていないようである（裁判所が明らかに認めているように、そ

れは本質的に技術的手段である)。この判決は、他の判決とは若干異なるアプローチを

とっていると思われ、技術的手段は技術的性質を与えるのに十分であると見なしてい

るようである。この明らかな違いは、他の訴訟はコンピュータの使用を含む技術的発

明を直接対象としたものであるのに対し、本訴訟は主にビジネスモデルを対象として

いると解釈されたという事実に帰すことができる。 

 

BGH X ZR 37/13 (26.02.2015) Bildstrom事件の判決は、どのような場合に GUI は技術

的であり、したがって特許性があるとみなされるかを示すもので、興味深い判決であ

る。 

指示は、それが情報の（視覚的）伝達に関連する場合は、技術的手段によって技術

的問題の解決に貢献する。ただし、主な問題は、特定のコンテンツの伝達でも、特定

の体裁を使用したコンテンツの伝達でもなく、人間の知覚の物理的状況及び情報の取

り込みを考慮に入れた、画像コンテンツの提示である。また、その提示は最初に、提



 

- 221 -  

示されたすべての情報を特定の方法で人間が知覚できるようにすること、又はこの知

覚を改善又は適切に達成することを目的とする。 

 

 CS関連発明、BM関連発明、AI関連発明 

 

歴史的にみれば、コンピュータソフトウエアの発明に関連した最初の判決はBGH X 

ZB 15/67 Rote Taube事件の判決である。この判決は、「技術性」の定義を見つけること

を目的としていたため、コンピュータソフトウエアの発明を評価する際にしばしば引

用された。 

しかし、この判決は、特にBGH X ZB 11/98 Logikverifikation事件の判決で却下され

た。BGH X ZB 11/98 Logikverifikation事件の判決は、BGH X ZB 15/67 Rote Taubeで与え

られた定義は必須ではない、すなわち、以前に与えられた定義の要件を満たすことな

く技術的性質は達成することができる、と明言している。 

 

BGH X ZB 16/00 Suche fehlerhafter Zeichenketten事件、BGH X ZB 13/88 Seitenpuffer事

件、BGH X ZB 15/98 Sprachanalyseeinrichtung事件、BGH X ZB 11/98 Logikverifikation事

件、BGH X ZB 22/07 Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten事件の判決は、

上記で引用した欧州審決の国内対応と見なすことができるため、ドイツの慣行を欧州

の慣行に合わせることができる。 

観察できる一般的な傾向として、特定の例外を除いて（例えば欧州審決T 1151/04を

参照）、ドイツの慣行はヨーロッパの慣行と比較的よく整合している。 

ただし、欧州審決T 1227/05を批判する判決と類似した方法で、BGH X ZB 11/98 

Logikverifikation事件などの判決によって選択されたルートを批判する判決は、ドイツ

の慣行ではまだ行われていないことに注意したい。 

 

コンピュータで実施された発明の審査に関して、ドイツ特許商標庁は欧州特許庁と

は多少異なる手順を使用している。ドイツ特許商標庁での審査ガイドラインで概説し

ているように、いわゆる「3 ステップアプローチ」（「 Drei-Stufen-Ansatz 」）が適用

される。 

 

3ステップアプローチの最初の段階では、本発明の対象が少なくとも部分的に技術分

野に関係しているかどうかが試される。第2ステップでは、当該クレームには、技術的

手段で特定の技術的課題を解決するための指示が、部分的に含まれているかどうかが

試される。最後のステップでは、クレーム対象が先行技術に関して新規かつ独創的で

あるかどうかが、試される。 

このアプローチは欧州特許庁のアプローチに類似しているが、完全に一致するわけ

ではない。 

このアプローチの最初のステップは、その発明が技術分野に関連しているかどうか

をチェックするという点で、欧州特許庁 アプローチの最初のハードルの一部に類似し

ている。 

第2ステップは、発見や数学的方法などの理由で特許性から除外する点で、欧州特許

庁 アプローチの最初のハードルの2番目の部分に類似する。ただし、この第2ステップ

は、さらに踏み込んで、特定の技術的課題を技術的な手段で解決するよう要求する。

部分的には、これは、新規性と進歩性の評価が実行される欧州特許庁 アプローチの第2

ステップにおいても評価される。 

それでも、「新規性と進歩性」の検討に到達するためのハードルは、ドイツ特許商
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標庁が選択したこのアプローチのほうが高いといえる。第3ステップもまた、欧州特許

庁 アプローチの第2ステップに類似している。 

 

 IoT関連発明 

 

モノのインターネット（IoT）の今後の分野に関しては、関連する決定がまだないこ

とに注意したい。ただし、これらの発明はすべて、少なくとも部分的に、コンピュー

タソフトウエアに基づいている可能性が高いため、この分野の裁定は上記のコンピュ

ータソフトウエアの発明分野の開発と密接に一致すると考えられる。 
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（４） その他の動向 

 

 
 

ドイツでは、審査ガイドラインの内容は、審査における主要観点である、新規性・ 

進歩性及び記載要件についても記載量が5.5頁しかなく、極めて簡素なものである。実

際に記載されている内容は、重要判例を引用し、各観点（条文の適用）に関する基本

的な考え方を説明しているが、具体的な審査官の判断手法や審査官からの通知の記載

様式については触れていない。重要判例については、前述したとおりである。 

 

項目 
欧

州 
ドイツ ・・・ 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

CS 関連発明

又は記載要

件に関する

基準等につ

いての 

近年の動向 

（2017 年 

以降) 

2017 年 

基準等の改訂 
・・・ 特になし ・・・ 

2018 年 

基準等の改訂 
・・・ 特になし  ・・・ 

2019 年 

基準等の改訂 
・・・ 特になし ・・・ 

その他動向 ・・・ 特になし ・・・ 

【図表－Ⅱ６（４）－１】CS関連発明又は記載要件に関する審査基準等の動向 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 
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 中国 
 

 法律、審査基準等355 

 

 
 

 全体概要 

 

中国では、CS関連発明が認められ、機能的クレームも一定の条件の下で認められて

いる。機能的クレームについては、ある技術的特徴が構成上の特徴によっても限定で

きない、又は技術的特徴が構成上の特徴によって限定するよりも、機能的又は効果的

特徴を用いて限定するほうがより適切であり、かつ該機能或又は効果は明細書に定め

た実験若しくは操作、又は、所属技術分野の常用手段により直接的かつ肯定的に検証

できる場合に限り、機能的又は効果的特徴を用いて発明を限定することは許され得る

（【図表－Ⅱ７（１）－１】参照）。 

 

項目 ドイツ 中国 ・・・ 

CS 関連発明等の定義 ・・・ 

「コンピュータプログラムに係わる発明」とは、発明で

提示する課題を解決するため、コンピュータプログラ

ムの処理フローが全部又は一部の基礎となっており、

コンピュータが前記フローに沿って作成されるプログ

ラムを実行することにより、コンピュータ外部又は内

部の対象を制御又は処理する解決方案をいう 

・・・ 

CS 関連発明等が特許可能な 

発明として認められるか 
・・・ ○ ・・・ 

機能的クレームが認められるか ・・・ ○ ・・・ 

機能的クレ

ームの解釈 

審査段階) 

機能的クレーム

固有の解釈につ

いての法律 

・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム

の判定テスト 
・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム

の許容条件 
・・・ 

ある技術的特徴が構成上の特徴によっても限定でき

ない場合、又は、技術的特徴が構成上の特徴によって

限定するよりも、機能的或若しくは効果的特徴を用い

て限定するほうがより適切であり、かつ該機能或いは

効果は明細書に定めた実験若しくは操作又は所属技

術分野の常用手段により直接的かつ肯定的に検証で

きる場合 

 ・・・ 

中国専利審査指南第二部分第 2 章 3.2(3.2.1) 

機能的クレーム

の解釈基準 

・・・ クレームの記載 ・・・ 

・・・ 中国専利審査指南第二部分第 9 章 5.2 ・・・ 

     

【図表－Ⅱ７（１）－１】CS関連発明及び機能的クレーム（中国） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

  

                                                 
355 「中国専利審査指南」の日本語訳は、「専利審査指南2010（日本語訳）」 独立行政法人日本貿易振興機構（ジェ

トロ）北京センター知的財産権部 https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20100201.pdf［最

終アクセス日：2020年3月26日］の一部表記を調整又は追加し、調整又は追加した箇所に下線を引いている。 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20100201.pdf
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 記載要件に関する法律・審査基準等の概要 

 

中国では、CS関連発明等の機能的クレームの記載要件について、主として、次の法

律・審査基準等が関連する（【図表－Ⅱ７（１）－２】参照）。 

 

項目 ドイツ 中国 ・・・ 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

実施可能 

要件 

法律 ・・・ 中国特許法 26 条 3 項 ・・・ 

一般基準 ・・・ 中国専利審査指南第二部分第 2 章 2.1.3  ・・・ 

CS 基準 ・・・ 中国専利審査指南第二部分第 9 章 5.1 ・・・ 

機能的クレーム ・・・ 中国専利審査指南第二部分第 2 章 3.2.1 ・・・ 

サポート 

要件 

法律 ・・・ 中国特許法第 26 条第 4 項 ・・・ 

一般基準 ・・・ 中国専利審査指南第二部分第 2 章 3.2.1 ・・・ 

CS 基準 ・・・ 中国専利審査指南第二部分第 9 章 5.2 ・・・ 

機能的クレーム ・・・ 中国専利審査指南第二部分第 2 章 3.2.1 ・・・ 

クレームの 

明確性要件 

法律 ・・・ 中国特許法第 26 条第 4 項  

一般基準 ・・・ 中国専利審査指南第二部分第 2 章 3.2.2  

CS 基準 ・・・ 中国専利審査指南第二部分第 9 章 5.2  

機能的クレーム ・・・ 特になし  

     

【図表－Ⅱ７（１）－２】審査における記載要件（中国） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

 
 

 CS関連発明の定義等 

 

中国では、CS関連発明の定義は、中国専利審査指南第二部分第九章「コンピュータ

プログラムに係わる特許出願の審査に関する若干の規定」に記載されている。 

 

中国専利審査指南第二部分第9章1 
 

中国専利審査指南第二部分第9章 コンピュータプログラムに係る特許出願の審査に

関する若干の規定 

1. 序文 

 本章でいうコンピュータプログラムに係わる発明とは、発明で提示する課題を解決

するため、コンピュータプログラムの処理フローが全部又は一部の基礎となってお

り、コンピュータが前記フローに沿って作成されるプログラムを実行することによ

り、コンピュータ外部又は内部の対象を制御、又は処理する解決方案をいう。ここで

いう外部の対象に対する制御又は処理には、ある外部の実行手続、又は外部の実行装

置に対する制御や、外部データに対する処理や交換などを含む。ここでいう内部の対

象に対する制御又は処理には、コンピュータシステムの内部性能の改良やコンピュー

タシステム内部のリソースの管理とデータ伝送についての改善などを含む。コンピュ

ータプログラムに係わる解決方案にコンピュータハードウエアの改変を含めることは

必須ではない。 
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 CS関連発明の保護適格 

 

中国では、CS関連発明の保護適格に関して、中国専利審査指南第二部分第九章「コ

ンピュータプログラムに係わる特許出願の審査に関する若干の規定」には、次の記載

がある。 

 

中国専利審査指南 第二部分第9章2 
 

中国専利審査指南第二部分第9章 コンピュータプログラムに係る特許出願の審査に

関する若干の規定 

2. コンピュータプログラムに係わる特許出願の審査基準 

 審査において、保護を請求する解決方案、つまり、各クレームにより限定される解

決方案を対象としなければならない。 

 中国特許法第25条1項(2)号の規定によると、知的活動の規則及び方法には特許権を

付与しない。 

 

中国専利審査指南第二部分 実体審査 第9章2(2) 
 

中国専利審査指南第二部分第9章 コンピュータプログラムに係る特許出願の審査に

関する若干の規定 

2. コンピュータプログラムに係わる特許出願の審査基準 

 (2) 前述 (1) に述べた状況を除き、もしあるクレームが限定するすべての内容に、

知的活動の規則及び方法の内容も含まれていると同時に、技術的特徴も含まれている

場合、例えば、前記ゲーム装置などを限定する内容にゲームの規則も技術的特徴も含

まれているなら、当該クレームは全体として、知的活動の規則及び方法でないため、

中国特許法第25条に準拠して特許権を獲得する可能性を排除してはならない。 

 中国特許法第2条2項の規定によると、中国特許法にいう発明とは、製品、方法又は

その改善に対して行われる新たな技術方案を指す。コンピュータプログラムに係わる

特許出願は、技術方案を構成した場合に限って、特許保護の客体となる。  

 もし、コンピュータプログラムに係わる特許出願の解決方案において、技術的課題

を解決することがコンピュータプログラムを実行する目的であって、コンピュータで

コンピュータプログラムを実行して、コンピュータ外部又は内部の対象を制御、又は

処理する際に、自然法則に準拠した技術的手段が反映されており、それによって自然

法則に合致した技術的効果を獲得する場合には、このような解決方案は、中国特許法

第2条2項でいう技術方案に該当し、特許保護の客体に該当する。 

 もし、コンピュータプログラムに係わる特許出願の解決方案において、コンピュー

タプログラムを実行する目的は、技術的課題を解決することではない、又は、コンピ

ュータでコンピュータプログラムを実行して、コンピュータ外部又は内部の対象を制

御、又は処理する際に、自然法則を利用した技術的手段が反映されていない場合、又

は、自然法則に規制されないような効果を獲得する場合に、このような解決方案は、

中国特許法第2条2項でいう技術方案に該当せず、特許保護の客体には該当しない。 

 例えば、もし、コンピュータプログラムに係わる特許出願の解決方案において、コ

ンピュータプログラムを実行する目的は、ある工業プロセスや、測定又はテストプロ

セスの制御を実現することであり、コンピュータで工業プロセスの制御プログラムを

実行し、自然法則に従って、当該工業プロセスの各段階で実施される一連の制御を果

たすことにより、自然法則に合致した工業プロセスの制御の効果を獲得する場合、こ

のような解決方案は、中国特許法第2条2項でいう技術方案に該当し、特許保護の客体
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に該当する。 

 もし、コンピュータプログラムに係わる特許出願の解決方案において、コンピュー

タプログラムを実行する目的は、ある外部の技術的データを処理することであり、コ

ンピュータで技術的データの処理プログラムを実行して、自然法則に従って、当該技

術的データで実施される一連の技術的処理を果たすことにより、自然法則に合致した

技術的データの処理の効果を獲得する場合には、このような解決方案は、中国特許法

第2条2項でいう技術方案に該当し、特許保護の客体に該当する。 

 もし、コンピュータプログラムに係わる特許出願の解決方案において、コンピュー

タプログラムを実行する目的は、コンピュータシステム内部の性能を改良することで

あり、コンピュータでシステム内部の性能改良プログラムを実行して、自然法則に従

って、当該コンピュータシステムの各構成部で実施される一連の設定や調整を果たす

ことにより、自然法則に合致したコンピュータシステム内部の性能改良の効果を獲得

する場合には、このような解決方案は、中国特許法第2条2項でいう技術方案に該当

し、特許で保護する客体に該当する。 

 

 その他コンピュータソフトウエアを用いた発明 

 

・BM関連発明 

中国では、BM関連発明の定義は、中国専利審査指南には見当たらない。ただし、

2017年の中国専利審査指南改正によって、ビジネスモデルに関する発明であっても、

特許を受けることができる場合があることが明記された。 

 

中国専利審査指南 第二部分第1章4.2(2) 
 

中国専利審査指南第二部分第一章 特許権を付与しない出願 

4. 中国特許法25条に基づき特許権を付与しない客体 

4.2 知的活動の法則と方法 

 (2) 前述(1)で述べた状況を除き、もし、あるクレームを限定する全ての内容におい

て、知的活動の法則と方法の内容を含むとともに、技術的特徴も含むものであれば、

当該クレームが全体としては、知的活動の法則と方法ではないので、中国特許法第25

条に基づいた上で、その特許権を取得する可能性を排除してはならない。 

 【例】ビジネスモデルに係るクレームには、ビジネスルールと手法の内容も含ま

れ、技術的特徴も含まれている場合、中国特許法第25条に基づいた上で、その特許権

を取得する可能性を排除してはならない。 
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 概要 

 

CS関連発明及び機能的クレームは、審査基準上も認められている。 

機能的クレームに関し、中国専利審査指南には、実施可能要件、サポート要件につ

いては記載されているが、明確性要件についてはCS関連発明に固有の基準については

見当たらない。 

CS関連発明に関し、一般基準には、実施可能要件、サポート要件、明確性要件のす

べてについて記載されている。 

 

 審査段階におけるクレーム解釈 

 

中国では、機能的クレームの取扱いに関し、法律・審査基準等には、次の記載があ

る（【図表－Ⅱ７（１）－３】及び【図表－Ⅱ７（１）－４】を参照）。つまり、中

国では、ある技術的特徴が構成上の特徴によっても限定できない、又は技術的特徴が

構成上の特徴によって限定するよりも、機能的又は効果的特徴を用いて限定するほう

がより適切であり、かつ該機能又は効果は明細書に定めた実験若しくは操作又は所属

技術分野の常用手段により直接的かつ肯定的に検証できる場合に限り、機能的又は効

果的特徴を用いて発明を限定することは許され得る。 

 

 クレーム解釈に関する法律・審査基準等の一覧 

 

クレーム解釈に関する法律・審査基準等 

関連審査基準等 
・中国専利審査指南 第二部分第2章3.2.1 

・中国専利審査指南 第二部分第9章5.2 
  

【図表－Ⅱ７（１）－３】クレーム解釈に関する法律・審査基準等 

 

項目 ドイツ 中国 ・・・ 

機能的クレ

ームの解釈 

審査段階) 

機能的クレーム

固有の解釈につ

いての法律 

・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム

の判定テスト 
・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム

の許容条件 
・・・ 

ある技術的特徴が構成上の特徴によっても限定でき

ない場合、又は技術的特徴が構成上の特徴によって

限定するよりも、機能的又は効果的特徴を用いて限

定するほうがより適切であり、かつ該機能又は効果は

明細書に定めた実験若しくは操作又はは所属技術分

野の常用手段により直接的かつ肯定的に検証できる

場合 

 ・・・ 

中国専利審査指南第二部分第 2 章 3.2(3.2.1) 

機能的クレーム

の解釈基準 

・・・ クレームの記載 ・・・ 

・・・ 中国専利審査指南第二部分第 9 章 5.2 ・・・ 

【図表－Ⅱ５（１）－４】審査における機能的クレームの解釈（中国） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 
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 クレーム解釈に関する法律・審査基準等 

 

中国では、クレーム解釈に関し、法律・審査基準等には、次の記載がある。 

 

中国専利審査指南 第二部分第2章 3.2 (3.2.1) 
 

中国専利審査指南第二部分第2章 明細書と特許請求の範囲 

3. 特許請求の範囲 

3.2 特許請求の範囲の記載要件  

3.2.1 明細書を根拠とする場合 

 通常、製品のクレームでは、機能的又は効果的特徴を用いて発明を限定することは

なるべく回避すべきである。ある技術的特徴が構成上の特徴によっても限定できない

場合、又は技術的特徴が構成上の特徴によって限定するよりも、機能的又は効果的特

徴を用いて限定するほうがより適切であり、かつ該機能又は効果は明細書に定めた実

験若しくは操作又は所属技術分野の常用手段により直接的かつ肯定的に検証できる場

合に限り、機能的又は効果的特徴を用いて発明を限定することは許され得る。 

 クレームに含まれる機能的限定の技術的特徴は、記載された機能を実現できるすべ

ての実施形態をカバーしていると理解すべきである。機能的限定の特徴を含めるクレ

ームに対して、該機能的限定が明細書にサポートされているかを審査しなければなら

ない。クレームに限定された機能は、明細書の実施例に記載された特定の形態で完成

されたもので、かつ所属技術分野の技術者は明細書に記載していないほかの代替的形

態ではこの機能を完成できるかについて不明である、又は、所属技術分野の技術者が

該機能的限定に含まれる一種若しくは数種の形態でも、発明若しくは実用新案が解決

しようとする技術的課題を解決できず、同等な技術的効果を達成できないと疑う理由

を有するときは、クレームには前記ほかの代替的形態若しくは発明や実用新案の技術

的課題を解決できない形態をカバーする機能的限定を用いてはならない。 

 また、明細書には曖昧な方式だけでその他代替的形態も適用でき得ると記載してお

り、所属技術分野の技術者にとって、これら代替的形態が何なのか、又はどのように

これら代替的形態を応用すればよいかが不明確である場合は、クレームのなかの機能

的限定も許されない。なお、単なる機能的クレームは明細書にサポートされないた

め、これも許されない。 
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中国専利審査指南 第二部分第9章 5.2 
 

中国専利審査指南 第二部分第9章 コンピュータプログラムに係る特許出願の審査

に関する若干の規定 

5. コンピュータプログラムに係わる特許出願の明細書及び特許請求の範囲の書き方 

5.2 特許請求の範囲の書き方 

 コンピュータプログラムに係わる特許出願の特許請求の範囲は、方法クレームに書

いても、製品クレーム（例えば当該方法を実現させる装置）に書いてもかまわない。

どの形式のクレームに書いても、明細書にサポートされ、そして、全体的に当該発明

の技術方案を反映し、技術的課題を解決するのに必要な技術的特徴を記載してあるも

のでなければならない。当該コンピュータプログラムに備わる機能及びその機能で達

成する効果を総括的に記述しただけのものであってはならない。方法クレームとして

書く場合には、方法プロセスのステップに沿って、当該コンピュータプログラムで実

行する各機能、及びこれらの機能が如何に果たされるかについて、詳細に記述しなけ

ればならない。装置クレームとして書く場合には、当該装置の各構成部及び各構成部

の間の関係を具体的に記述し、当該構成部は、ハードウエアを含むだけでなく、プロ

グラムも含むことができる。  

 すべてコンピュータプログラムのフローチャートを根拠にして、当該コンピュータ

プログラムのフローチャートの各ステップと完全に対応して一致する方式により又は

当該コンピュータプログラムのフローチャートを反映する方法クレームと完全に対応

して一致する方式により、装置クレームを記載する場合、即ちこの装置クレームの各

構成部と当該コンピュータプログラムのフローチャートの各ステップ又は当該方法ク

レームの各ステップと完全に対応して一致するような場合には、この装置クレームの

各構成部は、当該プログラムのフローチャートの各ステップ又は当該方法の各ステッ

プを実現するには構築しなければならないプログラムモジュールであると理解すべき

である。このようなプログラムモジュールにより限定される装置クレームは、主に明

細書に記載してあるコンピュータプログラムを介して当該解決方案を実現するための

プログラムモジュール化の枠組みであると理解すべきであり、主にハードウエア的方

式により当該解決方案を実現するための実体装置として理解すべきではない。 
 

 

 実施可能要件 

 

中国では、実施可能要件に関し、法律・審査基準等には、次の記載がある（【図表

－Ⅱ７（１）－５】及び【図表－Ⅱ７（１）－６】参照）。CS関連発明等の機能的クレ

ームの実施可能要件については、CS関連発明や機能的クレームに固有の審査基準等の

記載がある。 

 

 実施可能要件に関する法律・審査基準等の一覧 

 

項目 ドイツ 中国 ・・・ 

実施可能 

要件 

法律 ・・・ 中国特許法第 26 条 3 項 ・・・ 

一般基準 ・・・ 中国専利審査指南第二部分第 2 章 2.1.3  ・・・ 

CS 基準 ・・・ 中国専利審査指南第二部分第 9 章 5.1 ・・・ 

機能的クレーム ・・・ 中国専利審査指南第二部分第 2 章 3.2.1 ・・・ 

【図表－Ⅱ７（１）－５】審査における実施可能要件（中国） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 
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実施可能要件に関する法律・審査基準等 

関連条文 ・中国特許法第26条 第3項 

関連審査基準等 
・中国専利審査指南 第二部分第2章2.1、3.2.1 

・中国専利審査指南 第二部分第9章5.1、5.2 

【図表－Ⅱ７（１）－６】実施可能要件に関する法律・審査基準等 

 

 実施可能要件に関する法律・審査基準等 

 

 実施可能要件に関する法律・一般基準 

 

中国では、CS関連発明等の機能的クレームの実施可能要件に関し、法律、及び一般

基準には、次の記載がある。 

 

中国特許法 第26条第3項 
 

中国特許法 第26条第3項 

 明細書では、発明又は実用新案に対し、その所属技術分野の技術者が実現できるこ

とを基準とした明確かつ完全な説明を行い、必要時には図面を添付する。要約書は発

明又は実用新案の技術要点を簡単に説明する。 
 

 

中国専利審査指南 第二部分第2章 2.1 
 

中国専利審査指南 第二部分第2章 明細書と特許請求の範囲 

2. 明細書 

2.1 明細書が満すべき要件  

 中国特許法第26条3項に、明細書では発明又は実用新案に対し、属する技術分野の

技術者が実現できることを基準とした明確かつ完全な説明を行わなければならないこ

とを規定している。明細書で発明又は実用新案に対して行われた明確かつ完全な説明

は、属する技術分野の技術者が実現できる程度になっていなければならない。つまり

明細書は、発明又は実用新案を十分に開示するとの要件を満たさなければならない。 

 

中国専利審査指南第二部分第2章 2.1.3 
 

中国専利審査指南 第二部分第2章 明細書と特許請求の範囲 

2. 明細書 

2.1 明細書が満たすべき要件 

2.1.3 実施可能であること 

 属する技術分野の技術者が実施可能であるということは、属する技術分野の技術者

は明細書の記載内容に基づいて、当該発明又は実用新案の技術方案を実現し、その技

術的課題を解決し、期待される技術的効果を獲得することができることを言う。 

 明細書では、属する技術分野の技術者が当該発明又は実用新案を実現できる程度に

なるまで、発明又は実用新案の技術方案を明確に記載し、発明又は実用新案の具体的

な実施形態を詳細に記述し、発明又は実用新案の理解と実現に欠かせない技術的内容

を完全に開示しなければならない。審査官がもし、発明又は実用新案では十分に開示

するとの要件を満たしていないことを疑う合理的な理由があれば、出願人に釈明する

よう要求しなければならない。 
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 実施可能要件に関するCS基準 

 

中国では、CS関連発明等の機能的クレームの実施可能要件に関し、CS基準には次の

記載がある。 

 

中国専利審査指南 第二部分第9章 5.1 
 

中国専利審査指南 第二部分第9章 コンピュータプログラムに係る特許出願の審査

に関する若干の規定 

5. コンピュータプログラムに係わる特許出願の明細書及び特許請求の範囲の書き方 

5.1 明細書の書き方 

 コンピュータプログラムに係わる特許出願に、コンピュータ装置のハードウエア構

成に変更を施すような発明の内容が含まれる場合、当該コンピュータ装置のハードウ

エアの実体構成図を明細書に添付される図面で提供しなければならない。明細書は当

該ハードウエアの実体構成図に基づき、当該コンピュータ装置の各ハードウエア構成

部及びその相互関係を明確かつ完全に記述し、その分野の技術者が実現できることを

基準とする。 
 

 

 機能的クレームの実施可能要件に関する基準 

 

中国では、機能的クレームの実施可能要件に関し、次の記載がある。 

 

中国専利審査指南 第二部分第2章 2.3.1 
 

3. 特許請求の範囲 

3.2 特許請求の範囲の記載要件 

3.2.1 明細書を根拠とする場合 

 クレームに含まれる機能的限定の技術的特徴は、記載された機能を実現できるすべ

ての実施形態をカバーしていると理解すべきである。 
 

 

 CS関連発明等の機能的クレームの実施可能要件に関する基準 

 

中国では、CS関連発明等の機能的クレームの実施可能要件について、審査基準等に

は、固有の基準は見当たらない。 

 

 サポート要件 

 

中国では、サポート要件に関し、法律・審査基準等には、次の記載がある（【図表

－Ⅱ７（１）－７】及び【図表－Ⅱ７（１）－８】参照）。CS関連発明等の機能的クレ

ームの実施可能要件については、CS関連発明や機能的クレームに固有の審査基準等の

記載がある。 
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 サポート要件に関する法律・審査基準等の一覧 

 

項目 ドイツ 中国 ・・・ 

明細書の 

記載要件・ 

サポート 

要件 

法律 ・・・ 中国特許法第 26 条第 4 項 ・・・ 

一般基準 ・・・ 中国専利審査指南第二部分第 2 章 3.2.1 ・・・ 

CS 基準 ・・・ 中国専利審査指南第二部分第 9 章 5.2 ・・・ 

機能的クレーム ・・・ 中国専利審査指南第二部分第 2 章 3.2.1 ・・・ 

【図表－Ⅱ７（１）－７】審査におけるサポート要件（中国） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

サポート要件に関する法律・審査基準等 

関連条文 ・中国特許法第 26 条 第 4 項 

関連審査基準等 

・中国専利審査指南第二部分第 2 章 2.1.1、 3.2 

・中国専利審査指南第二部分第 8 章 4.7.1、 4.7.2 

・中国専利審査指南 第二部分第9章5.1、5.2 

【図表－Ⅱ７（１）－８】サポート要件に関する法律・審査基準等 

 

 サポート要件に関する法律・審査基準等 

 

 サポート要件に関する法律・一般基準 

 

中国では、CS関連発明等の機能的クレームのサポート要件に関し、法律、及び一般

基準には、次の記載がある。 

 

中国特許法 第26条第4項 
 

中国特許法 第26条第4項 

 特許請求の範囲は明細書を根拠とし、特許による保護を要求する範囲について明確

かつ簡潔に特定しなければならない。 
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中国専利審査指南 第二部分第2章 2.1.1 
 

中国専利審査指南 第二部分第2章 明細書と特許請求の範囲 

2. 明細書 

2.1 明細書が満すべき要件 

2.1.1 明確性 

 明細書の内容は明確でなければならない。具体的には以下に挙げられる要件を満た

さなければならない。 

 (1) 主題が明確であること。明細書は、従来技術を基に、発明又は実用新案では何

をどのように行うかを明確に反映しているもので、属する技術分野の技術者が当該発

明又は実用新案で保護を請求する主題を確実に理解できるようにしなければならな

い。言い換えれば、明細書には、発明又は実用新案で解決しようとする技術的問題及

び当該技術的問題の解決に採用される技術方案を明記するとともに、従来技術と照合

した上で、発明又は実用新案の有益な効果を明記しなければならない。前述の技術的

問題、技術方案及び有益な効果は、相互に適応しているものとし、相互に矛盾した

り、関連しなかったりするような状況があってはならない。  

 (2) 記述が正確であること。明細書では、発明又は実用新案の属する技術分野の技

術用語を使わなければならない。明細書での記述は、発明又は実用新案の技術的内容

を的確に表現していなければならない。曖昧な、又はどちらともつかない表現のせい

で、属する技術分野の技術者が当該発明又は実用新案を明確、正確に理解することが

できなくなるようなことがあってはならない。 
 

 

中国専利審査指南 第二部分第2章 3.2.1 
 

中国専利審査指南 第二部分第2章 明細書と特許請求の範囲 

3. 特許請求の範囲 

3.2 特許請求の範囲の記載要件 

3.2.1 明細書を根拠とする場合  

 特許請求の範囲は明細書を根処にしなければならないとは、特許請求の範囲が明細

書にサポートされなければならないことを指す。特許請求の範囲の各クレームが保護

を要求する技術方案は、当該技術分野に属する技術者が明細書に十分に開示された内

容から得られ、又は概括して得られる技術方案でなければならず、かつ明細書に開示

された範囲を超えてはならない。 

 クレームは、通常は明細書に記載された一若しくは複数の実施形態又は実施例を概

括してなるものである。クレームの概括は、明細書に開示された範囲を超えてはなら

ない。もし所属技術分野に属する技術者が明細書に記載されている実施形態のすべて

の同等な代替方式又は明らかな変形方式がすべて同一の性能又は用途を具備すること

を合理的に予測できる場合は、クレームの保護範囲をそのすべての同等な代替方式又

は明らかな変形方式を含むよう概括することを出願人に許すべきである。クレームの

概括が適切であるか否かについて、審査官はそれに関連する従来技術を参照して判断

を行わなければならない。パイオニア発明については、改良発明よりも広い概括範囲

が許される。 

 上位概念で概括され、又は並列選択方式で概括されたクレームについては、このよ

うな概括化が明細書にサポートされているか否かを審査しなければならない。クレー

ムの概括が、出願人が推測した内容を含んでおり、その効果をあらかじめ確定し、又

は評価することが困難であるときは、このような概括は明細書に開示された範囲を超

えていると認めなければならない。クレームの概括によって、所属技術分野に属する
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技術者が、その上位概括、並列概括に包含される一若しくは複数の下位概念、又は、

選択方式では、発明又は実用新案が解決しようとする技術的課題を解決して同様な効

果を得ることができないと疑う理由を有するときは、そのクレームは明細書にサポー

トされていないと認定されなければならない。この場合、審査官は中国特許法第26条

第4項の規定に基づいて、クレームが明細書にサポートされていないとの理由で出願

人にクレームを補正するように要求する。・・・ 

 クレームに含まれる機能的限定の技術的特徴は、記載された機能を実現できるすべ

ての実施形態をカバーしていると理解すべきである。機能的限定の特徴を含めるクレ

ームに対して、該機能的限定が明細書にサポートされているかを審査しなければなら

ない。クレームに限定された機能は、明細書の実施例に記載された特定の形態で完成

されたもので、かつ所属技術分野の技術者は明細書に記載していないほかの代替的形

態ではこの機能を完成できるかについて不明である、又は所属技術分野の技術者が該

機能的限定に含まれる一種若しくは数種の形態でも、発明若しくは実用新案が解決し

ようとする技術的課題を解決できず、同等な技術的効果を達成できないと疑う理由を

有するときは、クレームには前記ほかの代替的形態若しくは発明や実用新案の技術的

課題を解決できない形態をカバーする機能的限定を用いてはならない。 

 また、明細書には曖昧な方式だけでその他代替的形態も適用でき得ると記載してお

り、所属技術分野の技術者にとって、これら代替的形態が何なのか、又はどのように

これら代替的形態を応用すればよいかが不明確である場合は、クレームのなかの機能

的限定も許されない。なお、単なる機能的クレームは明細書にサポートされないた

め、これも許されない。 

 クレームが明細書にサポートされているか否かを判断する際、明細書の全内容を考

慮しなければならず、具体的な実施形態の部分の内容にとどまるべきではない。明細

書のほかの部分にも具体的な実施形態又は実施例に関する内容が記載されていて、明

細書の全内容から見ると、クレームの概括が適切であることが分る場合、クレームは

明細書にサポートされていると認めるべきである。 

 独立クレームと従属クレーム又は異なる種類のクレームを含める特許請求の範囲に

対して、各クレームのいずれが、明細書にサポートされているかを逐一に判断する必

要がある。独立クレームが明細書にサポートされていても、従属クレームも必然的に

サポートされるということを意味するわけではない。方法クレームが明細書にサポー

トされていても、製品クレームも必然的にサポートされるということを意味するわけ

でもない。 

 クレームに係る技術方案の一部又はすべての内容が原出願の特許請求の範囲に既に

記載されているが、明細書には記載されていないときは、出願人がそれを明細書に補

充することは許される。ただし、明細書中にクレームの技術方案と一致する記載があ

ることは、クレームが必然的に明細書にサポートされるということを意味するわけで

はない。所属技術分野の技術者が明細書に十分に開示された内容から当該クレームが

保護を求めている技術方案を得られ、又は概括して得られる場合に限り、当該技術案

を記載したクレームは明細書にサポートされていると認められる。 
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中国専利審査指南 第二部分第2章 3.2 
 

中国専利審査指南 第二部分第2章 明細書と特許請求の範囲 

3. 特許請求の範囲 

3.2 特許請求の範囲の記載要件 

 中国特許法第26条 4 項の規定によると、特許請求の範囲は明細書を根拠とし、特許

による保護を要求する範囲について明確かつ簡潔に特定しなければならない。 
 

 

中国専利審査指南 第二部分第8章 4.7.1 
 

中国専利審査指南 第二部分第8章 実体審査手続 

4. 実体審査 

4.7 全面審査 

4.7.1 特許請求の範囲の審査  

 中国特許法第26条4項の規定によると、特許請求の範囲は明細書を根拠とし、特許

による保護を要求する範囲について明確かつ簡潔に特定しなければならない。 
 

 

中国専利審査指南 第二部分第8章 4.7.2 
 

中国専利審査指南 第二部分第8章 実体審査手続 

4. 実体審査 

4.7 全面審査 

4.7.2 明細書と要約書の審査  

 明細書（及びその添付図面）は、当業者が実現できるように発明を明確かつ完全に

公開しなければならない。また、明細書は特許請求の範囲の根拠として、特許権の保

護範囲の確定に当たって、クレームの内容の解釈に用いられる。 
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 サポート要件に関するCS基準 

 

中国では、CS関連発明等の機能的クレームのサポート要件に関し、CS基準には次の

記載がある。 

 

中国専利審査指南 第二部分第9章 5.1 
 

中国専利審査指南 第二部分第9章 コンピュータプログラムに係る特許出願の審査

に関する若干の規定 

5. コンピュータプログラムに係わる特許出願の明細書及び特許請求の範囲の書き方 

5.1 明細書の書き方  

 コンピュータプログラムに係わる特許出願の明細書は、全体的に当該発明の技術方

案を記載しなければならないことに加えて、当該コンピュータプログラムの設計思

想、その技術的特徴及びその技術的効果を達成するための実施形態を明確、完全に記

述しなければならない。当該コンピュータプログラムの主要な技術的特徴を明確、完

全に記述するために、当該コンピュータプログラムの主要なフローチャートを、明細

書の添付図面で提供しなければならない。明細書は、提供されたコンピュータプログ

ラムのフローチャートに基づき、当該フローチャートの時間順に沿って、自然言語で

当該コンピュータプログラムの各ステップを記載しなければならない。当該コンピュ

ータプログラムの主な技術的特徴に対する明細書の記載は、その分野の技術者が明細

書に記載されたフローチャートとその説明に基づいて、記載された技術的効果を達成

できるコンピュータプログラムを作成することができる程度でなければならない。明

確にするために、必要に応じて、出願人は慣用の理解できるプログラミング言語で鍵

となる部分を簡略的に抽出したソースプログラムを参考として提示することができる

が、ただし、全部のソースプログラムを提供する必要はない。 コンピュータプログ

ラムに係わる特許出願に、コンピュータ装置のハードウエア構成に変更を施すような

発明の内容が含まれる場合、当該コンピュータ装置のハードウエアの実体構成図を明

細書に添付される図面で提供しなければならない。明細書は当該ハードウエアの実体

構成図に基づき、当該コンピュータ装置の各ハードウエア構成部及びその相互関係を

明確かつ完全に記述し、その分野の技術者が実現できることを基準とする。 
 

 

中国専利審査指南 第二部分第9章 5.2 
 

中国専利審査指南 第二部分第9章 コンピュータプログラムに係る特許出願の審査

に関する若干の規定 

5. コンピュータプログラムに係わる特許出願の明細書及び特許請求の範囲の書き方 

5.2 特許請求の範囲の書き方 

 コンピュータプログラムに係わる特許出願の特許請求の範囲は、方法クレームに書

いても、製品クレーム（例えば当該方法を実現させる装置）に書いてもかまわない。

どの形式のクレームに書いても、明細書にサポートされ、そして、全体的に当該発明

の技術方案を反映し、技術的課題を解決するのに必要な技術的特徴を記載してあるも

のでなければならない。 
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 機能的クレームのサポート要件に関する基準 

 

中国では、機能的クレームのサポート要件に関し、次の記載がある。 

 

中国専利審査指南 第二部分第2章 3.2.1 
 

中国専利審査指南 第二部分第2章 明細書と特許請求の範囲 

3. 特許請求の範囲 

3.2 特許請求の範囲の記載要件 

3.2.1 明細書を根拠とする場合 

 機能的限定の特徴を含めるクレームに対して、該機能的限定が明細書にサポートさ

れているかを審査しなければならない。 

・・・ 

 なお、単なる機能的クレームは明細書にサポートされないため、これも許されな

い。 
 

 

 CS関連発明等の機能的クレームのサポート要件に関する基準 

 

中国では、CS関連発明等の機能的クレームのサポート要件に関し、固有の基準は見

当たらない。 

 

 

 クレームの明確性要件 

 

中国では、クレームの明確性要件に関し、法律・審査基準等には、次の記載がある

（【図表－Ⅱ７（１）－９】及び【図表－Ⅱ７（１）－１０】参照）。 

CS関連発明等の機能的クレームの明確性要件については、CS関連発明や機能的クレ

ームに固有の審査基準等の記載がある。 

 

 クレームの明確性要件に関する法律・審査基準等の一覧 

 

項目 ドイツ 中国 ・・・ 

クレームの 

明確性要件 

法律 ・・・ 中国特許法第 26 条第 4 項  

一般基準 ・・・ 中国専利審査指南第二部分第 2 章 3.2.2  

CS 基準 ・・・ 中国専利審査指南第二部分第 9 章 5.2  

機能的クレーム ・・・ 特になし  

【図表－Ⅱ７（１）－９】審査における明確性要件（英国） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

クレームの明確性要件に関する法律・審査基準等 

関連条文 ・中国特許法 第26条第4項 

関連審査基準等 

・中国専利審査指南 第二部分第2章3.1.2、3.2 

・中国専利審査指南 第二部分第8章4.7.1 

・中国専利審査指南 第二部分第9章5.2 

【図表－Ⅱ７（１）－１０】明確性要件に関する法律・審査基準等 
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 クレームの明確性要件に関する法律・審査基準等 

 

 クレームの明確性要件に関する法律・一般基準 

 

中国では、CS関連発明等の機能的クレームの明確性要件に関し、法律、及び一般基

準には、次の記載がある。 

 

中国特許法 第26条第4項 
 

中国特許法 第26条第4項 

 特許請求の範囲は明細書を根拠とし、特許による保護を要求する範囲について明確

かつ簡潔に特定しなければならない。 
 

 

中国専利審査指南 第二部分第2章 3.2 
 

中国専利審査指南 第二部分第2章 明細書と特許請求の範囲 

3. 特許請求の範囲 

3.2 特許請求の範囲の記載要件  

 中国特許法26条4項の規定によると、特許請求の範囲は明細書を根拠とし、特許に

よる保護を要求する範囲を明確、簡潔に限定しなければならない。 
 

 

中国専利審査指南 第二部分第2章 3.1.2 

中国専利審査指南 第二部分第2章 明細書と特許請求の範囲 

3. 特許請求の範囲 

3.1 クレーム 

3.1.2 独立クレームと従属クレーム  

 独立クレームは発明又は実用新案の技術方案を全体的に反映し、技術的課題を解決

するために必要な技術的特徴を記載しなければならない。  

 必要な技術的特徴とは、発明又は実用新案でその技術的課題を解決するには不可欠

な技術的特徴をいい、その総和は、発明又は実用新案の技術方案を構成するに足るも

のであって、背景技術におけるその他の技術方案から区別させるようにしている。  

 ある技術的特徴が必要な技術的特徴であるかどうかを判断するには、解決しようと

する技術的問題を基に、明細書に記述された全体の内容を考慮しなければならない。

単に、実施例における技術的特徴を必要な技術的特徴としてそのまま認定してはなら

ない。  

 ある特許出願の特許請求の範囲において、独立クレームにより限定される1つの発

明又は実用新案の保護範囲が最も広い。  

 もし、あるクレームは、同一種類の別なクレームにおける全ての技術的特徴を含ん

でおり、かつ当該別なクレームの技術方案をさらに限定しているならば、当該クレー

ムは従属クレームになる。従属クレームは、付加的な技術的特徴を用いて、引用され

たクレームをさらに限定しているので、その保護範囲はその引用されたクレームの保

護範囲内に含まれるものである。  

 従属クレームの付加的な技術的特徴は、引用されたクレームの技術的特徴について

さらに限定している技術的特徴でも良いし、追加される技術的特徴でも良い。 
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中国専利審査指南 第二部分第2章 3.2.2 
 

中国専利審査指南 第二部分第2章 明細書と特許請求の範囲 

3. 特許請求の範囲 

3.2 特許請求の範囲の記載要件 

3.2.2 明確性  

 特許請求の範囲が明確であることは、発明又は実用新案で保護を請求する範囲を確

定する上で極めて重要なことである。 

 特許請求の範囲が明確でなければならないというのは、まずは各クレームが明確で

あること、そして特許請求の範囲を構成する全てのクレームも全体として明確でなけ

ればならないことを言う。  

 まずは、各クレームの種類が明確でなければならない。クレームの主題名は当該ク

レームの種類が製品クレームであるか、方法クレームであるかを明確に示さなければ

ならない。例えば、「…技術」のように、不明確な主題名を使ってはならない。又

は、1つのクレームの主題名に、製品及び方法の両方を含む場合、例えば、「…製品

及びその製造方法」など。 

 一方、クレームの主題名はクレームの技術的内容と対応していなければならない。 

製品クレームは製品発明又は実用新案に適用するものであり、通常は製品の構成上の

特徴により記述しなければならない。特別な場合に、製品クレームの1つ又は複数の

技術的特徴は構成上の特徴によっては明確に特徴付けることができない時は、物理的

又は化学的パラメータを介して特徴づけることを許容する。構成上の特徴によっても

パラメータ特徴によっても明確に特徴づけることができない場合には、方法的特徴を

介して特徴づけることを許容する。パラメータを使って特徴づける場合に、使われる

パラメータは、属する技術分野の技術者が明細書での教示に基づくか、又は属する技

術分野の通常手段により、明確かつ確実に確定できるものでなければならない。 

 方法クレームは方法発明に適用するものであり、通常は技術プロセス、操作条件、

手順又は工程などの技術的特徴を以って記述しなければならない。 

 用途クレームは方法クレームに属する。ただし、クレームの作成時の文言上で用途

クレームと製品クレームを区別するように注意を払うべきである。例えば、「化合物 

X を殺虫剤とする」、又は「化合物Xを殺虫剤とした応用」は、用途クレームであっ

て、方法クレームに属するのに対して、「化合物Xで作られる殺虫剤」、又は「化合

物 X を含む殺虫剤」は、用途クレームでなく、製品クレームになる。 

 次に、各クレームにより確定される保護範囲は明確でなければならない。クレーム

の保護範囲はそれに使われる文言の意味に基づき理解するべきである。クレームに使

われた文言は一般的に、関連する技術分野において通常に備わる意味として理解しな

ければならない。特定の場合において、もし明細書には、ある単語に特定な意味を備

えることを明記し、そして当該単語を使ったクレームの保護範囲も、明細書における

当該単語の説明により十分かつ明確に限定されているならば、これも許容する。ただ

しその場合には、出願人にもなるべくクレームを補正するように求めることにより、

クレームの記述に基づくだけで、その意味が分かるようにすべきである。 

 クレームには、「厚い」、「薄い」、「強い」、「弱い」、「高温」、「高圧」、

「広い範囲」など意味の不明確な用語を使ってはならないが、特定な技術分野におい

てこの類の用語が公然知られた確かな意味を有する場合は除く。例えば、増幅機の

「高周波」など。公然知られた意味を有しない用語については、できれば、明細書に

記載された、より精確な文言で前述の不明確な用語を替えるべきである。 

 クレームには「例えば」、「望ましい」、「特に」、「必要な際」などのような文
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言があってはならない。この類の用語は1つのクレームにおいて、異なる保護範囲を

限定することとなり、保護範囲を不明確にする恐れがある。クレームにおいて、ある

上位概念の後に前述の用語に導かれた下位概念が付いている場合、出願人にクレーム

を補正するよう要求するものとし、当該クレームに両者のうちの1つを保留するか、

又は両者を2つのクレームにおいてそれぞれ限定することを許容する。 

 一般的に、「約」、「近く」、「等」、「或いは類似物」などの類似した用語はク

レームの範囲を不明確にするため、クレームにおいて使ってはならない。クレームに

この類の用語が現れる場合、審査官は具体的な状況に基づき、当該用語を使うことに

より、クレームを不明確にするかどうかを判断しなければならず、しないと判定する

場合にはこれを許容する。 

 添付図面の表記又は化学式及び数学式に使われる括弧を除き、クレームが不明確と

ならないように、クレームにはなるべく括弧を使うのを避けるべきである。例えば、

「（コンクリート）型にて作ったレンガ」など。ただし、通常では受け入れられる意

味を持つ括弧は許容する。例えば「 （メチル基） アクリル酸エステル」、「10% ～

60% （重量）のAを含む」など。 

 最後に、特許請求の範囲を構成する全てのクレームは全体として明確でなければな

らないというのは、クレームの間の引用関係が明確でなければならないことを言う

（本章第3.1.2節と3.3.2節を参照する）。 
 

 

中国専利審査指南 第二部分第8章 4.7.1 
 

中国専利審査指南第二部分第8章 実体審査手続 

4. 実体審査 

4.7 全面審査 

4.7.1 特許請求の範囲の審査  

 中国特許法26条4項の規定によると、特許請求の範囲は明細書を根拠とし、特許に

よる保護を要求する範囲について明確かつ簡潔に特定しなければならない。 
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 クレームの明確性要件に関するCS基準 

 

中国では、CS関連発明等の機能的クレームの明確性要件に関し、CS基準には次の記

載がある。 

 

中国専利審査指南第二部分第9章 5.2 
 

中国専利審査指南第二部分第9章 コンピュータプログラムに係る特許出願の審査に

関する若干の規定 

5. コンピュータプログラムに係わる特許出願の明細書及び特許請求の範囲の書き方 

5.2 特許請求の範囲の書き方 

 コンピュータプログラムに係わる特許出願の特許請求の範囲は、方法クレームに書

いても、製品クレーム（たとえば当該方法を実現させる装置）に書いてもかまわな

い。どの形式のクレームに書いても、明細書にサポートされ、そして、全体的に当該

発明の技術方案を反映し、技術的課題を解決するのに必要な技術的特徴を記載してあ

るものでなければならない。当該コンピュータプログラムに備わる機能及びその機能

で達成する効果を総括的に記述しただけのものであってはならない。方法クレームと

して書く場合には、方法プロセスのステップに沿って、当該コンピュータプログラム

で実行する各機能、及びこれらの機能が如何に果たされるかについて、詳細に記述し

なければならない。装置クレームとして書く場合には、当該装置の各構成部及び各構

成部の間の関係を具体的に記述し、当該構成部は、ハードウエアを含むだけでなく、

プログラムも含むことができる。 
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 機能的クレームの明確性要件に関する基準 

 

中国では、機能的クレームの明確性要件に関し、次の記載がある。 

 

中国専利審査指南 第二部分第 2 章 3.2.1 
 

中国専利審査指南 第二部分第2章 明細書と特許請求の範囲 

3. 特許請求の範囲 

3.2 特許請求の範囲の記載要件 

3.2.1 明細書を根拠とする場合 

 クレームに含まれる機能的限定の技術的特徴は、記載された機能を実現できるすべ

ての実施形態をカバーしていると理解すべきである。機能的限定の特徴を含めるクレ

ームに対して、該機能的限定が明細書にサポートされているかを審査しなければなら

ない。クレームに限定された機能は、明細書の実施例に記載された特定の形態で完成

されたもので、かつ所属技術分野の技術者は明細書に記載していないほかの代替的形

態ではこの機能を完成できるかについて不明である、又は所属技術分野の技術者が該

機能的限定に含まれる一種若しくは数種の形態でも、発明若しくは実用新案が解決し

ようとする技術的課題を解決できず、同等な技術的効果を達成できないと疑う理由を

有するときは、クレームには前記ほかの代替的形態若しくは発明や実用新案の技術的

課題を解決できない形態をカバーする機能的限定を用いてはならない。 

 また、明細書には曖昧な方式だけでその他代替的形態も適用でき得ると記載してお

り、所属技術分野の技術者にとって、これら代替的形態が何なのか、又はどのように

これら代替的形態を応用すればよいかが不明確である場合は、クレームのなかの機能

的限定も許されない。なお、単なる機能的クレームは明細書にサポートされないた

め、これも許されない。 

 

 CS関連発明等の機能的クレームの明確性要件に関する基準 

 

中国では、CS関連発明等の機能的クレームの明確性要件に関し、固有の基準は見当

たらない。 
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（２） 歴史的変遷 

 

 
 

 CS関連発明等の機能的クレームに関する審決・判決及び法律として、中国では、下

記判決及び法改正が挙げられる。 

 

年

月 

分

類 
種別 概要 

2009 機

能 

審取 

 

無効 

（2009）一中知行初字第2394号北京市第一中級人民法院 

＜判決の要旨＞クレーム13が機能的特徴を採用して、“汎用拡張モ

ジュール”と“物理的構成”を限定した一方、明細書に上記の特定の

実施形態だけが記載されたため、当業者は、“物理的構成”を実現

するために、明細書に言及していない他の代用方式も採用して完

成することができるかどうか、不明になった。よって、クレーム

13は2001年特許法の第26条第4項の規定に満たさない。 
 

2009  

［最高人民法院による特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用

の若干問題に関する解釈（2009）］ 

第4条： 

請求項において機能若しくは効果を以って記載された技術的特徴につい

て、裁判所は明細書及び図面に記述された当該機能若しくは効果の具体的な

実施形態、及びそれと同等の実施形態と結び付けた上で、当該技術的特徴の

内容を確定しなければならない。 
 

2010 機

能 

侵害

訴訟 

（2010）沪高民三（知）終字第89号 上海市高級人民法院 

＜判決の要旨＞もし明細書に機能的限定の具体的な実施例が記載

されていなければ、クレームの保護される範囲が確定できない。 

2013 機

能 

侵害

訴訟 

（2013）沪高民三（知）終字第96号 上海市高級人民法院 

＜判決の要旨＞もし明細書に十分の教示が無ければ、当業者が明

細書や図面に基づいて保護の範囲を確定することもできない。 

「最高人民法院による特許権侵害をめぐる紛争案件の審理におけ

る法律適用の若干問題に関する解釈（2009）」の第4条の規定によ

れば、クレームにおいて機能又は効果により表されている技術的

特徴について、明細書及び図面に表された当該機能又は効果の具

体的な実施形態及びそれと均等な実施形態と合わせて、当該技術

的特徴の内容を確定しなければならない。 

2015 機

能 

侵害

訴訟 

（2015）京知民初字第441号 北京知識産権法院 

＜判決の要旨＞明細書によって、クレームの機能的特徴を解釈す

る。 

クレーム16は製品クレームであることで、保護されるのは、製品

の部品又は部品間の結合関係であるべきである。特徴Eは、オペ

レーション演算モジュールの機能を記述し、機能的特徴に属し、

即ち構造、成分、手順、条件及び相互関係等、その発明に果たし

た機能又は効果によって、限定を行う技術的特徴である。「最高

人民法院による特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律

適用の若干問題に関する解釈（2009）」の第4条の規定によれば、
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クレームにおいて機能又は効果により表されている技術的特徴に

ついて、明細書及び図面に表された当該機能又は効果の具体的な

実施形態及びそれと均等な実施形態と合わせて、当該技術的特徴

の内容を確定しなければならない。 

2015 機

能 

侵害

訴訟 

（2015）京知民初字第01937号 北京知識産権法院 

＜判決の要旨＞クレームがある技術的特徴に対する記述に機能又

は効果的表現を含む場合、当業者が当該記述を閲覧し、その特徴

が分かり、かつクレームの閲覧だけで上記機能又は効果を実現で

きる具体的な実施形態を直接かつ明確に確定することができ、例

え確定できた実施形態が唯一でなくても、当該技術的特徴は機能

的特徴と見なされない。 
 

2016  

［最高人民法院による特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用

の若干問題に関する解釈（II）（2016）］ 

第8条第1項： 

機能的特徴とは、構造、成分、手順、条件又はその間の関係などについ

て、それが発明創造において果たす機能又は効果を通じて限定を行う技術的

特徴をいう。ただし、当該分野の一般的な技術者が請求項の閲読のみを通じ

て、前述の機能又は効果の具体実施形態を直接かつ明確に確定できる場合は

この限りでない。 

第8条第2項： 

明細書及び図面に記載された、前項でいう機能又は効果を実現するために

必要不可欠な技術的特徴に比べて、被疑侵害技術案に対応する技術的特徴

を、基本的に同一の手段によって同一の機能を実現し、同一の効果を達成

し、かつ当業者が被疑侵害行為の発生時に創造的労働を経ずして連想できる

場合、人民法院は、当該技術的特徴と機能的特徴が同一又は同等であると認

定しなければならない。 
 

2017 機

能 

審取 

 

無効 

（2017）京行終1130号 北京市高級人民法院 

＜判決の要旨＞当業者が明細書とクレームに基づいて、クレーム

の機能的特徴の保護範囲に対する限定と機能を確定できる場合

に、クレームの保護範囲は明確である。 

2017 機

能 

審取 

 

無効 

（2017）京行終2479号 北京市高級人民法院 

＜判決の要旨＞当業者が通信分野に通常採用された記述と技術に

基づいて、通常採用された機能的特徴を実現する方式を確定でき

る場合は、保護範囲が確定できる。 

2017 機

能 

侵害

訴訟 

（2017）闽民終501号 福建省高級人民法院 

＜判決の要旨＞「最高人民法院による特許権侵害をめぐる紛争案

件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(II)（2016）」

の第8条第1項の規定によれば、機能又は効果で記述した技術的特

徴が全て機能的特徴ではなく、当該機能的特徴が構造、成分、手

順、条件、相互関係等を記述している場合のみ、当該技術的特徴

が機能的特徴とみなされる。本案クレームに係る「取得モジュー

ル」、「処理モジュール」、「第一受信ユニット」、及び「モバ

イルユニット」に記述された「モジュール」及び「ユニット」

は、全てモバイル端末のデバイスであり、前述司法解釈の構成な

どに属しないので、機能的技術的特徴ではない。 
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2018 機

能 

侵害

訴訟 

（2018）京民終184号 北京市高級人民法院 

＜判決の要旨＞本案にて、クレーム1およびクレーム6の「接続」

は「複数のコンピュータポート」と「制御デバイス」の関係に対

する限定であるが、形式上、それは機能的特徴である。ただし、

上記の規定によれば、機能的特徴の認定において、当業者がクレ

ームを読むだけで、上記の機能又は効果を実現するための具体的

な実施形態を直接かつ明確に確定できる場合、機能的特徴として

認定してはいけない。 コンピュータ分野では、当業者は、クレー

ム1及びクレーム6のコンピュータ接続ポートと制御デバイスの

「接続」が、直接的物理的接続によって情報送信を実現すること

も含み、直接的物理的接続によらずに情報送信を実現することも

含み、両者の間でデータを送信できれば良いことを明確に理解で

きる。 

2018 機

能 

侵害

訴訟 

（2018）京民終480号 北京市高級人民法院 

＜判決の要旨＞ソフトウエアプログラム特許にある機能的言語は

「最高人民法院による特許権侵害をめぐる紛争案件の審理におけ

る法律適用の若干問題に関する解釈(II)（2016）」第8条中の機能

的特徴に属するかどうか、又は限定解釈に適用するかどうか。 

クレームの「同期モジュール」が機能的特徴であるかどうかに

関して、「最高人民法院による特許権侵害をめぐる紛争案件の審

理における法律適用の若干問題に関する解釈(II)（2016）」の第8

条第1項の規定によれば、第一審裁判所は、コンピュータ分野の当

業者の公知常識を考慮し、当業者が明細書を読んだら、同期モジ

ュールがサーバーデータとユーザ端末データ間の同期を維持する

実施形態を直接かつ明確に確定できるので、この特徴は機能的な

特徴ではない。 

2018 機

能 

侵害

訴訟 

（2018）京民終498号 北京市高級人民法院 

＜判決の要旨＞当業者が請求の範囲を読むだけで実施形態を確定

でき、明細書に実施手法・手順に対してさらなる限定がない場

合、その特徴は機能的特徴ではない。 

2018 機

能 

侵害

訴訟 

（2018）最高法民申1018号 上海市高級人民法院 

＜判決の要旨＞機能的特徴の関連規定の立法の背景、適用方法： 

1）「最高人民法院による特許権侵害をめぐる紛争案件の審理にお

ける法律適用の若干問題に関する解釈（2009）」の第4条 は、

「機能的特徴」の定義と限定解釈の原則を示した。《中国専利審

査指南》は、特許出願段階での機能的特徴の使用を制限する規定

を設けている。これに対して、特許侵害段階で、「機能的特徴」

の解釈に対して、特別な規定も設ける必要がある。 

2）限定解釈が必要かどうかを判断する場合、まず問題の技術的特

徴が「機能的特徴」であるかどうかを判断する必要がある。「最

高人民法院による特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法

律適用の若干問題に関する解釈(II)（2016）」の第8条第1項の規定

によれば、その特徴は、クレームで定義されている全体的な技術

方案に組み込んで理解する必要がある。もし、当業者が機能的特

徴とクレームの全体的な技術的事項を組み合わせて、前記特徴の

具体的な実施実態を直接かつ明確に確定できれば、前記特徴が
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「機能的特徴」に該当せず、「最高人民法院による特許権侵害を

めぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈

（2009）」の第4条に規定されたに限定解釈を適用する必要はな

い。 

3）「機能的特徴」に対する限定解釈は、適度にすべきであり、特

許の進歩性及び開示された内容に対応する必要がある。「最高人

民法院による特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適

用の若干問題に関する解釈(II)（2016）」の第8条第2項によれば、

「機能的特徴」に対する解釈は、明細書及び図面に記載された、

機能を実現するために必要不可欠な技術的特徴を根拠とすべきで

ある。「機能的特徴」の保護範囲を限定するために、明細書及び

図面の、「機能的特徴」の実現に関する全ての技術的特徴を便宜

的に用いてはならない。 

 

 
 

CS関連発明等の機能的クレームに関する審査基準等に関し、中国では、近年、下記

審査基準等が改訂されている。 

 

年 分類 種別 概要 

2006 CS 基準等 中国専利審査指南の改訂 

2017 CS 基準等 中国専利審査指南の改訂 

2020 CS 基準等 中国専利審査指南の改訂 

 

 CS 関連発明 

 

中国特許法は、2009年に改訂され現行法に至っている。 

CS関連発明に関する中国専利審査指南については、2006 ～2017年にかけて以下の改

訂が行われた。 

 

 2006 年以前の中国専利審査指南 

 

2006年以前の中国専利審査指南の規定によると； 

 

「コンピュータプログラムに係る特許出願の特許請求の範囲は、方法クレームに書

いても、製品クレーム（例えば当該方法を実現させる装置）に書いてもかまわな

い。どの形式のクレームに書いても、明細書にサポートされるべきである。」 

 

とされていた。審査官は一般に、明細書の方法又はプロセスは方法タイプのクレーム

のみをサポートし、製品タイプのクレームをサポートできないと考えるので、コンピ

ュータプログラムに係る発明については、方法タイプのクレームの書き方のみを許す

ということである。 
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 2006年の中国専利審査指南の改訂 

 

2006年の中国専利審査指南改訂では、下記のように規定されている。 

（注：2010年の中国専利審査指南の改訂は、コンピュータプログラムに関する内容に触れて

いない） 

 

「すべてコンピュータプログラムのフローチャートを根拠にして、当該コンピュー

タプログラムのフローチャートの各ステップと完全に対応して一致する方式によ

り、又は、当該コンピュータプログラムのフローチャートを反映する方法クレーム

と完全に対応して一致する方式により、装置クレームを記載する場合、即ちこの装

置クレームの各構成部と当該コンピュータプログラムのフローチャートの各ステッ

プ又は当該方法クレームの各ステップと完全に対応して一致するような場合には、

この装置クレームの各構成部は、当該プログラムのフローチャートの各ステップ又

は当該方法の各ステップを実現するには構築しなければならない機能モジュールで

あると理解すべきである。このような機能モジュールにより限定される装置クレー

ムは、主に明細書に記載してあるコンピュータプログラムを介して当該解決方案を

実現するための機能モジュール化の枠組みであると理解すべきであり、主にハード

ウエア的方式により当該解決方案を実現するための実体装置として理解すべきでは

ない。」 

 

装置クレームと方法クレームの対応関係が一致しない場合、審査官は、装置クレー

ムを一般的な物理実体の製品クレームとして認定して、方法クレームを「明細書より

サポートされない」との審査意見を発行する。又は、装置クレームに実体コンポーネ

ントと機能モジュールの両方が含まれている場合、審査官は、当該クレームが実体ハ

ードウエアデバイスであるか方法を示すフローであるかを確定できないと見なし、不

明確だと認定する。 

 

 2017年の中国専利審査指南の改訂 

2017年の中国専利審査指南では、下記のように規定されている。 

 

「コンピュータプログラムに係わる特許出願の特許請求の範囲は、方法クレームに

書いても、製品クレーム（例えば当該方法を実現させる装置）に書いてもいい。

……装置クレームとして書く場合には、当該装置の各構成部及び各構成部の間の関

係を具体的に記述し、当該構成部は、ハードウエアを含むだけでなく、プログラム

も含むことができる。」 

 

コンピュータの分野では、ソフトウエアとハードウエアは2つの部分で連携すること

がよくある。 

2017年の中国専利審査指南の改訂では、装置クレームの構成部分にプログラムのフ

ローの特性が含まれることを明確し、申請者がソフトウエアに対する改善を直接記述

することを許し、 当該プログラムのフローの特徴が、ハードウエア装置を限定する方

法又は機能として理解されるべきではないとされた。 

  



- 249 - 

 

 

 BM関連発明 

 

次にビジネス方法に係る特許出願については、具体的な物理的構成のサポートがな

いため、大部分は機能的限定の方式を採用して記述されている。ビジネス手法に係る

特許出願の審査は、主にそれらが特許の対象であるかどうかに係る審査である。した

がって、主に中国専利審査指南における知的活動の規則と方法の内容の改訂にあた

る。 

 

 2006年以前の中国専利審査指南 

 

2006年以前の中国専利審査指南の規定によると、知的活動の法則と方法に関わる特

許出願で保護を請求する主題が、特許権付与の客体に該当するかどうかを判断する

時、以下に挙げられる原則に従うものとする； 

 

「（1）ある発明は、知的活動の関係法則と方法だけ、即ち、知的活動の関係法則と

方法そのものに関わるものならば、特許権を付与してはならない。 

（2）ある発明は全体として、知的活動の法則と方法ではないが、発明の一部が知

的活動の法則と方法に属すれば、その特許権を取得する可能性を排除してはならな

い。具体的に分析し、下記の二つの状況に従って区別して取り扱う。 

（i）ある発明が従来技術に対する貢献は、知的活動の法則と方法に該当する部分

だけに限られれば、その発明が知的活動の法則と方法として見なすべき、特許権

を付与してはならない。 

（ii）ある発明が従来技術に対する貢献は、知的活動の法則と方法に該当する部

分に限られなければ、又は、その部分だけに限られなければ、中国特許法第25条

第1項の(2)に基づいた上で、その特許権を取得する可能性を排除してはならな

い。」 

 

2006年以前の審査では「貢献論」を使用していた。つまり、発明の主題の一部は知

的活動の規則と方法に属するが、他部は知的活動の規則と方法に属しなければ、その

発明が従来技術に対する貢献によって判断する。具体的な判断方法は次のとおりであ

る。先行技術に対する発明の貢献が知的活動の規則と方法のみにある場合、発明は知

的活動の規則と方法とみなされ、その特許権は付与されない。 

 

 2006年の中国専利審査指南の改訂 

 

2006年～2017年の中国専利審査指南改訂では、下記のように規定されている。 

（注：2010年の中国専利審査指南の改訂は、知的活動の法則と方法に関する内容に触れてい

ない） 

 

「知的活動の法則と方法に関わる特許出願で保護を請求する主題が、特許権付与の

客体に該当するかどうかを判断する時、以下に挙げられる原則に従うものとする。 

（1）あるクレームは、知的活動の関係法則と方法だけに関わるものならば、特許

権を付与してはならない。あるクレームは、その主題名称を除き、それを限定す

る全ての内容が知的活動の法則と方法である場合に、当該クレームは実質的に、

知的活動の法則と方法だけに関わるものとなり、特許権が付与されてはならな

い。 

（2）前述（1）で述べた状況を除き、もし、あるクレームを限定する全ての内容
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において、知的活動の法則と方法の内容を含むとともに、技術的特徴も含むもの

であれば、当該クレームが全体としては、知的活動の法則と方法ではないので、

中国特許法第25条に基づいた上で、その特許権を取得する可能性を排除してはな

らない。」 

 

つまり、「貢献論」が廃棄された。もし、あるクレームは、知的活動の法則と方法

の内容を含むとともに、技術的特徴も含むものであれば、中国特許法第25条に基づい

た上で、その特許権を取得する可能性を排除してはならない。特許法第2条第2項の発

明創造に関する規定又は特許法第23条第3項の進歩性に関する規定に満たすかどうかを

さらに審査すべきである。特許法第2条第2項に関する審査は調査が要らないため、効

率が高く、この段階にて、ビジネス方法に係る出願は、通常、特許法第2条第2項に満

たさない理由で拒絶される。 

 

 2017年の中国専利審査指南の改訂 

知的活動の法則と方法の部分を、「ビジネスモデルに係るクレームには、ビジネス

ルールと手法の内容も含まれ、技術的特徴も含まれている場合、中国特許法第 25 条に

基づいた上で、その特許権を取得する可能性を排除してはならない。」と改訂されて

いる。 
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 2020年の中国専利審査指南の改訂（仮訳） 

 

2020年に中国専利審査指南の改訂が予定されている（2020年2月1日施行予定）。AI

関連発明に関する改訂であり、CS関連発明を調査対象とする本書に、2020年2月1日施

行予定の中国専利審査指南の仮訳を掲載する。 

 

中国専利審査指南（2020年2月1日施行：仮訳） 

《中国専利審査指南》第二部分第9章に第6節を追加し、その内容は以下のとおりで

ある。 

6. アルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴を含む特許出願の審査に関連する

規定 

人工知能、「インターネット＋」、ビッグデータ及びブロックチェーン等に関連

する特許出願には、一般的にアルゴリズム又は商業規則・方法等知的活動の規則と

方法特徴が含まれている。本節は、特許法及びその実施細則に従って、このような

出願の審査の特殊性を規定することを目的としている。 

 

6.1 審査基準 

審査は、保護を求められる解決方法のアイデア、即ち請求項により限定される解

決方法のアイデアを対象に行う。審査にあたっては、技術的特徴とアルゴリズムの

特徴又は商業規則・方法の特徴等とを簡単に切り離すべきではない。請求項に記載

するあらゆる内容を一つの全体として、その中に言及される技術的手段、解決しよ

うとする技術的問題と獲得される技術的効果を分析すべきである。 

 

6.1.1 特許法第二十五条第一項第（二）号に基づいた審査 

請求項が、抽象的アルゴリズム又は単純の商業規則・方法に関わり、かついかな

る技術的特徴も含んでいない場合に、この請求項は、特許法第二十五条第一項第

（二）号に規定される知的活動の規則と方法に該当し、特許権を付与すべきではな

い。例えば、抽象的アルゴリズムに基づき、かついかなる技術的特徴も含んでいな

い数学モデル構築方法は、特許法第二十五条第一項第（二）号に規定される、特許

権を付与すべきではない場合に該当する。更に例示すると、ユーザの消費金額に基

づきキャッシュバックする方法は、その中に含む特徴がすべてキャッシュバック規

則に関連する商業規則・方法の特徴であり、いかなる技術的特徴も含んでおらず、

特許法第二十五条第一項第（二）号に規定される、特許権を付与すべきではない場

合に該当する。 

請求項の中に、アルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴以外に、技術的特

徴も含まれている場合、その請求項は、全体的に言えば知的活動の規則と方法では

ないことから、特許法第二十五条第一項第（二）号に基づきその特許権を獲得する

可能性を排除すべきではない。 

 

6.1.2 特許法第二条第二項に基づいた審査 

保護を求められる請求項は、一つの全体として、特許法第二十五条第一項第

（二）号に基づき特許権獲得を排除する場合には該当しない場合に、これが特許法

第二条第二項に記載する技術的解決手段に属するかどうかについて審査を行う。 

アルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴を含む請求項が技術的解決手段に

属するかどうかについて審査するにあたっては、請求項に記載するあらゆる特徴を
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全体的に考慮する必要がある。当該請求項には、解決しようとする技術的問題に対

して、自然法則を利用した技術的手段を採用し、かつこれにより、自然法則に適合

した技術的効果を獲得したと記載されている場合、当該請求項の解決方法のアイデ

アは、特許法第二条第二項に記載する技術的解決手段に該当する。例えば、請求項

に言及されるアルゴリズムの各ステップが、解決しようとする技術的問題との密接

な関係を反映している（アルゴリズムの処理対象となるデータが、技術分野で確実

な技術的意味を有するデータであること、アルゴリズムの実行が自然法則を使用し

てある技術的課題を解決するプロセスを直接反映し、かつ技術的効果を得たこと

等）場合、通常、当該請求項の解決方法のアイデアは特許法第二条第二項に記載す

る技術的解決手段に該当する。 

 

6.1.3 新規性と進歩性の審査 

アルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴を含む特許出願について新規性審

査を行う際には、請求項に記載するあらゆる特徴を考慮すべきである。前記あらゆ

る特徴には、技術的特徴だけでなく、アルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特

徴も含まれている。 

技術的特徴も、アルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴も含む特許出願に

ついて、進歩性の審査を行う際には、技術的特徴と機能上支持し合い、相互作用関

係にあるアルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴と、前記技術的特徴とを一

つの全体として考慮すべきである。「機能上支持し合い、相互作用関係にある」と

は、アルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴が、技術的特徴と密接に結合

し、ある技術的課題を解決するための技術的手段を共同で構成し、かつしかるべき

技術的効果を獲得可能であることを指す。 

例えば、請求項のアルゴリズムを具体的な技術分野に応用し、具体的な技術的課

題を解決できるならば、当該アルゴリズムの特徴が、技術的特徴と機能上支持し合

い、相互作用関係にあると認めることができる。当該アルゴリズムの特徴は、採用

される技術的手段の構成部分であって、進歩性の審査にあたっては、前記アルゴリ

ズムの特徴の、方法のアイデアへの貢献を考慮すべきである。 

更に例示すると、請求項の商業規則・方法の特徴の実施が、技術的手段の調整又

は改善を必要とする場合、当該商業規則・方法の特徴が、技術的特徴と機能上支持

し合い、相互作用関係にあると認めることができる。進歩性の審査にあたっては、

前記商業規則・方法の特徴の、方法のアイデアへの貢献を考慮すべきである。 

 

6.2 審査例 

以下、上記審査基準に基づき、アルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴を

含む特許出願の審査例を示す。 

 

（1）特許法第二十五条第一項第（二）号の範囲内にあるアルゴリズムの特徴又は商

業規則・方法の特徴を含む特許出願は、特許保護の客体には該当しない。 

 

【例1】 

数学モデルの構築方法 

 

出願内容の概要 

本特許出願の解決方法のアイデアは、数学モデルを構築する方法である。訓

練サンプル数を増加させることで、モデリングの正確性を高める。該モデリン
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グ方法は、第一分類タスクに関連するその他分類タスクの訓練サンプルも第一

分類タスクの数学モデルの訓練サンプルとすることで、訓練サンプル数を増加

させ、かつ、訓練サンプルの特徴値を利用して、特徴値、タグ値等を抽出し、

関連数学モデルを訓練し、最終的に第一分類タスクの数学モデルを得る。訓練

サンプルが少ないことでオーバーフィットとなり、モデリングの正確性が低い

という欠陥を克服できる。 

 

出願の請求項 

数学モデルの構築方法であって、 

第一分類タスクの訓練サンプル中の特徴値と、少なくとも一つの第二分類タ

スクの訓練サンプル中の特徴値に基づいて、初期特徴抽出モデルを訓練し、目

標の特徴抽出モデルを得て、前記第二分類タスクは、前記第一分類タスクに関

連するその他分類タスクであるステップと、 

前記目標特徴抽出モデルにより、前記第一分類タスクのそれぞれの訓練サン

プル中の特徴値をそれぞれ処理し、前記それぞれの訓練サンプルに対応する抽

出特徴値を得るステップと、 

前記それぞれの訓練サンプルに対応する抽出特徴値とタグ値で抽出訓練サン

プルを構成し、初期分類モデルを訓練し、目標の分類モデルを得るステップ

と、 

前記目標分類モデルと前記目標特徴抽出モデルで前記第一分類タスクの数学

モデルを構成するステップと、を含むことを特徴とする方法。 

 

分析及び結論 

当該解決方法のアイデアは、いかなる具体的な応用分野にも関わっていな

い。その中で処理される訓練サンプルの特徴値、抽出特徴値、タグ値、目標分

類モデル及び目標特徴抽出モデルはいずれも抽象的な汎用データである。訓練

サンプルの関連データを利用して数学モデルを訓練するといった処理プロセス

は、一連の抽象的数学方法によるステップであり、最終的に得られる結果も、

抽象的汎用分類数学モデルである。当該方法のアイデアは、抽象的なモデル構

築方法であり、その処理対象、過程と結果のいずれも具体的な応用分野との結

合に関わっておらず、抽象的な数学方法の最適化に該当する。なお、方法のア

イデア全体には、いかなる技術的特徴も含まれていない。当該特許出願の解決

方法のアイデアは、特許法第二十五条第一項第（二）号に規定する知的活動の

規則と方法に該当し、特許保護の客体には該当しない。 

 

（2）技術的課題を解決するために技術的手段を利用し、技術的効果を得たアルゴリ

ズムの特徴又は商業規則・方法の特徴を含む特許出願は、特許法第二条第二項に規

定の技術的解決手段に該当する。したがって、特許保護の客体に該当する。 

 

【例2】 

畳み込みニューラルネットワークモデルの訓練方法 

 

出願内容の概要 

本特許出願では、各畳み込み層上で、訓練画像に対して畳み込み操作及び最大

プーリング操作を行った後に、更に最大プーリング操作後に得た特徴画像に対

して平均プーリング操作を行うことで、訓練済みのCNNモデルが、画像認識の
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際に、任意のサイズの認識対象画像を認識することができるようにする。 

 

出願の請求項 

畳み込みニューラルネットワークCNNモデルの訓練方法であって、 

訓練対象のCNNモデルの初期モデルパラメータを取得し、前記初期モデルパ

ラメータには、各畳み込み層の初期畳み込みコア、前記各畳み込み層の初期オ

フセット行列、全結合層の初期加重行列及び前記全結合層の初期オフセットベ

クトルが含まれるステップと、 

複数の訓練画像を取得するステップと、 

前記各畳み込み層上で、前記各畳み込み層上の初期畳み込みコアと初期オフ

セット行列を用い、訓練画像ごとに畳み込み操作と最大プーリング操作を行

い、それぞれの訓練画像の前記各畳み込み層上での第一特徴画像を得るステッ

プと、 

それぞれの訓練画像の少なくとも第一畳み込み層上での第一特徴画像に対し

て平均プーリング操作を行い、それぞれの訓練画像の、各畳み込み層上での第

二特徴画像を得るステップと、 

それぞれの訓練画像の各畳み込み層上での第二特徴画像により、それぞれの

訓練画像の特徴ベクトルを決定するステップと、 

前記初期加重行列と初期オフセットベクトルにより、それぞれの特徴ベクト

ルを処理し、それぞれの訓練画像の分類確率ベクトルを得るステップと、 

前記それぞれの訓練画像の分類確率ベクトル及びそれぞれの訓練画像の初期

分類に基づき、分類誤差を計算するステップと、 

前記分類誤差に基づき、前記訓練対象のCNNモデルのモデルパラメータを調

整するステップと、 

調整済みのモデルパラメータと、前記複数訓練画像により、モデルパラメー

タの調整プロセスを、反復回数がプリセット回数に達するまで継続するステッ

プと、 

反復回数がプリセット回数に達したときに得るモデルパラメータを、訓練済

みのCNNモデルのモデルパラメータとするステップと、を含むことを特徴とす

る方法。 

 

分析及び結論 

当該解決方法のアイデアは、畳み込みニューラルネットワークCNNモデルの

訓練方法である。その中で、モデル訓練方法の各ステップで処理されるデータ

がすべて画像データであること、各ステップで画像データをどのように処理す

るかを明確にしている。これにより、ニューラルネットワーク訓練アルゴリズ

ムと画像情報処理との密接な関連が反映されている。当該解決方法のアイデア

が解決しようとするのは、CNNモデルが固定サイズの画像しか認識できないと

の技術的問題を如何に克服するかという問題である。当該方法のアイデアは、

それぞれの畳み込み層で画像に対する異なった処理を行い、訓練を実施する手

段を採用し、自然法則に従った技術的手段を利用し、得られた訓練済みCNNモ

デルが、任意サイズの識別対象画像を認識できるとの技術的効果を得ている。

したがって、当該特許出願の解決方法のアイデアは、特許法第二条第二項に規

定する技術的解決手段に該当し、特許保護の客体には該当する。 

 

【例3】 
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共有自転車の使用方法 

 

出願内容の概要 

本特許出願では、共有自転車の使用方法が提供されている。ユーザ端末の位

置情報及び対応する一定距離範囲内の共有自転車の状態情報を取得すること

で、ユーザが共有自転車の状態情報に基づいて、利用可能な共有自転車を正確

に見つけ、利用し、かつ、指示によりユーザの駐輪を誘導することができる。

この方法は、貸し自転車の使用と管理を便利にし、ユーザの時間を節約し、ユ

ーザ体験を向上させる。 

出願の請求項 

共有自転車の使用方法であって、 

ステップ1、ユーザは端末を通じてサーバに共有自転車の使用要求を送信する

ステップと、 

ステップ2、サーバはユーザの第一位置情報を取得し、前記第一位置情報に対

応する一定の距離範囲内の共有自転車の第二位置情報、及びこれらの共有自転

車の状態情報を調べ、前記共有自転車の第二位置情報と状態情報を端末に送信

し、第一位置情報と第二位置情報はGPS信号を通じて取得されるステップと、 

ステップ3、ユーザは端末に表示される共有自転車の位置情報に基づいて、利

用可能な目標の共有自転車を見つけるステップと、 

ステップ4、ユーザは、端末を使って目標の共有自転車の車体上のQRコード

をスキャンし、サーバ認証をパスした後、目標の共有自転車の利用権限を得る

ステップと、 

ステップ5、サーバは、利用状況に基づいて、ユーザに駐輪指示を送り、ユー

ザが自転車を指定エリアに止めた場合、優遇料金で費用計上し、さもなけれ

ば、基準料金で費用計上するステップと、 

ステップ6、ユーザは前記指示に従って選択し、利用終了後、ユーザは、共有

自転車のロック動作を行い、共有自転車はロック状態を検出後、サーバに利用

完了信号を送信するステップと、を含むことを特徴とする方法。 

 

分析及び結論 

当該解決方法のアイデアは、共有自転車の使用方法に関わっており、解決し

ようとするのは、共有自転車の位置とマッチングし、共有自転車の利用権限を

得る技術的問題である。当該方法のアイデアは、端末とサーバ上のコンピュー

タプログラムを実行することで、ユーザによる共有自転車利用行為に対する制

御と誘導を実現し、位置情報、認証等データに対する収集・計算の制御を反映

しており、自然法則に従った技術的手段を利用し、共有自転車の位置マッチン

グ、共有自転車の利用権限取得等技術的効果を実現している。したがって、当

該特許出願の解決方法のアイデアは、特許法第二条第二項に規定する技術的解

決手段に該当し、特許保護の客体には該当する。 

 

【例4】 

ブロックチェーンノード間通信の方法及び装置 

 

出願内容の概要 

本特許出願では、ブロックチェーンのノード通信方法と装置が提供されてい

る。ブロックチェーンにおけるサービスノードは、通信接続を確立する前、通
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信要求の中にあるCA証明書及び事前設定されたCA信頼リストにより、通信接続

を確立するかどうかを決定し、したがってサービスノードからプライバシーデ

ータ漏洩の可能性を減少し、ブロックチェーンで保管されたデータの安全性を

向上させている。 

出願の請求項 

ブロックチェーンノード通信方法であって、ブロックチェーンネットワーク

の中のブロックチェーンノードには、サービスノードが含まれ、前記サービス

ノードには、認証局CAが発送した証明書が保管されており、かつ、CA信頼リス

トが事前設定されており、前記方法は、 

第一ブロックチェーンノードは、第二ブロックチェーンノードから発送され

た通信要求を受け取り、前記通信要求の中には、第二ブロックチェーンノード

の第二証明書が盛り込まれているステップと、 

前記第二証明書に対応するCA標識を特定するステップと、 

特定済みの前記第二証明書に対応するCA標識が、前記CA信頼リストの中に存

在するかどうかを判断するステップと、 

存在する場合は、前記第二ブロックチェーンノードと通信接続を確立するス

テップと、 

存在しない場合は、前記第二ブロックチェーンノードと通信接続を確立しな

いステップと、を含む方法。 

 

分析及び結論 

本願が解決しようとする問題は、アライアンスチェーンネットワークの中で

ブロックチェーンのサービスノードからユーザのプライバシーデータを漏洩す

ることをどのように防止するかという問題であり、ブロックチェーンデータの

安全性を高める技術的問題に該当する。通信要求にCA証明書を持たせ、かつCA

信頼リストを事前設定する形で接続を確立するかどうかを決定することによ

り、サービスノードが接続を確立可能な対象を限定し、ブロックチェーンにお

けるデータの安全性を向上させる。したがって、本願のブロックチェーンノー

ド間通信の方法は、サービスノード間の安全通信を実現し、サービスノードか

らプライバシーデータを漏洩する可能性を抑えており、特許法保護の客体には

該当する。 

 

（3）技術的課題を解決していない、、技術的手段を利用していない、又は、技術的

効果を獲得していない、アルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴を含む特許

出願は、特許法第二条第二項に規定する技術的解決手段に該当せず、したがって、

特許保護の客体には該当しない。 

 

【例5】 

消費キャッシュバックの方法 

 

出願内容の概要 

本特許出願では、消費キャッシュバックの方法が提供されている。コンピュ

ータが設定済みのキャッシュバック規則を実行することにより、消費したユー

ザにキャッシュクーポンを与え、ユーザの消費意欲を高め、経営者の利益増加

につながる。 
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出願の請求項 

消費キャッシュバックの方法であって、 

ユーザが、経営者のところで消費をするとき、経営者は、消費の金額に応じ

て一定のキャッシュクーポンを還元するステップを含み、具体的には、 

経営者は、コンピュータによりユーザの消費金額を計算し、ユーザの消費金

額RをMの区間に分け、Mは整数であり、区間1から区間Mの数値は小さいものか

ら順に増大し、還元されるキャッシュクーポンの金額FもMの値に分け、Mの数

値も小さいものから配列され、 

コンピュータの計算値により、ユーザの今回の消費金額が区間1にあるとき

は、キャッシュバックの金額を1個目の値に、ユーザの今回の消費金額が区間2

にあるときは、キャッシュバック金額を2個目の値とし、以降も同様とし、しか

るべき区間のキャッシュバック金額をユーザに還元することを特徴とする方

法。 

 

分析及び結論 

当該解決方法のアイデアは、コンピュータにより実行される消費キャッシュ

バックの方法に関わっており、その処理対象はユーザの消費データであり、解

決しようとするのは、ユーザ消費をいかに促進するかとの問題であって、技術

的問題を構成しない。採用する手段は、コンピュータが人的に設定されたキャ

ッシュバック規則を実行することであるが、コンピュータに対する限定は、指

定された規則に従って、ユーザの消費金額に基づきキャッシュバック金額を確

定するだけであり、自然法則には支配されておらず、したがって、技術的手段

は利用していない。当該方法のアイデアで獲得した効果は、ユーザ消費の促進

だけであり、自然法則に適合した技術的効果ではない。したがって、当該特許

出願は、特許法第二条第二項に規定する技術的解決手段に該当せず、特許保護

の客体には該当しない。 

 

【例6】 

電力利用特徴に基づいた経済景気指数の分析方法 

 

出願内容の概要 

本特許出願は、各経済指標と電力利用指標の統計により、測定対象地域の経

済景気指数を評価する。 

 

出願の請求項 

地域的電力利用特徴に基づいた経済景気指数の分析方法であって、 

測定対象地域の経済データと電力利用データにより、測定対象地域の経済景気

指数の初期指標を選定し、前記初期指標には、経済指標と電力利用指標が含ま

れるステップと、 

クラスター分析方法と時差相関分析法により、先行指標、一致指標と遅行指

標からなる、前記測定対象地域の経済景気指標体系を確定するステップと、 

前記測定対象地域の経済景気指標体系に基づき、合成指数計算の方法により、

前記測定対象地域の経済景気指数を得るステップと、を含むことを特徴とする

方法。 

 

分析及び結論 
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当該解決方法のアイデアは、経済景気指数の分析・計算方法である。その処

理対象は各種経済指標と電力利用指標であり、解決しようとする問題は、経済

の傾向を判断することであり、技術的問題を構成しない。採用する手段は、経

済データと電力利用データに基づき経済状況を分析することであり、経済学的

法則に従って経済管理の手段を採用するだけで、自然法則には支配されておら

ず、したがって、技術的手段は利用していない。当該方法のアイデアは、最終

的に経済評価に利用可能な経済景気指数を獲得するが、これは、自然法則に適

合した技術的効果ではない。したがって、当該解決方法のアイデアは、特許法

第二条第二項に規定する技術的解決手段に該当せず、特許保護の客体には該当

しない。 

 

（4）進歩性の審査を行うに当たっては、技術的特徴と機能上支持し合い、相互作用

関係にあるアルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴の、方法のアイデアへの

貢献を考慮すべきである。 

 

【例7】 

マルチセンサ情報に基づいたヒューマノイドロボットの転倒状態の検出方法 

 

出願内容の概要 

ヒューマノイドロボットの歩行時の転倒状態に関する既存の判定では、姿勢

情報又はZMP位置情報を中心に利用しているが、このような判断は全面的では

ない。本特許出願では、マルチセンサに基づいてヒューマノイドロボット転倒

状態を検出する方法が提供されている。ロボット歩行段階情報、姿勢情報と

ZMP位置情報をリアルタイムに融合し、ファジー決定システムを利用し、ロボ

ットの現在の安定性と制御可能性を判定し、ロボットの次の動作のための参考

を提供する。 

 

出願の請求項 

マルチセンサ情報に基づいたヒューマノイドロボットの転倒状態の検出方法

であって、 

（1）姿勢センサ情報、ゼロモーメントポイントZMPセンサ情報とロボット歩

行階段情報を融合することで、階層構造のセンサ情報融合モデルを構成し、し

たがってヒューマノイドロボットの安定性判定を実現するステップと、 

（2）前後のファジー決定システムと左右のファジー決定システムをそれぞれ

利用し、ロボットの前後方向・左右方向での安定性を判定するステップと、を

含み、具体的には、 

①ロボットの支持脚と地面との間の接触状況及びオフライン歩容計画によ

り、ロボットの歩行段階を決定するステップと、 

②ファジー推論アルゴリズムを利用してZMP位置情報をファジー化するステ

ップと、 

③ファジー推論アルゴリズムを利用してロボットのピッチ角又はロール角を

ファジー化するステップと、 

④メンバーシップ関数を出力するステップと 

⑤ステップ①～ステップ④により、ファジー推論のルールを決めるステップ

と、 

⑥非ファジー化するステップと、を含むことを特徴とする方法。 
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分析及び結論 

引用文献1では、ヒューマノイドロボットの歩容計画とセンサ情報に基づいた

フィードバック制御が公開され、関連融合情報に基づいてロボット安定性が判

断される。その中には、複数のセンサ情報に基づいたヒューマノイドロボット

の安定状態評価が含まれる。即ち、引用文献1では、本特許出願の解決方法のア

イデアの中のステップ（1）が公開されている。当該解決方法のアイデアと引用

文献1との区別は、ステップ（2）の具体的アルゴリズムのファジー決定方法の

採用にある。 

出願書類に基づいて、当該解決方法のアイデアは、ロボットの安定状態及び

その可能な転倒方向の判読に関する信頼性と正解率を効果的に向上させること

がわかる。姿勢情報、ZMP位置情報及び歩行段階情報を入力パラメータとし、

ファジーアルゴリズムを通じてヒューマノイドロボットの安定状態を判定する

ための情報を出力し、更に正確な姿勢調整命令を出すための根拠を提供する。

したがって、上記アルゴリズムの特徴は、技術的特徴と機能上支持し合い、相

互作用関係にある。引用文献1と比較して特定した本発明が実際に解決しようと

する技術的問題は、ロボットの安定状態を如何に判断するか、及びその可能な

転倒方向を如何に正確に予測するかである。上記ファジー決定を実現するアル

ゴリズムも、これをロボット安定状態の判断に応用することも、その他引用文

献に公開されておらず、当分野で公知となった常識でもなく、既存技術は全体

として、当業者が引用文献1を改善することにより発明の保護を求める啓発が存

在しておらず、保護を求める発明は、最も近い先行技術との関連が明らかなも

のではないため、進歩性を具備する。 

 

【例8】 

協調共進化と多集団遺伝的アルゴリズムに基づいた複数台ロボット経路計画システ

ム 

 

出願内容の概要 

既存の複数台移動ロボット運動計画の制御構造としては、通常の場合、集中

的計画方法が採用される。この方法では、複数台ロボットシステムを、複数の

自由度を持つ複雑なロボットと見なし、システム中の一つのプランナーが統一

してすべてのロボットの運動計画を実行する。その欠点は、計算時間が比較的

長く、実用性が低いことにある。本特許出願では、協調共進化・多集団遺伝的

アルゴリズムに基づいた複数台ロボット経路計画システムが提供される。ロボ

ットのそれぞれの経路を1本の染色体で表し、最短距離、滑らかさ、安全距離を

経路の適合度関数を設計する上での三つの目標とし、Messy遺伝的アルゴリズム

を通じ、それぞれのロボットの経路を最適化し、最適経路を得る。 

 

出願の請求項 

協調共進化と多集団遺伝的アルゴリズムに基づいた複数台ロボット経路計画

システムであって、 

（1）ロボットの1本の経路を1本の染色体で表し、染色体をノードの連結リス

ト形式で示し、即ち、[(x,y),time]、(x,y,time∈R)であり、(x,y)はロボットの位置

坐標を示し、timeは前のノードから本ノードへの移動にかかる時間消費を示し、

起点ノードのtimeは0とし、それぞれのロボット単体の染色体は、初期ノードの
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初期位置、終点ノードの目標位置が固定しており、それ以外の中間ノードとノ

ード個数が可変的であり、 

（2）それぞれのロボットRobot(i)の経路path(j)の適合度関数はφ(pi,j)と表さ

れ、 

||pi,j||＝Distance(pi,j)+ws×smooth(pi,j)+wt×Time(pi,j) 

式中、||pi,j||は、距離、滑らかさと時間消費の線形結合で、wsは滑らかさ加重

係数で、 

wtは時間加重係数であり、Distance(pi,j)は経路長さで、smooth(pi,j)は経路の滑

らかさで、Time(pi,j)は経路pi,jの時間消費をそれぞれ表し、それぞれのロボット

は、前記適合度関数を採用し、Messy遺伝的アルゴリズムの最適化を通じて最適

経路を得ることを特徴とするシステム。 

 

分析及び結論 

引用文献1では、協調共進化に基づいた複数台ロボット経路計画方法が公開さ

れている。その中で自己適応のカオスアルゴリズムを用いて最適経路を得る。

本特許出願の解決方法のアイデアと引用文献1との区別は、Messy遺伝的アルゴ

リズムを通じて複数台ロボットの経路計画を実現することにある。 

当該解決方法のアイデアでは、適合度関数を採用しMessy遺伝的アルゴリズム

を制限し、遺伝的アルゴリズムによる最適化を経て、ロボットの前進経路を得

る。当該解決方法のアイデアのアルゴリズムの特徴は、技術的特徴と機能上支

持し合い、相互作用関係にあり、ロボット前進経路の最適化を実現する。引用

文献1と比較して特定した、本発明が実際に解決しようとする技術的問題は、特

定のアルゴリズムに基づいて、どのようにしてロボットに最適経路を前進させ

るかである。カオスアルゴリズムを含む、引用文献2ですでに公開された複数種

の遺伝的アルゴリズムはいずれも経路最適化に用いることが可能であるが、

Messy遺伝的アルゴリズムを採用すれば、他のアルゴリズムの欠陥を解消するこ

とができ、したがってより合理的な最適化結果が得られる。引用文献2に示され

た啓発に基づき、当業者は、引用文献1と引用文献2とを結合させ、本特許出願

の技術的解決手段を得る動機がある。したがって、保護を求める発明は、引用

文献1と引用文献2との結合に比較して、明らかであり、進歩性を具備しない。 

 

【例9】 

物流配送方法 

 

出願内容の概要 

貨物配送の過程で、どのように貨物配送の効率を効果的に高め、配送コスト

を抑えるかは、本特許出願が解決しようとする問題である。物流スタッフは、

配送先地点に着いた後、サーバを通じて注文ユーザの端末にメッセージを送る

形で特定の配送エリアの複数の注文ユーザにピックアップの通知を同時に行

う。これにより、貨物配送の効率を高め、かつ配送コストを抑える目的を達成

する。 

 

出願の請求項 

ユーザにピックアップの一括通知を送る形で物流配送効率を高める物流配送

方法であって、 

宅配スタッフは、ユーザにピックアップの通知を送りたい時、手持ちの物流
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端末でサーバに貨物が到達した旨の通知を送り、 

サーバは宅配スタッフの配送範囲内のあらゆる注文ユーザに一括通知を送

り、 

通知を受けた注文ユーザは、通知情報に従ってピックアップをし 

サーバによる一括通知は具体的に、 

サーバは、物流端末が送信した到着通知の中に持たれた宅配スタッフID、物

流端末の現在位置及び対応する配送範囲により、当該宅配スタッフIDに対応す

る、前記物流端末の現在位置を中心とする配送距離範囲内のすべての目標注文

情報を特定し、通知情報をすべての目標注文情報の中の注文ユーザアカウント

に対応する注文ユーザ端末まで送信する方法。 

 

分析及び結論 

引用文献1では、物流配送方法が公開されている。物流端末は、配送シート上

のバーコードをスキャンし、サーバ貨物の到着を通知するために、スキャンし

た情報をサーバに送信し、サーバは、スキャン情報の中の注文ユーザ情報を取

得し、当該注文ユーザに通知を送信し、通知を受けた注文ユーザは、通知情報

に従ってピックアップを行う。 

本特許出願の解決方法のアイデアと引用文献1との区別は、ユーザに対する納

品物到達の一括通知にある。一括通知を実現するため、方法のアイデアの中の

サーバ、物流端末とユーザ端末との間の物理的アーキテクチャ及びデータ通信

については相応の調整が行われた。したがって、ピックアップ通知ルールと具

体的な一括通知の実現方法は、技術的特徴と機能上支持し合い、相互作用関係

にある。引用文献1に比較して特定した発明が実際に解決しようとする技術的問

題は、どのように納品物到達通知の効率を高め、ひいては貨物配送の効率を高

めるかである。ユーザからすれば、ユーザは、より早く納品物到達状況の情報

を得られ、ユーザ体験は向上する。既存技術には、上記引用文献1に改善を加え

ることで本特許出願の解決方法のアイデアを獲得する技術的啓発は存在せず、

当該解決方法のアイデアは進歩性を具備する。 

 

【例10】 

動的見解推移の可視化方法 

 

出願内容の概要 

ここ数年、人々は、ソーシャルネットワークで意見や考えを発表することがま

すます多くなる。人々がソーシャルネットワークで発表する、感情を込めた内

容は、その見解の推移を反映し、そこから、出来事の発展、変化と傾向が窺え

る。本特許出願は、ソーシャルネットワークで人々が発表する情報を自動的に

収集し、その中の感情を分析し、コンピュータを通じて感情の可視化図を作成

することで、人々が、感情の異なる時間での強度の変化及び時間に伴う推移傾

向をより良く理解するように支援する。 

 

出願の請求項 

動的見解推移の可視化方法であって。 

ステップ1）計算装置が、収集した情報集合の中での情報の感情従属度と感情

区分を確定し、前記情報の感情従属度は、当該情報がどのぐらいの確率である

感情区分に属するかを示すステップと、 
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ステップ2）前記感情区分は、積極的、中立的又は消極的であり、具体的分類

方法は、「いいね」の数pを「よくないね」の数qで除して得た値rが閾値aより大

きい場合は、その感情区分を積極的とし、値rが閾値bより小さい場合は、その感

情区分を消極的とし、値b≤r≤aの場合は、感情区分を中立的とし、ここにa>bと

するステップと、 

ステップ3）前記情報の感情区分に基づき、前記情報集合の感情可視化図形の

幾何的プロットを自動的に構築し、横軸を情報発生の時間、縦軸を各感情区分

に属する情報の数とするステップと、 

ステップ4）前記計算装置は、前記情報の感情従属度に基づき、構築された幾

何的プロットに色を付け、情報色の漸進的変化の順序は、それぞれの感情層上

の情報の着色とするステップとを含む方法。 

 

分析及び結論 

引用文献1では、感情に基づいた可視化分析方法が公開されている。そのう

ち、時間は一本の水平軸として表し、それぞれのカラーバンドの異なる時間で

の幅はある感情のその時間点での大きさを表す。それぞれのカラーバンドは、

異なる感情を示す。 

本特許出願の解決方法のアイデアと引用文献1との区別は、ステップ2）の中

に設定される感情の具体的分類ルールにある。出願内容からも分かるように、

感情分類ルールが異なっても、相応のデータに対する着色処理の技術的手段は

同じの可能性があり、これを変えなくても良い。即ち、上記感情の分類ルール

と具体的可視化手段とは、機能上支持し合うことはなく、相互作用関係も存在

しない。引用文献1と比較して、本特許出願は、一種の新たな感情分類のルール

を提示するだけで、いかなる技術的問題も実際に解決しておらず、また、先行

技術に対して技術的貢献も行っていない。したがって、保護を求める発明は、

引用文献1に比べて進歩性を具備しない。 

 

6.3明細書及び特許請求の範囲の作成 

6.3.1明細書の作成 

アルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴を含む特許出願の明細書は、その

発明が技術的課題を解決するために採用する解決方法のアイデアを明確かつ完全に

記載すべきである。前記解決方法のアイデアは、技術的特徴を含めた上で、更に技

術的特徴と機能上支持し合い、相互作用関係にあるアルゴリズムの特徴又は商業規

則・方法の特徴を含めることができる。 

明細書の中では、技術的特徴と、これと機能上支持し合い、相互作用関係にある

アルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴がどのように共同作用し、かつ有益

な効果を発生するかを明記すべきである。例えば、アルゴリズムの特徴を含める際

に、抽象的アルゴリズムと具体的技術分野とを結合させるべきである。少なくとも

一つのパラメータの定義を技術分野の中での具体的データと対応・関連させるべき

である。商業規則・方法の特徴を含める際に、技術的課題を解決する全過程を詳し

く記載・説明し、当業者が明細書の記載内容に従って、その発明の解決方法のアイ

デアを実現できるようにする。 

明細書は、質、精度又は効率の向上、システム内部性能の改善等、先行技術と比

べて発明が有する有益な効果を明確かつ客観的に明記すべきである。ユーザの視点

からすれば、客観的にユーザ体験が向上することも、明細書の中で説明することが

でき、この際に、このようなユーザ体験の向上が、発明を構成する技術的特徴、及
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びこれと機能上支持し合い、相互作用関係にあるアルゴリズムの特徴又は商業規

則・方法の特徴により、どのように共同でもたらされたか、又は発生したかについ

ても同時に説明すべきである。 

 

6.3.2特許請求の範囲の作成 

アルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴を含む特許出願の請求項は、明細

書をもとに、特許保護の請求範囲を明確かつ簡単に限定すべきである。請求項に

は、技術的特徴、及び技術的特徴と機能上支持し合い、相互作用関係にあるアルゴ

リズムの特徴又は商業規則・方法の特徴を記載すべきである。 

 

この章のその他の内容に変更はない。 

本決定は2020年2月1日より施行される。 
 

 

 

（３） 重要審決・判決 

 

 
 

（１） （2018）最高法民申1018号 上海市高級人民法院 

（２） （2018）京民終480号 北京市高級人民法院 

（３） （2018）京民終184号 北京市高級人民法院 

（４） （2017）闽民終501号 福建省高級人民法院 

（５） （2015）京知民初字第441号 北京知識産権法院 

（６） （2013）沪高民三（知）終字第96号 上海市高級人民法院 

（７） （2010）沪高民三（知）終字第89号 上海市高級人民法院 

（８） （2018）京民終498号 北京市高級人民法院 

（９） （2017）京行終1130号 北京市高級人民法院 

（１０） （2017）京行終2479号 北京市高級人民法院 

（１１） （2009）一中知行初字第2394号 北京市第一中級人民法院 

（１２） （2015）京知民初字第01937号 北京知識産権法院 
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中国においては、技術分野を問わずクレームに記載された発明は技術的特徴を備えて

いなければならない。 

「最高人民法院による特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干

問題に関する解釈（2009）」の第4条の規定によれば、請求項において機能若しくは効

果を以って記載された技術的特徴について、裁判所は明細書及び図面に記述された当

該機能若しくは効果の具体的な実施形態、及びそれと同等の実施形態と結び付けた上

で、当該技術的特徴の内容を確定しなければならない。 

限定解釈が必要かどうかを判断する場合、まず問題の技術的特徴が「機能的特徴」

であるかどうかを判断する必要がある。「最高人民法院による特許権侵害をめぐる紛

争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(II)（2016）」の第8条第1項の

規定によれば、その特徴は、クレームで定義されている全体的な技術方案に組み込ん

で理解する必要がある。もし、当業者が機能的特徴とクレームの全体的な技術的事項

を組み合わせて、前記特徴の具体的な実施実態を直接かつ明確に確定できれば、前記

特徴が「機能的特徴」に該当せず、「最高人民法院による特許権侵害をめぐる紛争案

件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（2009）」の第4条に規定されたに

限定解釈を適用する必要はない。 

「機能的特徴」に対する限定解釈は、適度にすべきであり、特許の進歩性及び開示

された内容に対応する必要がある。「最高人民法院による特許権侵害をめぐる紛争案

件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(II)（2016）」の第8条第2項によれ

ば、「機能的特徴」に対する解釈は、明細書及び図面に記載された、機能を実現する

ために必要不可欠な技術的特徴を根拠とすべきである。「機能的特徴」の保護範囲を

限定するために、明細書及び図面の、「機能的特徴」の実現に関する全ての技術的特

徴を便宜に用いてはならない（(2018)年最高法民申1018号 上海市高級人民法院を参

照）。 

 

中国の侵害訴訟において、機能的クレームに関する解釈の概要は、次の【図表－Ⅱ７

（３）－１】に示すとおりである。 

 

国 機能的クレームに関する解釈（侵害訴訟） 

中国 

クレームの範囲（保護範囲）は、クレームの内容を基準とし、明細書及び図

面を用いてクレームの内容を解釈できる（中国特許法第 59 条）。機能的クレ

ームについては、「クレームにおいて機能又は効果により表現されている技

術的特徴について、裁判所は明細書及び図面に説明された当該機能又は効果

の具体的な実施形態及びそれと均等的な実施形態と合わせて、当該技術的特

徴の内容を解釈しなければならない」（司法解釈（2009 年）第 4 条）とさ

れ、実施形態及びその均等物に限定解釈される。CS 関連発明については、

「機能的特徴とは、構造、成分、手順、条件又はその間の関係などについ

て、それが発明創造において果たす機能又は効果を通じて限定された技術的

特徴をいう。ただし、当業者が請求項を読むだけで、前述の機能又は効果の

具体的な実施形態を直接かつ明確に把握できる場合はこの限りでない」（司

法解釈（2016 年）第 8 条）とされている。 

【図表－Ⅱ７（３）－１】侵害訴訟での機能的クレームに関する解釈（ドイツ） 
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クレーム解釈に関する判例として、中国では、次の判例が挙げられる。 

 

 京知民初字第01937号 北京知識産権法院 

 

 京知民初字第01937号 北京知識産権法院は、クレームの「同期モジュール」にける

「同期を保つ」の解釈が問題になったが、クレームの技術的特徴に機能又は効果的な

表現を含まれていても、当業者が請求項に基づいて機能等の具体的実施形態を直接か

つ明確に確定できる場合は、機能的特徴とはみなされなかった事案である。 

 

（2015） 京知民初字第01937号 北京知識産権法院 

判旨 

本案において、両当事者はクレームの「同期を保つ」の意味について異なる理解

をもっているため、クレーム1の「前記同期モジュールは、ユーザ辞書とサーバ内の

対応するアカウントの辞書データとの間の同期を保つ」の意味を解釈する必要があ

る。 

「最高人民法院による特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若

干問題に関する解釈(II)（2016）」の第8条第1項によって、「機能的特徴とは、構

造、成分、手順、条件又はその間の関係などについて、それが発明創造において果

たす機能又は効果を通じて限定を行う技術的特徴をいう。ただし、当該分野の一般

的な技術者が請求項の閲読のみを通じて、前述の機能又は効果の具体実施形態を直

接かつ明確に確定できる場合はこの限りでない。」クレームがある技術的特徴に対

する記述に機能若しくは効果的表現を含む場合、当業者が当該記述を閲覧し、その

特徴が分かり、かつクレームの閲覧だけで上記機能又は効果を実現できる具体的な

実施形態を直接かつ明確に確定することができ、例え確定できた実施形態が唯一で

なくても、当該技術的特徴は機能的特徴とみなされない旨が判示されている。 

クレームの範囲 

 本案において、コンピュータ分野の技術者にとって、同期モジュールの表現は頻

繫に使用される表現で、クレームを読むことにより、同期モジュールがサーバーデ

ータとユーザ端末データ間の同期を実現する実施形態を直接かつ明確に確定でき

る。当業者にとっては、同期モジュールを介して同期を維持するための実施形態は

複数あるが、前述の司法解釈は特定の実施形態を直接かつ明確に確定することのみ

を限定している。唯一の実施形態であるかどうかを限定していない。 したがって、

同期モジュールの技術的特徴は機能的特徴ではない旨が判示されている。 
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 京行終2479号 北京市高級人民法院 

 

京行終2479号 北京市高級人民法院は、当業者が当該技術分野での慣用技術と組み

合わせて実装を確定でき、保護範囲が確定できた事案である。 

 

（2017） 京行終2479号 北京市高級人民法院 

判旨 

 当業者が通信分野に通常採用された記述と技術に基づいて、通常採用された機能

的特徴を実現する手段を確定できる場合は、保護範囲が確定できる旨が判示されて

いる。 

クレームの範囲 

 クレームの機能的限定の理解において、ソフトウエアの実装はこの特許明細書に

は記載されていないが、当業者は、明細書の図12及び明細書の5ページの最後の段落

の説明に基づいて、通信分野での慣用技術と組み合わせて、この機能的限定が通常

ハードウエアに実装されることが確定できる。 したがって、第一審の裁判所の、こ

の特許クレーム1が実用新案保護の対象に属する認定は妥当であり、同じ理由で、他

のクレームも実用新案特許保護の対象に属する旨が判示されている。 

 

 闽民終501号 福建省高級人民法院 

 

闽民終501号 福建省高級人民法院は、特許に記載されている「モジュール」と「ユ

ニット」は機能的特徴であるか否かが論点になった事案である。 

 

（2017） 闽民終501号 福建省高級人民法院 

判旨 

 「最高人民法院による特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若

干問題に関する解釈(II)（2016）」の第8条第1項の規定によれば、機能又は効果で記

述した技術的特徴が全て機能的特徴ではなく、当該機能的特徴が構造、成分、手

順、条件、相互関係等を記述している場合のみ、当該技術的特徴が機能的特徴とみ

なされる旨が判示されている。 

クレームの範囲 

 本案クレームに係る「取得モジュール」、「処理モジュール」、「第一受信ユニ

ット」、及び「モバイルユニット」に記述された「モジュール」及び「ユニット」

は、全てモバイル端末のデバイスであり、前述司法解釈の構成などに属しないの

で、機能的特徴ではない旨が判示されている。 
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 京民終480号 北京市高級人民法院 

 

京民終480号 北京市高級人民法院は、ソフトウエアプログラム特許にある機能的表

現は「最高人民法院による特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若

干問題に関する解釈(II)（2016）」の第8条中の機能的特徴であるか否かが論点になっ

た事案である。 

 

（2018） 京民終480号 北京市高級人民法院 

判旨 

 クレームの「同期モジュール」が機能的特徴であるかどうかに関して、「最高人

民法院による特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関

する解釈(II)（2016）」の第8条第1項の規定によれば、第一審裁判所は、コンピュー

タ分野の当業者の公知常識を考慮し、当業者が明細書を読んだら、同期モジュール

がサーバーデータとユーザ端末データ間の同期を維持する実施形態を直接かつ明確

に確定できるので、この特徴は機能的な特徴ではない旨が判示されている。 

クレームの範囲 

 コンピュータ分野の当業者の公知常識を考慮し、当業者が明細書を読んだら、同

期モジュールがサーバーデータとユーザ端末データ間の同期を維持する実施形態を

直接かつ明確に確定できるので、この特徴は機能的な特徴ではない旨が判示されて

いる。 

 

 京民終184号 北京市高級人民法院 

 

京民終184号 北京市高級人民法院は、機能的特徴の認定が論点になった事案であ

る。 

 

（2018） 京民終184号 北京市高級人民法院 

判旨 

 本案にて、クレーム1及びクレーム6の「接続」は「複数のコンピュータポート」

と「制御デバイス」の関係に対する限定であるが、形式上、それは機能的特徴であ

る。ただし、上記の規定によれば、機能的特徴の認定において、当業者がクレーム

を読むだけで、上記の機能又は効果を実現するための具体的な実施形態を直接かつ

明確に確定できる場合、機能的特徴として認定してはいけない旨が判示されてい

る。 

クレームの範囲 

 コンピュータ分野では、当業者は、クレーム1及びクレーム6のコンピュータ接続

ポートと制御デバイスの「接続」が、直接的物理的接続によって情報送信を実現す

ることも含み、直接的物理的接続によらずに情報送信を実現することも含み、両者

の間でデータを送信できれば良いことを明確に理解できる旨が判示されている。 
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 京民終498号 北京市高級人民法院 

 

京民終498号 北京市高級人民法院は、当業者が請求の範囲を読むだけで実施形態を

確定でき、明細書に実施手法・手順に対してさらなる限定がない場合、その特徴は機

能的特徴ではないとされた事案である。 

 

（2018） 京民終498号 北京市高級人民法院 

判旨 

 本案のクレームの「文字画面上部領域の文字の削除」との技術的特徴は、当該ス

テップによって発明に果たした効果を記述している。ただし、当業者は、クレーム

を読むだけで、「文字画面上部領域の文字の削除」の実施形態を明確に知ることが

でき、それに、明細書には「文字画面上部領域の文字の削除」に対応する方法のフ

ローのステップについて、さらなる限定をしていない。したがって、「文字画面上

部領域の文字の削除」は機能的な特徴ではなく、その保護の範囲には、本案の特許

出願の出願日前に当業者に知られている様々な具体的な実施形態が含まれるべきで

ある旨が判示されている。 

クレームの範囲 

 「文字画面上部領域の文字の削除」は機能的な特徴ではなく、その保護の範囲に

は、本案の特許出願の出願日前に当業者に知られている様々な具体的な実施形態が

含まれるべきである旨が判示されている。 

 

 京知民初字第441号 北京知識産権法院 

京知民初字第441号 北京知識産権法院は、明細書によって、クレームの機能的特徴

を解釈した事案である。 

 

（2015） 京知民初字第441号 北京知識産権法院 

判旨 

 クレーム16は製品クレームであることで、保護されるのは、製品の部品又は部品

間の結合関係であるべきである。特徴Eは、オペレーション演算モジュールの機能を

記述し、機能的特徴に属し、即ち構造、成分、手順、条件及び相互関係等、その発

明に果たした機能又は効果によって、限定を行う技術的特徴である。「最高人民法

院による特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する

解釈（2009）」の第4条の規定によれば、請求項において機能若しくは効果を以って

記載された技術的特徴について、裁判所は明細書及び図面に記述された当該機能若

しくは効果の具体的な実施形態、及びそれと同等の実施形態と結び付けた上で、当

該技術的特徴の内容を確定しなければならない。 

クレームの範囲 

 上記の明細書の具体的な実施形態部分の記載によれば、安全演算オペレーション

機能を実行するデバイスはスマートカードチップであり、部品結合の関係はCPUに

接続し、又は、全部若しくは一部がCPUの中にある。これによって、確定された特

徴 E の内容は、「安全演算オペレーション機能を実行するためのオペレーション演

算モジュールは、スマートカードチップであり、CPUに接続し、全部若しくは一部

がCPUの中にある。」と認められる。 
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 最高法民申1018号 上海市高級人民法院 

最高法民申1018号 上海市高級人民法院は、「機能的特徴」の解釈に対して、特別

な規定も設ける必要がある旨が示された事案である。 

 

（2018） 最高法民申 1018 号 上海市高級人民法院 

判旨 

機能的特徴の関連規定の立法の背景、適用方法： 

1）「最高人民法院による特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若

干問題に関する解釈（2009）」の第4条は、「機能的特徴」の定義と限定解釈の原則

を示した。中国専利審査指南は、特許出願段階での機能的特徴の使用を制限する規

定を設けている。対応して、特許侵害段階で、「機能的特徴」の解釈に対して、特

別な規定も設ける必要がある。 

2）限定解釈が必要かどうかを判断する場合、まず問題の技術的特徴が「機能的特

徴」であるかどうかを判断する必要がある。「最高人民法院による特許権侵害をめ

ぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(II)（2016）」の第8

条第1項の規定によれば、その特徴は、クレームで定義されている全体的な技術方案

に組み込んで理解する必要がある。もし、当業者が機能的特徴とクレームの全体的

な技術的事項を組み合わせて、前記特徴の具体的な実施実態を直接かつ明確に確定

できれば、前記特徴が「機能的特徴」に該当せず、「最高人民法院による特許権侵

害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（2009）」の

第4条に規定されたに限定解釈を適用する必要はない。 

3）「機能的特徴」に対する限定解釈は、適度にすべきであり、特許の進歩性及び開

示された内容に対応する必要がある。「最高人民法院による特許権侵害をめぐる紛

争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(II)（2016）」の第8条第2項

によれば、「機能的特徴」に対する解釈は、明細書及び図面に記載された、機能を

実現するために必要不可欠な技術的特徴を根拠とすべきである。「機能的特徴」の

保護範囲を限定するために、明細書及び図面の、「機能的特徴」の実現に関する全

ての技術的特徴を便宜に用いてはならない。 

クレームの範囲 

 当業者は、第1の放熱領域及び第2の放熱領域自体の意味と請求項1の全体的な技術

的解決策を組み合わせることにより、特徴の特定の実施形態を直接かつ明確に確定

することができる。 前記特徴は、機能又は効果によって限定された保護の範囲のた

め、保護の範囲が広すぎて、「最高人民法院による特許権侵害をめぐる紛争案件の

審理における法律適用の若干問題に関する解釈(2009)」の第4条の規定に従って限定

解釈するケースに属しない。 
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 クレームの明確性要件に関する審決・判決 

 

 沪高民三（知）終字第89号 上海市高級人民法院 

 

沪高民三（知）終字第89号 上海市高級人民法院は、明細書に機能的限定の具体的

な実施例が記載されていなければ、クレームの保護される範囲が確定できないとされ

た事案である。 

 

（2010） 沪高民三（知）終字第89号 上海市高級人民法院 

判旨 

 クレームの「駅到着予報電子表示スクリーン」の技術的特徴は、ただ、当該技術

的特徴が実現する「駅到着予報」の機能を記述しただけで、クレームには、当該機

能を実現する技術手段が記載されていない。よって、当該「駅到着予報電子表示ス

クリーン」は機能的特徴となる。 

 「最高人民法院による特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若

干問題に関する解釈（2009）」の第4条の規定によれば、「請求項において機能若し

くは効果を以って記載された技術的特徴について、裁判所は明細書及び図面に記述

された当該機能若しくは効果の具体的な実施形態、及びそれと同等の実施形態と結

び付けた上で、当該技術的特徴の内容を確定しなければならない」。本案の明細書

には、多行表示LEDドットマトリクスの“駅到着予報電子表示スクリーン”を採用

して、“各路線の最も近い到着車両の予測到着駅時間及び駅までの到達距離等の動

態情報”を予報する機能を実現する具体的な技術手段に関する記載が存在しない。

つまり、明細書には、相応する機能を実現する具体的な実施形態の記載がないた

め、最高人民法院の前記司法解釈によって、本案のクレーム1の技術的特徴の“駅到

着予報電子表示スクリーン”の内容を確定できず、本案のクレーム1の保護範囲も確

定できない。本案のクレーム1の保護範囲も確定できないため、権利侵害と提訴され

た駅亭の技術方案が如何なるものであるとしても、原告の侵害主張は成立しない。 

 

 沪高民三（知）終字第96号 上海市高級人民法院 

 

沪高民三（知）終字第96号 上海市高級人民法院は、明細書に十分の教示が無けれ

ば、当業者が明細書や図面に基づいて保護の範囲を確定することもできないとされた

事案である。 

 

（2013） 沪高民三(知)終字第96号 上海市高級人民法院 

判旨 

 「最高人民法院による特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若

干問題に関する解釈（2009）」の第4条の規定によれば、請求項において機能若しく

は効果を以って記載された技術的特徴について、裁判所は明細書及び図面に記述さ

れた当該機能若しくは効果の具体的な実施形態、及びそれと同等の実施形態と結び

付けた上で、当該技術的特徴の内容を確定しなければならない。 

 本案にて、ノキア公司が権利を主張するのは本案に係るクレーム7である。ノキア

公司のクレーム1、2と明細書に記載された発明の目的を参照すれば、クレーム7が保

護を求めているものはクレーム1、2に記述した方法を実現又は実行することが可能
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な端末装置であることがわかる。クレーム7の文字構成を分析すれば、その記載方式

が方法ステップの特徴の前に“構成されている”を付加して限定することはわかる。

“ように構成されている”は文意上、その限定したステップの機能又は効果を実現又

は達成させるものと理解すべきである。「最高人民法院による特許権侵害をめぐる

紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（2009）」によれば、ク

レーム中の、“ように構成されている”で記述された技術的特徴が全て明細書及び図

面に表された具体的な実施形態及びそれと同等の実施形態と合わせて、その内容を

確定しなければならない。ノキア公司は、明細書がクレームに対して、説明した又

は実例を提供したと認識しているが、多数のクレームは単に方法、ステップ又は機

能であり、装置自体に関する記述は欠けている。さらに、明細書の全文を読むと、

装置自体がどのように「構成された」かを示す具体的な実施形態として記載されて

いない。よって、明細書を結合したとしても、ノキア公司の特許の保護範囲を確定

することができない。 

 

 京行終1130号 北京市高級人民法院 

 

京行終1130号 北京市高級人民法院は、当業者が明細書とクレームに基づいて、ク

レームの機能的特徴の保護範囲に対する限定と機能を確定できる場合に、クレームの

保護範囲は明確であるとされた事案である。 

 

（2017） 京行終1130号 北京市高級人民法院 

判旨 

 請求項5では、「ユーザデータ処理装置」、「送信装置」、「ペイロード形成装

置」、「チャネル符号化装置」、「制御装置」などの機能的技術的特徴を使用して

保護範囲を限定している。 担当者は、説明及び請求項の文脈記述に従って、上記デ

バイスの特定の機能及びその保護範囲に対する限定作用を確定できるので、この機

能的技術的特徴の使用により、上記請求項で請求される保護範囲が不明確になるこ

とはない。 したがって、この特許の請求項5及び8では、「ユーザデータ処理装

置」、「送信装置」、「ペイロード形成装置」、「チャネル符号化装置」、「制御

装置」及びその他の装置間の接続関係を限定していないが、上記のクレームの保護

範囲が不明確になることはない。 
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 サポート要件に関する審決・判決 

 

 一中知行初字第2394号 北京市第一中級人民法院 

 

一中知行初字第2394号 北京市第一中級人民法院は、当業者がクレームの「物理的

構成」を実現するために明細書に言及していない他の代用方式も採用して完成するこ

とができるかどうか不明になったので、第26条第4項の規定を満たさないとされた事案

である。 

 

（2009）  一中知行初字第2394号 北京市第一中級人民法院 

判旨 

 クレーム13が機能的特徴を採用して、“汎用拡張モジュール”と“物理的構成”を限

定した一方、明細書に上記の特定の実施形態だけが記載されたため、当業者は、“物

理的構成”を実現するために、明細書に言及していない他の代用方式も採用して完成

することができるかどうか、不明になった。よって、クレーム13は2001年特許法の

第26条第4項の規定を満たさない。請求項13の「汎用拡張モジュール」は、拡張モジ

ュールスレーブデバイスASIC302a〜302c、バス駆動回路306a〜306c、端末回路304a

〜304c、及びID_REGレジスタを含むので、シーメンスの主張した「汎用拡張モジュ

ール」が拡張モジュールスレーブデバイスであることではない。従って、明細書の

技術案と異なる案を採用して、「汎用拡張モジュール」の機能を実現することを当

業者が知っているというシーメンスの主張も成り立たない。 
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（４） その他の動向 

 

 
 

中国では、CS関連発明等又はその記載要件に関し、次の【図表－Ⅱ７（４）－１】

に示すとおり、2017年と2020年に中国専利審査指南が改訂された。 

 

項目 ドイツ 中国 ・・・ 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

CS 関連発明

又は記載要

件に関する

基準等につ

いての 

近年の動向 

（2017 年 

以降) 

2017 年 

基準等の改訂 
・・・ 2017 年 4 月 1 日施行の特許庁令 74 号 ・・・ 

2018 年 

基準等の改訂 
・・・ 特になし  ・・・ 

2019 年 

基準等の改訂 
・・・ 特になし ・・・ 

その他動向 ・・・ 
中国専利審査指南の改訂 

(2020 年 2 月 1 日施行予定) 
・・・ 

【図表－Ⅱ７（４）－１】CS関連発明又は記載要件に関する審査基準等の動向 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 
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 韓国 
 

 法律、審査基準等356 

 

 
 

 全体概要 

 

韓国では、CS関連発明も、機能的クレームも、認められている。審査段階におい

て、機能的クレームは、原則として、クレーム（特許請求の範囲）の記載に基づい

て、そのような機能を有する全ての物を意味していると解釈される（【図表－Ⅱ８

（１）－１】参照）。 

 

項目 中国 韓国 ・・・ 

CS 関連発明等の定義 ・・・ 

「コンピュータ関連発明」とは、「発明がその実施のため

ソフトウエア又はハードウエアによって実現された論理

段階を必要とする発明」をいう 

「営業方法発明」とは、「営業方法など事業アイデアをコ

ンピュータ、インターネットなどの情報通信技術を利用

して実現した新しいビジネスシステム又は方法をいう」 

・・・ 

CS 関連発明等が特許可能な 

発明として認められるか 
・・・ ○ ・・・ 

機能的クレームが認められるか ・・・ ○ ・・・ 

機能的クレ

ームの解釈 

審査段階) 

機能的クレーム

固有の解釈につ

いての法律 

・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム

の判定テスト 
・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム

の許容条件 
・・・ 特になし  ・・・ 

機能的クレーム

の解釈基準 

・・・ クレームの記載 ・・・ 

・・・ 審査基準第 3 部第 2 章 4.1.2 ・・・ 

     

【図表－Ⅱ８（１）－１】CS関連発明及び機能的クレーム（韓国） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

  

                                                 
356 「韓国特許・実用新案審査基準」の日本語訳は、「特許・実用新案審査基準（2020年1月1日施行）」 日本貿易振

興機構（ジェトロ）ソウル事務所 https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/law/sinsasisin20200101.pdf［最終

アクセス日：2020年3月26日］の一部表記を調整又は追加し、調整又は追加した箇所に下線を引いている。 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/law/sinsasisin20200101.pdf
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 記載要件に関する法律・審査基準等の概要 

 

韓国では、CS関連発明等の機能的クレームの記載要件について、主として、次の法

律・審査基準等が関連する（【図表－Ⅱ８（１）－２】参照）。 

 

項目 中国 韓国 ・・・ 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

実施可能 

要件 

法律 ・・・ 第 42 条第 3 項第 1 号 ・・・ 

一般基準 ・・・ 審査基準第 2 部第 3 章 2  ・・・ 

CS 基準 ・・・ 審査基準第 9 部第 10 章 1.1 ・・・ 

機能的クレーム ・・・ 特になし ・・・ 

サポート 

要件 

法律 ・・・ 第 42 条 4 項第 1 号 ・・・ 

一般基準 ・・・ 審査基準第 2 部第 4 章 3 ・・・ 

CS 基準 ・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム ・・・ 特になし ・・・ 

クレームの 

明確性要件 

法律 ・・・ 第 42 条第 4 項第 2 号  

一般基準 ・・・ 審査基準第 2 部第 4 章 4  

CS 基準 ・・・ 審査基準第 9 部第 10 章 1.2  

機能的クレーム ・・・ 審査基準第 2 部第 4 章 4  

     

【図表－Ⅱ８（１）－２】審査における記載要件（韓国） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

 
 

 CS関連発明の定義等 

 

韓国では、CS関連発明の定義は、韓国特許・実用新案審査基準 第9部第10章「コン

ピュータ関連発明」に記載されている。 

 

韓国特許・実用新案審査基準 第9部第10章 
 

韓国特許・実用新案審査基準 第9部第10章 コンピュータ関連発明 

本章は、発明の実施にコンピュータソフトウエアを必要とする発明（以下、「コン

ピュータ関連発明」という）に関する出願に適用される審査基準を説明する。 
 

 

 CS関連発明の保護適格 

 

韓国では、発明の成立要件は、韓国特許・実用新案審査基準 第 9 部第 10 章2.2「成

立性」に記載されている。 
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韓国特許・実用新案審査基準 第9部第10章 2.1 
 

韓国特許・実用新案審査基準 第9部第10章 コンピュータ関連発明 

2. 特許要件 

2.1 発明の成立性 

 コンピュータ関連発明が特許法上の発明に該当するためには、自然法則を利用した

技術的思想の創作のうち、高度なものである必要がある。コンピュータ関連発明にお

いて、ソフトウエアによる情報の処理がハードウエアを利用して具体的に実現される

場合、当該ソフトウエアと協働して動作する情報処理装置（機械）、その動作方法、

当該プログラムを記録したコンピュータで読み取ることができる媒体及び媒体に保存

されたコンピュータプログラムは、自然法則を利用した技術的思想の創作であり、発

明に該当する。ただし、コンピュータプログラムはコンピュータを実行する命令に過

ぎず、コンピュータプログラム自体は自然法則を利用した技術的思想の創作ではない

ため、発明にはなり得ない。 
 

 

 その他コンピュータソフトウエアを用いた発明 

 

・BM関連発明 

 

韓国特許・実用新案審査基準第9部第10章 
 

韓国特許・実用新案審査基準第9部第10章 コンピュータ関連発明 

・・・  

 ※この審査基準において使用されている用語の説明 

・・・ 

 営業（ビジネス）方法（Business Method）関連発明：情報技術を用いて実現した

新しい営業方法のシステムやビジネス方法に関する発明 
 

 

 
 

 概要 

 

CS関連発明及び機能的クレームは、審査基準上も認められている。 

機能的クレームに関し、一般基準として、明確性要件について記載されているが、

実施可能要件、サポート要件については機能的クレーム固有の基準は見当たらない。 

CS関連発明に関し、特許・実用新案審査ハンドブック357（附属書を含む）には、実

施可能要件、明確性要件については記載されているが、サポート要件についてはCS関

連発明に固有の基準については見当たらない。 

韓国特許法では、機能的クレームをどのように解釈するかに関する特別規定を設け

てはいない。機能的クレームの特許要件の判断時の解釈と関連し、定立されている大

法院358の判例はなく、（1）機能的クレームに記載された機能的表現を文言に記載され

た内容通り認めて、当該機能を行うことができる全ての手段が含まれると解釈したも

のと、（2）機能的クレームに記載された機能的表現を明細書に記載された詳細な説明

と図面などにより限定解釈したものに 分かれている。 

                                                 
357 韓国特許庁、特許・実用新案審査基準ハンドブック、韓国 ジンハンM&B、2018,ISBN 9791129006714 
358 日本の最高裁判所に相当する裁判所である。 
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 審査段階におけるクレーム解釈 

 

韓国では、クレームに係る発明の認定（クレーム解釈）に関し、法律・審査基準等

には、次の記載がある（【図表－Ⅱ８（１）－３】及び【図表－Ⅱ８（１）－４】を参

照）。 

 

 クレーム解釈に関する法律・審査基準等の一覧 

 

クレーム解釈に関する法律・審査基準等 

関連審査基準等 ・韓国特許・実用新案審査基準 第3部第2章 4.1.2 

【図表－Ⅱ８（１）－３】クレーム解釈に関する法律・審査基準等 

 

項目 中国 韓国 ・・・ 

機能的クレ

ームの解釈 

審査段階) 

機能的クレーム

固有の解釈につ

いての法律 

・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム

の判定テスト 
・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム

の許容条件 
・・・ 特になし  ・・・ 

機能的クレーム

の解釈基準 

・・・ クレームの記載 ・・・ 

・・・ 審査基準第 3 部第 2 章 4.1.2 ・・・ 

【図表－Ⅱ８（１）－４】審査における機能的クレームの解釈（中国） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

 クレーム解釈に関する法律・審査基準等 

 

韓国では、クレームの発明の認定に関し、審査基準等には、次の記載がある。 

 

韓国特許・実用新案審査基準 第3部第2章 4.1.2 
 

韓国特許・実用新案審査基準 第3部第2章 新規性の判断 

4. 新規性の判断 

4.1 クレームに記載された発明の特定 

 （1）クレームの記載が明確である場合には、クレームに記載されたとおりに発明

を特定する。［2005 ホ 780］ 

 クレームに記載された用語は、用語の意味が発明の説明に明示的に定義されて特定

の意味を有する場合を除き、その用語について当該技術分野において通常受け入れら

れている意味及び範囲を有するものと解釈する。文言の一般的な意味に基づき、出願

時の技術常識を考慮してその文言によって表現しようとする技術的意義を考察 する

ことで客観的・合理的に解釈しなければならない。［2006 フ 2851、2006 フ 1896、

2005 ダ 77350、2003 フ 2072］ 

 （2）クレームに記載された発明の技術構成が明確に理解できる場合には、発明の

技術内 容を特定するに当たって、クレームの記載を基礎とすべきであるばかりでな

く、発明 の詳細な説明や図面の記載によって限定解釈してはならない。 
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［機能的クレームの取扱い］ 

韓国特許庁の審査基準には、新規性・進歩性のような特許要件の判断時の機能的ク

レームに関する発明の特定原則について、下記のとおり記載されている。 

 

韓国特許・実用新案審査基準第3部第2章 4.1.2 
 

韓国特許・実用新案審査基準第3部第2章 新規性の判断 

4. 新規性の判断 

4.1 クレームに記載された発明の特定 

4.1.2 特殊な表現を含む場合の発明の特定原則 

（1）作用、機能、性質又は特性（以下、「機能・特性など」という）を用いて物を

特定する場合［2007 フ4977］ 

 クレームを記載するときには、保護を受けようとする事項を明確にすることができ

るよう、発明を特定するに当たって必要であると認められる構造、方法、機能、物質

又はこれらの結合関係などを記載することができるため、請求項に記載された機能・

特性などが発明の内容を限定する事項として含まれている以上、これを発明の構成か

ら除外して解釈することはできない。クレームに機能・特性などを用いて物を特定し

ようとする記載がある場合、発明の説明において特定の意味を有するよう、明示的に

定義した場合を除き、原則としてその記載は、そのような機能・特性などを有するす

べての物を意味すると解釈する。ただし、出願時の技術常識を参酌したとき、そのよ

うな機能・特性などを有するすべての物のうち、特定の物を意味していると解釈して

は困難な場合があり得るという事実に留意しなければならない。 
 

 

 

 実施可能要件 

 

韓国では、実施可能要件に関し、法律・審査基準等には、次の記載がある（【図表

－Ⅱ８（１）－５】及び【図表－Ⅱ８（１）－６】参照）。 

 

 実施可能要件に関する法律・審査基準等の一覧 

 

項目 中国 韓国 ・・・ 

実施可能 

要件 

法律 ・・・ 第 42 条第 3 項第 1 号 ・・・ 

一般基準 ・・・ 審査基準第 2 部第 3 章 2  ・・・ 

CS 基準 ・・・ 審査基準第 9 部第 10 章 1.1 ・・・ 

機能的クレーム ・・・ 特になし ・・・ 

【図表－Ⅱ８（１）－５】審査における実施可能要件（韓国） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

実施可能要件に関する法律・審査基準等 

関連条文 ・韓国特許法 第42条第3項号 

関連審査基準等 
・韓国特許・実用新案審査基準 第2部第3章 2 

・韓国特許・実用新案審査基準 第9部第10章1.1 

【図表－Ⅱ８（１）－６】実施可能要件に関する法律・審査基準等 
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 実施可能要件に関する法律・審査基準等 

 

 実施可能要件に関する法律・一般基準 

 

韓国では、CS関連発明等の機能的クレームの実施可能要件に関し、法律、及び一般

基準には、次の記載がある。 

 

韓国特許法 第42条第3項1号 
 

韓国特許法 第42条第3項1号 

3 第2項による発明の説明は、次の各号の要件を全て満たさなければならない。 

  1. その発明が属する技術分野で通常の知識を有する者がその発明を容易に実施

することができるように明確かつ詳細に記載すること 
1.  

 

韓国特許・実用新案審査基準 第2部第3章  
 

韓国特許・実用新案審査基準 第2部第3章 発明の説明 

2. 実施可能要件 

 発明の説明は、その発明が属する技術分野において通常の知識を有する者がその発

明を容易に実施することができるように明確かつ詳細に記載しなければならない。こ

れは、当該技術分野の平均的な技術者が出願時にその発明が属する技術分野の技術常

識と明細書及び図面に記載された事項により、その発明を容易に実施することができ

る程、明確かつ詳細に記載しなければならないという意味である。 
1.  

 

 実施可能要件に関するCS基準 

 

韓国では、CS関連発明等の機能的クレームの実施可能要件に関し、CS基準には次の

記載がある。 

 

韓国特許・実用新案審査基準 第9部第10章1.1 
 

韓国特許・実用新案審査基準第9部第10章 コンピュータ関連発明 

1．明細書の記載要件 

1.1 発明の説明の記載要件 

1.1.1 実施可能要件 

 コンピュータ関連発明における実施可能要件は、基本的に韓国特許・実用新案審査

基準の「第2部第3章 発明の説明の記載要件」に従う。 

発明の説明には、コンピュータソフトウエア技術分野で通常の技術者が出願時の技

術常識と明細書及び図面に記載された事項をもとに、その発明を容易に実施できる程

度にはっきりと詳しく記載しなければならない。 

 

また、審査基準は、実施可能要件違反の例として、（1）発明の説明でクレームに記

載された発明に対応する技術的段階或いは機能を抽象的に記載しているだけで、その

段階或いは機能をハードウエア或いはソフトウエアでいかに実行するか、又は実現す

るかは記載されておらず、出願時の技術水準を参酌しても、通常の技術者が明確に把

握することができない場合と、（2）発明の説明でクレームに記載された発明の機能を

実現するハードウエア或いはソフトウエアを単純に「機能ブロック図（block 

diagram）」或いは「順序図（flow chart）」だけで表現している場合を挙げている。 
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一方、通常の技術者に広く知られている言語で書かれた短いプログラムリストであ

って、十分な説明が付されており、発明の理解に役立つものは、明細書又は図面に記

載でき、参考資料として提出できる。 

 

 機能的クレームの実施可能要件に関する基準 

 

韓国では、機能的クレームの実施可能要件について、審査基準等には、固有の基準

は見当たらない。 

 

 CS関連発明等の機能的クレームの実施可能要件に関する基準 

 

韓国国では、サポート要件に関し、法律・審査基準等には、次の記載がある（【図

表－Ⅱ８（１）－７】及び【図表－Ⅱ８（１）－８】参照）。韓国では、機能的クレ

ームの実施可能要件について、審査基準等には、固有の基準は見当たらない。 

 

 

 サポート要件 

 

韓国では、サポート要件に関し、法律・審査基準等には、次の記載がある。 

 

 サポート要件に関する法律・審査基準等の一覧 

 

項目 中国 韓国 ・・・ 

サポート 

要件 

法律 ・・・ 第 42 条 4 項第 1 号 ・・・ 

一般基準 ・・・ 審査基準第 2 部第 4 章 3 ・・・ 

CS 基準 ・・・ 特になし ・・・ 

機能的クレーム ・・・ 特になし ・・・ 

【図表－Ⅱ８（１）－７】審査におけるサポート要件（韓国） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

サポート要件に関する法律・審査基準等 

関連条文 ・韓国特許法第42条第4項1号 

関連審査基準等 ・韓国特許・実用新案審査基準第2部第4章3 

【図表－Ⅱ８（１）－８】サポート要件に関する法律・審査基準等 

 

 

 サポート要件に関する法律・審査基準等 

 

 サポート要件に関する法律・一般基準 

 

韓国では、CS関連発明等の機能的クレームのサポート要件に関し、法律、及び一般

基準には、次の記載がある。 
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韓国特許法 第42条第4項1号 
 

韓国特許法 第42条第4項1号 

4 第2項による特許請求の範囲には、保護を受けようとする事項を記載した項（以

下、「クレーム」という。）が1つ以上なければならず、そのクレームは、次の各号

の要件を全て満たさなければならない。 

 1. 発明の説明によりサポートされること 
1.  

 

韓国特許・実用新案審査基準 第2部第4章 3 
 

韓国特許・実用新案審査基準 第2部第4章 特許請求の範囲 

3. 発明の説明によってサポートされること 

 発明の説明は技術公開書としての役割を果たすため、発明の説明に記載して公開し

ていない発明を特許請求の範囲にクレームとして記載して特許を受けると、公開して

いない発明に対して特許権が付与される不当な結果になるため、これを防止するため

に特許法第42条第4項第1号を規定した。[特許法第42条第4項第1号、2004 フ 776、

2003 フ 2072] 

 ここでいう「発明の説明」とは、特許法第 42 条 第 2 項の解釈上、出願人が出願書

に添付して提出した明細書に記載された事項のうち、特許請求の範囲を除いた残りの

記載事項を意味する。・・・ 

(2)・・・ 

③請求項に記載された事項が特定機能を遂行するための「手段（means）」又は「手

順（step）」として記載されているが、これら手段又は手順に対応する具体的な構成

が発明の説明に記載されていない場合 
1.  

 

韓国特許庁の審査基準では、クレームに記載された発明が発明の説明によってサポ

ートされない類型（韓国特許法第42条第4項第1号の違反）であって、「クレームに記

載された事項が、特定機能を行うための「手段（means）」又は「手順（step）」とし

て記載されているが、これらの手段又は手順に対応する具体的な構成が発明の説明に

記載されていない場合」を挙げている。 

 

 サポート要件に関するCS基準 

 

韓国では、CS関連発明のサポート要件について、審査基準等には、固有の基準は見

当たらない。 

 

 機能的クレームのサポート要件に関する基準 

 

韓国では、機能的クレームのサポート要件について、審査基準等には、固有の基準

は見当たらない。 

 

 CS関連発明等の機能的クレームのサポート要件に関する基準 

 

韓国では、機能的クレームのサポート要件について、審査基準等には、固有の基準

は見当たらない。 
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 クレームの明確性要件 

 

韓国では、クレームの明確性要件に関し、法律・審査基準等には、次の記載がある

（【図表－Ⅱ８（１）－９】及び【図表－Ⅱ８（１）－１０】参照）。 

CS関連発明等の機能的クレームの明確性要件については、CS関連発明や機能的クレ

ームに固有の審査基準等の記載がある。 

 

 クレームの明確性要件に関する法律・審査基準等の一覧 

 

項目 
中

国 韓国 ・・・ 

クレームの 

明確性要件 

法律 ・・・ 第 42 条第 4 項第 2 号  

一般基準 ・・・ 審査基準第 2 部第 4 章 4  

CS 基準 ・・・ 審査基準第 9 部第 10 章 1.2  

機能的クレーム ・・・ 審査基準第 2 部第 4 章 4  

     

【図表－Ⅱ８（１）－９】審査における明確性要件（英国） 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

クレームの明確性要件に関する法律・審査基準等 

関連条文 ・韓国特許法第42条第4項2号 

関連審査基準等 
・韓国特許・実用新案審査基準第2部第4章4 

・韓国特許・実用新案審査基準第9部第10章1.2 

【図表－Ⅱ８（１）－１０】明確性要件に関する法律・審査基準等 

 

 クレームの明確性要件に関する法律・審査基準等 

 

 クレームの明確性要件に関する法律・一般基準 

 

韓国では、CS関連発明等の機能的クレームの明確性要件に関し、法律、及び一般基

準には、次の記載がある。 

 

韓国特許法 第42条第4項2号 
 

韓国特許法 第42条第4項2号 

4 第2項による特許請求の範囲には、保護を受けようとする事項を記載した項（以

下、「クレーム」という。）が1つ以上なければならず、そのクレームは、次の各号

の要件を全て満たさなければならない。 

 2. 発明が明確かつ簡潔に記載されていること 
2.  
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韓国特許・実用新案審査基準 第2部第4章 4 
 

韓国特許・実用新案審査基準 第2部第4章 特許請求の範囲 

4. 発明を明確かつ簡潔に記載すること 

 クレームの記載が不明確である、又はその記載内容が簡潔ではない発明に対して特

許権が付与されると、発明の保護範囲が不明確であるため、特許発明の保護範囲を定

める権利書としての役割を果たすことができないだけでなく、特許要件の判断なども

できなくなるため、特許法第42条第4項第2号は、このような問題を防止するための規

定あるということができる。［特許法第42条第4項第2号、2003 フ 2072］ 

・・・ 

（1）クレームに記載された発明が明確かつ簡潔に記載されているか否かは、原則

的に発明の説明又は図面の記載及び出願時の技術常識などを考慮して、その発明が

属する技術分野において通常の知識を有する者の立場から見てクレームの記載を基

準に判断する一方、クレームの記載を無視して他の部分のみに基づいて判断しては

ならない。 
1.  

 

 クレームの明確性要件に関するCS基準 

 

韓国では、CS関連発明等の機能的クレームの明確性要件に関し、CS基準には次の記

載がある。 

 

韓国特許・実用新案審査基準 第9部第10章 1.2 
 

韓国特許・実用新案審査基準 第9部第10章 コンピュータ関連発明 

1. 明細書の記載要件 

1.2 特許請求の範囲の記載要件 

 コンピュータ関連発明における特許請求の範囲の記載要件は、基本的に韓国特許・

実用新案審査基準の「第2部第4章 特許請求の範囲の記載要件」に従う。特許請求の

範囲の記載要件の中で「発明が明確かつ簡潔に記載されること」に対してコンピュー

タ関連発明の特有の判断及び審査に必要な事項を説明する。 

1.2.1 コンピュータ関連発明 

 （1）方法の発明 

 コンピュータ関連発明は、「方法の発明」又は「物の発明」としてクレームに記載

することができる。 

 （1）方法の発明 

 コンピュータ関連発明は時系列的に繋がっっている一連の処理又は操作、すなわ

ち、手順（ステップ）として表現できる場合、その手順を特定することによって方

法の発明としてクレームに記載することができる。 

 （2）物の発明 

 コンピュータ関連発明は、その発明が完遂する複数の機能により表現することが

できる場合、その機能により特定された物（装置）の発明としてクレームに記載す

ることができる。また、コンピュータ関連発明は、プログラム記録媒体のクレー

ム、データ記録媒体のクレーム、媒体に記録されたコンピュータプログラムのクレ

ームの形式で記載することができる。 
 

 

審査基準によれば、（1） 発明の機能主体が明確でない場合（例：「コンピュータを

用い、…する段階」）、（2） 発明の対象が明確でない場合（例：「プログラム製
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品」）、（3）発明を特定するための事項間に技術的な関連性がない場合（例：「特定

コンピュータプログラムを伝送している情報伝送媒体」）、（4）発明のカテゴリーが

明確でない場合（例：「プログラム信号」、「プログラム信号列」）は、発明が明確

に記載されていないと見る。 

一方、発明のカテゴリーを「コンピュータで読み出すことができる記録媒体」と記

載したが、発明の説明によると「伝送媒体」もここに含まれると判断される場合に

は、該当発明は明確に記載されていないと見て 、クレームに「プログラムリスト

（例：ソースコード）」が一部記載されている場合には、該当クレームに記載された

発明は明確に記載されていないと見るが、当業者が明確に把握できる程度に簡単に記

載されている場合には、明確に記載されていると見ることができる。 

 

 機能的クレームの明確性要件に関する基準 

 

韓国では、機能的クレームの明確性要件について、審査基準等には、固有の基準は

見当たらない。 

 

韓国特許・実用新案審査基準 第2部第4章 4 
 

韓国特許・実用新案審査基準 第2部第4章 特許請求の範囲 

4. 発明を明確かつ簡潔に記載すること 

 （7）クレームに発明の機能又は効果を記載した機能的表現が含まれた場合、その

ような記載によっても、発明の構成が全体として明確であると認められる場合で

なければ許容されない（大法院、1998.10.18.宣告 97 フ 1344を参照）。ここにおい

て機能的表現によっても発明の構成が全体として明確であると認められる場合と

は、①従来の技術的構成だけでは、発明の技術的思想を明確に示すことが困難な

事情があり、クレームを機能的に表現することが必要な場合（BM発明又はコンピ

ュータ関連発明など、技術分野によって発明の特性上の特許請求の範囲を具体的

な構成の記載だけでは表現することが難い場合がある）、②発明の説明及び図面

の記載により、機能的表現の意味の内容を明確に確定することができる場合など

を指す（特許法院359 2006.11.23.宣告 2005 ホ 7354を参照）。 

 クレームが機能的表現を含む場合、審査官はその発明が属する技術分野におい

て通常の知識を有する者の立場から見て、発明の説明又は図面などの記載及び出

願時の技術常識を考慮し、特許請求の範囲に記載された事項から特許を受けよう

とする事項を明確に把握することができるか否かを判断し、そうでないと認めら

れる場合は、特許法第42条第4項第2号の違反で拒絶理由を通知する（大法院

2007.9.6.宣告 2005 フ 1486を参照）。［2005 フ 1486］ 
 

 

  

                                                 
359 日本の知的財産高等裁判所に相当する裁判所である。 
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 CS関連発明等の機能的クレームの明確性要件に関する基準 

 

韓国では、CS関連発明等の機能的クレームの明確性要件について、審査基準等に

は、固有の基準は見当たらない。 

 

 その他 

 

 発明の成立性 

 

韓国の判例は、大法院2003年5月16日言渡2001フ3149判決以後、CS関連発明の成立要

件に対して一貫した発明の成立性基準を維持している。大法院は、その判断基準を次

のとおり確立した。その基準は下記のとおりである。 

 

（1）ソフトウエアによる情報処理がハードウエアを用いて具体的に実現されること 

（2）自然法則を利用したかどうかは、クレーム全体として判断すること  

 

韓国特許庁の審査基準によれば、「ソフトウエアによる情報処理がハードウエアを

用いて具体的に実現される場合には、当該ソフトウエアと協同して動作する情報処理

装置（機械）、その動作方法、当該プログラムを記録したコンピュータで読み取るこ

とができる媒体、媒体に格納されたコンピュータプログラムは、自然法則を利用した

技術的思想の創作としての発明に該当」する。ただし、コンピュータプログラムその

ものは、コンピュータを実行する命令に過ぎないと見て、発明の成立性を認めない。  

 

審査基準による発明の成立性に対する判断手順は、下記のとおりである。  

（1）クレームに記載された事項に基づき発明を把握する。 

（2）クレームに記載された発明が自然法則を利用した技術的思想の創作であるか否か

を検討する。 

・自然法則を利用した技術的思想の創作ではない例（発明の成立性が否定され

る）：自然法則以外の法則、人為的な決定、人間の精神活動又はオフライン上の行

為、単純な情報の提示 

・自然法則を利用した技術的思想の創作である例（発明の成立性が認められる）：

機器の制御又は制御のために必要な処理を具体的に行うこと、対象の物理的性質、化

学的性質、生物学的性質などの技術的性質に基づいた情報処理を具体的に行うこと 

（3）クレームに記載された発明が、上記（2）段階の①、②のいずれにも該当しない

場合には、当該発明がソフトウエアによる情報処理がハードウエアを用いて具体的に

実現されている場合 に該当するか否かを検討する。クレームに「コンピュータ」、

「プロセッサ」、「メモリ」などのハードウエアが記載されていても、使用目的に応

じた特有の情報の演算又は加工を実現するためのソフトウエアとハードウエアが協同

した具体的手段又は具体的方法が記載されていない場合（例：ソフトウエアルゴリズ

ムによる情報処理が各機能別にいかなるハードウエアを用いて具体的に実現されるか

明確に把握され得ない場合［特許法院2011ホ9078参照］）には、クレームに記載され

た発明は成立性が認められないことがある。プログラム言語として特許請求された発

明は人為的な決定に該当し、プログラムリスト自体として特許請求された発明は、単

純な情報の提示に該当して成立性が認められない。 
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 発明のカテゴリー 

 

審査基準によれば、コンピュータ関連発明は、方法の発明又は物の発明としてクレ

ームに記載することができる。特に、その発明を具現する複数の機能で表現すことが

できるとき、その機能として特定された物(装置)の発明として、クレームに記載するこ

とができる。一方、物の発明としての記載時に、「プログラム記録媒体」、「データ

記録媒体」、「媒体に格納されたコンピュータプログラム（アプリケーション）」と

記載することも可能である。 

ただし、「コンピュータに段階A、段階B、段階C、…を実行させるコンピュータプ

ログラム」は、コンピュータプログラムそのものを請求したものであって、許容され

ない。 

 

 新規性・進歩性の判断 

 

審査基準では、「人工知能（AI、 Artificial Intelligence）又はファジー理論により判

断を高度化すること」、「GUI（Graphical User Interface）」により入力を容易化するこ

と」などは、コンピュータソフトウエア技術分野で既に知られている一般的な課題で

あるという点を念頭に置いて、クレームに記載された発明の進歩性を判断するとしな

がら、下記のとおり当業者の通常の創作能力の発揮に該当する例を挙げている。  

（1）ある特定分野のコンピュータ関連発明の段階又は手段を他の特定分野に適用する

こと 

（2）周知・慣用手段の付加又は均等手段への置換 

（3）ハードウエアで実行している機能をソフトウエアで具現すること 

（4）人が行っている業務又はビジネス方法をシステムで具現すること 

（5）公知の事象をコンピュータの仮想空間で再現すること 

（6）公知の事実又は慣習に基づいた設計上の変更 

 

なお、クレームに記載された発明が、先行技術又は周知慣用の技術を人工知能技術

で具現した場合には、クレームに当該人工知能技術が特定の課題を行うように学習さ

れたモデルから得られる特有の情報処理について特定しており、発明の説明及び技術

常識を参酌してみる時、先行技術又は周知慣用技術に比べてより良い効果がある場合

に、進歩性が認められると記載している。 

 

一方、コンピュータ関連発明の進歩性を判断するとき、技術的要素と非技術的要素

を区分し、非技術的要素でのみ進歩が認められる場合に、進歩性を認めるかと関連

し、確立した実務はない。ただし、一旦発明の成立性が認められれば、その発明の構

成要素が技術的事項であるか、非技術的事項であるかを問わず、その構成要素が先行

技術に開示されているか、又は容易に導き出され得るか否かを判断することにより、

全体として（as a whole）進歩性を判断していると見られる。 
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（２） 歴史的変遷 

 

 
 

 CS関連発明等の機能的クレームに関する審決・判決及び法律として、韓国では、下

記判決及び法改正が挙げられる。 

 

年月 
分

類 

種

別 
概要 

1987 C

S 
審取 

 

査定

不服 

大法院1987年9月29日付言渡84フ54判決 

＜判決の要旨＞一般にコンピュータは、制御装置、論理演算装置、

記憶装置及び入出力装置で構成されており、その機械的設備である

ハードウエアは、独自の作業遂行能力がなく、ソフトウエアである

プログラムの作業遂行指示に従って指定目的のための制御、論理及

び演算、記憶などの機能を発揮するものであり、ハードウエア自体

は汎用性があるといえるので、コンピュータを機能実現手段として

用いた装置発明の出願において、その装置に固有の独自の作業遂行

能力を有するように考案されたハードウエアを用いるならばともか

く、汎用性があるハードウエアを用いる場合には、ハードウエア自

体の構成に関する詳細な説明を特許願書にいちいち記載しなくても

コンピュータと関連した技術分野で平均的技術能力を有する者であ

ればハードウエアの機能内容を十分に理解できると見ることが妥当

である、と判示されている。 

2001 C

S 
審取 

 

査定

不服 

大法院2001年11月30日付言渡97フ2507判決 

＜判決の要旨＞本判決は、コンピュータプログラムと関連した発明

であっても、ハードウエア外部で数値制御機械の動作による物理的

変換を引き起こす場合には、自然法則を利用したものと認めて発明

として成立するという点を確認した最初の事例であり、本判決後の

2005年、CS関連発明の審査基準を改正し、ソフトウエアによる情報

処理がハードウエアを用いて具体的に実現されていなければならな

いという点を中心に成立性を判断するようにしている。 

2002 機

能 

審取 

 

確認
360 

大法院2002年6月28日付言渡2000フダン2583判決 

＜判決の要旨＞本件第1項の発明の特許請求の範囲には、上記③の

支持部材について何等の限定がなく、また、本件特許発明の明細書

に「本発明においては、支持部材は多様に用いることができる。支

持部材はいかなる材料としてもよいが、有機物ポリマー又はいくつ

かのその他の絶縁材料で構成することが望ましい。・・・いくつか

の場合に用いることができる支持部材としては、従来の、例えば、

側壁、端部壁及び底板で構成される長方形容器が挙げられる。この

容器は・・・多数の隔室に区分しておくこともできる」と記載され

ていることに照らしてみると、上記③の支持部材は、ゲルと共に接

着されて導体を保護できる、構造が限定されていない部材（ただ

し、望ましい形態は多数の隔室が区分されている長方形容器であ

                                                 
360 権利範囲確認審判とは、特許権者又は専用実施権者が自己の特許発明の保護範囲を確認するために請求できる審

判である（特許法第135条第1項）。 
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る）といえるので、（イ）号発明の接続ケースは、本件第1項の発

明の支持部材に含まれるといえるものであり、（イ）号発明の「ゲ

ルを接続ケースの内面に接着させる構成」は、本件第1項の発明の

上記②、③、④の構成と同一であると見られる、と判示されてい

る。 

2003 C

S 
審取 

 

査定

不服 

大法院2003年5月16日付言渡2001フ3149判決 

＜判決の要旨＞BM発明の成立性問題を扱った最初の大法院の判決

である。BM発明の成立性要件として「ハードウエア及びソフトウ

エアの結合を用いた具体的手段」で構成されなければならないこと

を摘示している。 

2005 機

能 

審取 

 

無効 

大法院2005年4月15日付言渡2004フダン1090判決 

＜判決の要旨＞本件登録考案や先行考案はいずれも人体から排出さ

れる種々の排泄物を吸収するのに用いる使い捨てパンツにおいて、

その吸収した排泄物がそのパンツの外部にもれないようにするとい

う共通の目的を有しており、本件登録考案の構成のうち、単に「着

用者の臀部で弾力性を提供する」という作用ないし機能によって限

定されている「側面部材」はこのような作用ないし機能をする構成

を全て含むものと解釈され、先行考案に本件登録考案の側面部材と

同一の機能をする側面部材が開示されていると見るのに十分であ

る、と判示されている。 

2006 機

能 

審取 

 

無効 

特許法院2006年11月23日言渡2005ホ7354判決 

＜判決の要旨＞機能的表現によっても発明の構成が全体として明確

であると認められる場合とは、①従来の技術的構成だけでは発明の

技術的思想を明確に表し難い事情があってクレームを機能的に表現

することが必要な場合、②発明の詳細な説明と図面の記載によって

機能的表現の意味内容を明確に確定できる場合（大法院2001年6月

29日付言渡98フ2252判決参照）を指す。 
 

2007 

特許法改正（2007年7月1日発効） 

・特許請求の範囲の記載要件の緩和（韓国特許法第42条第6項） 

「・・・請求の範囲には、・・・発明を特定するのに必要であると認められ

る構造・方法・機能・物質又はこれらの結合関係等を記載しなければならな

い。」（韓国特許法第42条第2項）と改正された。 
 

2007 機

能 

審取 

 

無効 

大法院2007年9月6日付言渡2005フ1486判決 

＜判決の要旨＞旧特許法第42条第4項第3号では「請求の範囲は、構

成になくてはならない事項だけで記載しなければならない。」と規

定することによって、発明を構成ではなく機能で表現した場合には

当該規定に従って拒絶されることがあった。 

訂正されたクレーム 6 で、「（d）第 1 のトレイ（10）及び第 2 のト

レイ（10a）を積層することにより第 1 のトレイ（10）及び第 2 のト

レイ（10a）が集積回路部品（11）を囲んで固定し、近接して積層

されたトレイ内のフレームワーク手段（24）は、対応する貯蔵ポケ

ット領域内でフレームワーク手段（24）を横切る集積回路部品の位

置を安定させるための手段」と記載することによって、機能的表現

により構成を定義したが、このような記載が旧特許法の下で許容さ

れるか問題になった事案である。 
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2008 C

S 
審取 

 

査定

不服 

大法院2008年12月11日付言渡2007フ494判決 

＜判決の要旨＞出願発明が自然法則を利用したものかどうかは、ク

レーム全体として判断しなければならないので、クレームに記載さ

れた発明の一部に自然法則を利用している部分があっても、クレー

ム全体として自然法則を利用していないと判断されるときは、特許

法上の発明に該当しない。・・・2004年12月30日付で補正された特

許請求の範囲第3項及び上記補正前の特許請求の範囲第1項はいずれ

も営業方法発明の範疇に属するものであるが、その構成要素である

原審判決時の各段階がソフトウエアとハードウエアの結合を用いた

具体的手段を内容としていないだけでなく、使用の目的による各段

階別情報の演算又は加工がどのように実現されるかについて明確に

記載されてもおらず、コンピュータ上でソフトウエアによる情報処

理がハードウエアを用いて具体的に実現されていないので、全体的

に見ると、旧特許法第29条第1項本文の「産業上利用することがで

きる発明」といえないという趣旨で判断したことは正当であり、上

告理由として主張するような特許法第2条第1条、旧特許法第29条第

1項に関する法理誤解などの違法がない、と判示されている。 

2009 機

能 

審取 

 

確認 

大法院2009年4月23日付言渡2009フ92判決 

＜判決の要旨＞登録実用新案の権利範囲は、実用新案登録出願書に

添付した明細書の実用新案登録請求の範囲に記載された事項によっ

て定められ、請求の範囲の記載だけで技術的範囲が明白な場合には

原則的に明細書の他の記載によって請求の範囲の記載を限定解釈す

ることはできないが、請求の範囲に含まれるものと文言的に解釈さ

れるもののうち、一部が考案の詳細な説明の記載によってサポート

されていない場合などのように、請求の範囲を文言そのまま解釈す

ることが明細書の他の記載に照らしてみて明確に不合理なときは、

出願された技術思想の内容と明細書の他の記載及び出願人の意思と

第三者に対する法的安定性をあまねく参酌して登録実用新案の権利

範囲を限定解釈することが可能である（大法院2003年7月11日付言

渡2001フ2856判決、大法院2008年10月23日付言渡2007フ2186判決な

ど参照）。 

上記のような法理と記録に照らして詳察すると、本件登録考案の実

用新案登録請求の範囲第1項に記載の廃畜産投入手段の構成は、

「開口（14）を通じて廃畜産を蒸気ドラム（10）の内部に投入させ

る廃畜産投入手（40）」に限定されているが、「廃畜産投入手段

（40）」という用語は機能的表現であり、その用語自体では技術的

構成の具体的な内容が分からないので、その考案の詳細な説明と図

面などを参酌し、これを解釈しなければならない。考案の詳細な説

明と図面を参酌してみると、本件第1項の考案の「廃畜産投入手段

（40）」は「移送フレーム（41）」の上に廃畜産が安置される「移

送テーブル（47）」が別途に備えられており、蒸気ドラム（10）中

には、廃畜産と「移送テーブル（47）」のみが投入される構造であ

るので、廃畜産を蒸気ドラム（10）まで移動させる運搬手段の機能

も行うことができる一方、確認対象考案の「死体積置台」は蒸気ド

ラムの蓋と一体に結合して蒸気ドラム一側に連結される構造であ

り、このような機能を行うことができないので、両考案は残りの構
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成要素について詳察することもなく、その構成及び作用効果で差が

ある、と判示されている。 

2009 機

能 

審取 

 

査定

不服 

大法院2009年7月23日付言渡2007フ4977判決 

＜判決の要旨＞特許出願された発明の特許請求の範囲に機能、効

果、性質などによって発明を特定する記載が含まれている場合に

は、特許請求の範囲に記載された事項によってそのような機能、効

果、性質などを有する全ての発明を意味すると解釈することが原則

であるが、ただし、特許請求の範囲に記載された事項は、発明の詳

細な説明や図面などを参酌してこそ、その技術的意味を正確に理解

できるので、特許請求の範囲に記載された用語の特別な意味が明細

書の発明の詳細な説明や図面に定義又は説明がされている等の他の

事情がある場合には、その用語の一般的な意味に基づきながらも、

その用語によって表現しようとする技術的意義を考察した後、用語

の意味を客観的、合理的に解釈して発明の内容を確定しなければな

らない（大法院1998年12月22日付言渡97フ990判決、大法院2007年

10月25日付言渡2006フ3625判決など参照）。 

補正された特許請求の範囲第15項（以下「本件第15項の発明」とい

う）に記載された原審判示の構成1である「プレーヤの操作により

キャラクタの体型を決定する決定手段」は機能、性質などによる用

語が含まれている構成として「プレーヤの操作によりキャラクタの

体型を決定する作用ないし機能をする全ての構成」と解釈すること

が原則であるが、発明の詳細な説明や図面など明細書の他の記載に

よると、キャラクタの体型に対してはキャラクタの身長と体重を意

味するものとして定義又は説明されており、キャラクタの体型を決

定する決定手段に対しては「プレーヤが任意に十字キーの操作によ

りキャラクタを縦方向及び横方向に伸縮させることによって、身長

と体重を定める構成」及び「プレーヤがキャラクタ選択画面でデフ

ォルトキャラクタの体型を選択する構成」として説明されているの

で、構成1は上記のようにプレーヤの操作によってキャラクタの体

型を選択又は作成し、キャラクタの体型を決定する構成を意味する

と解釈される、と判示されている。 

2013 C

S 
審取 

 

査定

不服 

特許法院2013年9月5日付言渡2013ホ1788判決 

本件第1項の出願発明の構成6は、「人工知能チャートを用いた株式

情報の提供方法」という部分である。これは比較対象発明2の「株

価の線チャートの作成と表記方法を提供することにより株式投資者

に、株式投資時に容易かつ正確な分析のチャートを提供する」（甲

第6号証、2頁「発明がなそうとする技術的課題」3～4行）という記

載に対応する。詳察したところ、両対応構成は、チャートを用いて

株式情報を提供するという点で共通点がある。ただし、比較対象発

明2には、チャートが人工知能によって作成されるかどうかについ

ては記載していないが、比較対象発明1の明細書は「過去には一部

専門家らのみが知っている又は接することができた技術的分析方法

も、個人のPC端末上に構築されたトレーディングシステムで多様な

株価チャートや技術的指標をリアルタイムで自動生成することによ

って投資家らの技術的分析水準が日に日に向上しており、売買速度

も増加している趨勢である。」（甲第5号証、4頁「発明の属する技
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術及びその分野の従来技術」3～5行）と記載しており、個人のPC端

末上に構築されたトレーディングシステムで多様な株価チャートや

技術的指標をリアルタイムで自動生成することは、本件出願発明の

出願時以前から当該技術分野に広く知られている周知・慣用の技術

であるといえる。従って、上記構成6は、通常の技術者が比較対象

発明2の対応構成に上記周知・慣用の技術を付加して容易に導き出

すことができると判断される、と判示されている。 

 

 
 

CS関連発明等の機能的クレームに関する審査基準等に関し、韓国では、近年、下記

審査基準等が改訂されている。2018年、2019年の審査基準等の改訂については、後述

する。 

 

 審査基準等の変遷一覧 

 

年 概要 

1984年 「コンピュータ関連発明の審査基準」制定 

1995年 「コンピュータ関連発明の審査基準」改訂 

1998年 「コンピュータ関連発明の審査基準」改訂 

2000年 「電子商取引関連発明の審査基準」制定 

2005年 「コンピュータ関連発明の審査基準」改訂 

2014年 「コンピュータ関連発明の審査基準」改訂 

 

 機能的クレームに関する法律、審査基準等 

 

旧韓国特許法第42条第4項第3号では「請求の範囲は構成になくてはならない事項だ

けで記載しなければならない。」と規定することにより、発明を構成ではなく機能で

表現した場合には、当該規定に従って拒絶されることがあった。 

2007年7月1日に施行された改正法では、旧韓国特許法第42条第4項第3号を削除し、

「…請求の範囲には、…発明を特定するのに必要であると認められる構造・方法・機

能・物質又はこれらの結合関係等を記載しなければならない。」と規定する第42条第6

項を新設することにより、機能的クレームに対する法的根拠を設けるようになった。 

 

 CS関連発明等に関する法律、審査基準等 

 

また、CS 関連発明等に関する審査基準の変遷は以下のとおりである。 

 

 1984 年「コンピュータ関連発明の審査基準」制定 

 

CS関連発明に関する審査基準を新たに制定し、CS関連発明に関する特許可能性の判

断基準を示した。 

ソフトウエアが利用する手順の法則性が自然法則によるものであるときには「方

法」の発明として、また、コンピュータがある装置又はシステム内において特定の目

的を達成する機能実現手段として利用される場合には「装置」の発明として扱う旨を

示した。ただし、基本ソフト（OS）、制御プログラムなどの一部のシステム、ソフト
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ウエアを除いた純粋なソフトウエアは特許の対象から除外された。 

 

 1995年「コンピュータ関連発明の審査基準」改訂 

 

CS関連発明について、特許の対象となる範囲をさらに明確化するための改訂を行っ

た。詳細には、ソフトウエアによる情報処理が対象の物理的又は技術的性質（構成上

の性質も含む)に基づいて行われている場合、又はハードウエア資源を伴っている場合

には、自然法則を利用したものとみなされて特許を受けることができるとした。 

ただし、依然として、ソフトウエアを記録した記録媒体は特許の対象からは除外さ

れており、また「技術的性質」という概念が提示されたが、その概念について明確に

定義することが難しいということが指摘された。 

 

 1998年「コンピュータ関連発明の審査基準」改訂 

 

CS関連発明の対する判断基準をより明確化する改訂が行われた。詳細には、CS関連

発明において、当該発明に「産業上利用できる具体的手段」、すなわち、技術的思想

があるか否かを検討し、特許可否を判断するとした。また、CS関連発明を特許請求の

範囲に記載するにあたり、ソフトウエアを記録したコンピュータで読むことができる

記録媒体も「物」の発明として特許請求の範囲に記載することができるようになっ

た。 

 

 2000年「電子商取引関連発明の審査基準」制定 

 

いわゆるBM関連発明については、技術的構成要素を伴わない純粋な営業方法につい

ては特許の対象とはならず、それ以外についてはコンピュータ関連発明審査基準を適

用して審査が行われていた。その後、2000年に入ってBM関連発明に相当する電子商取

引（営業方法）関連発明に関する出願が急増してきたことを受け、BM関連発明特有の

事項に対する具体的な基準が要求されるようになった。これを受け、電子商取引関連

発明審査基準が2000年8月1日に制定された。 

コンピュータネットワークなど技術的構成要素なく、純粋な営業方法のみでは、特

許の対象にはならない。営業方法であっても、ハードウエアのような技術的手段と結

合した形態で請求されなければならない。なお、出願前に既に公開された営業方法を

通常のコンピュータ技術を利用して自動化したものに過ぎない場合は、進歩性がない

ものとして特許を受けることができない。BM関連発明が特許を受けるためには、従来

の営業方法又は新しい営業方法をコンピュータ上で実行されるように実現するにおい

て、出願時の技術水準でみるとき、通常の技術水準を越えた技術を利用したというこ

とが認定された場合に特許可能となることを示した。 

 

 2005年「コンピュータ関連発明の審査基準」改訂 

 

電子商取引関連発明審査基準をコンピュータ関連発明の審査基準に併合する統合を

行 った。加えて 2001年に判決が言い渡された判例の内容を受けた改訂を行った。その

判示事項は、「一般的にビジネス関連発明とは、情報技術を利用して実現した新しい

ビジネスシステム又はビジネス方法に関する発明をいい、このようなビジネス関連発

明に該当するにはコンピュータ上でソフトウエアによる情報処理がハードウエアを利

用して具体的に実現されていなければならない。」というものである（大法院

2003.05.16.言渡2001フ3149判）。 
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 2014年「コンピュータ関連発明の審査基準」改訂 

 

この改訂では、ハードウエアと結合され、特定の課題を解決するために記録媒体に

記録されたコンピュータプログラムのクレームが認められるようになった。過去、

2006年及び2011年にコンピュータプログラムを物の発明として特許の対象とし、使用

の概念に「電気通信回線を通じた譲渡又は貸与」を含ませようとする動きがあった

が、いずれも否定されてきたという経緯があった。この改訂でも「コンピュータにA段

階、B段階、C段階･･･を実行させるコンピュータプログラム」というクレームの記載

を認めようとする動きがあったが、「媒体に記録された」コンピュータプログラムに

限り特許可能となった。 

 
（３） 重要審決・判決 

 

 
 

（１）  大法院2005年4月15日付言渡2004フダン1090判決 

（２）  大法院2009年7月23日付言渡2007フ4977判決 

（３）  大法院2002年6月28日付言渡2000フダン2583判決 

（４）  大法院2009年4月23日付言渡2009フ92判決 

（５）  特許法院2006年11月23日言渡2005ホ7354判決 

（６）  大法院2007年9月6日付言渡2005フ1486判決 

（７）  大法院2001年11月30日付言渡97フ2507判決 

（８）  大法院2003年5月16日付言渡2001フ3149判決 

（９）  大法院2008年12月11日付言渡2007フ494判決 

（１０） 大法院2006年11月24日付言渡2003フ2089判決 

（１１） 大法院1987年9月29日付言渡84フ54判決 

（１２） 特許法院2013年9月5日付言渡2013ホ1788判決 

 

 
 

裁判所のクレーム解釈については、審査段階の特許要件の判断時と同様に、侵害要

件の判断においても、韓国大法院の判例は、（1）該当機能を行うことができる全ての

構成を含むと解釈した場合と、（2）発明の詳細な説明に基づいて限定解釈した場合 に

分かれる。ただし、発明の詳細な説明の記載により限定解釈することが大多数の判例

の態度であって、「特許請求の範囲を文言通り解釈することが明細書の他の記載に照

らしてみて明確に不合理な場合、特許請求の範囲を限定解釈することが可能である」

という法理又は「特許請求の範囲に記載された用語の意味が明確であっても、その用

語から技術的構成の具体的な内容が分からない場合には、その発明の詳細な説明と図

面の記載を参酌し、その用語が表現している技術的構成を確定して、特許発明の権利

範囲を定めなければならない」という法理下で判断している。 
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韓国の侵害訴訟において、機能的クレームに関する解釈の概要は、次の【図表－Ⅱ８

（３）－１】に示すとおりである。 

 

国 機能的クレームに関する解釈（侵害訴訟） 

韓国 

クレームの範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められる（韓国特許

法第 97 条）が、裁判例では「特許請求の範囲を文言通り解釈することが明細

書の他の記載に照らしてみて明確に不合理な場合」等に明細書を考慮して限

定解釈されている。侵害訴訟では、明細書により限定解釈することによって

クレームを狭く解釈したものが存在している。 

【図表－Ⅱ８（３）－１】韓国の機能的クレームに関する解釈（侵害訴訟） 

 

 

 
 

 特許要件の判断時のクレーム解釈 

 

特許要件の判断時のクレーム解釈に関する判例として、次の判例が挙げられる。 

 

 大法院2005年4月15日付言渡2004フダン1090判決 

 

大法院2005年4月15日付言渡2004フダン1090判決は、「不織布材料の外表面部、腰開

口部及び足開口部で構成されるパンツ、着用者の臀部で弾力性を提供する側面部材、

上記それぞれの足開口部でこの足開口部をギャザリング（gathering、シワを寄せるこ

と）させる足弾性体、排泄物を吸収する吸収性媒体からなる使い捨て吸収性ガーメン

ト（garment）」というクレーム1に記載された発明の進歩性の判断において、「側面

部材」という構成をどのように解釈するか問題になった事案である。 

 

大法院2005年4月15日付言渡2004フダン1090判決 

判旨 

本件登録考案や先行考案はいずれも人体から排出される種々の排泄物を吸収する

のに用いる使い捨てパンツにおいて、その吸収した排泄物がそのパンツの外部にも

れないようにするという共通の目的を有しており、本件登録考案の構成のうち、単

に「着用者の臀部で弾力性を提供する」という作用ないし機能によって限定されて

いる「側面部材」はこのような作用ないし機能をする構成を全て含むものと解釈さ

れ、先行考案に本件登録考案の側面部材と同一の機能をする側面部材が開示されて

いると見るのに十分である、と判示されている。 

クレームの範囲 

「側面部材」が当該機能を行うことができる全ての構成を含むものと解釈されて

いる。 
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 大法院2009年7月23日付言渡2007フ4977判決 

 

大法院2009年7月23日付言渡2007フ4977判決は、出願人は、進歩性がないという拒絶

決定の理由に対応し、クレーム15を「コンピュータゲームに登場するキャラクタが発

声する音声を制御するゲーム装置において、プレーヤの操作により、キャラクタの体

型を決定する決定手段と、外部から入力される音声又は事前に準備される音声の声質

を、上記キャラクタの体型に関する属性情報に基づいて変換する変換手段と、上記変

換された声質の音声を上記キャラクタの音声として出力する出力手段とを含むことを

特徴とするゲーム装置。」に補正したが、審査官、審判院、特許法院では、クレーム

の記載を、当該機能を行うことができる全ての構成を含むものと広く解釈することに

よって、補正されたクレーム15は依然として進歩性を欠いていると判断している。 

 

大法院2009年7月23日付言渡2007フ4977判決 

判旨 

 特許出願された発明の特許請求の範囲に機能、効果、性質などによって発明を特

定する記載が含まれている場合には、特許請求の範囲に記載された事項によってそ

のような機能、効果、性質などを有する全ての発明を意味すると解釈することが原

則であるが、ただし、特許請求の範囲に記載された事項は、発明の詳細な説明や図

面などを参酌してこそ、その技術的意味を正確に理解できるので、特許請求の範囲

に記載された用語の特別な意味が明細書の発明の詳細な説明や図面に定義又は説明

がされている等の他の事情がある場合には、その用語の一般的な意味に基づきなが

らも、その用語によって表現しようとする技術的意義を考察した後、用語の意味を

客観的、合理的に解釈して発明の内容を確定しなければならない（大法院1998年12

月22日付言渡97フ990判決、大法院2007年10月25日付言渡2006フ3625判決など参

照）。補正された特許請求の範囲第15項(以下「本件第15項の発明」という)に記載さ

れた原審判示の構成1である「プレーヤの操作によりキャラクタの体型を決定する決

定手段」は機能、性質などによる用語が含まれている構成として「プレーヤの操作

によりキャラクタの体型を決定する作用ないし機能をする全ての構成」と解釈する

ことが原則であるが、発明の詳細な説明や図面など明細書の他の記載によると、キ

ャラクタの体型に対してはキャラクタの身長と体重を意味するものとして定義又は

説明されており、キャラクタの体型を決定する決定手段に対しては「プレーヤが任

意に十字キーの操作によりキャラクタを縦方向及び横方向に伸縮させることによっ

て、身長と体重を定める構成」及び「プレーヤがキャラクタ選択画面でデフォルト

キャラクタの体型を選択する構成」として説明されているので、構成1は上記のよう

にプレーヤの操作によってキャラクタの体型を選択又は作成し、キャラクタの体型

を決定する構成を意味すると解釈される、と判示されている。 

クレームの範囲 

本判例は、機能的クレームを取り上げながら、この解釈基準に関して具体的な法

理を初めて示している。 本判例では、機能的クレームにおいて、機能的表現はその

ような機能、効果、性質などを有する全ての発明を意味すると解釈することが原則

であるが、発明の詳細な説明と図面によって限定解釈できると明らかにしながら、

「キャラクタの体型を決定する決定手段」を、明細書に開示された実施例の「プレ

ーヤの操作によってキャラクタの体型を選択又は作成し、キャラクタの体型を決定

する」構成に限定解釈している。 
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 侵害要件の判断時のクレーム解釈 

 

侵害要件の判断時のクレーム解釈に関する判例として、次の判例が挙げられる。 

 

 大法院2002年6月28日付言渡2000フダン2583判決 

 

 大法院2002年6月28日付言渡2000フダン2583判決は、「ゲルのような封止剤と支持部

材を含む導体のような基材の環境的保護のための装置において、封止剤は支持部材に

接着されており、100-350（10-1mm）の円錐侵入値と少なくとも200％の極限延伸率を

有することを特徴とする装置。」というクレーム1に記載された発明の権利範囲を確定

するにおいて、「支持部材」の構成をどのように解釈するか問題になった事案であ

る。 

 

大法院2002年6月28日付言渡2000フダン2583判決 

判旨 

 本件第1項の発明の特許請求の範囲には、上記③の支持部材について何等の限定が

なく、また、本件特許発明の明細書に「本発明においては、支持部材は多様に用い

ることができる。支持部材はいかなる材料としてもよいが、有機物ポリマー又はい

くつかのその他の絶縁材料で構成することが望ましい。…いくつかの場合に用いる

ことができる支持部材としては、従来の、例えば、側壁、端部壁及び底板で構成さ

れる長方形容器が挙げられる。この容器は…多数の隔室に区分しておくこともでき

る」と記載されていることに照らしてみると、上記③の支持部材は、ゲルと共に接

着されて導体を保護できる、構造が限定されていない部材（ただし、望ましい形態

は多数の隔室が区分されている長方形容器である）といえるので、（イ）号発明の

接続ケースは、本件第1項の発明の支持部材に含まれるといえるものであり、（イ）

号発明の「ゲルを接続ケースの内面に接着させる構成」は、本件第1項の発明の上記

②、③、④の構成と同一であると見られる、と判示されている。 

クレームの範囲 

「支持部材」について詳細な説明に記載された望ましい実施例は単に望ましい形

態の一つであると判断しながら、特許請求の範囲に記載された「支持部材」は、そ

のような機能をする全ての構成を含むと解釈し、（イ）号発明が特許発明の権利範

囲に属すると判断している。 
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 大法院2009年4月23日付言渡2009フ92判決 

 

 大法院2009年4月23日付言渡2009フ92判決は、特許請求の範囲に「上記開口（14）を

通じて廃畜産を蒸気ドラム（10）の内部に投入させる廃畜産投入手段（40）」と記載

することによって、機能的表現を用いた場合において、（イ）号発明が特許発明の権

利範囲に属するかどうかを判断するために、特許発明の権利範囲をどのように確定す

るか問題になった事案である。 

 

大法院2009年4月23日付言渡2009フ92判決 

判旨 

 登録実用新案の権利範囲は、実用新案登録出願書に添付した明細書の実用新案登

録請求の範囲に記載された事項によって定められ、請求の範囲の記載だけで技術的

範囲が明白な場合には原則的に明細書の他の記載によって請求の範囲の記載を限定

解釈することはできないが、請求の範囲に含まれるものと文言的に解釈されるもの

のうち、一部が考案の詳細な説明の記載によってサポートされていない場合などの

ように、請求の範囲を文言そのまま解釈することが明細書の他の記載に照らしてみ

て明確に不合理なときは、出願された技術思想の内容と明細書の他の記載及び出願

人の意思と第三者に対する法的安定性をあまねく参酌して登録実用新案の権利範囲

を限定解釈することが可能である（大法院2003年7月11日付言渡2001フ2856判決、大

法院2008年10月23日付言渡2007フ2186判決など参照）。 

 上記のような法理と記録に照らして詳察すると、本件登録考案の実用新案登録請

求の範囲第1項に記載の廃畜産投入手段の構成は、「開口（14）を通じて廃畜産を蒸

気ドラム（10）の内部に投入させる廃畜産投入手段（40）」に限定されているが、

「廃畜産投入手段（40）」という用語は機能的表現であり、その用語自体では技術

的構成の具体的な内容が分からないので、その考案の詳細な説明と図面などを参酌

し、これを解釈しなければならない。考案の詳細な説明と図面を参酌してみると、

本件第1項の考案の「廃畜産投入手段（40）」は「移送フレーム（41）」の上に廃畜

産が安置される「移送テーブル（47）」が別途に備えられており、蒸気ドラム

（10）中には、廃畜産と「移送テーブル（47）」のみが投入される構造であるの

で、廃畜産を蒸気ドラム（10）まで移動させる運搬手段の機能も行うことができる

一方、確認対象考案の「死体積置台」は蒸気ドラムの蓋と一体に結合して蒸気ドラ

ム一側に連結される構造であり、このような機能を行うことができないので、両考

案は残りの構成要素について詳察することもなく、その構成及び作用効果で差があ

る、と判示されている。 

クレームの範囲 

「廃畜産投入手段」は、文言的範囲を詳細な説明に記載された実施例及びその均

等物として、「移送フレーム（41）」の上に廃畜産が安置される「移送テーブル

（47）」が別途に備えられており、蒸気ドラム（10）中には、廃畜産と「移送テー

ブル（47）」のみが投入される構造であると限定解釈されている。 
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 クレームの明確性要件に関する審決・判決 

 

旧韓国特許法第42条第4項第3号では「請求の範囲は、構成になくてはならない事項

だけで記載しなければならない。」と規定することによって、発明を構成ではなく機

能で表現した場合には当該規定に従って拒絶されることがあった。 

旧特許法下で、機能的クレームは原則的に許容されないと判断した判例（大法院

1998年10月2日付言渡97フ1337判決）もあるが、実務上、機能的クレームが広く用いら

れていた点などを考慮し、機能的表現が許容される具体的な基準を提示した。2007年7

月1日施行の改正法では、旧韓国特許法第42条第4項第3号を削除し、「…請求の範囲に

は、…発明を特定するのに必要であると認められる構造・方法・機能・物質又はこれ

らの結合関係等を記載しなければならない。」と規定する第42条第6項を新設すること

によって、出願人の選択に応じて機能的表現を用いて発明を記載できるようになっ

た。 

機能的クレームの明確性要件に関する判例として、次の判例が挙げられる。 

 

 特許法院2006年11月23日言渡2005ホ7354判決 

 

特許法院2006年11月23日言渡2005ホ7354判決は、クレーム1に「ケース（100）の内

部に位置して供給される薬液量に応じて膨張しながら薬液を貯蔵してから、薬液を患

者に投与する場合、収縮圧力により貯蔵されている薬液が残留量なしに完全に排出で

きるようにする薬液貯蔵手段（200）と；ホース（300）の終端部が連結された状態で

常に一定量が供給され得るように薬液量を調節すると共に、供給される薬液の一部を

貯蔵しておいてから、必要に応じて貯蔵した薬液を一度に投与できるようにする薬液

調節手段（500）を含むことを特徴とする医薬品注入器」と記載し、各構成を機能的表

現で定義したが、このような記載が旧特許法下で許容されるか問題になった事案であ

る。 

 

特許法院2006年11月23日言渡2005ホ7354判決 

判旨 

 機能的表現によっても発明の構成が全体として明確であると認められる場合と

は、①従来の技術的構成だけでは発明の技術的思想を明確に表し難い事情があって

クレームを機能的に表現することが必要な場合、②発明の詳細な説明と図面の記載

によって機能的表現の意味内容を明確に確定できる場合（大法院2001年6月29日付言

渡98フ2252判決参照）を指す、と判示されている。 

解説 

旧特許法下で、機能的クレームは原則的に許容されないと判断した判例（大法院

1998年10月2日付言渡97フ1337判決）もあるが、実務上、機能的クレームが広く用い

られていた点などを考慮し、機能的表現が許容される具体的な基準を提示してい

る。 
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 大法院2007年9月6日付言渡2005フ1486判決 

 

 大法院2007年9月6日付言渡2005フ1486判決は、訂正されたクレーム6で、「（d）第1

のトレイ（10）及び第2のトレイ（10a）を積層することにより第1のトレイ（10）及び

第2のトレイ（10a）が集積回路部品（11）を囲んで固定し、近接して積層されたトレ

イ内のフレームワーク手段（24）は、対応する貯蔵ポケット領域内でフレームワーク

手段(24)を横切る集積回路部品の位置を安定させるための手段」と記載することによっ

て、機能的表現により構成を定義したが、このような記載が旧特許法の下で許容され

るか問題になった事案である。 

 

特許法院2006年11月23日言渡2005ホ7354判決 

判旨 

 特許請求の範囲が機能、効果、性質などによる物の特定を含む場合、その発明の

属する技術分野で通常の知識を有する者が発明の詳細な説明や図面などの記載と出

願時の技術常識を考慮し、特許請求の範囲に記載された事項から特許を受けようと

する発明を明確に把握できれば、その特許請求の範囲の記載は適法であるといえ

る、と判示されている。 

解説 

本判決では、旧特許法下でも、通常の技術者が発明の詳細な説明や図面などの記載

と出願時の技術常識を考慮すると、当該構成を明確に把握できれば、機能的クレー

ムが許容されるという点を明らかにしている。 

 

 
 

 CS関連発明及びBM関連発明に関する判決 

 

CS関連発明等に関する判例として、次の判例が挙げられる。 

 

 発明の成立性 

 

CS関連発明等の発明の成立性に関する判例として、次の判例が挙げられる。 
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 大法院2001年11月30日付言渡97フ2507判決 

 

大法院2001年11月30日付言渡97フ2507判決は、CPU（1150）、記憶部（1151）、入

出力インタフェース（1152）、入出力機器（116）、CRT及び入出力プロセッサ

（1153）、CRT（11531）、機械入出力インタフェース（1154）、サーボインタフェー

ス（1155）を備えた機械操作盤（11532）、主軸アンプ群（11541－1～）、主軸アンプ

群と接続される主軸モータ群（121、…）、サーボアンプ群（1156-1～）、サーボアン

プ群と接続されるサーボモータ群（120、…）の間に制御データの相互通信を行う工作

機械・ロボット・レーザ加工機・溶接機・木工機などを制御する数値制御装置は、数

値制御入力フォーマットの順序番号・準備機能ワード・補間パラメータと角度ディメ

ンションを含むディメンションワード・伝送機能ワード・主軸機能ワード・工具機能

ワード・補助機能ワードにサブワードを付加した数値制御入力フォーマットを用いて

サブワードにより機械識別・制御・作動させることを特徴とした数値制御方法。」が

自然法則を利用したものであって、特許法上の「発明」に該当するか問題になった事

案である。 

 

大法院2001年11月30日付言渡97フ2507判決 

判旨 

 記録によると、第5項の発明は、基本ワードにサブワードを付加して命令語をなす

制御入力フォーマットを多様にしてワードの数により組み合わされる制御命令語の

数を増加させ、ハードウエアである数値制御装置を制御する方法に関するものであ

り、結局、数値制御入力フォーマットを使用してソフトウエアであるサブワード付

加加工プログラムを駆動させ、ハードウエアである数値制御装置によって機械識

別・制御・作動をするようにするだけでなく、ハードウエア外部における物理的変

換を引き起こし、その物理的変換によって実際の利用可能性が明細書に開示されて

いるので、このような第5項の発明は自然法則を利用しない純粋な人間の精神的活動

によるものとはいえない、と判示されている。 

解説 

本判決は、コンピュータプログラムと関連した発明であっても、ハードウエア外

部で数値制御機械の動作による物理的変換を引き起こす場合には、自然法則を利用

したものと認めて発明として成立するという点を確認した最初の事例であり、本判

決後の2005年、コンピュータ関連発明の審査基準を改正し、ソフトウエアによる情

報処理がハードウエアを用いて具体的に実現されていなければならないという点を

中心に成立性を判断するようにしている。 
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 大法院2003年5月16日付言渡2001フ3149判決 

 

大法院2003年5月16日付言渡2001フ3149判決は、「排出者身元情報が入力されたバー

コードステッカと、排出ゴミが表示されたカレンダーは管轄官庁で各排出者に配布

し、各排出者は定められた規定により正確に分離されたゴミを規定のゴミ袋に入れて

排出するものの、必ず排出者身元情報が入力されたバーコードステッカをゴミ袋に付

着して排出し、収去者は排出されたゴミを曜日別に正確に分離収去して集荷場に移送

してリサイクル用ゴミと埋め立て、焼却されるゴミを選別して処理過程を経て、誤っ

て分類されたゴミ袋は前面に付着されたバーコードを読み取って当該排出者に是正命

令を指示する各過程で得られる資料を蓄積した統計により生活ゴミを総合管理するよ

うにする生活ゴミのリサイクル総合管理方法。」が自然法則を利用したものであっ

て、特許法上の「発明」に該当するか問題になった事案である。 

 

大法院2003年5月16日付言渡2001フ3149判決 

判旨 

 特許法第2条第1号は、自然法則を利用した技術的思想の創作であって、高度なも

のを「発明」と定義しており、上記特許法第2条第1号が訓示的な規定に該当すると

見る何ら根拠がないので、自然法則を利用しないものを特許出願したときは、特許

法第29条第1項本文の「産業上利用することができる発明」の要件を満たしていない

ことを理由として特許法第62条によってその特許出願が拒絶される（大法院1998年9

月4日付言渡98フ744判決参照）。 

 原審判決の理由によると、原審は名称を「生活ゴミのリサイクル総合管理方法」

とする原告の本件出願発明を構成する各処理段階は、その判示のような理由で自然

法則を利用したものといえず、本件出願発明全体を詳察しても、本件出願発明はバ

ーコードステッカ、カレンダー、ゴミ袋、及び、コンピュータなどを用いたバーコ

ード読取などのハードウエア及びソフトウエア手段を含んでいるが、本件出願発明

の構成要素である上記各段階は、上記ハードウエア及びソフトウエアの結合を用い

た具体的手段を内容としていないだけでなく、その手段を単に道具として用いたも

ので、人間の精神活動に過ぎず、上記各段階からなり、上記各段階で得られる資料

を蓄積した統計により生活ゴミを総合管理する本件出願発明は、全体的に見れば、

それ自体では実施することができず、関連法令などが備えられてこそ実施できるも

ので、管轄官庁、排出者、収去者間の約束などによりなされる人為的決定である

か、これによる上記管轄官庁などの精神的判断又は人為的決定に過ぎないので、自

然法則を利用したものといえず、その各段階がコンピュータのオンライン（on-

line）上で処理されるものではなく、オフライン（off-line）上で処理されるものであ

り、ソフトウエアとハードウエアが連係するシステムが具体的に実現されているも

のでもなく、いわゆる、ビジネスモデル発明の範疇に属するものでもないので、本

件出願発明は、第29条第1項本文の「産業上利用することができる発明」といえない

という趣旨で判断した。 

 記録と上記で見た法理に照らして詳察すると、原審の上記のような認定と判断は

正当であり、そこに上告理由として指摘するような特許法第2条第1号、第29条第1項

及び特許法第62条に関する法理誤解の違法があるといえない、と判示されている。 

解説 

ビジネスモデル関連発明の成立性問題を扱った最初の大法院の判決である 。ビジ

ネスモデル関連発明の成立性要件として「ハードウエア及びソフトウエアの結合を

用いた具体的手段」で構成されなければならないことを摘示した。 
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 大法院2008年12月11日付言渡2007フ494判決 

 

大法院2008年12月11日付言渡2007フ494判決は、「会員の加入と同時にオンラインコ

ミュニティ空間で会員自身を個人ルームの形態で表現するミニルームをミニルーム格

納空間（10）に自動生成するミニルーム自動生成段階と；上記ミニルームを会員の特

性に合わせて飾るように家具格納空間（30）に展示された家具が会員により選択され

れば、購買選択された上記家具をミニルーム家具格納空間（20）に格納するミニルー

ム家具格納段階と；上記ミニルーム家具格納空間（20）に登録された上記家具を当該

会員のミニルームの所望の位置に指定すれば、会員のミニルーム格納空間（10）に配

置する家具配置段階と；上記オンラインコミュニティ空間上の掲示板に会員のメッセ

ージが格納されれば、上記掲示板にメッセージを格納した会員の上記ミニルーム格納

空間（10）に格納されたミニルームが上記コミュニティ掲示板に登録され、上記掲示

板に上記会員のミニルームが露出されるミニルーム露出段階；を有するインターネッ

トコミュニティ上の個人ルーム形態のミニルームの生成及び管理方法。」が自然法則

を利用したものであって、特許法上の「発明」に該当するか問題になった事案であ

る。 

 

大法院2008年12月11日付言渡2007フ494判決 

判旨 

 出願発明が自然法則を利用したものかどうかは、クレーム全体として判断しなけ

ればならないので、クレームに記載された発明の一部に自然法則を利用している部

分があっても、クレーム全体として自然法則を利用していないと判断されるとき

は、特許法上の発明に該当しない。・・・2004年12月30日付で補正された特許請求

の範囲第3項及び上記補正前の特許請求の範囲第1項はいずれも営業方法発明の範疇

に属するものであるが、その構成要素である原審判決時の各段階がソフトウエアと

ハードウエアの結合を用いた具体的手段を内容としていないだけでなく、使用の目

的による各段階別情報の演算又は加工がどのように実現されるかについて明確に記

載されてもおらず、コンピュータ上でソフトウエアによる情報処理がハードウエア

を用いて具体的に実現されていないので、全体的に見ると、旧特許法第29条第1項本

文の「産業上利用することができる発明」といえないという趣旨で判断したことは

正当であり、上告理由として主張するような特許法第2条第1条、旧特許法第29条第1

項に関する法理誤解などの違法がない、と判示されている。 

解説 

発明の成立性を判断するにおいて、自然法則の利用如何は、クレーム全体として

判断しなければならないという点を明らかにした判例である。 
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 特許要件 

 

 CS関連発明等の特許要件に関する判例として、次の判例が挙げられる。 

 

 大法院2006年11月24日付言渡2003フ2089判決 

 

大法院2006年11月24日付言渡2003フ2089判決は、特許請求の範囲には、語節を単語

と語尾に、又は単語と助詞に分離する段階が記載されているが、それに関する明細書

の発明の詳細な説明と図面には、語尾や助詞がない単語を処理するための分岐条件が

欠落しており、語尾や助詞がない単語を処理する場合には、無限ループ（end loop）状

態に陥るようになるエラーがある時、通常の技術者がその発明を容易に実施できるよ

うに明確かつ詳細に記すことを要求している明細書の記載要件を満たすか問題になっ

た事案である。 

 

大法院2006年11月24日付言渡2003フ2089判決 

判旨 

 詳細な説明及び図面には、語尾や助詞がない単語を処理するための分岐条件が欠

落しており、語尾や助詞がない単語を処理する場合には、プログラムが発明の詳細

な説明及び図面22の段階264、266及び267のみを繰り返し実行し、その部分から抜け

出せない無限ループ状態に陥るようになるエラーがあり、このようなエラーは仮に

本件特許発明を採択したプログラムを作成する過程で様々なデータを適用して試験

する通常のシミュレーション過程で発見されて治癒する可能性が高いとしても、通

常の技術者が当該発明を明細書の記載によって正確に理解でき、再現できる程度に

記載されているといえないのはもちろん、特許請求の範囲と発明の詳細な説明の各

内容が一致し、その明細書だけで特許請求の範囲に属する技術構成やその結合及び

作用効果を一目瞭然に理解できるといえないので、本件第3項の発明、第6項の発

明、第17項～第20項の発明は、特許法第42条第3項及び第4項第1号に違反した記載不

備があるといえ、この点を指摘する被告の上告理由は理由がある、と判示されてい

る。 

解説 

発明の詳細な説明及び図面の内容によって発明の内容を把握してみると、無限ル

ープが発生して繰り返し循環する場合には、その無限ループが実施過程で発見さ

れ、直される蓋然性が高いとしても、その明細書だけで特許請求の範囲に属する技

術構成などを一目瞭然に理解するのは困難であるので、発明の詳細な説明の実施可

能要件に違反しているとされた判例である。 
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 大法院1987年9月29日付言渡84フ54判決 

 

大法院1987年9月29日付言渡84フ54判決は、通信装置用追跡制御装置を構成する汎用

ハードウエアについて具体的事項が明細書及び図面に明確に出ていない場合、通常の

技術者がその発明を容易に実施できるように明確かつ詳細に記すことを要求している

明細書の記載要件を満たすか問題になった事案である。 

 

大法院1987年9月29日付言渡84フ54判決 

判旨 

 一般にコンピュータは、制御装置、論理演算装置、記憶装置及び入出力装置で構

成されており、その機械的設備であるハードウエアは、独自の作業遂行能力がな

く、ソフトウエアであるプログラムの作業遂行指示に従って指定目的のための制

御、論理及び演算、記憶などの機能を発揮するものであり、ハードウエア自体は汎

用性があるといえるので、コンピュータを機能実現手段として用いた装置発明の出

願において、その装置に固有の独自の作業遂行能力を有するように考案されたハー

ドウエアを用いるならばともかく、汎用性があるハードウエアを用いる場合には、

ハードウエア自体の構成に関する詳細な説明を特許願書にいちいち記載しなくても

コンピュータと関連した技術分野で平均的技術能力を有する者であればハードウエ

アの機能内容を十分に理解できると見ることが妥当である、と判示されている。 

解説 

汎用性がある部分については、詳細な説明に記載しなくても明細書の記載要件を

満たすと判断された判例である。 

 

 AI関連発明に関する判決 

 

AI関連発明等の発明の特許要件に関する判例として、次の判例が挙げられる。 

 

 特許法院2013年9月5日付言渡2013ホ1788判決 

 

特許法院2013年9月5日付言渡2013ホ1788判決は、「人工知能チャートを用いた株式

情報の提供方法」に関する出願発明の進歩性が否定されるかが問題になった事案であ

る。 

 

特許法院2013年9月5日付言渡2013ホ1788判決 

判旨 

 本件第1項の出願発明の構成6は、「人工知能チャートを用いた株式情報の提供方

法」という部分である。これは比較対象発明2の「株価の線チャートの作成と表記方

法を提供することにより株式投資者に、株式投資時に容易かつ正確な分析のチャー

トを提供する」(甲第6号証、2頁「発明がなそうとする技術的課題」3～4行)という記

載に対応する。詳察したところ、両対応構成は、チャートを用いて株式情報を提供

するという点で共通点がある。ただし、比較対象発明2には、チャートが人工知能に

よって作成されるかどうかについては記載していないが、比較対象発明1の明細書は

「過去には一部専門家らのみが知っていたり接することができた技術的分析方法

も、個人のPC端末上に構築されたトレーディングシステムで多様な株価チャートや

技術的指標をリアルタイムで自動生成することによって投資家らの技術的分析水準

が日に日に向上しており、売買速度も増加している趨勢である。」(甲第5号証、4頁
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「発明の属する技術及びその分野の従来技術」3～5行)と記載しており、個人のPC端

末上に構築されたトレーディングシステムで多様な株価チャートや技術的指標をリ

アルタイムで自動生成することは、本件出願発明の出願時以前から当該技術分野に

広く知られている周知・慣用の技術であるといえる。従って、上記構成6は、通常の

技術者が比較対象発明2の対応構成に上記周知・慣用の技術を付加して容易に導き出

すことができると判断される、と判示されている。 

解説 

発明で採択している人工知能技術が学習モデルで得られる特有の情報処理について特定し

ないまま、単に先行技術又は周知慣用技術を人工知能技術で具現したものに過ぎず、先行技

術又は周知慣用技術に比べて、より良い効果があると認められない場合、進歩性が認められ

難いと判断された判例である。 
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（４） その他の動向 

 

 
 

韓国では、CS 関連発明等又はその記載要件に関し、次の【図表－Ⅱ８（４）－１】

に示すとおり、2018年と2019年に審査基準が改訂された。 

 

項目 中国 韓国 ・・・ 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

CS 関連発明

又は記載要

件に関する

基準等につ

いての 

近年の動向 

（2017 年 

以降) 

2017 年 

基準等の改訂 
・・・ 特になし ・・・ 

2018 年 

基準等の改訂 
・・・ 

審査基準の改訂(2018 年 4 月) 

［第 4 次産業革命技術に対する進歩性判断基準、 

第 4 次産業革命技術に対する優先審査等］ 

 ・・・ 

2019 年 

基準等の改訂 
・・・ 

審査基準の改訂(2019 年 3 月) 

［バイオヘルス及びソフトウエア革新技術保護のための 

審査基準改訂］ 

・・・ 

その他動向 ・・・ 

第 4 次産業革命関連技術の新特許分類体系の策定361 

(2018 年 1 月) 
・・・ 

第 4 次産業革命関連新技術の特許出願専担組織新設362 

(2019 年 10 月) 

【図表－Ⅱ８（４）－１】CS関連発明又は記載要件に関する審査基準等の動向 

（【図表－Ⅰ】各国・地域の制度・運用の概要一覧表の一部） 

 

 2018年 審査基準の改訂 

 

この改訂では、進歩性の判断基準について［第4次産業革命技術に対する進歩性判断

基準、第4次産業革命技術に対する優先審査等］が追加された。 

 

 2019年 審査基準の改訂 

 

特許・実用新案審査基準第9部において、バイオヘルス及びソフトウエア革新技術保

護のための審査基準が改訂された。具体的な改訂の内容は下記の内容である。 

特許・実用新案審査基準第9部第1章（生命工学に関する発明）3．1において、生命

工学発明に伴うコンピュータソフトウエアに関する発明の取り扱いが追加された。ま

た、特許・実用新案審査基準第9部第2章（医薬・化粧品に関する発明）1において、化

粧品発明に関する取扱いが追加され、特許・実用新案審査基準第9部第2章2において、

医薬発明の新規性・進歩性の判断基準が修正された。また、特許・実用新案審査基準

第9部第10章（コンピュータ関連発明）が前面改訂され、「コンピュータ」「ソフトウ

エア」「ビジネスモデル発明」などの用語の定義が追加されたほか、1において明細書

の記載要件と、2において特許要件が改訂された。 

 

                                                 
361 https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=33001&catmenu=m06_07_06 ［最終アクセス日：2020年3月9日］ 
362 https://www.kipo.go.kr/kpo/BoardApp/UnewPress1App?a=&board_id=press&cp=&pg=&npp=&catmenu=m03_05_01&sdat

e=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=17802 ［最終アクセス日：2020年3月9日］ 

https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=33001&catmenu=m06_07_06
https://www.kipo.go.kr/kpo/BoardApp/UnewPress1App?a=&board_id=press&cp=&pg=&npp=&catmenu=m03_05_01&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=17802
https://www.kipo.go.kr/kpo/BoardApp/UnewPress1App?a=&board_id=press&cp=&pg=&npp=&catmenu=m03_05_01&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=17802
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 ファミリー調査 
 

 ファミリー調査の対象案件一覧 
 

審決・判決の事例について、対象特許のファミリー出願、及びその状況は、次の

【図表－Ⅱ９（１）－１】とおりである。なお、分割出願も含めると、他のファミリー

出願も存在する事例もあるが、原則、分割出願とそのファミリー出願は、調査対象に

含めていない。 

 

事例

番号 

審決・判決 対象特許 他国ファミリー出願 

国 番号等 特許番号 国 出願番号・特許番号 状況 

事例

A1 

米

国 

Blackboard, Inc. v. 

Desire2Learn, Inc., 574 F.3d 

1371 (Fed. Cir. 2009) 

US6988138B1 

日本 JP2001506517A 拒絶 

欧州 EP00950270A 拒絶 

中国 CN100530266C 特許 

事例

A2 

米

国 

Advanced Ground Info. Sys., 

Inc. v. Life 360, 830 F.3d 

1341 (Fed. Cir. 2016) 

US7031728B2 
日本 JP4996466B2 特許 

欧州 EP1800498B1 特許 
 

【図表－Ⅱ９（１）－１】事例一覧 

 

 ファミリー調査の結果 
 

 各事例について、各国では、次のようなクレームで出願され、又は、特許が認めら

れている。 

 

 
 

事例A1のファミリー出願は、次の【図表－Ⅱ９（２）－１】のとおりである。 

 

事例

番号 

審決・判決 対象特許 他国ファミリー出願 

国 番号等 特許番号 国 出願番号・特許番号 状況 

事例

A1 

米

国 

Blackboard, Inc. v. 

Desire2Learn, Inc., 574 F.3d 

1371 (Fed. Cir. 2009) 

US6988138B1 

日本 JP2001506517A 拒絶 

欧州 EP00950270A 拒絶 

中国 CN100530266C 特許 
 

【図表－Ⅱ９（２）－１】ファミリー一覧 

 

 出願・審査関連情報 

 

事案A1の特許出願及び特許について、各国での特許出願番号、公開番号、特許番号

は、次の【図表－Ⅱ９（２）－２】とおりである。 

 

国 特許出願番号 公開番号 特許番号 

米国 US09/608208 － US6988138B1 

日本 JP2001506517A JP2003503780A － 

欧州 EP00950270A EP1192615A1 － 

中国 CN00812114A CN1371510A CN100530266C 
 

【図表－Ⅱ９（２）－２】番号情報 
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 拒絶理由の対比 

 

US6988138B1のクレームと同様のクレームのファミリー出願について、各国での拒

絶理由は、次の【図表－Ⅱ９（２）－３】とおりである。次表では、拒絶理由通知で違

反の指摘があった要件に「×」を記している。 

 

拒絶理由 米国 日本 欧州 中国 

保護適格性 － × －  

実施可能要件 － × －  

サポート要件 － － －  

クレームの明確性要件 － － －  

新規性・進歩性 × × ×  
 

【図表－Ⅱ９（２）－３】拒絶理由情報 

 

 出願クレーム 

 

事案A1の特許出願について、各国での審査は、次のとおりである。出願でのクレー

ム（出願クレーム）は、代表的な請求項を挙げている。 

 

日本 出願クレーム（JP2001506517A） 

  【請求項１】 

 複数のオンライン講座へのアクセスをユーザーコミュニティに提供するためのシ

ステムであって： 

 ａ）複数のユーザーコンピュータであって、前記システムのユーザに関連する前

記ユーザーコンピュータのそれぞれは前記システム内で所定の役割を示す予め定義

された特性を有しており、前記役割のそれぞれは、講座に関連する複数のデータフ

ァイルに対するアクセスレベルと、講座に関するデータファイル間の制御レベルと

を含む、前記複数のユーザーコンピュータと； 

 ｂ）ネットワーク上の前記各ユーザーコンピュータと通信するサーバーコンピュ

ータと；を備え、 

 前記サーバーコンピュータは： 

  講座に関連する複数のデータファイルを格納するための手段と； 

  各ファイルに対するアクセスレベルを割り当てるための手段であって、前記ア

クセスレベルは前記ファイルへユーザがアクセスする能力に関連する、前記割り当

て手段と； 

  ファイルへのアクセスを要求するユーザのアクセスレベルを決定するための手

段と； 

  前記ユーザの前記アクセスレベルの機能として、講座に関連するファイルへの

アクセスを許容するための手段と；を備えるシステム。 
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欧州 出願クレーム（EP00950270A） 

1. A system for providing to a community of users access to a plurality of online courses, 

comprising: 

a server computer(130) in communication with a user computers(120) over a network, the 

server computer(130) comprising 

means for storing a plurality of data files associated with each of a plurality of courses; 

means for allowing access to a file associated with a course as a function of a role of a 

user at the use computer(120), 

wherein the user is capable of access to a file associated with a course and a level of 

control over the file associated with the course, 

wherein the user is provided with a web page in response to a single login sequence by 

the user at the user computer(120), the web page comprising a plurality of course hyperlinks, 

each of the course hyperlinks respectively associated with different respective courses with 

whice the user has an associated level of access. 
 

 特許クレーム 

事案A1の特許について、各国でのクレーム（特許クレーム）は、次のとおりであ

る。 

 

米国 特許クレーム（US6988138B1） 

1. A course-based system for providing to an educational community of users access to a 

plurality of online courses, comprising: 

a) a plurality of user computers, with each user computer being associated with a user of the 

system and with each user being capable of having predefined characteristics indicative of 

multiple predetermined roles in the system, each role providing a level of access to a plurality 

of data files associated with a particular course and a level of control over the data files 

associated with the course with the multiple predetermined user roles comprising at least two 

user's predetermined roles selected from the group consisting of a student role in one or more 

course associated with a student user, an instructor role in one or more courses associated 

with an instructor user and an administrator role associated with an administrator user, and 

b) a server computer in communication with each of the user computers over a network, the 

server computer comprising: 

means for storing a plurality of data files associated with a course, 

means for assigning a level of access to and control of each data file based on a user of the 

system's predetermined role in a course; 

means for determining whether access to a data file associated with the course is authorized; 

means for allowing access to and control of the data file associated with the course if 

authorization is granted based on the access level of the user of the system. 

 

中国 特許クレーム（CN100530266C） 

【請求項 1】 

ユーザーコミュニティを許容してネットワークを介して複数データファイルにア

クセスしたコンピュータ化システムを、その特徴はシステムを含むことである： 

a)複数のユーザコンピュータは、それぞれのユーザコンピュータとシステムの１

個のユーザー関連は、かつシステムに一事前設定キャラクターの事前定義済み特徴

を示すことを有し、それぞれのキャラクターは一データファイルにかかわるの複数

のサブファイルのアクセスレベルに対することを提供して並びにデータファイルに

かかわるの複数のサブファイルの制御レベルに対して、及び 
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b)サーバコンピュータは、それは前記ネットワークと各ユーザコンピュータ通信

によって、前記サーバコンピュータは以下を含む： 

メモリは、一データファイルにかかわるの複数のサブファイルを記憶する； 

コンピュータ利用指定デバイスは、それぞれのサブファイルに対したアクセスレ

ベルを指定し、前記アクセスレベルとユーザアクセスのこのサブファイルの能力は

関連する； 

コンピュータ利用検出装置、ユーザアクセス要請の一サブファイルのアクセスレ

ベルを決定することを用いて； 

コンピュータ利用アクセス装置は、用いてユーザアクセスレベルに従い、一デー

タファイルにかかわるのサブファイルをアクセスすることを許容する。 
 

 クレームの対比 

事例A1の特許クレーム又は出願時クレームについて、対比して記載する。 

 

 US6988138B1特許クレームとJP2001506517A出願クレームの対比 

 

 US6988138B1特許クレームとJP2001506517A出願クレームを対比すると、次の【図表

－Ⅱ９（２）－４】に示すとおり、クレームの内容は、同じである。 
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クレーム 

（US6988138B1：特許クレーム） 

クレーム 

（JP2001506517A：出願クレーム） 

1. A course-based system for providing to an 

educational community of users access to a 

plurality of online courses, comprising: 

  【請求項１】 

 複数のオンライン講座へのアクセスを

ユーザーコミュニティに提供するための

システムであって： 

a) a plurality of user computers, with each 

user computer being associated with a user 

of the system and with each user being 

capable of having predefined characteristics 

indicative of multiple predetermined roles in 

the system, each role providing a level of 

access to a plurality of data files associated 

with a particular course and a level of 

control over the data files associated with 

the course with the multiple predetermined 

user roles comprising at least two user's 

predetermined roles selected from the group 

consisting of a student role in one or more 

course associated with a student user, an 

instructor role in one or more courses 

associated with an instructor user and an 

administrator role associated with an 

administrator user, and 

 ａ）複数のユーザーコンピュータであ

って、前記システムのユーザに関連する

前記ユーザーコンピュータのそれぞれは

前記システム内で所定の役割を示す予め

定義された特性を有しており、前記役割

のそれぞれは、講座に関連する複数のデ

ータファイルに対するアクセスレベル

と、講座に関するデータファイル間の制

御レベルとを含む、前記複数のユーザー

コンピュータと； 

 

b) a server computer in communication with 

each of the user computers over a network, 

the server computer comprising: 

ｂ）ネットワーク上の前記各ユーザー

コンピュータと通信するサーバーコンピ

ュータと；を備え、 

 前記サーバーコンピュータは： 

means for storing a plurality of data files 

associated with a course, 
講座に関連する複数のデータファイル

を格納するための手段と； 

means for assigning a level of access to and 

control of each data file based on a user of 

the system's predetermined role in a course; 

 各ファイルに対するアクセスレベルを

割り当てるための手段であって、前記ア

クセスレベルは前記ファイルへユーザが

アクセスする能力に関連する、前記割り

当て手段と； 

means for determining whether access to a 

data file associated with the course is 

authorized; 

ファイルへのアクセスを要求するユー

ザのアクセスレベルを決定するための手

段と； 

means for allowing access to and control of 

the data file associated with the course if 

authorization is granted based on the access 

level of the user of the system. 

 前記ユーザの前記アクセスレベルの機

能として、講座に関連するファイルへの

アクセスを許容するための手段と；を備

えるシステム。 
 

【図表－Ⅱ９（２）－４】クレームの対比 
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 各国比較 
 

 クレームの対比 

 

事例A1の特許クレーム又は出願時クレームについて、対比して記載する。 

 

 米国 

 

 米国では、ファミリー出願は、特許査定されている（US6988138B1）。 

 一方、米国裁判所では、Blackboard事件において、US6988138B1は、meansの文言を

使用した下記の文言が論点になっている。 

 

米国 クレーム文言 

means for assigning a level of access to and control of each data file based on a 

user of the system's predetermined role in a course; 

 
［翻訳］講座におけるシステムの所定の役割を持ったあるユーザに基づく各データ

ファイルへアクセスするレベルを割り当て、各データファイルを制御する手段 
 

この限定は、ミーンズ・プラス・ファンクションであると判断されている。特許権

者は、“access control manager” or “ACM.”として知られているソフトウエアが構成

であると主張している。しかし、具体的に如何にして「assigning a level of access to and 

control of each data file based on a user of the system’s predetermined role in a course.」を実

現するかが明細書の開示に無いため、クレームの範囲が不明確であると判断されてい

る。 

 

 日本 

 

 日本では、ファミリー出願（JP2001506517A）は、保護適格性（発明該当性：特許法

第29条柱書）違反、実施可能要件違反（特許法第36条第4項）、及び進歩性違反（特許

法第29条第2項）で、拒絶されている。 

 

 欧州 

 

 欧州では、ファミリー出願(EP00950270A)は、新規性・進歩性違反のみで、拒絶され

ている。 

 

 中国 

 

 中国では、ファミリー出願は、特許査定されている（CN100530266C） 

 

 各国の審査・判決の比較 

 

 事例A1は、米国裁判所でクレームの機能的文言に対しミーンズ・プラス・ファンク

ションと認定され、比較対象として日本、欧州及び中国出願が存在し、問題となった

クレームの文言が比較対象国にも含まれる事例である。 
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 米国と日本の比較 

 

 問題となったクレームの文言は以下のとおりである。 

 

米国： 

米国 クレーム文言 
means for assigning a level of access to and control of each data file based on a user of the 

system's predetermined role in a course; 

 

［翻訳］講座におけるシステムの所定の役割を持ったあるユーザに基づく各データ

ファイルへアクセスするレベルを割り当て、各データファイルを制御する手段 

 

日本： 

日本 対応するクレーム文言 

means for assigning a level of access to and control of each data file based on a user of the 

system's predetermined role in a course; 

 

［翻訳］講座におけるシステムの所定の役割を持ったあるユーザに基づく各データ

ファイルへアクセスするレベルを割り当て、各データファイルを制御する手段 

 

限定事項及び表現に差異があり、米国の方がより限定的である。 

 

米国特許庁における審査では新規性違反のみが問題となった。その後、応答により

新規性欠如の拒絶が解消され特許が成立した。米国連邦巡回控訴裁判所がクレームの

機能的文言「講座におけるシステムの所定の役割を持ったあるユーザに基づく各デー

タファイルへアクセスするレベルを割り当て、各データファイルを制御する手段」に

対しミーンズ・プラス・ファンクションであると認定された。そして、明細書にはそ

の機能を如何にして実行するかの開示が十分か否かを検討し、開示が十分と認定した

ため、明細書に記載の構成を特定できずクレームの範囲が不明確である判断した。明

細書にその機能を如何にして実行するかの開示が十分に開示されていない理由とし

て、裁判所は、明細書に提示された構成が、どのように機能が実行されるのかを説明

することなく、その機能を実行することを単に記載した抽象的なものであるためであ

るとした。 

これに対して、日本のファミリー出願は、発明該当性及び実施可能要件違反とし

て、拒絶されている。また、機能的クレームであるか否かは判断されていない。日本

の拒絶理由通知には、発明該当性として『ソフトウエアによる情報処理がハードウエ

ア資源を用いて具体的に実現されていないので、どちらにしても自然法則を利用した

技術的思想の創作とは言えず、特許法第２条でいう「発明」に該当しないものであ

る。』、つまり、協働要件違反に該当する旨が記載されている。実施可能要件違反に

ついても、その根拠は、『コンピュータによる情報処理としてこれらを具体的にハー

ドウエア資源を用いてどのように実現するものであるのかがなんら記載されていな

い。』というものである。したがって、日本では、機能的クレームであるか否かは問

題にならず、協働要件違反が問題になったと考えられる。日本の審査は、米国の審査

や米国裁判所とは異なり、機能的クレームであるか否かは判断されない。また事例A1

について、日本の審査は、米国及び中国の審査（特許査定）よりも、発明該当性及び

実施可能要件違反（実質的には、協働要件違反と考えられる）が厳しかったと思われ
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る。米国裁判所と比較すると、日本の審査は、発明該当性として、協働要件を課して

いる点が相違する。また、日本の審査は、実施可能要件違反としている点では米国裁

判所と一致しているように思えるが、その実質的な内容は、協働要件違反を指摘して

いる。一方、米国裁判所は、その明細書に提示された構成が、どのように機能が実行

されるのかを説明することなく、その機能を実行することを単に記載した抽象的なも

のである場合には、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームは不明確であるとさ

れている点で、日本の審査とは異なるといえる。 

 

事例 A1 の審査の相違点 

拒絶理由 米国 日本 

保護適格性 － 

・協働要件違反（発明該当性） 

該機能を果たすためにソフトウエアによる情報処理

として、ハードウエア資源を具体的にどのように用

いて実現するものであるのかが記載されていない

ので、自然法則を利用した技術的思想の創作とは言

えず、特許法第２条でいう「発明」に該当しないもの

である。 

機能クレーム

の判定テスト 

MPF(ミーンズ・プラス・ファ

ンクション)クレームであると

判断されている 

なし 

（機能的クレームであるか否かは判断されていな

い） 

実施可能要件 

どのように機能が実行され

るのかを説明することなく、

その機能を実行することを

単に記載した抽象的なもの

である場合には、MPF クレ

ームは不明確である、と判断 

コンピュータによる情報処理としてこれらを具体的

にハードウエア資源を用いてどのように実現するも

のであるのかがなんら記載されていない。よって、

この出願の発明の詳細な説明は、当業者が請求項１

～４６に係る発明を実施することができる程度に明

確かつ十分に記載されていない、と判断 

【図表－Ⅱ９（２）－５】審査の相違点 

 

 欧州においては、審査時に新規性・進歩性のみが問題となった。米国のようにクレ

ームの機能的文言が問題になることは無かった。欧州では、クレームの限定が非技術

的事項であると判断された。非技術的事項は、新規性・進歩性の判断時に考慮され

ず、技術的事項のみ考慮される。 

 

 
 

事例A2のファミリー出願は、次の【図表－Ⅱ９（２）－６】のとおりである。 

 

事例

番号 

審決・判決 対象特許 他国ファミリー出願 

国 番号等 特許番号 国 出願番号・特許番号 状況 

事例

A2 

米

国 

Advanced Ground Info. Sys., 

Inc. v. Life 360, 830 F.3d 1341 

(Fed. Cir. 2016) 
US7031728B2 

日本 JP4996466B2 特許 

欧州 EP1800498B1 特許 
 

【図表－Ⅱ９（２）－６】ファミリー一覧 

 

 出願・審査関連情報 

 

事案A2の特許出願及び特許について、各国での特許出願番号、公開番号、特許番号

は、次の【図表－Ⅱ９（２）－７】とおりである。 
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国 特許出願番号 公開番号 特許番号 

米国 US71149004A US2006063539A1 US7031728B2 

日本 JP2007532560A JP2008514129A JP4996466B2 

欧州 EP05798578A EP1800498A1 EP1800498B1 
 

【図表－Ⅱ９（２）－７】番号情報 

 

 拒絶理由の対比 

 

US7031728B2のクレームと同様のクレームのファミリー出願について、各国での拒絶

理由は、次の【図表－Ⅱ９（２）－８】とおりである。次表では、拒絶理由通知で違反

の指摘があった要件に「×」を記している。 

 

拒絶理由 米国 日本 欧州 

保護適格性 － － － 

実施可能要件 － － － 

サポート要件 － － － 

クレームの明確性要件 － － － 

新規性・進歩性 － 

× 

（請求項２は進歩性あ

り） 

－ 

  

【図表－Ⅱ９（２）－８】拒絶理由情報 

 

 出願クレーム 

 

 事案A2の特許出願について、各国で特許となっており、注目する拒絶理由もないの

で、出願クレームは省略する。 
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 特許クレーム 

 

事案A2の特許について、各国での特許クレームは、次の通りである。なお、各国の

請求項１は、下記特許クレーム（システムクレーム）の発明のカテゴリー違いのクレ

ームであって、方法クレームである。 

 

米国 特許クレーム（US7031728B2） 

3. A communication system to provide a cellular phone network for a group of participants, 

each of the participants having an individual portable cellular phone that includes voice 

communication, free and operator selected text messages, photographs and video, a CPU and 

a GPS navigational system that can accurately determine the location of each cellular phone, 

each of the cellular phones in the communications net of participants containing: 

said CPU and memory; 

a touch screen display; 

symbol generator in said CPU that can generate symbols that represent each of the 

participants' cell phones in the communication network on the display screen; 

a database that stores the individual telephone numbers related to each of the symbols each of 

which represents a participant in the communication network; 

cellular phone call initiating software in said CPU connected to the telephone number 

database and the touch screen and the symbols on the touch screen whereby touching an 

individual symbol will automatically initiate a cellular phone telephone call to the user 

represented by the symbol that includes said voice communication, free and operator selected 

text messages, photographs and video; and 

said display including databases that display geographical information that includes showing 

the geographical location of each of the symbols representing participants in the 

communication network, fixed locations, and entered items of interest. 

 

日本 特許クレーム（JP4996466B2） 

【請求項２】 

  参加者のグループに携帯電話網を提供する通信システムであって、各参加者はＣ

ＰＵと、携帯電話の位置を正確に決定することができるＧＰＳナビゲーション・シ

ステムとを含む個々の携帯電話を有し、参加者の通信網内の各携帯電話は、 

  ＣＰＵ及びメモリと、 

  タッチ・スクリーン・ディスプレイと、 

  前記通信網内の各参加者を前記表示スクリーン上に表すシンボルを生成する前記

ＣＰＵ内のシンボル生成器と、 

  各シンボルに関係する個別の電話番号を記憶するデータベースであって、各シン

ボルは前記通信網内の参加者を表す、データベースと、 

  前記電話番号データベースと前記タッチ・スクリーンと前記タッチ・スクリーン

上のシンボルとに接続し、個々のシンボルにタッチすると前記シンボルで表される

ユーザに携帯電話を自動的にかける、前記ＣＰＵ内の携帯電話発呼ソフトウエア

と、 

を含み、 

  前記ディスプレイは、前記通信網内の参加者を表す各シンボルと、固定の位置

と、着目した入力された項目の地理的位置のそれぞれを示すことを含む地理的情報

を表示するデータベースを含む、 

通信システム。 
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欧州 特許クレーム（EP1800498B1） 

10. A cellular phone for use in a communication network for a plurality of participants 

comprising: a cellular phone transmitter and receiver; a small hand held portable housing 

containing said cellular phone transmitter and receiver; a touch display screen mounted in said 

housing; a modem connected to said cellular phone transmitter and receiver; a CPU connected 

to said cellular phone transmitter and receiver; a GPS navigation system connected to said 

CPU and to said cellular phone transmitter and receiver on said touch screen; 

a database connected to said CPU that includes the symbol of a list of telephone numbers that 

relate to specific symbols; a symbol generator connected to said CPU and said database for 

generating symbols on said touch screen, each of said symbols representing a participant in a 

communication network that has a cellular phone; 

CPU software for selectively polling other participants with a cellular phone; call initiating 

software connected through said CPU and said telephone database and said symbol generator 

whereby when a user touches the symbol displayed on a display screen the cellular phone call 

is automatically initiated to the cellular phone represented by the symbol; and a geographical 

database connected to said CPU to provide a geographical display on said touch screen 

representing a defined geographical area that also displays symbols representing each of the 

participants that has an identical cellular phone by latitude and longitude. 

 

 クレームの対比 

 

事例A2の特許クレーム又は出願時クレームについて、対比して記載する。 

 

 US7031728B2の特許クレームとJP4996466B2の特許クレームの対比 

 

 US6988138B1特許クレームとJP2001506517A出願クレームを対比すると、次の【図表

－Ⅱ９（２）－９】に示すとおり、クレームの内容は、同じである。 
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クレーム 

（US7031728B2：特許クレーム） 

クレーム 

（JP4996466B2：特許クレーム） 

3. A communication system to provide a 

cellular phone network for a group of 

participants, each of the participants 

having an individual portable cellular 

phone that includes voice communication, 

free and operator selected text messages, 

photographs and video, a CPU and a GPS 

navigational system that can accurately 

determine the location of each cellular 

phone, each of the cellular phones in the 

communications net of participants 

containing: 

【請求項 2】 

参加者のグループに携帯電話網を提供す

る通信システムであって、各参加者はＣＰ

Ｕと、携帯電話の位置を正確に決定するこ

とができるＧＰＳナビゲーション・システ

ムとを含む個々の携帯電話を有し、参加者

の通信網内の各携帯電話は、 

said CPU and memory; CPU 及びメモリと、 

a touch screen display; タッチ・スクリーン・ディスプレイと、 

symbol generator in said CPU that can 

generate symbols that represent each of the 

participants' cell phones in the 

communication network on the display 

screen; 

前記通信網内の各参加者を前記表示スク

リーン上に表すシンボルを生成する前記

CPU 内のシンボル生成器と、 

 

a database that stores the individual 

telephone numbers related to each of the 

symbols each of which represents a 

participant in the communication network; 

 各ファイルに対するアクセスレベルを割

り当てるための手段であって、前記アクセ

スレベルは前記ファイルへユーザがアクセ

スする能力に関連する、前記割り当て手段

と； 

cellular phone call initiating software in 

said CPU connected to the telephone 

number database and the touch screen and 

the symbols on the touch screen whereby 

touching an individual symbol will 

automatically initiate a cellular phone 

telephone call to the user represented by 

the symbol that includes said voice 

communication, free and operator selected 

text messages, photographs and video; and 

各シンボルに関係する個別の電話番号を

記憶するデータベースであって、各シンボ

ルは前記通信網内の参加者を表す、データ

ベースと、 

  前記電話番号データベースと前記タッ

チ・スクリーンと前記タッチ・スクリーン

上のシンボルとに接続し、個々のシンボル

にタッチすると前記シンボルで表されるユ

ーザに携帯電話を自動的にかける、前記Ｃ

ＰＵ内の携帯電話発呼ソフトウエアと、 

を含み、 

said display including databases that 

display geographical information that 

includes showing the geographical location 

of each of the symbols representing 

participants in the communication network, 

fixed locations, and entered items of 

interest. 

 前記ディスプレイは、前記通信網内の参

加者を表す各シンボルと、固定の位置と、

着目した入力された項目の地理的位置のそ

れぞれを示すことを含む地理的情報を表示

するデータベースを含む、 

通信システム。 
 

【図表－Ⅱ９（２）－９】クレームの対比 
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 各国比較 

 

 クレームの対比 

 

事例A2の特許クレーム又は出願時クレームについて、対比して記載する。 

 

 米国 

 

 米国では、ファミリー出願は、特許査定されている（US7031728B2）。 

 一方、米国裁判所では、Advanced事件363において、US7031728B2は、"Symbol 

Generator"の文言が論点になった。 

 

米国 クレーム文言 

symbol generator in said CPU that can generate symbols that represent each of the 

participants' cell phones in the communication network on the display screen. 

 

［翻訳］前記表示スクリーン上に、前記通信網内の各参加者のセルフォーンを表す

シンボルを生成することができる、前記 CPU 内のシンボル生成部 

 

この限定は、ミーンズ・プラス・ファンクションであると判断されている。しか

し、明細書中に如何にしてシンボルを生成するかの開示がないとして、クレームの範

囲が不明確であると判断されている。 

 

 日本 

 

 新規性・進歩性が問題になったが、通信網内の携帯電話を有する参加者を表す各シ

ンボルを前記タッチ・スクリーン上に生成するシンボル生成器の表現が、米国のよう

にシンボルを実際に如何にして生成するのかのアルゴリズム開示がないことが問題に

なっていない。 

 

 欧州 

 

 新規性・進歩性及び単一性並びに単数・複数を巡る軽微な記載不備の問題が指摘さ

れたが、通信網内の携帯電話を有する参加者を表す各シンボルを前記タッチ・スクリ

ーン上に生成するシンボル生成器の表現がクレーム10にあるが、米国のようにシンボ

ルを実際に如何にして生成するのかのアルゴリズム開示がないことが問題になってい

ない。 

  

                                                 
363 Blackboard Inc. v. Desire2Learn, Inc., 574 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2009) 
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 各国の審査・判決の比較 

 

 事例A2は、米国裁判所でクレームの機能的文言に対しミーンズ・プラス・ファンク

ションと認定され、比較対象として日本、欧州及び中国出願が存在し、問題となった

クレームの文言が比較対象国にも含まれる事例である。 

 問題となったクレームの文言は以下のとおりである。 

 

米国 クレーム文言 

symbol generator in said CPU that can generate symbols that represent each of the 

participants' cell phones in the communication network on the display screen. 

 

［翻訳］前記表示スクリーン上に、前記通信網内の各参加者のセルフォーンを表す

シンボルを生成することができる、前記 CPU 内のシンボル生成部 

 

米国： 

"Symbol” “Generator" の単語はそれぞれ個別ではコンピュータサイエンスの分野で既

に認識されている単語であるが、これを組み合わせて「symbol generator」と使用した

場合には、この用語が文脈中でもつ意味は、単に「シンボルを生成する」機能を表現

している抽象的概念に過ぎず、「シンボルを生成する」機能を実現する特定の構成、

すなわち如何にしてシンボルを生成するかを暗示していない。that represent each of the 

participants' cell phones in the communication network "はシンボルの説明で、on the display 

screenは生成したシンボルを表示スクリーンに表示することを示すのみである。このた

め「symbol generator」は機能的であるとしてミーンズ・プラス・ファンクションと認

定された。そして、つぎに「シンボルを生成する」機能を実現するための手段が明細

書中に開示されているかが検討された。明細書には、「シンボルは参観者の緯度、経

度に基づいて生成される」と記載されていた。さらに、「シンボルは、緯度、経度に

より地理的に参照された特定の位置のデータベース、及び定期的に更新されるGPSの

位置のデータベースを介して生成される」と記載されていた。このため、単にシンボ

ルを生成する際に使用する媒体を記載したに過ぎないとして、如何にしてシンボルを

生成するかの開示がないとして、クレームの範囲が不明確であると判断した。 

 

日本： 

 新規性・進歩性が問題になったが、通信網内の携帯電話を有する参加者を表す各シ

ンボルを前記タッチ・スクリーン上に生成するシンボル生成器の表現が、米国のよう

にシンボルを実際に如何にして生成するのかのアルゴリズム開示がないことが問題に

なっていない。 

 

欧州： 

 新規性・進歩性及び単一性並びに単数・複数を巡る軽微な記載不備の問題が指摘さ

れたが、通信網内の携帯電話を有する参加者を表す各シンボルを前記タッチ・スクリ

ーン上に生成するシンボル生成器の表現がクレーム１０にあるが、米国のようにシン

ボルを実際に如何にして生成するのかのアルゴリズム開示がないことが問題になって

いない。 
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 国内ヒアリング調査 
 

 国内ヒアリング調査の概要 
 

 実施の方法 

 

 本調査研究では、国内企業11者に対して、国内ヒアリング調査を実施した。 

 

 ヒアリング項目 

 

国内ヒアリングでのヒアリング項目は、次の【図表－Ⅲ１（３）－１】に示すとお

りである。 

 

記載要件等について CS 関連発明等について 各国について 

実施可能要件について AI関連発明について 米国／欧州 

サポート要件について IoT 関連発明について 英国／ドイツ 

明確性要件について BM 関連発明について 韓国／中国 

クレーム解釈等について   

その他 

CS 関連発明等に関する審査全般（記載要件以外も含む） 

機能的クレームに対するアプローチについて 
 

【図表－Ⅲ１（３）－１】国内ヒアリング項目  

 

 

 国内ヒアリング調査結果の概要 
 

 国内ヒアリング調査では、ヒアリング対象者からは、次の意見が挙げられている。

本章では、多数意見を中心に紹介する（回答の詳細は、下記「３． 国内ヒアリング調

査の回答」を参照）。 

 

 記載要件等について 

 

CS関連発明等の機能的クレームに関し、記載要件及びクレーム解釈について、ヒア

リング対象者からは、次の意見が挙げられている（【図表－Ⅲ１（３）－２】参

照）。CS関連発明の出願について、各ヒアリング対象者は、既に記載要件への対策を

講じているため、拒絶理由が通知されること自体が少ない、という意見が多く挙げら

れている。 

 

項目 意見 

実施可能要件 

について 

・CS 関連発明等の機能的クレームに関し、実施可能要件の拒絶理由

を通知されることが少ないため、各国での実施可能要件の判断が異

なる、と感じることは、ほとんどない。 

・CS 関連発明の出願では、米国の判決等を考慮して、フローチャー

ト及び機能ブロック図等の図面一式を必須とし、その図面の説明を

明細書に記載することで、実施可能要件に対応できている。 
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サポート要件 

について 

・CS 関連発明等の機能的クレームに関し、サポート要件の拒絶理由

を通知されることが少ないため、各国でのサポート要件の判断が異

なる、と感じることは、ほとんどない。ただし、中国と欧州の審査

では、他国と比較して、サポート要件（又は補正要件）の判断が厳

しい、と感じるという意見もあった。 

明確性要件 

について 

・CS 関連発明等の機能的クレームに関し、クレームの明確性要件の

拒絶理由を通知されることが少ないため、各国でのクレームの明確

性要件の判断が異なる、と感じることは、ほとんどない。ただし、

クレームの文言の抽象度が高くなると、出願が拒絶されやすい国も

ある。 

・（保護適格性にも関係するが）クレームに記載された各機能の機

能主体を限定したくないので、出願当初のクレームには機能主体は

記載しない。 

クレーム解釈

等について 

・審査段階での機能的クレームについては、米国のミーンズ・プラ

ス・ファンクションクレームの解釈が、他国での機能的クレームの

解釈とは異なっている。 

・ミーンズ・プラス・ファインくションクレームと判断されないよ

うに工夫をしている。 

・機能的クレームの解釈が審査時と権利行使時で異なる。 

・侵害立証性を考慮し、内部処理は避け、可能な限り、入出力等の

視認可能又は検出容易な部分で権利化を図っている。 

【図表－Ⅲ２（１）－１】国内ヒアリング結果概要（記載要件） 

 CS関連発明等について 

 

IoT/AI関連発明、及びBM関連発明の機能的クレームに関し、記載要件及びクレーム

解釈について、ヒアリング対象者からは、次の意見が挙げられている（【図表－Ⅲ１

（２）－１】参照）。 

 

項目 意見 

AI 関連発明

等について 

・AI関連発明の出願やオフィスアクション自体が、まだ少ない。 

・AI関連発明の特許について、侵害訴訟での取扱いに興味・関心が

ある。 

・学習済みモデルのクレームは、日本では審査ハンドブックの事例

にも挙がっており、認められると思うが、他国では認められるかが

疑問である。一意見ではあるが、学習済みモデルは、教師データの

内容や個々の細かな設定が効果を奏する要因として大きいので、特

許権の効力を認めるよりは、他法でデッドコピーを禁止するような

保護が適しているのではないか、という意見も挙げられている。 

IoT 関連発明

等について 

・IoT 関連発明の出願では、クレームに機能主体を記載しないように

するため、方法クレームやシステムクレームを用いている。 

BM 関連発明

等について 

・欧州で、BM 関連発明の出願は、クレームの用語が非技術的特徴で

あると認定されやすいと感じる。 

【図表－Ⅲ２（２）－１】国内ヒアリング結果概要（CS関連発明等） 

 

 CS関連発明等の機能的クレームについて 



- 324 - 

 

 

 

各国でのCS関連発明等の機能的クレームについて、ヒアリング対象者からは、次の

意見が挙げられている（【図表－Ⅲ１（３）－１】参照）。 

 

項目 意見 

各国での CS

関連発明等の

機能的クレー

ムについて 

・米国では、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームに該当す

ることを避けるため、クレームで「means for」の用語は、用いない

ないようにする。 

・機能的クレームを用いた出願に関し、明細書や図面に、クレーム

と対応付けられる具体的構成を記載し、実施形態のバリエーション

を充実させている。 

・欧州では、機能的表現が非技術的特徴であると認定されてしまう

ケースがある。 

・中国の侵害訴訟では、機能的クレームは明細書に記載された実施

例とその均等物に限定されることから、中国に出願する場合、その

明細書に、中国特有の商文化にあわせた内容を記載している。 

【図表－Ⅲ２（３）－１】国内ヒアリング結果概要（各国） 

 

 機能的クレームに対する審査アプローチついて 

 

機能的クレームの審査に関し、適切な審査アプローチ等について、ヒアリング対象

者からは、次の意見が挙げられている（【図表－Ⅲ１（４）－１】参照）。 

 

項目 意見 

適切な審査ア

プローチにつ

いて 

・機能的クレームに対する審査アプローチは、機能的表現を認める

が、機能的表現固有の記載要件を課す、というアプローチが好まし

い。 

・コンピュータソフトウエア関連発明については、機能的に表現せ

ざるを得ない場合があり、機能的表現を全く認めないことは妥当で

ない。 

・米国のミーンズ・プラス・ファンクションクレームのように、実

施例及びその均等の範囲に限定されてしまうと、権利活用が非常に

困難になる。明細書にも、実施形態を網羅して記載しなければなら

なくなり、負担が大きい。 

・クレームは実施形態を表現するものではないので、クレームの範

囲を実施例及びその均等の範囲に限定するのは妥当でない 

適切な記載要

件について 

・企業側の特許権に対する防衛の観点では、曖昧で広範な範囲にな

りそうなクレームには、文言に定義を入れさせる等、発明の外延や

クレームの範囲を明確にする要件があると良い。 

・（記載要件ではないが）機能的クレームに対して、発明の成立性

要件を課しても良いのではないか。 

・各国での審査の基準を統一的し、国際調和を図って欲しい。記載

要件こそ、各国のレベル合わせが必要である。 

実施可能要件

について 

・機能的クレームの場合でも、実施形態には、機能主体（ハードウ

エア）、データの入出力、及びフローチャート等を用いて、具体的

な実施形態を少なくとも１つは記載すべきである。実施形態も機能
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的にされている程度であれば、実施可能要件違反とすべきである。 

・各技術分野で異なるが、技術常識の程度を明確にして欲しい。 

サポート要件

について 

・発明の認定（クレームの文言解釈／実施例限定）により、課され

るサポート要件も異なるべきである。上位概念的なクレーム表現の

文言解釈であれば、当該表現を充足するような具体的で複数の実施

形態を記載するべきである。 

・パイオニア的な発明に係る特許出願であれば、1つの実施形態でも

広いクレームでも許容して良いと思う。一方、その発明の改良発明

等、後発発明に係る特許出願が、少ない実施例で広範なクレームで

ある場合、もっと多くの実施形態を記載させるべきだと思う。 

クレームの 

明確性要件 

について 

・明確性要件については、コンピュータソフトウエアが無体物であ

り、造語がよく使用されることもあるので、予見性担保のために

も、クレームは明確に記載する必要があると考えている。 

・構成要件の全てを機能的表現にするのではなく、ある程度クレー

ムに具体的構成を記載したうえで、一部に機能的表現を用いるよう

な記載が好ましいと考える。 

・各構成が明確であり、構成間の関係を作用的に記載するものは、

機能的クレームとして認めても良いと思う。CS関連発明の場合、各

構成とは、個々の情報だと思う。各情報の記載すらないものは不明

確であり、各情報を明確にした上で情報間の関係を作用的に記載す

るものは、CS関連発明等の機能的クレームとして認めても良いと思

う。 

CS 分野と他

分野との比較

について 

・機械や化学等の分野であれば、明細書において具体的な構造や構

造式を記載できるはずだが、コンピュータソフトウエア分野におい

ては、具体的に記載しても機能的な記載にならざるを得ない場合が

あるので、その点では、記載要件は、他の分野と異なるべきであ

る。 

・技術分野ごとに解釈等の基準を分けるようなことも考えられるの

ではないか。 

【図表－Ⅲ２（４）－１】国内ヒアリング結果概要（審査アプローチ） 
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 国内ヒアリング調査の回答 
 

 実施可能要件について 

 

（A1） 

CS関連発明等の機能的クレームについて各国で実施可能要件の判断が異なると感じ

ることはありますか？感じることがある場合、具体的な国と内容をお聞かせ下さ

い。 

 

 多数意見 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・実施可能要件違反の拒絶理由を指摘されること自体が少なく、各国で実施可能要件

の判断が異なると感じることはない。 

 

 その他の意見 

 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・あえて言うなら、日本では、米国なら指摘されるようなものでも許されるような場

合もある。日本では、特許性、例えば進歩性があれば、実施可能要件をあまり厳密に

見ていないような印象がある。 

・主に日、米、中についての印象だが、実施可能要件について拒絶理由を受けること

は減ってきており、最近ではあまりない。明細書においてどのような記載をすればよ

いかがわかってきた面があると思われる。 

・米国におけるミーンズ・プラス・ファンクションクレームの判断が他国とは異なる

と感じている。他の国については特に感じることはない。 

 

（A2） 

第1国出願にて、CS関連発明等の機能的クレームについて各国の実施可能要件を考慮

してクレーム、明細書の作成を行っていますか？行っている場合、具体的な国と内

容をお聞かせ下さい。 

 

 意見 

 

 ヒアリング対象者からは、次の意見が挙げられている。 

・実施可能要件をどこの国に合わせるか、という点では、基本的にソフトウエア関連

発明の出願の場合には、米国のアリス判決などを考慮して機能ブロック図、フローチ

ャート、アルゴリズムをきちんと書くことを考えている。フローチャートは、判断ボ

ックスを書いてないと指摘を受けうることもある。 

・ベストモードを記載している。 

・発明をきちんと説明できているかという観点を考慮している。実施可能要件をクリ

アするための明細書の記載についての知見は蓄積されてきているが、実務レベルで各

明細書にまで反映、落とし込みができていない部分はある。 

・日本出願時に特許事務所の知見を活かしつつ作成している。 

・日本において、発明が「ソフトウエアによる情報処理が、ハードウエア資源を用い

て具体的に実現されている」ものであるように明細書作成を行っている。この記載に

よりある程度他国での審査に対応できている印象である。 
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・日本に合わせて明細書を作成していれば、大体パスしていると思う。 

・厳しそうな国（日本と米国）、ミラー翻訳を意識している。 

・中国の実施可能要件を考慮して、明細書の作成を行っている。具体的には、図面と

して、ハードウエア構成図やフローチャートの図を必ず入れるようにしている。 

・欧州については、進歩性の判断が独特と感じることがあり、苦労することもある。 

・欧州においては、実施形態に記載した内容を必須の構成であるからクレームに追加

せよと指摘されることがある。対応として、必須の構成ではない旨を明細書になるべ

く記載するようにしている。 

 

 備考 

 

各ヒアリング対象者は、おおむね1つの国の実施可能要件を着目して、その国の実施

可能要件を充足するように、明細書等の作成を行っている 

 

どの国を考慮するかは様々であったが、重要国又は審査が厳しい国を1つ選択し、そ

の国の実施可能要件を考慮して、明細書の作成を行っているようであった。また、実

施可能要件の充足のため、機能ブロック図やフローチャート等、一式の図面を必須と

し、その説明を記載することで、明細書の作成を行っているようであった。 

 

（A3） 

外国出願、PCT出願、各国移行時補正の際に、CS関連発明等の機能的クレームにつ

いての各国の実施可能要件を考慮してクレーム、明細書の補正を行っていますか？

行っている場合、具体的な国と内容をお聞かせ下さい。 

 

 多数意見 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・実施可能要件を考慮した補正は行っていない。 

 

 その他の意見 

 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・クレームを形式的に補正することはあるが、明細書を補正することはほとんどな

い。明細書の補正により優先権が認められなくなってしまうリスクがあるためであ

る。クレームについても実施可能要件を考慮しての補正はしていない。 

・日本語明細書作成時点で、「～手段」とは書かないようにしている。 

・各国プラクティスに沿った形式的な補正はしているが、実施可能要件を考慮した補

正はしていない。 

・実施可能要件については、クレーム／明細書の補正は、オフィスアクションを受け

てから、補正するケースが多いかと思う。 

・国内移行、PCT出願段階では特にいじってはいない。もし、補正で指摘等があった

対応する程度である。 

・ソフトウエア関連発明の出願については、外国出願（移行）時に、国ごとに変えて

いる。Means、及びそれに準ずるものは使わない。“メモリ” 等、ハードウエアで書く

ようにしている。日本では、“～手段”と書くこともあるが、米国だとCPUが処理する

ステップにしたりしている。 

・第2国出願時に考慮している 
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（A4） 

IoT発明又はAI発明の出願を行う際に、各国の実施可能要件の基準を満たすか不安に

感じる／判断に迷う場合はありますか？迷う場合、具体的な国と内容をお聞かせ下

さい。 

 

 多数意見 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・AI関連発明については、まだオフィスアクションが出ていないので、現状は、不安

や判断に迷う場合がない。 

・AI関連発明については、まだ出願自体が少ないので、特に不安や判断に迷う場合が

ない。 

 

 その他の意見 

 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・AI関連発明は、入出力間で相関関係があれば良いと思っているから、さほど困って

はいない。各国一律の基準だと、良いと考えている。 

・IoT関連発明について、欧州には非技術的な課題となる発明は、出願をしないように

している。 

・欧州では、クレームされた特徴を「技術的」又は「非技術的」と判断するための包

括的な判断基準は欧州特許庁審査ガイドライン自体には存在せず、判断に迷う。非技

術的な特徴との認定がなされた場合、その反論が難しいので不安に感じる場合があ

る。 

・IoT発明については、ハードウエア構成がきちんと記載できているかで悩むことがあ

る。サポート要件と重複する部分もあるが、特に中国でそのように感じる。 

・日本の審査が他国に比べて易しいのではないか、他国の審査の運用が定まっていな

いのではないかという不安を感じることもある。 

（・実施可能要件というより発明適格性のほうが気になる。） 

 

（A5） 

その他、CS関連発明等の機能的クレームに関して、各国の実施可能要件に対する課

題や要望等はありますか？ 

 

 多数意見 

 

いくつかのヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・実施可能要件については、特に課題や要望はない。 

 

 その他の意見 

 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・コンピュータソフトウエア関連発明のクレームは、ほとんど機能的表現が用いられ

るので、実際均等物で解釈するとなると、均等物とは何であるかという点が不明確で

はあると思う。例えば、“送信手段”と書いた場合、今なら例えば“Wi-Fi”、"NFC"及び

"Bluetooth"等が含まれるが、5年後、10年後にどう解釈されるのかが懸念点としてあ
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る。 

・審査官自身の技術知識のレベルによって「当業者」の技術水準が異なってくること

もあるように感じる。当業者の技術水準が高ければ、実施可能要件としては充足し易

くなると思う。 

・欧州において、明細書の記載のうち必須の構成と考えていない記載について、審査

官から、必須の構成であるとしてクレームアップを要求される場合があある。 

・欧州は最も広い保護の提供を受けるために機能的な特徴を記載することができるの

に対し、米国は権利範囲を不当に解釈される恐れがあるため構造的に記載することが

望ましいとされ、大きく異なる。 

・CS関連発明等は、実施可能要件の判断が特に難しいため、各国で、ガイドライン等

が整備され、出願人が対策を取りやすくなるとよいと思う。 

・日本等では、実施可能要件違反の指摘を受けた際に、出願前の公知文献や出願時の

当業者の技術常識等に基づく反論が認められるケースもあるが、中国では明細書に記

載がないと認められにくい。 

・各国での実施可能要件のばらつきを無くしてもらいたい。 

 

 サポート要件について 

 

（B1） 

CS関連発明等の機能的クレームについて各国でサポート要件の判断が異なると感じ

ることはありますか？判断が異なる感じることがある場合、具体的な国と内容をお

聞かせ下さい。 

 

 多数意見 

 

次の意見が多かった。 

・サポート要件の拒絶理由を受けることが少ないため、各国でサポート要件が異なる

と感じることはない。 

 

 その他の意見 

 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・CS関連発明等の機能的クレームのみの問題ではないが、サポート要件の判断が異な

ると感じることがある。具体的には、日本において、課題との関係でサポート要件違

反（「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を

超える場合）を受けることがあるが、他国では課題との関係でサポート要件違反を受

けることはほとんどない。 

・欧州はサポート要件が厳しく、中国もやや欧州よりという印象がある。日本、米国

はそれほど厳しくない。 

・欧州は厳しいと思う。欧州では、補正の際、一つの実施形態に完結していない構成

要件の組み合わせは、クレームアップできない場合等があり、厳しいと感じている。

逆に言えば、書いてあるか書いていないかの問題なので、分かり易いと考えることも

できる。一方、欧州では、実施可能要件については、少し曖昧に感じる。 

・中国では、進歩性主張等のためにした補正について、サポート要件違反（新規事項

の追加）を指摘されることが多い。 

・中国、欧州は厳しい、日本は易しい、米国はその中間という印象がある。 

・クレームにおいて抽象度が高い表現は、認められない場合が多い。特に中国では、
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複数の機能・構成をまとめた上位概念的な機能表現は認められない場合がある。米

国、日本においてはそのような抽象的機能表現でもある程度認められる印象がある。 

・米国で、35 U.S.C. §112(b)が通知されることはあるが、解消できるレベル。米国はや

はり特殊ではあるが、MPFが通知されると、ほぼセットで35 U.S.C. §112(b)が通知され

るようなもので、それもMPFを解消すれば、ほぼ一緒に消えてくれる為、そこまで心

配はしていない。 

 

 

（B2） 

第1国出願にて、CS関連発明等の機能的クレームについて各国のサポート要件を考慮

してクレーム、明細書の作成を行っていますか？行っている場合、具体的な国と内

容をお聞かせ下さい。 

 

次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・クレームから作成するのではなく、発明の内容（実施形態）に基づいて特許事務所

の見解もふまえつつクレームを作成しているので、サポート要件が問題になるケース

はあまりない。 

・「発明が解決しようとする課題」について、発明の全般的な課題を記載する。 

・日本出願時に、マルチマルチを作っておいて、欧州については、マルチマルチを残

しておいた状態で出す。 

・各国個別の対応はしていないが、各国の最大公約数的な基準で記載している。 

・クレームに関しては、ある程度広いクレームを作成している（他国は日本に比べて

反論機会が多いので指摘されてから対応すればよいと考えている。）。 

・米、欧、中では現地代理人に任せている。 

・出願予定の国の中でサポート要件が厳しい国（中国等）を意識して明細書を記載し

ている。 

・国内出願（基礎）から、しっかりと記載するようにしている。 

・欧州を意識して、中間概念を含めた段階的な記載にすることはある。 

・クレームが限定解釈されてしまうリスクを避けるため、課題を具体的に書きすぎ

ず、実施形態中の個々の効果として記載するようにしている。 

・各国ごとにサポート要件を考慮して明細書の記載を変えるということまでは余裕が

なくできていない。 

 

（B3） 

外国出願、PCT出願、各国移行時補正の際に、CS関連発明等の機能的クレームにつ

いての各国のサポート要件を考慮してクレーム、明細書の作成・補正を行っていま

すか？行っている場合、具体的な国と内容をお聞かせ下さい。 

 

 多数意見 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・サポート要件を考慮して、明細書等の補正は行っていない 

 

 その他の意見 

 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 
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・第一国出願時にある程度各国を意識して明細書を作成しており、外国出願時には特

に対応していない。 

・ミーンズクレームにならないようにクレームを作成している。 

・米国と欧州とで課題については、発明の課題及び効果ではなく、後で補正できるよ

うに実施形態内に課題及び効果を書くようにしている。 

・中国の場合、他国とは異なり、 “課題と効果” を重視しているような印象を受ける。

一方、課題と効果の記載は、限定解釈に繋がる虞もあり、他国への出願も考えると、

明細書の書き方が悩ましい。 

・マルチマルチの解除等の形式的な補正はするが、サポート要件を考慮した補正はし

ていない。 

 

 

（B4） 

その他、CS関連発明等の機能的クレームに関して、各国のサポート要件に対する課

題や要望等はありますか？ 

 

 多数意見 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・各国のサポート要件に対する課題や要望は、特にない。 

 

 その他の意見 

 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・社内の明細書の記載レベルがある程度安定しており、極端な拒絶理由を受ける事例

が少ないため具体的な要望があまりないのかもしれない。 

・中国に関してはサポート要件が厳しすぎて、審査官の融通も利かないと感じる。

様々なバリエーションを網羅して記載したり、技術常識的な事項も丁寧に記載するこ

とが理想である。一方、限られたリソースで明細書を作成しており現実的には難しい

ため、ある程度基準を緩和して欲しいと思うことがある。 

・米国において、サポートが無いと思われるクレームで特許になっているケースがあ

ると感じることがある。 

・各国でのサポート要件のばらつきを無くしてもらいたい。 

・（CS関連発明等の機能的クレームのみの問題ではないが、）日本において、「発明

の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超える場合

にサポート要件違反となるが、法律上、要求されているものなのかが分からない。ま

た、国際調和の観点からも、この基準が適切なのかも疑問に思うことがある。請求項

と実施形態において構成が明確になっていれば、発明が十分に開示されていると考え

られ、サポート要件違反への応答によってクレームを必要以上に限定させる必要性が

低いと感じることがある。 

 

 明確性要件について 

 

（C1） 

CS関連発明等の機能的クレームについて各国で明確性要件の判断が異なると感じる

ことはありますか？判断が異なると感じる場合、具体的な国と内容をお聞かせ下さ

い。 
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 多数意見 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・各国で明確性要件の判断が異なると感じることは、特にない。 

 

 その他の意見 

 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・サポート要件と同様に、明確性要件も、抽象度が高くなるほど拒絶されやすいと感

じる。 

・オフィスアクションが出ることがほとんど無い。だが、強いて言えば中国において

は、少なからず経験がある。主語が無い／主体が明確でない（「どの主体がこういっ

た処理をするのかを記載しなければいけない」「クレームの中で、「～部がする」と

いった表現を記載すべきである」という趣旨）という指摘があった記憶はある。 

・日・米・中においては、判断が大きく異なることはないと感じる。 

・米国では、審査官のばらつきが大きいと感じることがある。 

・欧州では、クレームは、実施形態に記載の言葉通りだと認めらるが、実施形態より

広い中位概念でチャレンジすると拒絶される印象がある。一方、他国では、中位概念

で記載しても特許になる場合があり、欧州の記載要件は、全般的に厳しいと感じてい

る。 

・日本でも、明確性要件の判断が厳しいときがある。具体的には、作用的な記載によ

る限定を意図する審査官もいたように思える。例えば、「照度が明るいと判断する」

という構成の場合、明るいと判断するのは、設計する人の意図であり、コンピュータ

の構成（処理）ではない。 

 

（C2） 

第1国出願にて、CS関連発明等の機能的クレームについて各国の明確性要件を考慮し

てクレーム、明細書の作成を行っていますか？行っている場合の具体的な国と内容

をお聞かせ下さい。 

 

 多数意見 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・各国の明確性要件を考慮してクレーム等の作成を行っっていない。 

 

 その他の意見 

 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・明確性要件に関しては、基本的には、日本の審査基準を考慮していれば、ある程度

外国でも対応できている印象である。 

・明確になるように最初から書いているので第1国出願の段階で対応できている。 

・中国の明確性要件を考慮して、明細書の作成を行っている。具体的には、クレーム

にハードウエアを記載し、明細書でも、補正に備えて、ハードウエア構成図やフロー

チャートの図を必ず入れるようにしている。 

・サポート要件、実施可能要件とも重複するが、クレームを、ハードウエアの動作と

して記載することがよいと考えている。 

・米、欧、中では現地代理人に任せている。 
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（C3） 

外国出願、PCT出願、各国移行時補正の際に、CS関連発明等の機能的クレームにつ

いての各国の明確性要件を考慮してクレーム、明細書の作成・補正を行っています

か？行っている場合、具体的な国と内容をお聞かせ下さい。 

 

 多数意見 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・各国の明確性要件については、第1国出願で既に考慮しているため、各国移行時等で

クレーム等の補正は行っていない。 

 

 その他の意見 

 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・各国の要件に従ってクレームのカテゴリーの補正を行うが、特に明確性要件のため

の対応はしていない。 

・プログラムやデータ構造は、米国、中国等で保護が受けられないため、これらの国

へ出願するときは、該当クレームを削除している。 

・言語的な（翻訳の）観点で明確性が問題になる場合があるので、その点は現地代理

人に対応を任せている。 

・既存のコンシューマ製品に関する出願の場合、審査官も良く理解できるようなの

で、多少曖昧でも認めてくれる印象がある。新製品/サービス・新分野の出願の場合、

翻訳段階で不明確になるときもあり、明確性要件について厳しくなる印象を受けてい

る。明確性要件は、コンピュータソフトウエア技術分野であるか否かではなく、新製

品/サービス・新分野が新しいか古いかに依存している印象を受けている。 

 

（C4） 

機能的クレームを含むCS関連発明等の各国出願において、各ステップの機能主体を

明確に記載していますか？記載している場合、その理由をお聞かせ下さい。 

 

 多数意見 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・クレームには機能主体は記載せず（各機能の機能主体を限定したくない）、審査官

から指摘があった場合に対応している。 

 この点に関して、具体的な理由も含めて、次の意見が挙げられている。 

 

・クレーム上、機能主体を特定しなくてもよいのであれば、そのようなクレームで出

願することになる。出願後に、拒絶理由通知の内容に応じて対応しているが、各国の

審査での許容程度が分からず、試行錯誤が続いている。明細書では、機能構成を、ど

の装置で実装しても良い旨を記載している。 

・機能主体がどちらでもいい場合は、クレームには、意図的に機能主体を記載しない

場合もある。 

・複数主体にならないように気を付けてはいるが、初めから、クレームに機能主体を

記載することは、ほとんどない。意図的に、機能主体を記載することを避けている。

明細書の実施形態には、各機能をどの装置が備えていても良いと記載している。 

・方法クレームでは、各ステップの機能主体を明確に記載せず、実施形態でクレーム

をサポートするように記載することが多い。 
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・機器を制御する制御機能が機器自体に設けられるケース、装置に付随する別の装置

に設けられるケース、ネットワーク上のサーバに設けられるケースがあるため、クレ

ームには機能主体を記載していない。 

・本来は、機能主体を明確に記載するべきであると考えるが、出願人の立場として

は、機能主体の記載についてあまり厳しく審査して欲しくない。クラウドサービス、

クライアント－サーバ型のシステムにおいて、個々の機能をどこで実施するかは様々

なケースがありえるからである。 

・日本においては、クレームに機能主体の記載を要求される場合があるが、他国にお

いてはそれほど要求されていないと感じる。 

 

 その他の意見 

 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・クラウド等の出願が少ないので、あまり意識をしていない。 

・記載要件を考慮して、機能主体を記載している。 

 

（C5） 

その他、CS関連発明等の機能的クレームに関して、各国の明確性要件に対する課題

や要望等はありますか？ 

 

 多数意見 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・各国の明確性要件に対する課題や要望等は、特にない。 

 

 その他の意見 

 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・日本における機能主体の記載の要件は見直し（緩和）してもよいのではないかと思

う。現実的に主体が異なる全てのパターンを、網羅的に記載することは難しい。一

方、主体がどちらであるかが、課題解決に貢献しないことが当業者にとって明らかな

場合等は、主体を明記する必要はないように思う。 

・審査基準上（日本のCS基準上）、機能主体を明確にする必要があるため、機能主体

の組み合わせについて、複数パターンのクレームを作成しなくてはならないケースが

ある。煩雑であるため、機能主体の記載の要件については緩和して欲しい。 

・欧州はとても厳しいと感じることがある 

 

 

 クレーム解釈等について 

 

（D1） 

機能的クレームを含むCS関連発明等の各国出願において、どの発明のカテゴリー

（情報処理装置、システム、方法、プログラム、記録媒体、データ、学習済みモデ

ル等）を用いる等考慮している点はありますか？ある場合、具体的な内容をお聞か

せ下さい。 
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 多数意見 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・各国で保護されるカテゴリーを考慮している。プログラムクレームは、記録媒体ク

レーム又は方法クレームに変えている。 

・プログラムクレームを作成しない、又は、プログラムクレームに代えて方法クレー

ムを作成する。 

・どのカテゴリーを用いるかは、発明や保護対象の製品等の性質を考慮する。 

 

 これらの点に関して、具体的には、次の意見が挙げられている。 

・プログラムやデータ構造は、米国、中国等で保護が受けられないため、これらの国

へ出願するときは、該当クレームを削除している。 

・日本では、 装置、プログラム、方法クレームを記載する。一部に人の動作が含まれ

る可能性もある場合があり、方法クレームが必要なケースがある。 

・米国と欧州では、 装置、記録媒体、方法クレームを記載し、中国では、 装置、方法

クレームを記載する。 

・日本では物のクレームを中心に考えるが、他国ではそうとも限らず方法クレームも

検討する。 

・装置でいくべきか、システムでいくべきかについては考慮している。 

・機械関連の出願では、何かしらアウトプットがあるため、まずはそこに絡めれば物

のクレームとしている。方法クレームにする場合には、システムなのか個別のソフト

なのかというところで、若干検討することはある。ただし、この検討を各国ごとにや

っているわけではない。 

・ソフトウエアだと汎用デバイス（例えばパーソナルコンピュータやスマートフォ

ン）なので、プログラムクレームが大事だと考えている。また、米国のBlackberry判決

を考慮すると、システムクレームも大事だと考えている。ただし、装置クレーム及び

方法クレームへもカテゴリー展開しており、プログラムクレームだけになることはな

い。 

・プログラムクレームはあまり作成していない。端末側のプログラムはダウンロード

等で配布することがあるので作成する場合もあるが、サーバ側のプログラムはあまり

作成していない。 

 

 その他の意見 

 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・日本だけ、発明のカテゴリーとして学習済みモデルが許容される事例が示されてい

るが、これを認めることによって、他国との乖離やビジネスへの影響も懸念される。 

・機能的クレームに限らず、基本的に使用するカテゴリーは同じである。学習済みモ

デルやデータについて、権利範囲や実際的な効力に疑義があるので作成していない。 

・（発明のカテゴリーが学習済みモデルの場合）学習済みモデルは、学習に用いられ

るデータの中身や細かな設定によって、大きく効果が異なる。そのため、学習済みモ

デル自体に、特許権の効力を認めることには疑問がある。他の法律で、デッドコピー

の配布を禁止する程度でよいのではないか。 

・システム、サーバ装置、端末装置、方法のカテゴリーを基本として、その中でより

発明の特徴が出るクレームを作成することが多い。 

・機能主体の記載を考慮してサーバ装置でなく方法クレームで記載する場合もある。 
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（D2） 

機能的クレームに係るCS関連発明等は内部的な処理の確認が必要になるため、侵害

立証性が低いと考えられますが、この点についての見解や対策はありますか？（機

能的クレームにしない、入出力やGUI（Graphical User Interface）をクレーム化する、

国によって使い分ける等。） 

 

 多数意見 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・内部処理は避け、可能な限り、入出力やGUIで権利化を図る。 

 

 この点に関して、具体的には、次の意見が挙げられている。 

・インタフェース側をクレームにする。 

・入出力やGUIのクレームで権利化できるのであればそちらを優先する。難しい場合

は機能的クレームにせざるを得ない場合が多い。 

・入出力やGUIをクレーム化できないかということは出願時に検討する。 

・内部処理だけに閉じた発明の場合は、出願自体をやめたり、外国出願の対象外とし

たりする場合もある。 

・ソフトウエアモジュール間のやりとり（インタフェース）を限定しないように気を

付けている。例えば、内部処理の場合は無理に権利化せず、ユーザインタフェースに

係る特許を取得するように意識している。侵害立証性の点では、ユーザインタフェー

スのクレームの方が、使いやすいと考えている。 

・第三者の装置の入出力を見るだけで侵害が立証できるように、表示や印字の出力形

式に特徴がないか確認してできるだけクレーム化する。 

・途中経過のアルゴリズムは、メインクレームにしないことが多いと思う。 

・権利活用を念頭に置くと、機能的クレームで記述するのではなく、外部から判別し

やすい入出力のパラメータセットやGUIに係る特徴を強調しつつ権利化を図ってい

る。 

・最近では、内部処理を機能ブロックにして、それをクレームにすることは行ってい

ない。可能な限り、避けている（明細書にはブロック図を記載している）。 

 

 その他の意見 

 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・第三者がカタログ等に記載しそうな文言を選んで、クレームを記載することがあ

る。カタログ等における機能の記載は、作用的な記載となることが多いので、結果と

してあえて機能的クレームが作成されることもある。また、第三者の装置の内部挙動

については、外から認識することが難しいため、侵害立証を考えて、外から認識でき

る動きのをクレームにしようとすると、結果として作用的な記載になる。 

・国ごとに個別の対策はしていない。 

・制御対象のハードウエアの動作をクレームに記載することが、侵害立証性を高める

上でも有効であると考えている。 
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（D3） 

CS関連発明等の機能的クレームについて審査時のクレーム解釈が各国において異な

ると感じることがありますか？ある場合、具体的な内容をお聞かせ下さい。 

 

 多数意見 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・米国が異なっている。 

 

 この点に関して、具体的には、次の意見が挙げられている。 

・米国では、35 U.S.C. §112(f)による解釈があるので、他国と違う。 

・米国のミーンズ・プラス・ファンクションクレームが、他国にはない独特な解釈で

あると感じている。 

・米国ではミーンズ・プラス・ファンクション（35 U.S.C. §112(f))と認定されるケース

や、特許適格性（35 U.S.C. §101）の指摘を受けることがある。 

・米国においては審査段階にてMPF認定（35 U.S.C. §112(f)適用）することが明示され

るため、審査官の認定を把握できる。日本等では、機能的クレームと認定されたかの

かどうかが明示されないので、出願人の意図に合致した技術的範囲の特許が取得でき

たのか、意図とは異なる技術的範囲の特許となってしまっているのかが分からない場

合がある。 

・米国内でも、35 U.S.C. §112(f)で限定解釈できない場合のBRI基準（Broadest 

Reasonable Interpretation：最も広い合理的解釈）の考え方に、ばらつきを感じることが

ある。 

 

 その他の意見 

 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・日本は、課題をよく考慮した上で、機能的クレームを解釈しているような印象を受

けている。米国、欧州は、機能的クレームを、最大限広く解釈しているように感じる

ことがある。 

・各国で、機能的クレームの解釈手法が異なっていると思う。例えば、日本の審査官

は明細書をすべて考慮しているという印象がある。一方、米国の審査官はクレームと

図面を重視しているという印象を受ける。このようなプラクティスに対して、特許出

願では、発明の特徴を端的に表す図面を記載している。 

・AIを利用する応用分野では、クレームが広範な記載になっていても、課題を考慮

し、その応用分野に限定して、審査をしているような印象を受けることもある。 

・米国では、出力形式の特徴だけのクレームだと35 U.S.C. §101で拒絶されやすい。 

・欧州では、出力形式の特徴だけのクレームだと保護対象ではないとして拒絶されや

すいと思う。 

 

（D4） 

CS関連発明等の機能的クレームについて権利行使時のクレーム解釈が各国において

異なると感じることがありますか？ある場合、具体的な内容をお聞かせ下さい。 

 

 多数意見 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・各国での権利行使の機会が少ないため、権利行使時のクレーム解釈が各国において
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異なると感じることは、特にない。 

 

 その他の意見 

 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・機能的クレームの解釈においては、米国が、法や規則、ガイドライン、判決などで

確立されており、他国との違いが際立っている。 

 

（D5） 

各国において、CS関連発明等の機能的クレームの解釈が審査時と権利行使時で異な

ると感じることがありますか？ある場合、具体的な内容をお聞かせ下さい。 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・各国での機能的クレームの権利行使の機会が少ないため、機能的クレームの解釈が

審査時と権利行使時で異なると感じることは、特にない。 

・機能的クレームの解釈が審査時と権利行使時で異なると思われる。 

 

 この点に関して、具体的には、次の意見が挙げられている。 

・機能的クレームの解釈が審査時と権利行使時で異なると思われる。少なくとも日本

において異なることは、裁判例等からも明らかである。 

・各国それぞれ、審査時と権利行使時で異なるだろうという認識はある。 

・審査時と権利行使時でクレームの解釈が異なることは当然ありえることであり、無

理に揃える必要はないと思う。 

・米国の場合、審査段階のBRI基準（Broadest Reasonable Interpretation：最も広い合理

的解釈）と、訴訟段階のフィリップス事件とで、明確にクレーム解釈が異なってい

る。 

 

（D6） 

上記のクレーム解釈の差異をふまえた具体的な対策（出願国の選定、クレームの補

正、権利行使国の選定等）を行っていますか？行っている場合、具体的な内容をお

聞かせ下さい。 

 

 多数意見 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・各国での機能的クレームの権利行使の機会が少ないため、具体的な対策は、特に行

っていない。 

 

 その他の意見 

 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・米国では、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームと認定されると権利範囲は

狭いが無効になり難いという特徴があるため、ミーンズ・プラス・ファンクションク

レームと、通常のクレームの2パターンを作成するケースがある。 

・物の生産方法のクレーム（プロダクト・バイ・プロセスクレーム）に関して、審査

段階と訴訟段階で異なる。プロダクト・バイ・プロセスクレームは作成せず、また、

クレーム内の各用語についてもプロダクト・バイ・プロセスクレームと解釈されない
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工夫をしている。例えば、「穴」という用語は、まず物の面があってその面に掘ると

いう、時系列のプロセスが暗示されるので、このような用語は使用しない。 

・クレーム解釈の差異に対する対応の変更は、必要ないと考えている。 

・現地で指摘された拒絶理由に応じて、都度対応すれば十分である。出願や移行の時

点においては特段の対策を行っているわけではない。 

・欧州では、審査が厳しいのでイギリスやドイツに直接出願する場合もある。 

・欧州では、審査が厳しいので、欧州出願を厳選している。 

 

（D7） 

装置又はシステムのクレーム（物クレーム）と、方法クレームとで実質的に同じ内

容を記載した場合、物クレームと方法クレームとで機能的クレームであるか否かの

認定が異なった場合はありますか？ある場合、国と具体的な内容をお聞かせ下さ

い。 

 

 多数意見 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・実質的に同じ内容の物クレームと方法クレーム（発明のカテゴリー違いのクレー

ム）で、機能的クレームであるか否かの認定が異なった場合はない。 

 

 その他の意見 

 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・多少はあるが、各審査官による審査の誤差の範囲内にあるようにも思う。 

 

（D8） 

その他、CS関連発明等の機能的クレームに関して、各国のクレーム解釈に対する課

題や要望等はありますか？ 

 

次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・各国での機能的クレームの解釈に対する課題や要望等は、特にない。 

・権利行使まで含めて、（限定解釈されるのか否かの）予見性がある形にして欲し

い。 

・米国のミーンズ・プラス・ファンクションのクレーム解釈はかなり特有だが、そこ

まで明確に解釈を変える必要があるかは分からない。出願人からすると、グローバル

で安定した権利が欲しいので、国ごとにクレーム解釈が異なるのは対応に苦慮してい

る。コンピュータソフトウエア分野であれば、例えばプログラムクレームを認めない

等、国ごとに異なることがある。 

・各国ごとの審査時のクレーム解釈、権利行使時のクレーム解釈がある程度揃ってお

り、その基準等が客観的に示されることが理想的である。 

・日本に出願しているCS関連発明等を欧州に出願することを検討するとき、課題が非

技術的な場合などは、そのままでは出願できないので、厳選せざるをえない。欧州に

同じ出願ができないのは、事業的にも問題がある。各国での審査のばらつきを解消で

きるように、各国に働きかけをお願いしたい。 

・機能的クレームの場合に、クレームが構成要件毎にきちんと対比されておらず、ク

レーム全体をひとまとまりの機能として判断しているようなケースがあると感じる。

その場合、構成要件毎に対比して判断して欲しいと思う。 
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・拒絶理由通知の記載について、米国はある程度フォーマット化されているが、日本

ではフォーマットが統一されておらず、記載内容のばらつきがあると感じる。構成要

件毎の判断を含めた統一的なフォーマットで記載すると良いと思う。 

 

 

 AI関連発明について 

 

（E1） 

日本では、学習済みモデル、データ構造等のAI関連発明について、審査基準等の記

載の充実化が図られていますが、他国において審査基準等の記載に基づきAI関連発

明の取り扱いに関する懸念・不明点等がありますか？ある場合、具体的な内容をお

聞かせ下さい。 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・AI関連発明の出願自体がまだあまりないないため、現状では、AI関連発明の取り扱

いに関する懸念・不明点等は、特にない。 

・学習済みモデルやデータ構造は、日本と同様に、他国で保護されるのか不安や関心

がある。 

 

 これらの点に関して、具体的には、次の意見が挙げられている。 

・具体的な懸念には、まだ至っていない。AI特許といっても、何を守るのか（例え

ば、学習済みモデルなのか、AI利用発明なのかなど）によって、懸念事項は異なる。 

・事前に、他国の実情（現状）を調べるが、現在は日本のレベルで出願をしているた

め、各国については、オフィスアクションの際に個別に判断、理解する形になると思

われる。 

・学習済みモデルやデータ構造は、諸外国でどのように審査されるのかは気にしてい

る。認められないのではないかと予想している。 

・（審査基準がしっかりしており、データの発明の取り方、学習済みモデル、こうい

ったパターンがあるなど豊富に書かれている日本と比較して）他国はどこまで認めて

くれるのか、という点。 

・全くわからない。不明点ばかり。例えばデータ構造に特徴があったとしても、そも

そもデータについて認めてない、といわれたらそれまでの話（発明該当性）である。 

・中国において構造を有するデータ及びデータ構造が保護対象となっているか不明で

あるため、明確化されることを期待している。 

・入力と出力だけを記載したAI関連発明もたくさん出願されているが、米国や中国で

どのように審査されるかを気にしている。少なくとも中国では難しいのではないかと

予想している。 
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（E2） 

AI関連発明の審査について、各国で判断が異なったケース（日本では特許になった

が他国では拒絶された、日本の審査基準に沿って作成したが、他国で記載要件違反

とされた等）がありますか？ある場合、具体的な内容をお聞かせ下さい。 

 

 多数意見 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・AI関連発明の出願について、具体的なオフィスアクション自体が、まだほとんど発

生していない。 

 

 その他の意見 

 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・AI関連発明の出願が少なく経験がないため、具体的な事例に沿ったレクチャーや意

見交換の機会があると助かる。 

・特にない。機器の制御と結びついたAI関連発明は、通常の制御関連の発明と同様に

審査さると思う。 

 

（E3） 

日本では、発明のカテゴリーが「学習済みモデル」や「学習済みモデルを生産する

方法」のクレームが審査ハンドブックや実際の出願でも存在していますが、他国で

も、このような発明のカテゴリーのクレームで出願をしていますか？また、「学習

済みモデル」のクレームは、プロダクト・バイ・プロセスクレームとも考えられま

すが、他国での有効性について、どのようにお考えでしょうか？ 

 

 多数意見 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・AI関連発明の出願自体がまだ少なく、カテゴリーについては、まだ検討していな

い。 

 

 その他の意見 

 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・学習済みモデルのクレームを用いていない。意図的に、AI関連発明とは見えないよ

うに、クレームを記載にする場合もある。 

・学習済みモデルや学習済みモデルを生産する方法については、他国はもちろん日本

においても権利範囲や権利行使時の実効性に疑義があり使用していない。例えば、権

利者と被疑侵害者とでは学習に用いるデータは異なるのが通常であるところ、「その

方法により生成された物（モデル）」がモデルパラメータの値学習データまで全く同

じというケースはほぼなく、このようなカテゴリーの権利を取得したとしても、立証

が難しいことに加え、侵害が認められるケースは極めて限定的権利範囲は非常に狭い

のではないかと思っている。 

・学習済みモデルのクレームは、実質的にはプログラムクレームになるケースが多い

ため、他国でもプログラムクレームとして審査されることを期待している。 

・学習部分に特徴があるのであれば、結果物である学習済みモデルではなく、学習方
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法として出願すべきと考えている。 

・学習済みモデルを生産する方法のクレームで、出願しているケースは殆ど無いと思

う。 

 

（E4） 

AI関連発明の機能的クレームの取り扱いについて、日本及び他国において特に注意

している点、懸念点、不明点等がありますか？ある場合、具体的な内容をお聞かせ

下さい。 

 

 多数意見 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・AI関連発明の出願自体がまだ少なく、AI関連発明の機能的クレームの取り扱いにつ

いて、注意点等は、特にない。 

 

 その他の意見 

 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・発明の保護適格性について注意等をしている。 

・各国において発明該当性（特許適格性）が認められるかが懸念である。 

 

（E5） 

学習モデルを含むクレームに対して、機能的クレームであるとの指摘を審査又はそ

の他で受けたことはありますか？ある場合、国と具体的な内容をお聞かせ下さい。 

 

ヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・AI関連発明の出願の審査自体がまだ少なく、機能的クレームであるとの指摘はな

い。 

 

（E6） 

学習モデルが学習方法でしか表現できない場合、クレームや明細書の記載で注意し

ていることはありますか？ある場合、具体的な内容をお聞かせ下さい。 

 

 多数意見 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・AI関連発明の出願自体がまだ少ないので、注意していることは、特にない。 

 

 その他の意見 

 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・学習済みモデルを用いて、どのように実世界（例えば、制御対象の機器）に影響を

与えるか具体的に明細書に記載するように心がけている。 

・そもそも方法（学習方法）でクレームを作成している。 

・明細書の中で、一般的で具体的な一例を記載する。ニューラルネットワークを書い

た上で、こういう構成（パラメータの設計）といった程度は記載している。図面を作

成して、極簡単な説明（2、3行の説明）では終わらせない等の工夫をしている。 
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（E7） 

学習モデルが機能（入力に対する出力）でしか表現できない場合、クレームや明細

書の記載で注意していることはありますか？ある場合、具体的な内容をお聞かせ下

さい。 

 

 多数意見 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・AI関連発明の出願自体がまだ少ないので、機能（入力に対する出力）でしか表現で

きない場合に注意していることは、特にない。 

 

 その他の意見 

 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・入出力に新規性がある場合は、入出力を記載する。その場合、どのように効果を生

じるのかを明細書には具体的に記載するが、クレームにはあえて記載しない。 

・入出力パラメータの種類や組み合わせにより、なぜ従来にはない効果を奏すること

になるのか、その理由を明細書に丁寧に記載するように心がけている。 

 

（E8） 

その他、AI関連発明に関して、各国の課題や要望等はありますか？ 

 

 多数意見 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・AI関連発明の出願自体がまだ少ないので、AI関連発明に関して、各国の課題や要望

等は、特にない。 

・AI関連発明の特許について、侵害訴訟での取り扱い。 

 

 これらの点に関して、具体的には、次の意見が挙げられている。 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・権利行使という意味で、そもそも外郭がわからない。 

・権利行使（する／される）の際に、AIではない発明との関係をどのように捉えれば

いいのか。 

・（各国の審査時と権利行使時でクレーム解釈が異なる傾向があることもあり、）権

利行使時がまだ見えてこない。 

・今後の裁判例の蓄積に委ねられる（特許庁はとれるといっても裁判所にいったら、

どこまで権利が及ぶのか。本当に「特許」といえるのか特許の有効性等）。 

 

 その他の意見 

 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・各国ごとに、「何がとれて、何が認められないのか。」がわかると、企業としては

やりやすい。 
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 IoT関連発明について 

 

（F1） 

日本では、IoT関連発明について、審査基準等の記載の充実化が図られていますが、

他国において審査基準等の記載やIoT関連発明の取り扱いについて懸念・不明点等が

ありますか？ある場合の具体的な内容。 

 

 多数意見 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・IoT関連発明について、懸念・不明点等は、特にない。 

 

 その他の意見 

 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・各国において、IoT関連発明の発明該当性（米国での35 U.S.C. §101）や、発明の特定

（欧州でのNon Technical）等に関する違いがあるので、これらの点については注意し

て実務をしている。他の注意すべき点についてもガイドライン等により明確化が図ら

れると出願人としては助かる。 

・他国も日本のように審査基準等の記載を充実化して欲しい。 

 

 備考 

 

 ヒアリング対象者の多くは、IoT技術のみに固有の発明は少なく、IoT技術に関する

発明をソフトウエア関連発明として捉えていると考えられる。ソフトウエア関連発明

については、十分な経験があり、懸念・不明点等はない。一方、IoT技術のみに固有の

発明は少なく、懸念・不明点等は分からない。 

 

（F2） 

IoT関連発明の審査について、各国で判断が異なったケース（日本では特許になった

が他国では拒絶された、日本の審査基準に沿ってものが、他国で記載要件違反とさ

れた等）がありますか？ある場合、具体的な内容をお聞かせ下さい。 

 

ヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・IoT技術のみに固有の発明に係る出願は少なく、懸念・不明点等は分からない。 

・IoT関連発明に限らず、ソフトウエア関連発明全般で、各国での判断が異なったケー

スがある。 

・米国での35 U.S.C. §101の指摘や、欧州で請求項の一部の構成について"Non 

Technical"と判断されるケースがある。米国／欧州では、商取引（e.g.電気料金）の情

報を取得して機器が動くようなケースで前述した指摘を受けるケースがある印象であ

る。 

・IoT関連発明に係る出願では、進歩性については、差異を感じることもあるが（異な

る分野の文献の組み合わせ等）、記載要件に関しては、特に差異を感じない。 

・あまり記載要件で拒絶されたケースはない。出願時に、出願する案件の選別や明細

書の記載の充実化をしているからかもしれない。 

・同一ファミリーのIoT関連出願について、日本では特許になったが、同様の請求項で

米国では101条を根拠に拒絶されてしまった（ファイナルアクションが提示され、放棄
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した）。 

 

（F3） 

IoT関連発明の機能的クレームの取り扱いについて、日本及び他国において特に注意

している点、懸念点、不明点等がありますか？ある場合の具体的な内容をお聞かせ

下さい。 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・IoT技術のみに固有の注意点等は、特にない。 

・機能の提供が、単体かシステムかなど複数の形態が考えられるため、明細書の記載

内容には、気を付ける必要がある。 

・システムにおいて機能を実現する装置構成のバリエーションが複数考えられる場

合、例えば、サーバとクライアント端末の両方が協働して機能を実現している場合、

実施形態に装置構成の変形例を複数記載し、クレームが装置構成の配置が限定的に解

釈されないようにする。 

・米国ではミーンズ・プラス・ファインくションクレームと判断されないように注意

している。米国程ではないが、機能的表現を用い過ぎるとクレームが不明確になるケ

ースやサポート要件を充足しないと判断されるケースがあるため、注意をしている。 

・米国の35 U.S.C. §101（特許適格性）については注意している。 

・システムクレームやサブコンビネーションの取り扱いについての懸念はある。 

 

（F4） 

エッジコンピューティングやフォグコンピューティングが普及する場合、発明を機

能的に特定しないといけない場面が増えると感じますか？増えると感じる場合、具

体的な内容をお聞かせ下さい。 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・エッジコンピューティングなどが普及する場合に、発明を機能的に特定しないとい

けない場面が増えると感じことは、特にない。 

・クレームで機能主体を特定しない（特定したくない）。 

 

 これらの点に関して、具体的には、次の意見が挙げられている。 

・機能自体は大事だが、機能を提供する機能主体や実現手段の重要度は、下がってき

ていると感じる。 

・発明を機能的に特定しないといけない場面が増えると感じている。処理の分散化や

機能配置の柔軟性が増すため、クレームでは機能主体を限定せずに、機能自体で発明

を特定せざるを得ないケースがあると感じている。あらゆる機能主体の配置のパター

ンを網羅してクレームを記載することは困難である。 

・機能主体の議論と同様の懸念はある。また、それぞれの機能をクレーム化した場合

に単一性違反を指摘される懸念もある。 
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（F5） 

IoT関連発明について、機能主体を特定したくない場合、クレームや明細書の記載で

注意していること（方法クレームを用いる等）はありますか？ある場合、具体的な

内容をお聞かせ下さい。 

 

 多数意見 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・特許出願では、方法クレームやシステムクレームを用いている。 

 

 その他の意見 

 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

 

 この点に関して、具体的には、次の意見が挙げられている。 

・システムの方法クレームを記載、システム内に機能主体を記載しない。 

・明細書には機能主体の例をたくさん記載するが、クレームでは意図的に機能主体を

記載しない。 

・機能を提供する機能主体は大事ではなく（すなわち単体でも複数でもよいので）、

その点留意し、機能主体が限られない点を明細書に書いている。 

・機能の配置のパターンを複数実施形態で説明しつつ、機能主体を特定しない方法ク

レームやシステムクレームを作成するようにしている。 

・基本的には、機能主体が異なる場合はそれぞれを網羅的にクレーム化している。 

・システムクレームにして機能主体を特定しない場合もあるが、権利行使時の懸念は

ある。 

・明細書においては、可能な限り様々な実施形態、変形例等を記載するようにしてい

る。 

・クレームについては、例えば、サーバ装置の発明において方法クレームも作成する

ようにしている。 

・IoT関連発明の出願自体があまり存在していないので、クレーム等で注意しているこ

とは、特にない。 

 

 

（F6） 

その他、IoT関連発明に関して、各国の課題や要望等はありますか？ 

 

 多数意見 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・IoT関連発明に関して、各国の課題や要望等は、特にない。 

 

 その他の意見 

 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・各国での判断のばらつきを解消して欲しい。 

・（オーストラリア）発明該当性について、厳しすぎる。米国よりちょっと厳しいく

らいであると感じている。 
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 BM関連発明について 

 

（G1） 

日本では、ICTを利用したビジネス関連発明について、審査基準等の記載の充実化が

図られていますが、他国において審査基準等の記載に基づきビジネス関連発明の取

り扱いについて懸念・不明点等がありますか？ある場合、具体的な内容をお聞かせ

下さい。 

 

ヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・IoT関連発明に関して、各国の課題や要望等は、特にない。 

・ビジネスモデル的な発明もサーバ装置（CS関連発明）として出願しており、純粋な

ビジネス関連発明は少ない。 

・ビジネス関連発明の場合は、関連するプレーヤが多いことによる問題（複数主体

等）があると考えられる。 

・主要国についてはあまり懸念していないが、新興国において、広範なクレームの範

囲のビジネスモデル特許（他者の特許）が突然登録されてしまい、新興国におけるビ

ジネスに支障を生じないかという懸念はある。 

・ビジネス関連発明は、米国で35 U.S.C. §101の指摘や、欧州でNon Technicalの指摘を

受けやすいため、注意している。 

・欧州では、ビジネス関連発明は、技術的側面が少ないので、技術的性質を主張する

ことが難しいと考えている。 

・「日欧ソフトウエア関連発明比較研究報告書」を検討、両庁での判断が異なるケー

スがあるのは問題であると感じる。両庁で、同じ判断がされるよう希望する。 

 

（G2） 

ビジネス関連発明の審査について、各国で判断が異なったケース（日本では特許に

なったが他国では拒絶された、日本の審査基準に沿って作成したが、他国で記載要

件違反とされた等）がありますか？ある場合、具体的な内容をお聞かせ下さい。 

 

ヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

 

・ビジネス関連発明の審査について、各国で判断が異なったケースは、特にない。 

・IoT関連と同様に、米国での35 U.S.C. §101の指摘や、欧州で請求項の一部の構成につ

いて"Non Technical"と判断されるケースがある。 

・米国において、35 U.S.C. §101を指摘される可能性がある。例えば、診断装置の記載

について、「診断する」ことを人の行為であると解釈されるおそれがあり、35 U.S.C. 

§101を指摘される可能性があると考えられる。 

・同一ファミリーのBM関連出願について、日本では特許になったが、同様の請求項で

米国では101条を根拠に拒絶され（ファイナルアクションが提示され、放棄した）、欧

州では新規性・進歩性とともに非技術的要件も指摘され、拒絶査定が提示されてしま

った。 

 

（G3） 

ビジネス関連発明の機能的クレームの取り扱いについて、日本及び他国において特

に注意している点、懸念点、不明点等がありますか？ある場合、具体的な内容をお

聞かせ下さい。 
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ヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・ビジネス用語及び経済用語、人が主体とも解釈され得る用語は、クレームで使用し

ないようにしている。 

・システムで機能を実現する構成のバリエーションが複数考えられる場合、例えば、

サーバとクライアント端末の協働で機能を実現している、実施例に構成の変形例を複

数記載し、クレームが構成の配置が限定的に解釈されないようにする。 

 

 米国でのCS関連発明等の機能的クレームについて 

 

（H1） 

35 U.S.C. §112(f)のミーンズ・プラス・ファンクションに該当することを避けるため

クレームの記載を工夫している点（means forは用いない等）はありますか？ある場

合、具体的な内容をお聞かせ下さい。 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・米国では、ミーンズ・プラス・ファンクションに該当することを避けるため、means 

forは用いないないようにする。 

・ミーンズ・プラス・ファンクションクレームは作成しない。 

 

 この点に関して、具体的には、次の意見が挙げられている。 

・基本的にはミーンズ・プラス・ファンクションクレームは作成せず、クレームにハ

ードウエア（CPU、メモリ、入出力装置）を記載するようにしている。 

・限定的に解釈されないように、~unitなどの用語を使わないようにしている。 

・ミーンズ・プラス・ファンクションクレームを回避するため、Mean forという用語を

使わない。また、機能主体としては、unitやmoduleという用語を使用せずに、Controller

という用語をを用いている。 

・「手段（means）」の代わりに「代替語（device,unit）」を用いるケースもあるが、

そもそもクレーム中において機能的な記載を想起させる用語は避けるべきであり、な

るべく構造的な用語を用いている。機能的な用語を用いざるを得ない場合、明細書に

十分な構造を記載している。 

・ミーンズ・プラス・ファンクションクレームと解釈され得る用語は、基本的には使

用せず、可能な限り、構造的な用語を使用するようにしている。 

 

（H2） 

35 U.S.C. §112(b)の適用を避けるため、又は、35 U.S.C. §112(f)適用時のクレームの範

囲を確保するために、明細書の記載において留意している点（複数実施例の記載

等）はありますか？ある場合、具体的な内容をお聞かせ下さい。 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・明細書の記載を充実させるている。 

 

 この点に関して、具体的には、次の意見が挙げられている。 

・機能的な用語を用いざるを得ない場合、明細書に複数実施例を記載するとともに、

構造や作用も記載しておくことに留意すべきと考える。 

・明細書に、複数の実施形態や変形例を記載する。 

・明細書に、具体例の記載を充実させる。 

・明細書に記載する実施形態のバリエーションを充実させている。 
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・35 U.S.C. §112(b)で拒絶されないように、フローチャート及びそれを実現する具体的

構造を記載し、対応関係を記載するように留意している。 

・図面を充実化させ、日本出願時点からどの機能主体がどの機能を有するのかを記載

し、クレームと図面等の構成を対応付けられるように明細書等を記載している。 

・明細書の実施例の記載を充実するようにはしている。具体的な記載方法について

は、特許事務所に任せている面もある。 

・以前は実施例の追加等をしていたが、最近はあまりない。 

 

（H3） 

35 U.S.C. §112(f)の適用の基準が不明確であったり、審査官によってばらつきがある

と感じることはありますか？ある場合、具体例をお聞かせ下さい。 

 

ヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・ばらつきは減ってきているように感じる。 

・最近は、あまりばらつきがないと感じる。 

・審査官によってばらつきがあるとは、特に感じていない。発明の内容も異なるため

評価しにくい。基本的には、明らかな機能的クレームは、35 U.S.C. §112(f)が指摘され

ている印象がある。 

・ばらつきはあるが、ある程度はやむを得ないと考えて、個別に対応を検討してい

る。 

・審査官によるばらつきを感じることがある。ただし、最近は、35 U.S.C. §112(f)自体

が少なくなってきている。 

・35 U.S.C. §112(f)と思っていたがOAの時に35 U.S.C. §112(f)と認定されないケースが

あった。 

・「プロセッサ」という用語を用いた場合に、35 U.S.C. §112(f)で解釈される場合と35 

U.S.C. §112(f)で解釈されない場合があったと記憶している。また、「回路」という用

語は、構造的な用語だと考えていたが、35 U.S.C. §112(f)が適用されたことがあった。

35 U.S.C. §112(f)の適用には、バラつきがある場合があると感じる。 

 

（H4） 

コンピュータにより実現される機能的限定の審査に関するガイダンスが2019年1月に

米国特許商標庁より公表されましたが、2019年1月以降の実務で当該ガイダンスの影

響を感じること（35 U.S.C. §112(f)の適用が厳しくなった、審査官による判断のばら

つきが減ってきた等）はありますか？ある場合、具体的な内容をお聞かせ下さい。 

 

ヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・特に、影響は感じない。 

・件数が少ないからかもしれないが、あまり変化は感じていない。 

・ガイドライン公表後に、急に変化したとは感じない。 

・35 U.S.C. §112が適用されるケース自体ががない。 

・ガイダンスの影響については、感じることはあまりない。そもそも、ミーンズ・プ

ラス・ファンクションクレームと判断されるケースが少ない。 

・35 U.S.C. §112(f)の適用が少なくなったと感じる。 

・コンピュータソフトウエア関連発明では、35 U.S.C. §112(f)の適否については確立さ

れているので、特に変化を感じることはない。逆に、機械系の分野で、35 U.S.C. 

§112(f)の適否のばらつきが増えてきているような印象がある。  
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（H5） 

審査段階においては、35 U.S.C. §112(f)項に従って審査していることになっています

が、実際には、必ずしもそのような限定的な解釈をせず、他のクレームと同様に、

最も広い合理的な解釈をしている場合がありますか？ある場合、具体例をお聞かせ

下さい。 

 

 意見 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・特に、35 U.S.C. §112(f)項に従って審査されているときに、最も広い合理的な解釈を

された場合は、特にない。 

 

 その他の意見 

 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・一定数ある。 

・そのような場合もあると感じる。 

・たまに感じることはあるが、誤差の範囲と思われる。 

 

（H6） 

35 U.S.C. §112(f)にしたがって限定解釈されることを承知で、又は積極的に、ミーン

ズ・プラス・ファンクションクレームを作成することはありますか？ 

 

ヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・ミーンズ・プラス・ファンクションクレームを作成することは、特にない。 

・積極的にミーンズ・プラス・ファンクションクレームを作成してはいない。 

・特になし。ミーンズ・プラス・ファンクションクレームを作成することも検討した

が、実施はしていない。 

・ミーンズ・プラス・ファンクションクレームが戦略的に有効な場合もあると考えら

れるが、独立項の追加料金等を考慮して作成していない。追加料金がなければミーン

ズ・プラス・ファンクションクレームも作成するかもしれない。 

・無効になり難いという性質もあるため、ミーンズ・プラス・ファンクションクレー

ムを作成するケースもある。 

・あえてミーンズ・プラス・ファンクションクレームとしているケースもある。 

・実施例が多岐にわたり、機能的にしか書けない場合には、ミーンズ・プラス・ファ

ンクションクレームを作成することがある。 

 

（H7） 

35 U.S.C. §112(f)にしたがって限定解釈されることを承知で、又は積極的に、ミーン

ズ・プラス・ファンクションクレームを作成する場合、実施形態の記載に関して注

意していることはありますか？ 

 

ヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・積極的にミーンズ・プラス・ファンクションクレームを作成してはいない。 

・ミーンズ・プラス・ファンクションクレームを作成する場合、実施形態のバリエー

ションを持たせるようにしている。 

・明細書に、具体例の記載を充実させている。 
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・ミーンズ・プラス・ファンクションクレームに加えて、ある程度中位概念化したク

レームも作成するため、実施形態のバリエーションを増やすことを心がけている。 

 

（H8） 

その他、米国でのCS関連発明等の機能的クレームに関して、記載要件及びクレーム

解釈についての問題点等はありますか？ 

 

 多数意見 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・特にない。 

 

 その他の意見 

 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・35 U.S.C. §112(f)項の認定のばらつきを改善してほしい（緩和して欲しい）。 

 

 

 欧州でのCS関連発明等の機能的クレームについて 

 

（I1） 

欧州では35 U.S.C. §112(f)に相当する規定がありませんが、それに関連して米国出願

との出願方式の差異（means for等の機能的クレームを積極的に作成する、米国と同

様にミーンズ・プラス・ファンクションクレームは避ける等）はありますか？ある

場合、具体的な内容をお聞かせ下さい。 

 

ヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・欧州出願が少ないので、特にない。 

・国ごとに対応を分けるようなことはしていないので、欧州出願について米国と出願

方式の差異は、特にない。 

・差異はなく、日本のクレームが機能的クレームであれば、そのまま欧州に出願して

いる。 

・欧州については、マルチマルチを残しておいた状態で出願する。 

・欧州では機能的クレームに特化した指摘は少ないと感じる。 

・米国に合わせた内容で出願するケースが多いが、ミーンズ・プラス・ファンクショ

ンクレームを積極的に使って広い権利を狙うケースもある。ただ、欧州はサポート要

件に厳格であるため上位概念化は難しいと感じる。 

 

（I2） 

欧州では記載要件が比較的厳しいといわれていますが、機能的クレームを含むCS関

連発明等において、明細書の記載で留意している点はありますか？ある場合、具体

的な内容をお聞かせ下さい。 

 

ヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・欧州出願が少ないので、特にない。 

・クレームの記載と実施形態の記載の対応関係が分かるように心がけている。 

・欧州に特化した対応は実施していない。 
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・欧州に特化して留意している点は特にない。実施例の記載を増やす、機能を実現す

る具体的な手段を記載する等の基本的なことを留意している。 

・クレームの記載が非技術的な記載だと、新規性・進歩性の判断の際に考慮されない

ので、技術的な記載になるよう、代理人にチェックを依頼し確認している。 

・機能的に上位概念が記載されているときには、それに対応する下位概念の用語の対

応関係が明確に記載されているかを留意している。欧州では文言通りに審査されてし

まうからである。 

 

（I3） 

2018年11月及び2019年11月に欧州特許庁審査ガイドラインが改訂され、AI関連技術

等の特許性判断に関する説明が追加されましたが、その後のOAにてAI関連発明の審

査に変化を感じることはありますか？ある場合、具体的な内容をお聞かせ下さい。 

 

ヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・欧州出願が少ないので、特にない。 

・欧州でのオフィスアクションがまだ少ないので、特にない。 

・まだ変化を感じていない。 

 

（I4） 

その他、欧州でのCS関連発明等の機能的クレームに関して、記載要件及びクレーム

解釈についての問題点等はありますか？ 

 

ヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・欧州出願が少ないので、特にない。 

・特に問題点等はない。 

・クレーム補正時に、実施例に記載した文言レベルでしか補正できないのが他国と比

べて厳しいと感じている。 

・明細書の記載を必須の構成であるとして、その記載をクレームに記載することを要

求される場合があり、厳しいと感じる。 

・日本では認められる機能的な記載が、欧州では非技術的な記載として認められない

ケースがある。米国・中国等と比べると欧州は特に厳しく感じる。各国との判断の違

いがあまり生じないように、欧州特許庁への働きかけをお願いしたい。 
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 中国でのCS関連発明等の機能的クレームについて 

 

（J1） 

中国では35 U.S.C. §112(f)に相当する規定がないが、それに関連して米国と出願方式

の差異（means for等の機能的クレームを積極的に作成する等）はありますか？ある

場合、具体的な内容をお聞かせ下さい。 

 

 多数意見 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・中国出願において、米国と出願方式の差異は、特にない。 

 

 この点に関して、具体的には、次の意見が挙げられている。 

・特にない。米国向けの出願クレームを翻訳して出願するケースの場合は、そのまま

翻訳して中国に出願している。日本出願をベースにする場合もそのまま翻訳して中国

に出願している。 

・国ごとに対応を分けるようなことはしていない。 

 

 その他の意見 

 

 その他、次の意見が、ヒアリング対象者から挙げられている。 

・出願方式の差異がある場合もある。その場合、請求項を追加することもある。 

 

（J2） 

中国では記載要件が比較的厳しいとの意見もあるが、機能的クレームを含むCS関連

発明等において、明細書の記載で留意している点はありますか？ある場合、具体的

な内容をお聞かせ下さい。 

 

ヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・中国出願において、明細書の記載で留意している点は、特にない。 

・中国では、侵害発見容易な発明を優先（ソフトウエア特許の活用が困難）してい

る。その結果、ソフトウエア関連発明はあまり出願していないので、特になし。 

・中国に特化した対応は、実施していない。 

・2017年の改訂で緩和されたので、文言と表現についてはそれほど気を遣っていな

い。 

・CS関連発明等に限らず、クレームの構成が実施例に記載されているか、代理人にチ

ェックを依頼している。機能的クレームは、明細書に記載された実施例とその均等物

に限定されることから、中国特有の商文化があるリテール分野の出願では、実施形態

に、必要に応じて中国の商文化に合わせた内容を追加している。 

  



- 354 - 

 

 

（J3） 

中国専利審査指南では、機能的クレームの範囲は、その機能を実現できる全ての実

施形態をカバーしていると解釈されるとの記載があり、最高人民法院より公表され

た侵害事件の司法解釈（2009年）4条によって、機能的クレームは、明細書に記載さ

れた実施例とその均等物に限定されることになっています。審査時にはどちらのク

レーム解釈がされていると思いますか？また解釈のばらつきがあると感じることは

ありますか？ 

 

ヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・中国には、機能的クレームをあまり用いないので、特にない。 

・審査では、限定された解釈をされた感覚は、ほとんど無い。 

・司法解釈が出た当初は、かなりの反応があった。現在は、司法と行政とは分離され

いるとも思うので、審査においては、あまり考慮していない。 

・審査では、広く解釈される傾向があると感じる。 

・後者（明細書に記載された実施例とその均等物に限定）であると感じる。 

 

（J4） 

その他、中国でのCS関連発明等の機能的クレームに関して、記載要件及びクレーム

解釈についての問題点等はありますか？ 

 

ヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・問題点等は、特にない。 

・中国では、機能的クレームに関しては、課題、構成、及び効果の3つを審査している

と考えている。米国の審査では実施例の記載が細かく要求されるが、中国では、欧州

の審査と似ていて、課題と効果の記載が重視されていると思われる。例えば課題と効

果を明細書で広範な記載すると、審査において、本件特許出願に対して、全く関係の

なさそうな引例が挙がることがある。この場合、本件特許出願の審査が、発明者の意

図と全く違う方向に向かうことがあり、この場合、オフィスアクションにおいて審査

官の説得が大変になることもある。 

 

 

 韓国でのCS関連発明等の機能的クレームについて 

 

（K1） 

審査指針では、機能的クレームについて「原則としてその記載はそのような機能・

特性等を有する全ての物を意味していると解釈する」と記載されています。一方、

大法院では、「機能的クレームは、その機能を有する全ての構成を含むとする」判

例と、「機能的クレームは、明細書の説明によって限定解釈されるとする」判例が

あります。実務上、審査段階及び権利行使段階でいずれの解釈が採用されていると

いう印象がありますか？また、クレーム解釈のばらつきがあると感じることはあり

ますか？ 

 

ヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・韓国出願自体が少ないため、解釈の印象やばらつきは、特に感じない。 

・審査時については、日本と似ていると感じる。 
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（K2） 

その他、韓国でのCS関連発明等の機能的クレームに関して、記載要件及びクレーム

解釈についての問題点等はありますか？ 

 

ヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・韓国出願自体が少ないため、問題点等は、特にない。 

 

 

 英国／ドイツでのCS関連発明等の機能的クレームについて 

 

（L1） 

英国では35 U.S.C. §112(f)に相当する規定がないが、それに関連して米国と出願方式

の差異（means for等の機能的クレームを積極的に作成する等）はありますか？ある

場合、具体的な内容をお聞かせ下さい。 

 

ヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・英国出願自体が少ないため、米国と出願方式の差異も、特にない。 

 

（L2） 

英国でのCS関連発明等の機能的クレームに関して、記載要件及びクレーム解釈につ

いての問題・懸念等はありますか？ある場合、具体的な内容をお聞かせ下さい。 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・英国出願自体が少ないため、問題等は、特にない。 

 

（L3） 

ドイツでは35 U.S.C. §112(f)に相当する規定がないが、それに関連して米国と出願方

式の差異（means for等の機能的クレームを積極的に作成する等）はありますか？あ

る場合、具体的な内容をお聞かせ下さい。 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・ドイツ出願自体が少ないため、米国と出願方式の差異も、特にない。 

 

（L4） 

ドイツでのCS関連発明等の機能的クレームに関して、記載要件及びクレーム解釈に

ついての問題・懸念等はありますか？ある場合、具体的な内容をお聞かせ下さい。 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・ドイツ出願自体が少ないため、問題等は、特にない。 

・審査が遅いので、審査を早くして欲しい。 
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 CS関連発明等に関する審査全般（記載要件以外も含む） 

 

（M1） 

記載要件以外の要件に関して、2017年以降で、CS関連発明等に関して、注目すべき

特許法の条文改正、審査基準の改訂、審判決はありますか？ 

 

ヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・いきなりステーキの裁判例が興味深かった。 

・AIの保護適格性について注目している。 

・クロスボーダーの問題について注目している。 

・CS関連発明等の発明該当性に関する明確化を図った審査基準/審査ハンドブックの改

訂版が実務を進める上で参考になった。 

※「コンピュータソフトウエア関連発明に係る特許・実用新案審査基準及び特許；

実用新案審査ハンドブック」 

 

（M2） 

コンピュータソフトウエア関連発明に関して、近年の米国特許庁での審査に関し

て、問題・懸念等はありますでしょうか？ある場合には、具体的な内容をお聞かせ

下さい。 

 

ヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・米国では、発明の外延が不明確になる、狭く解釈されるという懸念がある。 

・米国では、発明該当性のところで判断が割れるケースがある。徐々に改善されてい

ると感じるが、ガイドライン等も改訂が進み、そのキャッチアップが大変ではある。

そろそろ収束して欲しいと思う。 

・データの出力形態に特徴があるような発明だと、35 U.S.C. §101で拒絶される可能性

が高い。日米の審査のばらつきを懸念している。 

・35 U.S.C. §101のガイドラインの変化が大きく、従前は拒絶理由に該当しないとされ

ていた記載が、改訂後に拒絶理由に該当してしまうケースが発生しており、困ってい

る。 

 

（M3） 

コンピュータソフトウエア関連発明に関して、近年の欧州特許庁での審査に関し

て、問題・懸念等はありますでしょうか？ある場合には、具体的な内容をお聞かせ

下さい。 

 

ヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・欧州では、発明の外延が不明確になる、狭く解釈されるという懸念がある。 

・欧州では、技術的性質を重視しているが、出願人が特許で保護したいのは技術的性

質部分だけではない。 

・操作する人の効率改善など、非技術的課題を記載すると保護対象ではないとして、

拒絶される可能性が高い。日欧の審査のばらつきを懸念している。 
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（M4） 

コンピュータソフトウエア関連発明に関して、近年の中国特許庁での審査に関し

て、問題・懸念等はありますでしょうか？ある場合には、具体的な内容をお聞かせ

下さい。 

 

ヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・中国特許庁での審査に、特に問題等はない。 

 

（M5） 

コンピュータソフトウエア関連発明に関して、近年の韓国特許庁での審査に関し

て、問題・懸念等はありますでしょうか？ある場合には、具体的な内容をお聞かせ

下さい。 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・韓国特許庁での審査に、特に問題等はない。 

 

 

 機能的クレームに対する審査アプローチについて 

 

（N1） 

コンピュータソフトウエア分野に限らず、機能クレームに対して、どのようなアプ

ローチを取ることが好ましいと考えますか？ 

 

［アプローチの例］ 

（SI）機能的表現を認めない 

（S2）機能的表現を認めるが、その機能を実施例やその均等物に限定して解釈する

（米国におけるミーンズ・プラス・ファンクション） 

（S3）機能的表現を認めるが、機能的表現固有の記載要件を課す 

 

多数のヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・機能的表現を認めるが、機能的表現固有の記載要件を課す、というアプローチ

（S3）が好ましい。 

 

 この点に関して、具体的には、次の意見が挙げられている。 

・機能的表現は、認めてほしいと思う。ソフトウエアは、機能が本質であり、その機

能の実現手段として、実施形態にわざわざCPUやメモリを書くことに意味があること

なのか疑問に思うことがある。実施形態には「コンピュータで処理される」という程

度の記載で、記載要件や発明該当性を充足するくらいでも良いと思うこともある。 

・機能的クレームはクレームの外延が不明確になるため権利行使時の実行性に疑問が

残る。したがって、なるべく機能的クレームでなく、動作をクレーム化するようにし

ている。 

・（S1）では、プログラムがプロセッサで処理する発明は、機能的な表現になるの

で、ほとんど権利化できない。 

・（S1）は、機能的表現を全く認めないというのは、現実的に考えられない。 

・発明分野によって考え方は異なるが、コンピュータソフトウエア関連発明について

は、機能的に表現せざるを得ない面があり、（S1）は妥当でない。 
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・（S2）は、非常に限定的にクレーム解釈がなされるので、特許権が使いにくい。 

・（S2）が良いとはいえないが、少なくとも米国においては審査段階にてミーンズ・

プラス・ファンクション認定（35 US.C. §112(f)適用）することが明示されるため、権

利範囲の予見性が高いという利点がある。日本等においては、実施例に限定して審

査・登録されたのか不明であり、権利行使後に裁判所の判断を得るまで権利範囲が不

明確であるという問題がある。 

・（S2）は、もう少し広く解釈してほしいと思う。また、限定解釈回避のため、出願

時点で、すべての実施形態を盛り込むことは難しい。 

・日本において（S2）の権利解釈がされてしまうと、既存特許の権利範囲にも影響が

出るため好ましくない。 

・機械、構造系に多いが、構成としては同等なのに機能が違う場合があるため、機能

的表現で書かざるを得ない場合がある。したがって、少なくとも審査段階では機能的

クレームを認めて欲しい。 

・ソフトウエアは機能的表現をせざるを得ないため、（S1）は考えられない。クレー

ムは実施形態を表現するものではないので（S2）も妥当でないと考える。本来的なク

レームと明細書の役割に鑑みると（S3）が妥当と思われるし、経験上も（S3）で問題

ないように思う。 

・(S3)のアプローチでも、どのようにクレーム解釈したのかを、明確にした方がよい。

この方が、特許の法的安定性は図り易いと思われる。 

・消去法で（S3）を選択する。 

・（S3）が好ましい。 

・西暦2000年くらいには、審査官に「ハードウエアとソフトウエアの協働要件」が厳

格に判断され、ハードウエアを記載するプラクティスが良いとされていたと思う。そ

のようなことから、実施形態及びクレーム中にRAMやメモリを記載していたが、最近

の日本の審査では、そこまで要求されていないように感じている。一方、出願人とし

ては、どこまで実施例を記載すれば良いか判断が難しい。念のため、実施形態に、

CPUやRAM等のハードウエア構成を記載している。 

 

（N2） 

そのアプローチ（N1における回答）を取る場合、どのような記載要件を課すことが

好ましいと考えますか？ 

 

ヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・（記載要件ではないが）機能的クレームに対して、発明の成立性要件を課しても良

いのではないか。 

・権利者側か侵害者側かによって、好ましい記載要件は異なり、一概にはいうことは

困難である。 

・ソフトウエア関連発明については、具体的なハードウエア構成に関する記載を要求

する必要はないと考えている。 

・運用上は、広すぎる（広く解釈される）クレームを記載すると、特許になっても、

特許が無効になると思われる。 

・審査段階と侵害訴訟で、クレームの解釈に相違がなければ良い。依然として、この

相違がある印象を持っている。 

・現在の日本の運用に、あまり違和感はない。 

・ユーザ側として、より明確に運用されれば、使いやすい制度になると思う。 

・企業側の防衛という意味では、クレーム解釈の点で、何か明確になる要件がある方
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がいい。曖昧で広範な範囲になりそうなクレームには、文言に定義を入れさせる等、

発明の外延やクレームの範囲を明確にする要件である。 

・各国での審査の基準を統一的し、国際調和を図って欲しい。 

 

（N3） 

（S3）のアプローチを取る場合、どのような記載要件を課すことが適切であると考

えますか？ 

①実施可能要件に関し、クレームの機能的表現に対して、発明の詳細な説明で、

どの程度の開示を求めるのが適切か 

②サポート要件に関し、クレームの機能的表現に対して、発明の詳細な説明で開

示した具体的構成を、どの程度の拡張ないし一般化することを許容するのが適切か 

③明確性要件に関し、クレームの機能的表現に対して、どの程度厳しく、明確性

要件を判断するのが適切か 

 

ヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・記載要件こそ、各国のレベル合わせが必要であると思う。記載要件における価値観

は、国によらず、ある程度似たレベルに保てるのではないかと思う。 

・中国の記載要件レベルだと、厳しい印象があるので、それよりも厳しくない程度を

希望する。 

 

①実施可能要件に関する意見 

・クレームの表現及び技術常識のみで把握できない部分については、明細書に説明を

記載すべきである。 

・クレームが機能的クレームであり、実施例でも機能的な説明であれば実施可能要件

を認めるべきではないと思う。実施形態において機能主体（ハードウエア）、データ

の入出力、フローチャート等を明示するべきと考える。 

・実施可能要件として、当業者が機能を実現できる程度に、具体的に記載する必要が

ある。 

・実施可能要件について、「過度の試行錯誤」がどの程度なのかがわからない。技術

分野により異なるとは思うが、技術常識を参酌してどの程度を指しているのかがわか

らない。こういった基準が明確になると、企業側としてはやりやすい。 

・CS関連発明の場合、実施可能要件については、ハードウエア構成をしっかりと記載

せずとも、当業者であれば実施できるものも多くなっていると思う。審査基準が、も

う少し緩和されれば、明細書の記載でも、機能ブロック図とその説明程度で対応する

ことができると思う。 

・審査官の技術習熟度により判断に相違が生じるのであれば、出願人に釈明の機会を

与えて欲しい。 

・図面においてハードウエアとソフトウエアの機能ブロックをそれぞれ分けて記載す

るようにし、ソフトウエアの機能ブロックにおいて機能的表現をするようにしてい

る。機能・手段を実施しているのはどのハードウエアかを本来的には明確に記載すべ

きである。 

・サポート要件とも関連するが、構成と効果の間に論理的な飛躍があり、単なる願望

になってしまっている場合は実施可能要件が認められないと考える。クレームに記載

の発明の内容を確実に実現できる具体的な実施例を少なくとも一つは記載する必要が

ある。 

 



- 360 - 

 

 

②サポート要件に関する意見 

・実施可能要件とも関連するが、ある手段について、どのように実現するのかが明細

書の記載から不明であれば、サポート要件違反にすべきと考えられる。 

・サポート要件にしても明確性にしても、国ごとに違うため、検討が非常に難しい。 

・発明の認定（クレームの文言解釈／実施例限定）により、課されるサポート要件も

異なるべきである。上位概念的なクレーム表現の文言解釈であれば、当該表現を充足

するような具体的で複数の実施例を記載するべきである。 

・サポート要件については、クレームに対応する実施例を書くべきだと思っている。 

・課題との関連も考慮したサポート要件が課されるべきである。 

・クレームの各構成がどのように連携して機能を実現するかが読み取れれば明確性は

クリアでよいと考える。 

・パイオニア的な発明に係る特許出願であれば、1つの実施形態でも広いクレームでも

許容して良いと思う。一方、その発明の改良発明等、後発発明に係る特許出願が、少

ない実施例で広範なクレームである場合、もっと多くの実施形態を記載させるべきだ

と思う。 

・出願時に予見できず、明細書に記載していなかった技術に対して、特許権の権利範

囲が及ぶか否かの判断は難しい。例えば、AIが機能の一部を実施する場合等、出願時

に予見できないケースも出てきている。 

 

③明確性要件に関する意見 

・具体的な構成やデータの入出力の記載がなく、作用効果をクレームしたような願望

的なクレームは当然明確性なしと判断すべきと思う。 

・願望的なクレームとは、各構成の記載がないものである。一方、各構成が明確であ

り、構成間の関係を作用的に記載するものは、機能的クレームとして認めても良いと

思う。CS関連発明の場合、各構成とは、個々の情報だと思う。各情報の記載すらない

ものは不明確であり、各情報を明確にした上で情報間の関係を作用的に記載するもの

は、CS関連発明等の機能的クレームとして認めても良いと思う。 

・クレームの各構成がどのように連携して機能を実現するかが読み取れれば明確性は

クリアでよいと考える。 

・サポート要件と同様に、発明の認定にあわせて要件を課すべきである。 

・明確性要件がどこまでを要求しているのかが不明であり、基準を明確にして欲し

い。 

・明確性要件違反で拒絶査定になったことはあまりない。拒絶理由を打たれたとして

も軽微な補正で対応出来ている。 

・明確性要件については、コンピュータソフトウエアが無体物であり、造語がよく使

用されることもあるので、予見性担保のためにも、クレームは明確に記載する必要が

あると考えている。 
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（N4） 

コンピュータソフトウエア分野とその他の分野とを比較して、適切なアプローチや

記載要件は同じでしょうか？ 

コンピュータソフトウエア分野は、クレームの機能的表現に対して、適切なアプロ

ーチ又は記載要件が他の分野と異なると考えている場合には、その内容と理由をお

聞かせください。 

 

ヒアリング対象者から、次の意見が挙げられている。 

・機械や化学等の分野であれば、明細書において具体的な構造や構造式を記載できる

はずだが、コンピュータソフトウエア分野においては、具体的に記載しても機能的な

記載にならざるを得ない場合があるので、その点では、記載要件は、他の分野と異な

るべきである。 

・そもそも、CS関連発明は、（内部処理の記載が必要なため）侵害立証のハードルが

高すぎて権利活用が難しく、審査段階だけでの議論が難しい。侵害訴訟でのクレーム

解釈等も含めて、検討すべきである。 

・ディスカバリー制度のような制度（立証容易にする制度）を制定した上で、そのバ

ランスで記載要件を検討すべきだと思う。 

・プログラム処理を論理回路等のハードウエアで実装することも考えられるが、その

ハードウエアでの実施形態もサポートするために、どの程度の記載が必要であるかが

分からない（「論理回路で実装してもよい」程度でよいのか否か）。プログラム処理

でも論理回路等でも実施できる発明については、プログラム処理の実装が先行し、論

理回路等の実装は後になる場合がある。プログラム処理の発明が完成した時点で出願

を行うが、この出願において未実装の論理回路等の構成も詳細に記載しなければなら

ないこととなると、実質的に、論理回路等のハードウエアを保護できなくなる。 

・例えば、機械分野において機能的表現をした場合は実施例限定解釈をするが、コン

ピュータソフトウエア分野においては、本来的に機能的表現となる分野であるため、

実施例限定解釈しないというように、分野毎に基準を分けることも案としては考えら

れる。 

・構成要件の全てを機能的表現にするのではなく、ある程度クレームに具体的構成を

記載したうえで、一部に機能的表現を用いるような記載が好ましいと考える。 

・仮に機能的表現を認めないとすると、出願のハードルが上がって出願件数が減少す

る可能性や、権利化後に細かな差異により容易に侵害回避される等の問題もあるた

め、機能的クレームが必要であると考えられる。 

・日本の審査において、審査官毎に判断のばらつきがある印象があり、その都度、通

知された拒絶理由に対して、個別に対応を検討している状況である。 

・機械、構造系には、構成としては同等なのに機能が違う場合があるため、機能的表

現で書かざるを得ない場合があるが、コンピュータソフトウエア分野においては、突

き詰めていけば機能的表現でなくハードウエアの動作として表現することが可能であ

り、そのように記載することが望ましいと考える。  
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 海外質問票調査 
 

 海外質問票調査の概要 
 

 実施の方法 

 

 質問票を米国、欧州、中国、韓国、英国、ドイツにおいてCS関連発明の知見を有す

る現地法律事務所6者へ送付し、回収した質問票から各国のCS関連等の特許保護の制

度・状況に難する情報について整理・分析した。 

 

 質問項目 

 

海外質問票調査での質問項目は、次の【図表－Ⅲ．２．（１）（ⅳ）】に示すとおり

である。 

 

 

記載要件等 CS 関連発明等 

CS 関連発明等における 

機能的クレームの定義等について 

米国での CS 関連発明等における 

機能的クレームの保護について 

機能的特許クレームの保護について 
欧州での CS 関連発明等における 

機能的クレームの保護について 

機能的クレームに適用される記載要件

等について 

英国での CS 関連発明等における 

機能的クレームの保護について 

CS 関連発明等の機能的クレームの審査

段階での判断基準について 

ドイツでの CS 関連発明等における 

機能的クレームの保護について 

CS 関連発明等の機能的クレームの記載

要件等についての工夫 

中国での CS 関連発明等における 

機能的クレームの保護について 

AI関連、IoT 関連、及び BM 関連のク

レームに関する実務上、経験上の工夫 

韓国での CS 関連発明等における 

機能的クレームの保護について 

CS 関連発明等の機能的クレームに関する情報 

法律や審査基準等の歴史的変遷につい

て 
特許明細書に関する留意点について 

法律や審査基準等の今後の動向につい

て 
制限及び留意点について 

審決や判決の歴史的変遷について 
権利行使の観点からの 

クレームの書き方について 

主な論点と判断方法 参考文献について 

最近の審査実務の傾向や変化について 問題点等、全般について 

拒絶理由とその解消方法について 
EU や欧州統一特許裁判所等の動向につい

て 

その他 

CS 関連発明等のうち、学習済みモデルを含む AI関連の発明の限定について 
 

【図表－Ⅳ．２．（２）】海外質問項目  
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 海外質問票調査結果の概要 
 

 米国 

 

米国についての海外質問票調査では、現地法律事務所から、以下の回答があった。 

 

 
 

 機能的クレーム全般に関し、海外質問票調査では、次の回答があった。 

 

機能的クレーム全般に関する回答 

法的 

知見 

［Q1-1-2］ 

米国特許審査手続マニュアルによれば、「クレーム用語は、「それが何

であるかによってよりもむしろ、それが何を行うかによって」の特徴を詳

述している場合には、機能的なものである。」と規定されている。 

実務的 

知見 

［Q3-4-3］ 

CS関連発明をカバーした機能的クレームの限定の使用によって、35 

U.S.C. §112(b)で規定する不明確性において、クレームの厳格な審査がはじ

まる。ただし、リスクがあるにもかかわらず、純粋に構成上の限定を記載

したクレームよりも、より広範なクレームを得るために、クレームにおい

て機能的な文言が使われる場合がある。 

［Q3-1-3］ 

機能的なクレーム文言により、特許権者は発明を広く主張することがで

きる。ただし、機能的なクレーム文言を使用すると、実施可能要件を欠く

として出願が無効になる場合がある。 

実務的 

知見 

［Q7-6］ 

35 U.S.C. §112(f)がクレームの限定要素に適用される場合、この限定要素

は、明細書に記載されている対応する構成、材料或いは動作、及びその均

等物を網羅すると解釈される（35 U.S.C. §112(f)）。「コンピュータ実装機

能の35 U.S.C. §112(f)クレームに対応する構成は、明細書に開示されている

アルゴリズムである。」・・・したがって、機能的に記載されたクレーム

の用語が35 U.S.C. §112(f)に基づいて解釈されたとしても、クレームされた

機能を実行するのに十分な構成を明細書が開示している限り、特許実務者

は35 U.S.C. §112(b)の拒絶を回避することができる。 
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 CS関連発明等の機能的クレームの実施可能要件に関し、海外質問票調査では、次の

回答があった。 

 

実施可能要件に関する回答 

実務的 

知見 

［Q5-1］ 

実施可能要件を満たすために、特許権者は明細書のクレームの各機能的

限定を具体的かつ客観的に説明する必要がある。機能的限定のいずれかが

特定の装置の使用を必要とする場合、明細書はその装置を明確に規定する

必要がある。ほとんどの場合、機能的限定には方法又は一連の手順が含ま

れる。このような場合、コンピュータが実行するプログラムされたステッ

プ、アルゴリズム、又は手順の少なくとも1つを含めることが不可欠であ

る。これは、各機能的限定を説明する機能ブロック図を含めることで最も

簡単に実行できる。 

［Q5-1］ 

CS関連発明の場合、特許実務者は、クレームの各態様を実行するのに必

要なハードウエアコンポーネント（例：プロセッサ、メモリなど）を含む

ようにして明細書において発明を説明する必要がある。さらに、明細書に

は機能ブロック図を含め、発明の各ソフトウエアコンポーネントがどのよ

うに相互に関連するかを説明する必要がある。 

 

 
 

 CS関連発明等の機能的クレームのサポート要件に関し、海外質問票調査では、次の

回答があった。 

 

サポート要件に関する回答 

実務的 

知見 

［Q5-2］ 

機能的クレームに付随する明細書に開示されている実施形態が多ければ

多いほど、クレームに対するサポート要件を満たすと判断される可能性が

高くなる。したがって、特許実務者は、クレームされた発明の実施形態を

可能な限り多く開示することを目指すべきである。サポート要件を満たさ

ないとして35 U.S.C. §112(a)に基づき拒絶されることを回避するために、特

許実務者は、最低限の目的として、機能的限定の結果を達成する1つの方法

を十分に説明する必要がある。 

［Q3-2-3］ 

サポート要件は、実施可能要件に類似している。主な違いは、サポート

要件は、出願人が発明の所有を証明したかどうかを問うのに対して、実施

可能要件は、出願人が発明を達成する（すなわち、実施可能にする）のに

十分な構成を開示したかどうかを問うことにある。双方ともに、フローチ

ャート又はブロック図で示されたアルゴリズム／各手順を特定したプロセ

スの十分な説明で満たすことができる。 
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CS関連発明等の機能的クレームの明確性要件に関し、海外質問票調査では、次の回

答があった。 

 

クレームの明確性要件に関する回答 

法的 

知見 

［Q5-3］ 

機能的クレームに対する112(b)に基づく明確性の要件には、112(a)に基づ

く実施可能要件に適用されるものよりも厳しい基準を適用する 

実務的 

知見 

［Q5-3］ 

特許権者が、明確性要件を満たすための方法は2つある。第1の方法は、

特許権者が§112(f)の問題が発生することを回避できるクレームをドラフト

することである。・・・第2の方法は、特許権者が、112(f)の適用を受ける

おそれがあるクレームについて、明確性をより高い水準で満たすに足る十

分に詳細な説明を明細書に含めることである。 

［Q3-3-3］  

実施可能要件及び記載要件と同様に、アルゴリズム及びフローチャート

は、クレームの機能的表現を使用する際の、不明確による拒絶を防ぐのに

役立ちます。 

 

 
 

 AI関連発明に関し、海外質問票調査では、次の回答があった。 

 

IoT／AI関連発明及びBM関連発明に関する回答 

法的 

知見 

［Q6-1］ 

米国ではAI関連発明にそれ自体の制限はない。ただし、35 U.S.C. §101に

基づく特許保護適格性は、発明に対するクレームが抽象的概念に関するも

のであってはならないことを要求している。 

実務的 

知見 

［Q6-1］ 

AI関連発明を対象とするクレームは、クレームが「実用的なアプリケー

ション」を開示している場合、抽象的概念と解釈されることを回避でき

る。実用的なアプリケーションには、コンピューティングシステムのパフ

ォーマンスの改善が含まれる。これは、（1）トレーニングデータの新しい

収集手法の開示、（2）データを「機能」にマッピングする新しい方法（モ

デルの実際の入力）、（3）新しいトレーニング手法、（4）トレーニング

済みモデルにデータ又は機能を提供する新しい方法、（5）AIモデルからの

出力を処理又は解釈する新しい方法など、さまざまな方法で示すことがで

きる。 

［Q6-1］ 

新しい機械学習方法を含むAI関連発明は、そのようにクレームされ、米

国で特許保護を受けることができる。新しい機械学習技術をクレームする

場合、特許実務者は、機械学習方法を完了するための段階的なプロセス

と、段階的なプロセスの各々の機能的限定を示すフロー／ブロック図を開

示する必要がある。 
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［Q6-3］ 

新しい機械学習モデル（例えば、新しい機能を備えた機械学習モデル）

は、コンピュータ技術の改善を提供するため、特許適格性を満たす対象と

なる可能性がある。コンピュータ技術の改善を反映したクレームを作成す

る必要がある。モデル自体が目新しいため、できるだけ多くの技術的な詳

細を含めることが有益な場合がある。特許実務者は、モデルの実用化（計

算効率の改善など）に焦点を当てて、機械学習モデルの新規性を広く規定

する独立クレームをドラフティングする必要がある。独立クレームの後に

は、それぞれ機械学習モデルの少なくとも1つの機能の技術的詳細に焦点を

当てた多数の従属クレームが続く必要がある。「非常に詳細で高度に技術

的なクレームを1つ含めると、少なくともそのクレームの特許保護適格性を

主張する際の勝率が向上する。」 

 
 

 

 2019年の審査ガイダンスに関し、海外質問票調査では、次の回答があった。 

 

2019年の審査ガイダンスに関する回答 

法的 

知見 

［Q4-2］ 

2019年の審査ガイダンスの目的は、審査官が、特許権行使事件の連邦裁

判所と同じ方法で審査中に機能的クレーム表現を解釈できるようにするこ

とである。 

実務的 

知見 

［Q4-1-2］ 

2019年の審査ガイダンスの発行前に、連邦巡回控訴裁判所は、推定され

たCS発明のクレームが、明細書において適切に構成上のサポートがされる

ことなく過度に広範に、機能的にクレームする傾向があると判決を下し始

めた。 

［Q4-1-3］ 

2019年の審査ガイダンスでは、重視すべき点を、CS発明に対する特許保

護適格性要件から、機能的にクレームされたCS発明に対する実施可能要

件、記載要件、及び明確性要件へシフトさせている。ただし、このガイダ

ンスが審査にどのように影響するかは未だ分からない。 
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 欧州 

 

欧州についての海外質問票調査では、現地法律事務所から、以下の回答があった。 

 

 
 

 機能的クレーム全般に関し、海外質問票調査では、次の回答があった。 

 

機能的クレーム全般に関する回答 

法的 

知見 

［Q1-1-2］ 

欧州特許庁の審査ガイドラインでは次のように記載している：「ある特

徴についての一つの実施例が明細書に掲げられているに過ぎない場合であ

っても、当該技術の当業者である読み手がそれと同じ機能に対して他の手

段を用いることが可能であると認識することができれば、クレームにおい

て、その機能に関する特徴、すなわち、機能的特徴として広く規定するこ

とができる」（F部第IV章6.5）。欧州特許庁の審査ガイドラインのこれと

同じセクションでは、出願の内容が「代替手段の想定がなく、機能が特別

な方法で実施されるべきものである」との印象を与える場合、機能的クレ

ーム文言は適切でない、とも記載している。 

 

 
 

 CS関連発明等の機能的クレームの実施可能要件に関し、海外質問票調査では、次の

回答があった。 

 

実施可能要件に関する回答 

法的 

知見 

［Q3-1-2］ 

審判部は、審決T 0292/85において、原則的に機能的特徴は「少なくとも1

つの方法が明確に表示されており、それにより当該技術の当業者が発明を

実施できるのであれば、十分に開示されている」と判断した。機能的特徴

を有する特定の変更例の利用可能性が開示されていなくても、明細書の開

示又は当業者の一般常識に基づいて変更例が当業者にとって解る場合に

は、実施可能要件での問題とはならない。 
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 CS関連発明等の機能的クレームのサポート要件に関し、海外質問票調査では、次の

回答があった。 

 

サポート要件に関する回答 

実務的 

知見 

［Q5-2］ 

クレームが機能的特徴を備えている場合、明細書は、機能を実行する1つ

以上の手段が利用可能であり、この手段をどのように用いるかについて

「合理的に明確」にしなければならない。原則的に、機能的特徴は、他の

構成部品で代用して同じ機能を実行できることが当該技術の当業者にとっ

て明白である限り、たとえ1つの実施例によってサポートされる場合でも許

容されてよい（審査ガイドラインのF部第IV章6.5）。実際には、代替手段

を用いて機能を実施できることを出願が確実に伝えるには、機能を達成す

る実施例を明細書に2つ以上含めることが好適である。 

 

 
 

CS関連発明等の機能的クレームの明確性要件に関し、海外質問票調査では、次の回

答があった。 

 

クレームの明確性要件に関する回答 

実務的 

知見 

［Q5-3］ 

あるクレームが特別な意味を持つ用語を備えている場合には、クレーム

を明確にするために、その用語の定義は当該のクレーム自体から生じるべ

きである。この原則は、機能的特徴を備えたクレームを含むクレーム全体

に当てはまる。この原則はT 1722/06で確立されたものであり、T 1722/06で

は「クレームに採用された用語に特別な意味が当てはまる場合には、

EPC84条の要件を満たすために、その用語の定義は当該のクレームの表現

自体から生じなければならない」と述べられている。過去の審決T 0049/99

には、「明確性がクレーム要件であるため、クレームの表現における明確

性の欠如は、クレームが定義しようとする技術的主題を理解する上で明細

書及び図面が読み手の役に立つという事実から修正されるものではない」

と述べられている。 
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IoT／AI関連発明及びBM関連発明に関し、海外質問票調査では、次の回答があっ

た。 

 

IoT/AI関連発明及びBM関連発明に関する回答 

実務的 

知見 

［Q6-1］ 

欧州特許庁においてソフトウエアの保護を得ようとする場合、出願人

は、クレームが技術的課題を解決することを示す必要があり、技術的課題

は技術的実施又は技術的適用に関連して定義できる。そのため、AI関連発

明のクレームでは、クレームが技術的適用又は技術的実施における技術的

課題を扱うように考慮されたものであれば、学習方法へのクレームの許可

を得られるかもしれない。 

［Q6-1］ 

 学習方法は、実施に関連した技術的課題を示唆しているかもしれない。

このようなクレームをサポートするためには、明細書が、ソフトウエアが

どのようにハードウエアと相互作用するかを明確に詳述し、あらゆる利点

を明瞭に説明していることが推奨される。学習中におけるシステムでのデ

ータの流れを示す図面を含めることは有用である。この図面は、例えば、

学習プロセス、データの格納場所、学習中にメモリからデータにアクセス

される回数などを示す。 

［Q6-1］ 

学習済みモデルを、ガイドラインから引用した上述のリストと類似の用

途に使用する場合には、学習方法は、技術的用途に関連した技術的課題を

示唆しているかもしれない。このような状況では、学習モデルへの入力と

して実環境データを用いたステップをクレームに含めることが推奨され

る。このようなクレームのプロダクトは学習済みモデルであり、ここで、

学習済みモデル自体は技術的課題を解決しないとする議論がある。これに

対応するために、機械学習のクレームに加えて、新規の学習方法に従って

学習された学習済みモデルを用いる方法に関するクレームを含めることが

賢明である。 

［Q6-4］ 

技術的課題を扱っていないとして審査官がクレームを拒絶した、学習済

みモデルに関する多数の判例がある。 

［Q6-9］ 

方法を、ネットワーク全体とは対照的に、ネットワーク内の1つのデバイ

スによって実行されるようにクレームすることで、侵害訴訟手続き中に出

願人にとってより強力な特許となる。このようなクレームは、「少なくと

も1つのノードからデータを受信するステップ」、「処理されたデータを少

なくとも1つのさらなるノードに提供するステップ」と言及することにより

達成できる。又、欧州特許庁はソフトウエアを備えた媒体を非一時的な媒

体に限定するために必要でない「ダウンロード信号」に対するクレームも

許容するだろう。 
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 欧州特許庁審査ガイドラインに関して、海外質問票調査では、次の回答があった。 

 

欧州特許庁審査ガイドラインに関する回答 

実務的 

知見 

［Q14-1］ 

審査ガイドライン改正は毎年行われている。改正の性質は、技術審査部

によって決定が為された日付、及びこれらの決定の重要性といった要因に

より異なる。したがって、次回の改正がコンピュータソフトウエア関連発

明又は機能的クレームに影響を及ぼすかどうかについて正確にコメントす

ることは困難である。次回のガイドライン改正は2020年11月に予定されて

いる。我々は、コンピュータソフトウエア関連発明に関する最近の決定に

ついて承知しており、これらは次年度版の審査ガイドラインに含まれる可

能性が高い。 

 

 

 英国 

 

 
 

 機能的クレーム全般に関し、海外質問票調査では、次の回答があった。 

 

機能的クレーム全般に関する回答 

法的 

知見 

［Q1-1-2］ 

UKIPO’s Manual of Patent PracticeのSection 14.72には、機能的クレームに

ついて以下のように規定されている。：「クレームが機能的特徴又は望ま

しい結果によって定義されている場合、明細書には当業者への十分な指示

が提供されている必要があり、研究行為を実施することなく所望の結果を

達成することができるようになっていなければならない。・・・」 

 

 
 

 CS関連発明等の機能的クレームの実施可能要件に関し、海外質問票調査では、次の

回答があった。 

 

実施可能要件に関する回答 

法的 

知見 

［Q3-1-1］ 

英国特許法（1977 年法）には、一般にクレームには適用されないような

機能的クレームに特有の実施可能要件の特段の要件は含まれていない。た

だし、Manual of Patent Practice（他の特許庁の審査ガイドラインに相当）

は、機能的クレーム文言を明示的に規定している。 
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 CS関連発明等の機能的クレームのサポート要件に関し、海外質問票調査では、次の

回答があった。 

 

サポート要件に関する回答 

実務的 

知見 

［Q5-2］ 

クレームがその機能に関して特徴を広く定義している場合、発明の詳細

な説明には理想的にはそのような特徴の複数の例を含める必要がある。発

明の詳細な説明に単一の例のみが含まれる場合、同じ機能に他の手段を使

用できることが当業者には明らかでなくてはならず、そうでない場合、機

能的特徴のサポートが不十分であるとみなされる場合がある。 

 

 
 

CS関連発明等の機能的クレームの明確性要件に関し、海外質問票調査では、次の回

答があった。 

 

クレームの明確性要件に関する回答 

実務的 

知見 

［Q5-3］ 

達成される結果によって定義される機能的クレームの特徴は、次の場合

にはクレームに含めるべきではない。 

a）その特徴が、クレームの範囲を不当に限定することなく、より正確に記

載され得る場合；又は 

b）その機能を発明の詳細な説明で指定される試験又は手順であって、単純

な試行錯誤のみを含む試験又は手順によって、直接かつ積極的に検証する

ことができない場合。 

これらの状況のいずれかが起きた場合、クレームの特徴に明確性が欠け

ていると見られる場合がある。 
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IoT／AI関連発明及びBM関連発明に関し、海外質問票調査では、次の回答があっ

た。 

 

IoT／AI関連発明及びBM関連発明に関する回答 

法的 

知見 

［Q6-1］ 

 英国では、コンピュータソフトウエアに関する全ての出願について、ク

レームが除外された主題に関連していないことを証明する必要がある。英

国知的財産庁はこの点に関して非常に厳格である。 

現在適用されているテストは、Aerotel Ltd v.Telco Holdings Ltd&Ors Rev 1 

2007 RPC 7の判決によるAerotel/Macrossanテストである｡4段階のテストは以

下のとおりである。：  

（1）主張を適切に解釈する。 

（2）実際の貢献を特定する。 

（3）除外された主題のみに該当するかどうかを検討する。 

（4）実際の貢献又は主張された貢献が実際に技術的なものであるかどうか

を確認する 

実務的 

知見 

［Q6-2］ 

（AI関連発明について）入力及び出力を定義することで、入力及び／又

は出力がモデルを特定技術分野での動作に限定すれば、特許性の確立のた

めに役立つ可能性がある。 

 

 

 ドイツ 

 

ドイツについての海外質問票調査では、現地法律事務所から、以下の回答があっ

た。 

 

 
 

 機能的クレーム全般に関し、海外質問票調査では、次の回答があった。 

 

機能的クレーム全般に関する回答 

法的 

知見 

［Q1-1-2］ 

ドイツ判例法によれば、機能的クレーム文言は、特定の効果又は特性を

有するあらゆる手段を包含する。 

［Q1-1-3］ 

特定の効果又は特性を有する全ての手段を包含する機能的クレーム文言

において、該手段は明細書に記載されている具体的な手段に制限されな

い。 
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 CS関連発明等の機能的クレームの実施可能要件に関し、海外質問票調査では、次の

回答があった。 

 

実施可能要件に関する回答 

法的 

知見 

［Q3-1-2］ 

機能的クレーム文言に関連して§34(4) PatGが具体的に意味するところ

は、明細書がクレーム範囲全体にわたって発明を実施できるように、十分

に明確かつ完全でなければならないことである。ドイツ特許商標庁のガイ

ドラインによれば、明確かつ完全な開示の要件は、機能的定義により包含

されるすべての認識可能な変化形態の実現方法に関する記述を明細書に含

めることは要求していない。少なくとも1つの実行可能な方法が当業者に開

示されていれば十分である。 

 

 
 

IoT／AI関連発明及びBM関連発明に関し、海外質問票調査では、次の回答があっ

た。 

 

IoT／AI関連発明及びBM関連発明に関する回答 

実務的 

知見 

［Q6-1］ 

この質問は、学習方法からのみ定義できる発明のクレームをどのように作

成すべきか、及び後に生じる侵害に備えて（学習は一度だけ行われ、かつ

その特許が有効である国以外で実行され得るため）、有効なクレームをど

のように作成すべきかという問題であると考える。ドイツの判例法によれ

ば、特許の技術的効果が、その特許が有効な国に直接もたらされる場合、

少なくとも部分的に、場合により全面的に外国で実行される方法の侵害が

正当化されると認識している。そのため、簡潔に答えれば、方法クレーム

は、このような場合にも有効であり得る。加えて、学習方法の使用に関す

るクレーム、及び／又は学習方法の結果を機器（学習が行われた国とは別

の国にある可能性があります）に実装することに関する少なくとも従属ク

レームを定義することが推奨される場合がある。学習の態様及び学習済み

モデルを含むシステムクレームも、間接侵害の場合に有益となる可能性が

あり、そのため、そのようなクレームを含めることも推奨される場合があ

る。 
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 中国 

 

 
 

 機能的クレーム全般に関し、海外質問票調査では、次の回答があった。 

 

機能的クレーム全般に関する回答 

法的 

知見 

［Q1-1-2］ 

中国専利審査指南（2020年）第二部分第2章第3.2.1節 

「通常、製品の請求項では、機能的又は効果的特徴を用いて発明を限定

することはなるべく回避すべきである。ある技術的特徴が構成上の特徴に

よっても限定できない、又は技術的特徴が構成上の特徴によって限定する

よりも、機能的又は効果的特徴を用いて限定するほうがより適切であり、

かつ該機能又は効果は明細書に定めた実験又は操作又は所属技術分野の常

用手段により直接的かつ肯定的に検証できる場合に限り、機能的又は効果

的特徴を用いて発明を限定することは許され得る。」 

［Q1-1-2］ 

最高人民法院による特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用

の若干問題に関する解釈（II）（2016年）の第8条： 

「機能的特徴とは、構造、成分、手順、条件又はその間の関係などにつ

いて、それが発明創造において果たす機能又は効果を通じて限定を行う技

術的特徴をいう。ただし、当該分野の一般的な技術者が請求項の閲読のみ

を通じて、前述の機能又は効果の具体実施形態を直接かつ明確に確定でき

る場合はこの限りでない。」 

［Q1-1-3］ 

中国専利審査指南では、コンピュータ関連発明の機能的限定には、他の

技術分野の機能的限定と異なる意味がある。前者は、プログラムモジュー

ルとみなされる一方、後者は、機能を実行することができるすべての手段

を含む。 

［Q1-1-3］ 

司法解釈（2016年）では、当業者によるクレーム文言の理解の方法に基

づいて機能的限定を区別している。これは、コンピュータ関連発明におけ

る機能的限定をより柔軟に説明するものである。 
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 CS関連発明等の機能的クレームの実施可能要件に関し、海外質問票調査では、次の

回答があった。 

 

実施可能要件に関する回答 

実務的 

知見 

［Q5-1］ 

CS関連発明では、それが司法解釈の意味で「機能的限定」を伴うかどう

かに関係なく、方法について、コンピュータプログラムによって実行され

るすべての機能及びこれらの機能を完了する方法は、方法フローのステッ

プに従って詳細に説明される。方法に完全に対応する装置について、装置

の各構成要素及びそれらの関係を詳細に説明するべきである。構成要素に

は、ハードウエアだけでなく、コンピュータプログラムも含まれ得る。 

 

 
 

 CS関連発明等の機能的クレームのサポート要件に関し、海外質問票調査では、次の

回答があった。 

 

サポート要件に関する回答 

実務的 

知見 

［Q5-1］ 

「ソフトウエア+ハードウエア」のクレームをサポートするために、コン

ピュータプログラムフローとハードウエアとの両方を記述する明細書を作

成することが提案される。 

 

 
 

CS関連発明等の機能的クレームの明確性要件に関し、海外質問票調査では、次の回

答があった。 

 

クレームの明確性要件に関する回答 

実務的 

知見 

［Q5-3］ 

CS関連発明では、明細書よりサポート及び請求の範囲の明確性の要件を

満たすために、ハードウエアの改善に対して、司法解釈中の関連する解釈

原則に従って、機能的限定に対応するハードウエアの実施形態を詳細に記

載すべきである。 
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IoT／AI関連発明及びBM関連発明に関し、海外質問票調査では、次の回答があっ

た。 

 

IoT/AI関連発明及びBM関連発明に関する回答 

実務的 

知見 

［Q6-2］ 

中国特許庁は、AI関連発明に関するガイドラインを公開したばかりであ

るため、AI関連発明に関する特許審査及び法廷での特許権行使の実務は、

依然としてまだ実践中である。 

［Q6-2］ 

（AI関連発明について）一般的に、純粋なブラックボックスクレームは

推奨されない。また、入力及び出力は、抽象的なデータではなく、特定の

技術分野のデータであるべきである。例えば、入力及び出力は、純粋に

「データ」ではなく、「画像データ」でかまわない。 

［Q6-3］ 

（AI関連発明について）明細書では、技術的特徴及びアルゴリズム的特

徴が、その機能に関してどのように相互をサポートし、互いに相互作用

し、一緒に機能して有益な効果をもたらすかを示すべきである。例えば、

アルゴリズム的特徴が含まれる場合、抽象的なアルゴリズムを特定の技術

分野と組み合わせ、少なくとも1つの入力パラメータ及びそれに関連する出

力結果を特定の技術分野の特定のデータに関連付けるべきである。 

明細書では、品質、精度又は効率の改善、システムの内部性能の改善な

ど、従来技術と比較した発明の有益な効果を明確かつ客観的に述べるべき

である。ユーザの観点からユーザエクスペリエンスが客観的に改善される

場合は、それを明細書で説明することもできる 
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 韓国 

 

 
 

 機能的クレーム全般に関し、海外質問票調査では、次の回答があった。 

 

機能的クレーム全般に関する回答 

法的 

知見 

［Q1-1］ 

韓国の特許法及び関連法規では、機能的クレームの定義を規定していな

い。・・・判例では、「機能的クレーム」という表現の代わりに「機能的

表現で記載したクレーム」という表現を用いており、これは「特許クレー

ムの範囲が通常の構造、方法、物質などではなく、機能、効果、性質など

の、いわゆる機能的表現で記載」されたクレームを意味する。 

［Q4-2-1］ 

機能的クレームの解釈に関する判例が定立されてはいないが、侵害要件

の判断時には、明細書により限定解釈することによってクレームを狭く解

釈したものが大多数である一方、登録要件の判断時には、該当機能を行う

ことができる全ての構成を含むと解釈して進歩性を認めなかった事例があ

る。 

 

 
 

 CS関連発明等の機能的クレームの実施可能要件に関し、海外質問票調査では、次の

回答があった。 

 

実施可能要件に関する回答 

実務的 

知見 

［Q5-1］ 

関連判例と審査基準の内容を考慮すると、個々の技術的手段がいかなる

機能をするかと、これらが互いにいかなる関連性で作用して、その課題を

解決するかなどを、当業者が出願時の技術常識と発明の説明と図面の内容

に基づいて容易に実施できるように、具体的に記載することが望ましい。 

 

［Q5-1］ 

 特に、発明の説明でクレームに記載された発明の機能を実現するハード

ウエア又はソフトウエアを単純に「機能ブロック図（block diagram）」又

は「フローチャート（flow chart）」だけで表現しているだけで、他の具体

的な記載がない場合には、実施可能要件に違反すると判断され得るので、

手順又は機能をハードウエア又はソフトウエアでどのように実行又は実現

するかと関連して、各機能部乃至は手順の具体的な機能と相互関連性を発

明の説明に具体的に記載する必要がある。 
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 CS関連発明等の機能的クレームのサポート要件に関し、海外質問票調査では、次の

回答があった。 

 

サポート要件に関する回答 

実務的 

知見 

［Q5-2］ 

審査基準の関連内容を考慮すると、機能的表現の意味が明確に理解でき

るように発明の説明と図面に関連内容を具体的に記載することが望まし

い。特に、発明の詳細な説明に開示された内容をクレームの範囲に記載さ

れた発明の範囲まで拡張乃至一般化することができない場合に該当し、そ

のクレームの範囲が発明の詳細な説明によってサポートされると見られな

い場合には、特許法第42条第4項第1号の規定に違反すると判断され得るの

で、発明の説明及びクレームを作成するとき、注意する必要がある。 

 

 
 

CS関連発明等の機能的クレームの明確性要件に関し、海外質問票調査では、次の回

答があった。 

 

クレームの明確性要件に関する回答 

実務的 

知見 

［Q5-3］ 

審査基準の関連内容を考慮すると、機能的表現の意味が明確に理解でき

るように、発明の説明と図面に関連内容を具体的に記載することが望まし

い。また、今後、機能的表現が過度に広く解釈されることによって無効に

なる場合に備え、従属項には当該機能を達成するのに必要な具体的な内容

を限定して記載することが望ましい。 

［Q5-3］ 

 発明のカテゴリーは、方法の発明又は物の発明として記載することがで

き、ここで物の発明の場合には、装置クレーム以外にプログラム記録媒体

クレーム、データ記録媒体クレーム、媒体に格納されたコンピュータプロ

グラムクレームが許容される点に留意し、多様なカテゴリーで発明を記載

することが望ましい。 
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 IoT／AI関連発明及びBM関連発明に関し、海外質問票調査では、次の回答があっ

た。 

 

IoT/AI関連発明及びBM関連発明に関する回答 

法的 

知見 

［Q6-1］ 

現在、韓国にAI関連発明特有の審査基準は設けられておらず、関連判例

も蓄積されておらず、機械学習に関するクレーム乃至は明細書の記載が許

容されるか又はどのように解釈されるか不明確である。 

ただし、審査基準の「CS関連発明」部分では、発明の成立性が認められ

る事例として下記のクレームを例示している。 

実務的 

知見 

［Q6-2］ 

もしクレームが特定データの集合において、入力と出力及びその関係の

みで記載されているならば、発明の成立性要件に違反すると判断される可

能性がある。したがって、クレームには、 入出力間の関係に基づいた出力

データへの変換に関する具体的な構成などを記載することが望ましい。ま

た、必要であれば、入力データの収集などに関する具体的な構成を記載す

る場合、発明の成立性要件の判断時に役立つ。 
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 海外質問票調査の回答 
 

 米国 

 

 

（Q1）CS関連発明等の機能的クレームの定義等について 

 

（Q1-1） 

CS関連発明等の機能的クレームの定義はありますか？ 

（Q1-1-1） 

「はい」の場合、特許法、ガイドライン、又はいずれかの判例法（case law）は機能

的クレーム文言の定義を規定していますか？ 

 

・機能的クレーム用語は、米国法、米国特許商標庁（「USPTO」）審査ガイダンス、

及び連邦判例法によって定義されている。 

 

（Q1-1-2） 

特許法、ガイドライン、又は判例法は、機能的クレーム文言をどのように規定して

いますか？ 

 

・米国特許審査手続マニュアルによれば、「クレーム用語は、「それが何であるかに

よってよりもむしろ、それが何を行うかによって」の特徴を詳述している場合には、

機能的なものである。」MPEP §2173.05(g)（2017年8月改訂第9版）（引用Swinehart,439 

F.2d 210,212（CCPA 1971）。 

 

（Q1-1-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・機能的クレーム、特にコンピュータの機能的クレームに関しては、米国ではU.S.C. 

Title35の2セクションに基づいて、検討される。この2セクションとは、35 U.S.C. §101

及び35 U.S.C. §112を指している。どちらのセクションも、機能的クレームを法的に定

義はしていない。むしろ、機能的クレームの用語の定義は、連邦裁判所（判例法）に

よって解釈された35 U.S.C§101及び§112の文言に基づいている。これらの解釈は、米国

特許審査ガイダンスに基づいて米国特許商標庁によりまとめられ、提供されている。 

 

  



- 381 - 

 

 

（Q2）機能的クレームの保護について 

 

（Q2-1） 

機能的クレームは特許として保護されますか？ 

（Q2-1-1） 

「はい」の場合、特許法、ガイドライン、又はいずれかの判例法は機能的クレーム

が特許として保護されることを規定していますか？ 

 

・特許法、ガイドライン、判例法は、機能的クレーム用語の許容性（acceptibility）に

ついて規定している。（例）MPEP §2173.05(g)を参照。「発明の一部を機能的用語で

定義することに本来的な誤りは何も存在しない。」（同上参照、Swinehart,439 F.2d 

210,212引用）。「機能的表現は、それ自体では、クレームを不適切にするものではな

い。」（同上参照）。 

 

「機能的クレーム（ミーンズ（又はステップ）・プラス・ファンクション・クレーム

の限定）の形式を明示的に許可している。」（MPEP §2173.05(g)参照）。また、35 

U.S.C. §112(f)では、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームを規定している。 

 (f) 組み合わせのクレームの要素 

組み合わせのクレームの要素は、特定の機能をサポートする構成、材料、又は動作の

記載なしに、当該特定の機能を実行するための手段又はステップとして表現でき、そ

のようなクレームは、明細書に記載されている対応する構成、材料或いは動作、及び

それらの均等物を含むものと解釈される。 

35 U.S.C. §112(f)（2011）。連邦判例では、この限定された形式から任意の形式へ機能

的クレームの使用を拡大している。MPEP§2173.05(g)（K-2 Corp.事件364を引用。「特許

出願人は、構成的又は機能的に装置の特徴を自由に引用できるが、機能的に（つま

り、それが何を行うかによって）要素を定義することを選択するにはリスクが伴う」

In re Scheiber事件365。 

 

  

                                                 
364 K-2 Corp. v. Salomon S.A.,191 F.3d 1356, 1363（Fed.Cir.1999） 
365 In re Scheiber, 128 F.3d 1473（Fed.Cir.1997） 
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（Q3）機能的クレーム用語の要件 

 

（Q3-1） 

機能的クレームに適用される実施可能要件（又は相当する要件）が、米国特許法、

米国特許審査ガイダンス又は判例に存在しますか？ 

（Q3-1-1） 

「はい」の場合、米国特許法、米国特許審査ガイダンス、又はいずれかの判例法

は、機能的クレームに適用される実施可能要件（又は相当する要件）について規定

していますか？ 

（Q3-1-2） 

米国特許法、米国特許審査ガイダンス、判例法は、機能的クレームに適用される実

施可能要件（又は相当する要件）をどのように規定していますか？ 

 

1．特許法 

 35 U.S.C. §112(a)では、米国特許法の実施可能要件の概略が規定されている。35 

U.S.C. §112(a)（2011）を参照。 

  (a) 一般 

明細書は、その発明の属する技術分野又はその発明と極めて近い関係にある技術分

野において知識を有する者がその発明を製造し、使用することができるような完全、

明確、簡潔かつ正確な用語によって、発明並びにその発明を製造、使用する手法及び

方法の説明を含まなければならず、また、発明者又は共同発明者が考える発明実施の

最良の形態を記載していなければならない。 

35 U.S.C. §112(a)（2011）。 

2．ガイドライン 

 米国特許審査手続マニュアルによれば、「特定のクレームが出願の開示によってサ

ポートされているか否かの分析には、その開示が、出願時に、当該技術の当業者がク

レームされる発明を製造及び使用することができることに関して、当該クレームの保

護対象について十分な情報を含んでいたか否かの判断を必要とする。」MPEP §2164.01

（2013年11月改訂第9版）。「明細書が実施可能要件を満たしているか否かの判断基準

は、当該発明を実施するために必要とされる実験は過度又は不当であるか、という質

問をとったMineral Separation事件366に関する最高裁判所の判決において固められた。

その基準は今もなお適用されるべきものである。」（同上参照）。 

 開示の妥当性の問題に対して理論的な基礎を確立するため、審査官は、当該技術の

当業者が過度の実験に頼ることなく発明を実施し使用することができないことを示す

ような開示の事実分析を示さなければならない。MPEP §2164.06(c)（2017年8月改訂第9

版）。CS関連発明においては、当業者は、発明を利用する技術分野におけるスキルを

有する者を含む場合がある（同上参照）。方法のクレームを分析する際には、審査官

は、クレームに記載された方法の発明を如何にして実施するかを十分教示しているか

を判断しなければならない（同上参照）。 

 「クレームがクレームされた機能を果たすための特別な構成に限定されていない場

合（つまり、機能的なクレーム文言を使用している場合）であって、35 U.S.C. §112(f)

を適用しない場合、機能的なクレーム文言は、通常、記載された機能を実行するあり

とあらゆる実施形態を網羅する、と広く解釈される。」MPEP §2161.01(III)（2017年8

月改訂第9版）。そのようなクレームは、詳述された機能を果たすすべての装置に及ぶ

ため、開示によって当該技術の当業者に対して提示される実施可能要件の範囲が、ク

                                                 
366 Mineral Separation v. Hyde 242 U.S. 261, 270（1916） 
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レームによって求められた保護の範囲に見合っているか否か懸念がある（同上参

照）。したがって、「広範なクレーム文言を提示する出願人は、当該クレームが十分

に実施できることを確実にしなければならない。」とされている（同上参照）。35 

U.S.C. §112(a)又は改正前35 U.S.C. §112(a)には、以下のように記載されている。「実施

可能要件に関する規定に適合する出願人による開示の不備に基づいて拒絶を行う際、

当該技術において通常のスキルを有する者が過度な実験に頼ることなくクレームされ

た発明をなし、かつ、使用することを可能にするために、開示の適切性にかかわる疑

問についての妥当な根拠を記録上に設定しなければならない。」（同上参照）。 

3．判例法 

 連邦巡回控訴裁判所は、以下を含むいくつかの判例において、実施可能要件につい

て説明している。 

 Vasudevan Software事件367において、裁判所は、相当な実験が必要とされる場合で

も、実験が日常的なものに過ぎないのであれば、又は問題の明細書には実験を進める

指針についてのしかるべき手引きの記載があるのであれば、クレームは十分実施可能

であると説明した（同上参照、684頁）。また、裁判所は過度の実験が必要な場合はク

レームが無効となることも強調した（同上参照）。 

 

 In re Wands事件368で裁判所は、実験が過度であるかどうかを判断する際に検討された

いくつかの要素を付記した（同上参照、737頁）。 

こうした要素としては、次の（1）～（8）が含まれる（同上参照）。 

要素： 

（1）実験の質、（2）記載の指針や手引きの分量、（3）作業見本の有無、（4）発明

の性質、（5）先行技術のレベル、（6）当業者の相対的スキル、（7）技術分野におけ

る予見性と非予見性、（8）クレームの範囲。 

 

 Trs. of Bos. Univ.事件369で裁判所は、発明の実施に必要な全てを開示する必要はな

く、例えば技術分野で周知のことを明細書で開示する必要はないと付記した370。 

 

（Q3-1-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・機能的なクレーム文言により、特許権者は発明を広く主張することができる。ただ

し、機能的なクレーム文言を使用すると、実施可能要件を欠くとして出願が無効にな

る場合がある。例えば、連邦巡回控訴裁判所で述べられているように、「特許権者

は、適用範囲全体にわたって実施可能でないクレームを失う危険のもと、広範なクレ

ームを選択する。」MagSil Corp. v. Hitachi Global Storage Techs., Inc. 687 F.3d 1377

（Fed.Cir.2012）事件371。実施可能要件は、過度の実験をせずに意図した結果を出すプ

ログラムを生成する際の当業者の高度なスキルと同様に高度な予見性により、コンピ

ュータ関連発明に特に関連している。Examining Computer-Implemented Functional 

Limitations for Compliance with 35 U.S.C. §112, 84 F.R. 57（2019年1月7日）［以下、

2019§112審査ガイダンス］クレームの審査を参照。 

（Q3-2） 

                                                 
367 Vasudevan Software, Inc. v. MicroStrategy, Inc., 782 F.3d 671（Fed.Cir.2015） 
368 In re Wands, 858 F.2d 731（Fed. Cir. 1988） 
369 Trs. of Bos. Univ. v. Everlight EleCS. Co., LTD., 896 F.3d 1357（Fed. Cir. 2018） 
370 Id. at 1364 
371 MagSil Corp. v. Hitachi Global Storage Techs., Inc. 687 F.3d 1377（Fed.Cir.2012） 
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機能的クレームに適用されるサポート要件（又は相当する要件）が、米国特許法、

米国審査ガイダンス又は判例に存在しますか？ 

（Q3-2-1） 

「はい」の場合、特許法、ガイドライン、又はいずれかの判例法は、機能的クレー

ムに適用されるサポート要件（又は相当する要件）を規定していますか？ 

（Q3-2-2） 

特許法、ガイドライン判例法は、機能的クレームに適用されるサポート要件（又は

相当する要件）をどのように規定しているか？ 

 

1．特許法 

 35 U.S.C. §112第1段落は、米国特許法における記載要件の概略が規定されている。35 

U.S.C. §112(a)（2011）を参照。 

 (a) 一般 

明細書は、その発明の属する技術分野又はその発明と極めて近い関係にある技術分野

において知識を有する者がその発明を製造し、使用することができるような完全、明

確、簡潔かつ正確な用語によって、発明並びにその発明を製造、使用する手法及び方

法の説明を含まなければならず、また、発明者又は共同発明者が考える発明実施の最

良の形態を記載していなければならない。 

35 U.S.C. §112(a)（2011）（強調を追加）。 

 

2．ガイドライン 

 米国特許審査手続マニュアルでは、複数のセクションにおいて記載要件の概略が規

定されている。特に、MPEP §2161.01, subsection Iでは、機能的クレームの限定に関す

る記載要件について規定されている。「35 U.S.C. §112(a)又は改正前35 U.S.C. §112第1

段落には、実施可能要件とは別の明確な記載要件が含まれる。」MPEP §2161.01, 

subsection I（2017年8月改訂第9版）。 

 明細書が記載要件に準拠しているかどうかの判断には、審査官が、クレームの範囲

と明細書の詳細な説明の範囲とを比較して、クレームに記載された発明を現実に行っ

たか否かを判断する（MPEP §2163(II)(A)(2)（2017年8月改訂第9版））。「クレーム

が、望まれる結果を特定した機能的な文言で発明が定義されていて、明細書には、ど

のように機能が実行されるか又は結果が達成されるのかが明らかに記載がされていな

い場合には、出願当初のクレームは、記載要件を欠く。」（MPEP §2163.03（2015年7

月改訂第9版））。ソフトウエアについては、「まったく説明されていないか、十分に

詳細に説明されていない（単にクレームに記載されている機能を簡単に説明するだけ

では必ずしも十分ではない）コンピュータの機能を実行するためのアルゴリズム又は

ステップ／手順」は、記載要件に欠ける（MPEP §2161(I)）。したがって、「機能を実

行するために採用されるアルゴリズム又はステップ／手順は、発明者が機能のどのよ

うに実行されるか意図したかを当業者が理解できるように十分に詳細に説明しなけれ

ばならない」（同上参照）。 

 コンピュータに実装された、ソフトウエア関連のクレームを審査するとき、審査官

は、明細書が、クレームされた機能を達成（実現可能に）するコンピュータ及びアル

ゴリズムを、出願時にクレームに記載された対象を発明者が所有していたと当業者が

合理的に結論づけることができように十分に詳細に記載しているかどうかを判断する

（するように教えられる）（同上参照）。明細書が、発明者がクレームされた結果を

達成する発明を所有していることを当業者に証明するのに十分な詳細なコンピュータ

及びアルゴリズムの開示を開示しない場合、サポート要件を欠くとする35 U.S.C. 
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§112(a)による拒絶は適切である（同上参照）。 

 

3．判例法 

 連邦巡回控訴裁判所は、多くの事件においてサポート要件について説明をしてい

る。 

例えば： 

 Ariad事件372で裁判所は、明細書の記載が「望ましい結果」に過ぎない場合、サポー

ト要件は充足されないとした373。 

裁判所は、「機能的クレームでは単に望ましい結果をクレームすることができ、結果

を達成するスピーシーズを詳述することなくそのようにクレームすることができる」

と説明した（同上参照）。 

ただし、「明細書ではクレームの結果を達成する包括的発明を出願人が作り出したこ

とを論証しなくてはならず、機能的に規定された属に対するクレームの十分な根拠と

なる種を出願人が発明したことを論証する必要がある」と説明した（同上参照）。 

 Vasudevan Software事件374では、サポート要件を充足するか否かを判断する基準を明

確にしている。具体的には、裁判所は記載が十分であるか否かの判断基準として、出

願時に発明者がクレームの主題を保有していたことを、開示内容が合理的な程度で当

業者に伝えているかどうかであると判断した。 

 

（Q3-2-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・サポート要件は、実施可能要件に類似している。主な違いは、サポート要件は、出

願人が発明の所有を証明したかどうかを問うのに対して、実施可能要件は、出願人が

発明を達成する（すなわち、実施可能にする）のに十分な構成を開示したかどうかを

問うことにある。双方ともに、フローチャート又はブロック図で示されたアルゴリズ

ム／各手順を特定したプロセスの十分な説明で満たすことができる。 

  

                                                 
372 Ariad Pharm., Inc. v. Eli Lilly and Co., 598 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2010)(en banc) 
373 Id. at 1349 
374 Vasudevan Software, Inc. v. MicroStrategy, Inc., 782 F.3d 671, 682 (Fed. Cir. 2015) 
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（Q3-3） 

機能的クレームに適用される明確性要件（又は相当する要件）が、米国特許法、米

国審査ガイダンス、又は判例法に存在しますか？ 

（Q3-3-1） 

「はい」の場合、米国特許法、米国審査ガイダンス、又はいずれかの判例法は、機

能的クレームに適用される明確性要件（又は相当する要件）を規定していますか？ 

（Q3-3-2） 

米国特許法、米国審査ガイダンス、判例法は、機能的クレームに適用される明確性

要件（又は相当する要件）をどのように規定していますか？ 

 

1．特許法 

 35 U.S.C. §112(b)では、米国特許法の明確性要件の概略が規定されている。35 U.S.C. 

§112(b)（2011）を参照。 

  (b) 結論 

出願人が自己の発明であると考える主題を特定しかつ明確に請求する1つ以上のクレー

ムで、明細書は終結しなければならない。 

35 U.S.C. §112(b)（2011）（強調を追加）。 

 

2．ガイドライン 

 米国特許審査手続マニュアルは、複数のセクションにおいて米国の明確性要件を規

定している。例えば、MPEP §2173（2013年11月改訂第9版）、§2181(III)（2017年11月

改訂第9版）を参照。 

特許審査官は、3つの分析の視点で、クレームが明確性要件を充足しないと判断する可

能性がある。 

 （1）クレームの機能を実現するためのアルゴリズムが明細書に開示されていない場

合、クレームに記載した特定用途コンピュータ関連クレームの限定は明確性要件を充

足しないと判断される可能性がある。 

 （2）アルゴリズムが明細書に開示されているが、そのアルゴリズムがクレームした

機能を全て実現するのに十分でない場合には、クレームの限定は明確性要件を充足し

ないと判断される可能性がある。 

 （3）クレームの用語が曖昧なため、クレームを35 U.S.C. §112(f)に基づき限定解釈す

るか否か前述した3つの分析の視点で判断することが出来ない場合には、クレームは明

確性要件を充足しないと判断される可能性がある。 

MPEP §2173.02（2017年8月改訂第9版）。 

アルゴリズムは、「論理的或いは数学的問題を解決するための一連のステップ、又

はある特定のタスクを実行するための一連のステップである」として定義される。

2019§112審査ガイダンス、84 F.R. 59を参照。 

 

3．判例法 

 連邦巡回控訴裁判所は、多くの事件において、機能的限定に関する明確性要件を説

明している。例えば： 

 機能的表現から生じる不明確性は、In re Swinehart事件375で最初に検討された。そこ

で裁判所は、クレームで機能的用語を使用するとクレームで包含される発明の主題の

範囲を明確に示すことができなく、不明確である場合があることを認めた。それから

                                                 
375 In re Swinehart, 439 F.2d 210（C.C.P.A. 1971） 
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45年後に、Nautilus事件376で最高裁判所は、35 U.S.C. §112(b)を「明細書や審査経過を参

酌して当業者に発明の範囲を合理的な程度の確からしさで知らせることを要求してい

る」と解釈した。 

 「機能的表現を採用したクレームは、機能的用語に対応するアルゴリズムを開示し

なければならない。」Net MoneyIN事件377。「クレームの機能に対応する特許権者が意

図する特定の構成を公衆に示す何かが開示されなければならない。」

Med.Instrumentation事件378。「明細書に特定の構成を記載するだけでは十分とは言え

ず、その構成がクレームの機能と対応する構成となるためには、その構成とクレーム

の機能との明白な関連付けがなければならない」（同上参照）。 

 裁判所は、客観的に検証可能でなければクレーム用語は明確とはなり得ないと説明

した。Datamize 事件379。「クレームの明確性は…当業者の技量レベルに左右される」

Allvoice Computing事件380を引用。「ソフトウエアのケースにおいて、．．．不明確との

判断を回避するには、明細書中のアルゴリズムは、クレームの結合を当業者が理解で

きるように適切に定義された構成を開示すればよい381。 

 発明が機能的にクレームされた場合、明細書には、［クレームの機能］である送信

機能を実行するアルゴリズムの開示がなければならない（Function Media事件382）。こ

の事件では、明細書に送信機能をサポートする構成の記載がないため、送信を機能的

に記載したクレームが不明確と判断された。送信機能を実現する物理的構成が不十分

であるとした。Triton Tech.事件383において、裁判所は、明細書中に、クレームの機能的

限定を実施可能にする特定のアルゴリズムを開示しなければならないことを明らかに

した。「どのように値を計算し、組み合わせ、測定するかについての限定がない」ア

ルゴリズムのクラスの開示があったとしても、クレーム一式を理解可能とするには不

十分であるとした384（同条参照1379項。Ibormeith IP事件385を引用）」。 

 35 U.S.C. §112(b)における明確性を示すのに必要な構成は、侵害の根拠となる被疑侵

害装置で有効なものでなければならない。Nazomi 事件386。 

 

（Q3-3-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・実施可能要件及び記載要件と同様に、アルゴリズム及びフローチャートは、クレー

ムの機能的表現を使用する際の、不明確による拒絶を防ぐのに役立つ。以下でさらに

詳細に説明するように、機能的クレーム用語にかかわる§112(b)に基づく明確性は、ク

レームの形式に左右される場合がある。 

  

                                                 
376 Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.,134 S. Ct. 2120（2014） 
377 Net MoneyIN, Inc. v. VeriSign, Inc.,545 F.3d 1359,1366-67（Fed. Cir. 2008） 
378 Med.Instrumentation and Diagnostic Corp. v. Elekta AB, 344 F.3d 1205（Fed. Cir.2003） 
379 Datamize, LLC v. Plumtree Software, Inc., 417 F.3d 1342,1356（Fed. Cir.2005） 
380 Allvoice Computing PLC v. Nuance Commc'ns, Inc.,504 F.3d 1236,1245（Fed. Cir.2007）(citing Miles Labs., Inc. v. 

Shandon Inc.,997 F.2d 870（Fed. Cir.1993） 
381 Id. at 1349 citing Med.Instrumentation and Diagnostic Corp. v. Elekta AB, 344 F.3d 1205（Fed. Cir.2003） 
382 Function Media, L.L.C. v. Google, Inc.,708 F.3d 1310（Fed. Cir. 2013） 
383 Triton Tech. of Texas, LLC v. Nintendo of Am., Inc.,753 F.3d 1375（Fed. Cir.2014） 
384 Triton Tech. of Texas, LLC v. Nintendo of Am., Inc.,753 F.3d 1375（Fed. Cir.2014） 
385 Ibormeith IP, LLC v. Mercedes-Benz USA, LLC,732 F.3d 1372,1382（Fed. Cir.2013） 
386 Nazomi Commc’ns, Inc. v. Nokia Corp.,739 F.3d 1339,1346（Fed. Cir.2014） 
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（Q3-4） 

機能的クレームに適用されるその他（上記の3要件以外）の記載要件が、米国特許

法、米国審査ガイダンス又は判例に存在しますか？ 

 

・いいえ。ただし、機能的クレーム用語の特定の形式は、クレームの解釈に影響を与

える可能性がある。クレームの解釈は、上記（特に112(b)に基づく不明確性）の要件へ

の適合、及びクレームのエンフォースメントの要因となる。 

 

（Q3-4-1） 

「はい」の場合、米国特許法、米国審査ガイダンス、又は判例法は、機能的クレー

ムに適用されるその他（上記3要件以外）の記載要件を規定していますか？ 

（Q3-4-2） 

米国特許法、米国審査ガイダンス、判例法は、どのように機能的クレームに適用さ

れるその他（上記3つの要件以外）の記載要件を規定していますか？ 

 

1．特許法 

 機能的クレームの解釈は、一部、35 U.S.C. §112(f)によって規定され、以下のように

記載されている： 

  (f) 組合せに係るクレームの要素 

組合せに係るクレームの要素は、その構成、材料又は動作を詳述することなく、特定

の機能を実行するための手段又は手順として記載することができ、当該クレームは、

明細書に記載された対応する構成、材料或いは動作、及びそれらの均等物を対象とし

ているものと解釈される。 

35 U.S.C. §112(f)（2011）（強調を追加）。35 U.S.C. §112(f)によれば、特許出願者は機

能に関する発明を定義する用語として、その機能を実行するのに必要な構成をクレー

ムせずに「～手段（“means”）」を用いることができる。しかし、35 U.S.C. §112(f)が適

用されるクレームは、機能を実行するために、明細書に記載された対応する構成、材

料或いは動作、及びそれらの均等物を含むものと解釈される。 

 

2．ガイダンス 

 米国特許審査手続マニュアルは、複数のセクションにおいて米国の明確性要件を説

明している。例えば、MPEP §2181(I)を参照。 

 機能的表現をクレーム中で用いることを許可しているが、その場合、クレーム中の

機能的表現は、その機能に関連する明細書に開示された構成に限定して解釈される。

審査官は、クレームを35 U.S.C. §112(f)に基づき限定解釈するか否かを判断する際に、

以下3つの視点でクレームを分析する： 

  （A）クレームの限定事項に、手段（“means”）又は ステップ（“step”）若しくは

汎用的な代替語（“generic placeholder”）が用いられているか。 

  （B）クレームの用語が、機能的な用語で表現されているか。 

  （C）クレームの用語が、機能を実行するための十分な構成、材料、又は動作で表

現されているか。 

MPEP §2181(I)  汎用的な代替語（“generic placeholder”）には、「～機構（mechanism 

for）」、「モジュール（module for）」、「～装置（device for）」、「～ユニット

（unit for）」、「～構成部品（component for）」、「～素子（element for）」、「～部

材（member for）」、「～装置（apparatus for）」、「～機械（machine for）」、「～シ

ステム（system for）」が含まれる。2019§112米国審査ガイダンス、84 F.R. 59を参照。 
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3．判例法 

 「ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの機能と、それに対応する構成の

判定は法律問題である。」ACTV 事件387。クレームの用語次第で、「手段」という用語

を用いてなくてもミーンズ・プラス・ファンクション対象のクレームとなる。

Greenberg 事件388。「クレームの用語が構成の名称として十分明確な意味を持つと当業

者が理解できるかどうか」次第でクレームは35 U.S.C. §112(f)の対象となると述べてい

る389。 

 Williamson事件390では、連邦巡回控訴裁判所は35 U.S.C. §112(f)に関する重要ポイント

を実質的に変更した。特に、裁判所はミーンズ・プラス・ファンクションの適用範囲

を拡大し、構成上、十分に明確と認識されない汎用的な代替語を含めるようにした

（同上1350項参照）。クレームの用語が技術分野内で周知であるという事実は判断す

るための検討事項ではなく、35 U.S.C. §112(f)を適用しないという認定を要件にしてい

ない。Advanced Ground Info.事件391。クレームの限定は、「十分な構成を記載しておら

ず、動作を生じさせる要素を記載している」場合、機能的限定とみなされる392。 

 

（Q3-4-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・CS関連発明をカバーした機能的クレームの限定の使用によって、35 U.S.C. §112(b)で

規定する不明確性において、クレームの厳格な審査がはじまる。ただし、リスクがあ

るにもかかわらず、純粋に構成上の限定を記載したクレームよりも、より広範なクレ

ームを得るために、クレームにおいて機能的な文言が使われる場合がある。したがっ

て、法学者の中にはいまだに、必要に応じて機能的にクレームを作成することを提唱

する人も存在する。例えば、The National Law Reviewの記事で、パテント・エージェン

トのクリストファー・ホールは、明細書中で構成を明確な記載することによりサポー

トされる機能的クレームを作成することを提唱している393。 

  

                                                 
387ACTV, Inc. v. Walt Disney Co., 346 F.3d 1082, 1087（Fed. Cir. 2003） 
388Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc., 91 F.3d 1580（Fed. Cir.1996） 
389Id.  at 1583  
390Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339（Fed. Cir.2015） 
391Advanced Ground Info. Sys., Inc. v. Life 360, 830 F.3d 1341, 1348（Fed.Cir.2016） 
392Id.  
393Christopher M. Hall、Functional Language in Patent Claiming: Configured to, and Operable to、The National Law Review

（2014年5月7日）」, https://www.natlawreview.com/article/functional-language-patent-claiming-configured-to-and-operable-

to［最終アクセス日：2020年3月19日］。 

https://www.natlawreview.com/article/functional-language-patent-claiming-configured-to-and-operable-to
https://www.natlawreview.com/article/functional-language-patent-claiming-configured-to-and-operable-to
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（Q4）CS関連発明等の機能的クレームの審査段階での判断基準について 

 

（Q4-1） 

CS関連発明等（全般）に関する機能的クレームの特別な審査基準やガイドライン又

はCS関連発明等の機能的クレームに関する特別な記載の存在についてお伺いしま

す。CS関連発明等（全般）に関する特別な審査基準等が存在しますか？ 

 

・はい。米国特許商標庁は、米国特許審査手続マニュアルにおいて機能的クレーム用語

の審査基準及びガイドラインを示している。例えば、MPEP §2173.05(g)を参照するこ

と。これらの審査基準に加えて、米国特許商標庁は、コンピュータで実装されたクレ

ームの機能的表現の審査に関するガイダンス及び基準を規定している。2019年1月、米

国特許商標庁は「コンピュータにより実現される機能的限定の審査に関するガイダン

ス」を公表した。これは、「機能的な用語、特にCS関連発明で使用される機能的な用

語を含んだ出願に書かれているクレームを審査する際に、米国特許商標庁担当者を支

援する」ために役立つものである（2019§112審査ガイダンス、84 F.R. 57）。 

 

（Q4-1-1） 

「「はい」の場合は「審査基準等の名称及び記載箇所又は条文番号」、及び「記載

内容（抜粋）」をご記入ください。また、可能であれば作成された背景等について

ご記入ください。 

 

・「コンピュータにより実現される機能的限定の審査に関するガイダンス」は、2つの

パートに書かれている。例えば、2019§112審査ガイダンス、84 F.R. 57を参照するこ

と。パートIでは、「ミーンズ・プラス・ファンクション限定された、コンピュータに

より実現される機能的なクレームの審査に関連する問題」を扱っている。パートIIは、

「問題の解決策又は結果（outcome）のみを記載しているだけで、どのように解決又は

結果を出すかについては詳述していない、コンピュータにより実現される機能的なク

レームの審査に関連するサポート要件（written description）及び実施可能要件の問題」

に焦点を当てている。 

 

パートI 

 より具体的には、2019§112審査ガイダンスのパートIでは、35 U.S.C. §112(f)に基づく

クレーム解釈、及び35 U.S.C. §112(b)の明確性要件の遵守に焦点を当てている（同上参

照）。CS関連発明については、2019§112審査ガイダンスでは、コンピュータにより実

現される機能的なクレームの限定が35 U.S.C. §112(f)の適用を受けるかどうか判断する

際に、MPEPに記載された3 つの視点でクレームを分析するよう審査官に指示している

（同上参照58項）。この3 つの視点でのクレーム分析では、審査官は「（A）クレーム

の限定事項に、手段（“means”）又は ステップ（“step”）若しくは汎用的な代替語

（“generic placeholder”）が用いられているか、（B）「クレームの用語が、機能的な用

語で表現されているか、（C）クレームの用語が、機能を実行するための十分な構成、

材料、或いは動作で表現されているか、を判断しなければならない（同上参照）。 

 3つの視点におけるクレーム分析Aでは、「手段（“means”）という用語を明示的に使

用し、かつ機能的な用語が含まれる場合、クレームの限定は、35 U.S.C. §112(f)の適用

を受けると推定される」（同上参照）。ただし、2019§112審査ガイダンスでは、

Williamson判決に照らして「クレーム中で「十分に明確な構成が、記載されていない」

場合、又は「その機能を実行するための十分な構成を記載することなく機能を記載し
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ている」場合に35 U.S.C. §112(f)適用の推定は覆される、と審査官に指示している（同

58-59）（引用Williamson v. Citrix Online, LLC,792 F.3d 1339,1348（Fed. Cir.2015））。手

段（“means”）という用語の代わりに、以下のような、その「汎用的な代替語」を利用

できる。（例：「モジュール（module for）」、「～装置（device for）」、「～ユニッ

ト（unit for）」、「～構成部品（component for）」、「～素子（element for）」、「～

部材（member for）」、「～装置（apparatus for）」、「～機械（machine for）」、「～

システム（system for）」」（同59頁を参照）。2019§112審査ガイダンスではさらに、

審査官に「構成よりも広い範囲を表す機能と結びついた単語、用語、フレーズかどう

かを判断するために、審査官は、（1）明細書は、当業者に構成よりも広い範囲を表す

用語を伝えるのに十分な程度に詳細を示しているか、（2）一般及びその対象に特有な

辞書によって、その用語が、構成よりも広い範囲を表す名詞として認識（されるこ

と）ができるような証拠を示しているか、（3）先行技術は、その用語が、クレームさ

れた機能を実行すると技術的に認識されている構成であるという証拠を示している

か、決定するよう」に指示している（同上）。 

 3つの視点でのクレーム分析Aの推定を覆す別の手段が、クレーム分析Bに記載され

ている。より具体的には、「手段（“means”）という用語又は汎用的な代替語をより詳

述する構成を限定する修飾詞が存在する」場合、手段（“means”）という用語又は汎用

的な代替語を含む限定は、35 U.S.C. §112(f)の適用を受けないとみなされる（同上参

照）。 

 2019§112審査ガイダンスのパートIでは、35 U.S.C. §112(f)に関連する35 U.S.C. 

§112(b)における不明確性についても明示している。「明細書中でアルゴリズムを開示

しているが、そのアルゴリズムがクレームされた機能全体を実行するのに十分ではな

い場合、特定目的をもつコンピュータにより実現される35 U.S.C. §112(f)クレームの限

定は35 U.S.C. §112(b)においても不明確である。」（同上参照）。「アルゴリズムの十

分性とは、当業者が、その構成を定義し、そのクレームの境界（線）を理解するにあ

たり十分に理解できることを考慮して決められる。例えば、Williamson事件394では、連

邦巡回控訴裁判所は、「分散学習制御モジュール」という用語は、「特定目的をもつ

コンピュータにより実現さされる」3つの特定機能（「受信」、「中継」、「調整」）

を実行するミーンズ・プラス・ファンクションの限定にあたると判断した（同上参

照）。また、「コンピュータにより実現される35 U.S.C. §112(f)クレームの限定を含む

クレームが、クレームされた機能全体を実行すると記載された明細書中に、十分に対

応する構成（例えば、コンピュータとアルゴリズム）を開示していないために35 

U.S.C. §112(b)の下で、不明確であると判断される場合、35 U.S.C. §112(a)でのサポート

要件もまた満たさない。」とも述べられている（同上参照61項）。 

 

パートII 

 2019§112審査ガイダンスのパートIIでは、「問題の解決策又は結果（outcome）のみ

を記載しているだけで、どのように解決又は結果を出すかについては詳述していな

い」コンピュータにより実現されるクレームに焦点を当てている。例えば、2019§112

審査ガイダンスを参照。クレームが35 U.S.C. §112(f)の下でミーンズ・プラス・ファン

クションの限定として解釈されない場合でも、コンピュータにより実現される機能的

クレーム用語は「35 U.S.C. §112(a)のサポート要件と実施可能要件の下で、十分な開示

について評価される。」（同61）。より具体的には、「明細書は、出願人が出願日の

時点においてクレームされた発明を行っていたことを証明するために、クレームされ

た発明を十分詳細に（例えば、アルゴリズムの開示により）記載しなければならな
                                                 
394Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339（Fed. Cir.2015） 
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い。さらに、特定のクレームがアプリケーションの開示によってサポートされるかど

うかについては、関連発明における当業者が、クレームされた発明を製造・使用する

ことができるクレームの主題について、十分な情報を含んだ開示（出願時における）

があるかどうか、判断が必要になる。」（同上参照）。 

 明細書がサポート要件に準拠しているかどうかを判断するには、審査官はクレーム

の範囲と明細書の範囲とを比較しなれければならない。コンピュータにより実現され

るクレームの場合、この判断には「開示されたハードウエアと開示されたソフトウエ

アの両方の十分性に関する調査」が必要になる（同上参照）。この規格によって、審

査官は「当業者が、発明者が出願時にクレームされた特許発明の対象を所有していた

と合理的に結論付けるに十分に詳細にクレームされた機能を達成（実現）するコンピ

ュータ及びアルゴリズムについて、明細書中に開示されているかどうか」を判断する

ことを要求する（同上参照）。このようなアルゴリズムは、「数式、散文、フローチ

ャート、又は十分な構成を示す他の方法」で表現することができる（同62）（引用

Finisar事件395）。 

 2019§112審査ガイダンスのパートIIでは、35 U.S.C. §112(a)の実施可能要件について

も明示している。35 U.S.C. §112(a)の実施可能要件を満たすには、「明細書は、当業者

に対して、全範囲のクレームされた発明を過度の実験なしで如何にして実現化し、か

つ、使用するかということについて教示するものでなければならない。35 U.S.C. 

§112(a)での実施可能要件に関するすべての疑問は、クレームの範囲内にあるすべてに

ついて実施可能であるかどうか、審査照会における焦点として、クレームされた特許

発明の対象に対して評価される」（同62）。審査官は、クレームが全体として考慮さ

れる場合に、何が各クレームに記載され、何がクレームに含まれる特許発明の対象か

を判断するように指示される（同上参照）。 

 

（Q4-1-2） 

CS関連発明等の機能的クレームに関する特別な審査基準、マニュアル、又はガイド

ラインを作成するに至った背景状況はありますか？ 

 

・はい。米国特許商標庁はこれまで、時には密接に関連する法律の変更（例：判例

法、法定法など）及び米国特許商標庁の政策変更に対応する審査ガイダンスをリリー

スしている。例えば、米国特許商標庁は、連邦巡回控訴裁判所における代表的な事件

に対応する形で、審査ガイダンスを定期的にリリースしている。この点に関して、

2019§112審査ガイダンスの発行前に、連邦巡回控訴裁判所は、推定されたCS発明のク

レームが、明細書において適切に構成上のサポートがされることなく過度に広範に、

機能的にクレームする傾向があると判決を下し始めた。例えば、Williamson事件396、 

Function Media事件397、Ariad Pharm事件398等を参照。これに対応して、2019§112米国審

査ガイダンスにつながった多くの連邦巡回控訴裁判所の判決によって、コンピュータ

により実現されるクレームの限定に対する、連邦巡回控訴裁判所の35 U.S.C. §112の適

用について、1つ以上の様相が明らかになった。米国特許商標庁は、審査手順を最近の

裁判所における判決により即するように、2019§112審査ガイダンスをリリースした。

そのため、2019§112審査ガイダンスでは、最近の事件について要約がされ、連邦巡回

控訴裁判所によって設定された新しい基準を反映する審査プロセス基準を示してい

                                                 
395 In re Finisar, 523 F.3d, 1340 
396Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d  at 1349（Fed. Cir.2015） 
397Function Media v. Google Inc.,708 F.3d, at 1319 
398Ariad Pharm Inc. v. Eli Lilly Co., 598 F.3d at 1349 
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る。 

 さらに、米国特許商標庁は、2018年2月8日に新しい米国特許商標庁長官として

Andrei Iancuを任命した399。米国特許商標庁のIancu長官の知的財産に関する見解は、前

任者と比較して、CS特許の適格性に対してより出願人に有利なアプローチを支持して

いた。Iancu長官任命後間もなく、米国特許商標庁は、特許保護適格性を判断するため

の改訂ガイダンスをリリースした400。改訂ガイダンスは、35 U.S.C. §101特許保護適格

性を考慮したクレームを分析する有用なツールを特許実務者に与えた401。このようなガ

イダンスの発行は、米国特許商標庁のポリシーがソフトウエアの特許保護適格性を制

限するスキームから、よりパテントフレンドリーなスキームに移行したことを示して

いる。Iancu長官のリーダーシップの下、米国特許商標庁は、CS発明の特許保護適格性

を有するクレームをドラフトするための特許実務者の負担を軽減する、改訂された特

許保護適格性ガイダンスを公開し続けている。例：2019年改訂特許保護適格性ガイダ

ンス、84 F.R. 50（2019年1月7日）を参照。2019§112審査ガイダンスは、緩やかな特許

保護適格性要件に起因した過度に広範な、機能的クレームの急増に対応するために部

分的にリリースされた。 

 

（Q4-1-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・2019§112審査ガイダンスは、重視すべき点を、CS発明に対する特許保護適格性要件

から、機能的にクレームされたCS発明に対する実施可能要件、サポート要件、及び明

確性要件へシフトさせている。ただし、このガイダンスが審査にどのように影響する

かは未だ分からない。 

 

（Q4-2） 

CS関連発明等（全般）に関する機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈につ

いてお伺いします。CS関連発明等全般に関する機能的クレームの審査段階でのクレ

ームの解釈は、権利行使時のクレームの解釈と同じですか？ 

 

・2019§112審査ガイダンスの目的は、審査官が、特許権行使事件の連邦裁判所と同じ

方法で審査中にクレームの機能的表現を解釈できるようにすることである。実際に、

審査におけるクレームの機能的表現の解釈基準は判例法に基づいている。例えば、

2019§112審査ガイダンス 84 F.R. 58を参照（35 U.S.C. §112(f)は「手段」という用語を使

用しないクレームの限定には適用されないという推定に関する米国特許商標庁の審査

プラクティスを、Williamson事件402において定められた連邦巡回控訴裁判所の基準に基

づくものとする）。米国特許商標庁は、広範な法的トレーニングを課すことなく多数

の審査官を雇用している。したがって、クレームの機能的表現の解釈は、出願審査を

担当する審査官の法的専門知識にによって異なる場合が見受けられる。2019§112審査

ガイダンスでは、コンピュータで実現する機能的クレームの限定の解釈について、米

                                                 
399 Paul Fucito、Andrei Iancu Begins Role as New Director of United States Patent and Trademark Office、USPTO（2018年2

月8日）、https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/andrei-iancu-begins-role-new-director-united-states-patent-and-

trademark［最終アクセス日：2020年3月16日］ 
400 USPTO, July 2018: Eligibility Quick Reference Sheet Decisions Holding Claims Eligible（2018年2月）など参照 
401例えば、Christina Sperry＆Kevin C. Amendt、Latest Tool in the Fight Against Alice: USPTO Publishes a New Eligibility 

Quick Reference Sheet、MINTZ（2018年2月26日）, https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/2231/2018-02-latest-

tool-fight-against-alice-uspto-publishes-new［最終アクセス日：2020年3月16日］ 
402Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d  at 1349（Fed. Cir.2015） 

https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/andrei-iancu-begins-role-new-director-united-states-patent-and-trademark
https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/andrei-iancu-begins-role-new-director-united-states-patent-and-trademark
https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/2231/2018-02-latest-tool-fight-against-alice-uspto-publishes-new
https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/2231/2018-02-latest-tool-fight-against-alice-uspto-publishes-new
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国特許商標庁全体で一貫性を担保するための3条件分析を概説しています。この3条件

分析は、Williamson事件403における連邦巡回控訴裁判所の決定に基づいている。この点

については、2019§112審査ガイダンス、84 F.R. 59（「Williamson事件404に鑑み、審査官

は適切な推定と3条件分析を適用する必要があり…」）を参照すること。審査と裁判所

での特許権行使とにおけるCS関連発明のクレームの機能的表現の解釈についての唯一

の違いは、審査官又は裁判所の決定を正当化するために使用される権限のみである。

例えば、審査官又は審判部は2019§112審査ガイダンスの3条件分析を引用できるが、裁

判所はWilliamson事件405などの判例（すなわち、3条件分析が準拠する判例）を引用す

る。どちらの場合でも、解釈は同じであることが意図されている。 

 

（Q4-2-1） 

異なる場合には、審査段階及び権利行使時のクレーム解釈の相違点を具体的にご記

入ください。 

 

・上記のように、審査におけるクレームの機能的表現の解釈は、連邦裁判所での特許

権行使におけるクレームの機能的表現の解釈に由来している。唯一の違いは、審査時

の決定を正当化する権限である。審査中、審査官は米国特許商標庁が発行したガイダ

ンスを引用する場合があるが、特許権行使の場合、裁判所は判例を引用する。ただ

し、米国特許商標庁の審査ガイダンスは判例法に基づいている。したがって、審査と

裁判所での特許権行使における機能的クレームの解釈は同じでなければならない。 

 

（Q4-2-2） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・追加コメントがあるとするば、審判部は米国特許商標庁の審査ガイダンスを参考に

することができるが、必ずしもガイダンスに拘束されるわけではないということであ

る406。ただし、審判部は連邦巡回控訴裁判所の判例に拘束される。したがって、審判部

で議論する場合、米国特許商標庁の審査ガイダンスではなく判例法を引用することが

有益かもしれない。 

 

（Q4-3） 

CS関連発明等のうち、特にAI関連（例えば、AIコア発明、AI応用発明、AIによる成

果物）、IoT関連、及びBM関連発明の機能的クレームに関する特別な審査基準やガ

イドライン又は特別な記載の存在についてお伺いします。各々に関して特別な審査

基準等が存在しますか？ 

 

・そのようなものは存在しない。昨年の8月に、米国特許商標庁は、人工知能の発明の

特許に関する意見公募をした（人工知能発明の特許に関する意見募集、84 F.R. 44998

（2019年8月27日）を参照）。 

                                                 
403Id. 
404Id. 
405Id. 
406Ex Parte Bergmann No.2017-003439（2017年7月10日）、並びにEugene Goryunov & Kenneth Adamo、USPTO 

EXAMINATION GUIDANCE: BINDING OR NOT、EXPERT GUIDES（2019年9月6日）、

https://www.expertguides.com/articles/uspto-examination-guidance-binding-or-not/arduqipx［最終アクセス日：2020年3月16

日］ 

https://www.expertguides.com/articles/uspto-examination-guidance-binding-or-not/arduqipx
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意見提出期間は、2019年11月8日に終了した407。知的財産保護協会（「AIPPI」）は、

米国特許商標庁の要求に応じて意見を提出した。ただし、米国特許商標庁は、まだ

AIPPIの意見に基づく回答やガイダンスを発行していない。 

 

（Q4-3-1） 

「はい」の場合、特別な審査基準、マニュアル、又はガイドラインは、AI関連発明

の機能的クレームをどのように規定していますか？ 

 

・AI関連発明におけるクレームの機能的表現に特化した特別な審査基準、マニュア

ル、又はガイドラインは存在しない。 

 

（Q4-3-2） 

日本では、審査ハンドブックで、AI関連発明のサポート要件として、データ間の相

関関係が示されました。貴国では、同様の審査ガイドはありますか？ 

 

・存在しない。 

 

（Q4-3-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・米国特許商標庁はAI発明のクレームの機能的表現に関するガイダンスをまだ発行し

ていないが、AI特許出願の数と米国特許商標庁の意見公募は、米国特許商標庁が将来

審査ガイダンスを発行する可能性があることを強く示唆している。 

 

（Q4-4） 

CS関連発明等のうち、IoT関連発明の機能的クレームに関する特別な審査基準等が存

在しますか？ 

 

・存在しない。 

 

（Q4-4-1） 

「はい」の場合、特別な審査基準、マニュアル、又はガイドラインは、IoT関連発明

の機能的クレームをどのように判定或いは規定していますか？ 

 

・特別な審査基準などは存在しない。 

 

（Q4-4-2） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・米国特許商標庁は、IoT関連発明におけるクレームの機能的表現の審査基準に取り組

んでいない。ただし、システムとそのシステムを使用する方法の両方をカバーしよう

とするクレームの有効性について判断がなされたケースが幾つかある。IoTデバイスに

                                                 
407USPTO issues second Federal Register Notice on artificial intelligence and innovation、ディレクターズフォーラム：米国

特許商標庁のリーダーシップからのブログ（2019年10月30日）、

https://www.uspto.gov/blog/director/entry/uspto_issues_second_federal_register（元の期限は11月8日まで延長された）参

照。［最終アクセス日：2020年3月16日］ 

https://www.uspto.gov/blog/director/entry/uspto_issues_second_federal_register
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は、ネットワーク経由で接続（インターネット接続など）された機器が含まれるた

め、そのようなデバイスは、方法を実行するように構成されたハイブリッドシステム

として機能的にクレームできる。 

 先例のない初判例事件である、IPXL事件408の場合、連邦巡回控訴裁判所は、システ

ム及びそのシステムを使用する方法の両方をカバーしようとするクレームは不明確で

あると判断した409。裁判所は、そのようなクレーム構成により、侵害が発生するかどう

かが不明確になり、したがって、請求の範囲を当業者に通知するものではないと指摘

した410。 

 IPXL事件411での判断は、後にMicroprocessor事件412によって制限された。この事件に

おいて、裁判所は、ミーンズ・プラス・ファンクション形式を使用せずに機能的表現

を使用してクレームを限定することもできると判断した413。裁判所は、機能的表現が装

置クレームを不明確にすることなく、装置クレームをさらに限定できると判断した414。 

 さらに、Mastermine Software事件415において、裁判所はIPXL事件が特定の機能を実行

できる特定の構成を有するシステムを記載するために機能的表現を使用することを排

除しないと説明することにより、IPXL事件416とMicroprocessor事件417の判断を明確にし

た。裁判所は、クレームにおける能動態動詞を含む「wherein」節の使用は、システム

が「列挙された機能を実行できる」構成を有するであろうことを請求するに過ぎない

と結論付けた418。さらに、問題のクレームはユーザの行為をクレームしておらず、機

能的表現の使用は「構成に具体的に関連付けされて」いた419。 

 このように、IoTの発明にはクレームの機能的表現に関する特別な審査基準、マニュ

アル、又はガイドラインはないが、判例法は、「機能的表現が構成に具体的に関連付

けされて使用されている限り」、IoTデバイスに独特のソフトウエア／ハードウエアの

組み合わせを、装置と機能的クレームの組み合わせを使用してクレームできることを

明確に示している。審査官は、米国での審査においてこのルールに従う可能性が高い

だろう。 

 

（Q4-5） 

CS関連発明等のうち、BM関連発明の機能的クレームに関する特別な審査基準等が存

在しますか？ 

 

・存在しない。 

 

（Q4-5-1） 

「はい」の場合、特別な審査基準、マニュアル、又はガイドラインは、BM関連発明

の機能的クレームをどのように判定或いは規定していますか？ 

 

・特別な審査基準などは存在しない。 

                                                 
408IPXL Holdings, L.L.C. v. Amazon.com, Inc.,430 F.3d 1377（Fed. Cir.2005） 
409Id.  1383 
410Id.  1384 
411Id.  
412Microprocessor Enhancement Corp. v. Intel Corp.,520 F.3d 1367（Fed.Cir.2008） 
413Id.  1375 
414Id.   
415Mastermine Software, Inc. v. Microsoft Corp.,874 F.3d 1307（Fed. Cir. 2017） 
416Id.  
417Microprocessor Enhancement Corp. v. Intel Corp.,520 F.3d 1367（Fed.Cir.2008） 
418Mastermine Software, Inc. v. Microsoft Corp.,874 F.3d at 1314 (citing Microprocessor Enhancement, 520 F.3d, 1375) 
419 Id. at 1316  
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（Q4-5-2） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・米国特許商標庁は、BM関連発明の機能的クレームの表現を規定する特別な審査基

準、マニュアル、又はガイドラインを公表していない。そのような発明を対象とする

クレームは、機能的にクレームされた他の発明と同様に扱われる。ただし、米国特許

商標庁はビジネス手法関連の発明に固有の主題ガイダンスを公表している。米国特許

商標庁のSubject Matter Eligibility Examples: Business Methods（2016年12月）を参照され

たい。このガイダンスは、35 U.S.C. §101に基づく特許保護適格性に特化したものであ

り、35 U.S.C. §112に基づくクレームの機能的表現又は開示要件には対応していない。 

 

（Q4-6） 

CS関連発明等のうち、AI関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈

は、権利行使時のクレームの解釈と同じですか？ 

 

・審査及び特許権行使におけるAI関連発明のクレームの機能的表現の解釈は、同じで

はないにしても類似している必要がある。 

 

（Q4-6-1） 

異なる場合には、AI関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈は、権

利行使時のクレームの解釈とどのように異なりますか？ 

 

・AI関連発明のクレームの機能的表現の解釈は、機能的クレームの限定に使用される

基準と同じである。したがって、裁判所での特許権行使の場面と比較した審査段階に

おけるクレームの機能的表現の解釈の違いは、一般にCS関連発明に関して上記で議論

されたのと同様に、わずかな違いである。 

 

（Q4-6-2） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・コメントはない。 

 

（Q4-7） 

CS関連発明等のうち、IoT関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈

は、権利行使時のクレームの解釈と同じですか？ 

 

・審査及び特許権行使におけるIoT関連発明のクレームの機能的表現の解釈は、同じで

はないにしても、類似している必要がある。 
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（Q4-7-1） 

異なる場合には、IoT関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈は、

権利行使時のクレームの解釈とどのように異なりますか？ 

 

・IoT関連発明のクレームの機能的表現の解釈は、機能的クレームの限定に使用される

のと同じ基準である。したがって、裁判所での特許行使の場面と比較した審査におけ

るクレームの機能的表現の解釈の違いは、一般にCS関連発明に関して上記で議論され

たのと同様に、わずかな違いである。 

 

（Q4-7-2） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・IoT関連の事件の数は増えているが、これまでにIoT関連発明を分析したケースはほ

とんどない420。したがって、裁判所が現在特許審査中に採用しているものとは異なる基

準をIoT関連のケースに適用するかどうかを判断するには時期尚早である。とはいえ、

裁判所がIoT関連のケースに新しい基準を適用する場合、米国特許商標庁はおそらくそ

れに合わせて特許審査を変更するだろう。 

 

（Q4-8） 

CS関連発明等のうち、BM関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈

は、権利行使時のクレームの解釈と同じですか？ 

 

・審査及び特許権行使におけるBM関連発明のクレームの機能的表現の解釈は、同じで

はないにしても類似している。 

 

（Q4-8-1） 

異なる場合には、BM関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈は、

権利行使時のクレームの解釈とどのように異なりますか？ 

 

・BM関連発明のクレームの機能的表現の解釈は、機能的クレームの限定に使用される

のと同じ基準である。したがって、裁判所での特許権行使における場面と比較した審

査におけるクレームの機能的表現の解釈の違いは、一般にCS関連発明に関して上記で

議論されたのと同様、わずかな違いである。 

 

（Q4-8-2） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・特に意見はない。 

  

                                                 
420 （例えば、Tim Pohlmann、Patent litigation trends in the Internet of Things、IAM MEDIA（2019年3月20日）、

https://www.iam-media.com/patent-litigation-trends-internet-things 参照（IoT訴訟の件数は増加しているが、2010年以降

の累積件数はかなり少ない（50件以下）ままであることを示している）。）［最終アクセス日：2020年3月16日］ 

https://www.iam-media.com/patent-litigation-trends-internet-things
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（Q5）CS関連発明等の機能的クレームにサポート要件等についての工夫 

 

（Q5-1） 

CS関連発明等の機能的クレームに実施可能要件（又は相当する要件）が適用される

場合に実務上、経験上の工夫はありますか？ 

 

・実施可能要件を満たすために、特許権者は明細書のクレームの各機能的限定を具体

的かつ客観的に説明する必要がある。機能的限定のいずれかが特定の装置の使用を必

要とする場合、明細書はその装置を明確に規定する必要がある。ほとんどの場合、機

能的限定には方法又は一連の手順が含まれる。このような場合、コンピュータが実行

するプログラムされたステップ、アルゴリズム、又は手順の少なくとも1つを含めるこ

とが不可欠である。これは、各機能的限定を説明する機能ブロック図を含めることで

最も簡単に実行できる。 

 多くのコンピュータ関連発明には、複数の技術分野が関係している。そのような発

明の場合、明細書の開示は、その発明の各態様の実施基準を満たさなければならない

（MPEP §2164.05(b)（2017年8月改訂第9版））。したがって、明細書の開示は、過度

の実験を行うことなく、発明の関連する態様を作成及び使用する方法を各技術の当業

者に教示しなければならない。したがって、特許実務者は、その発明がどの分野の技

術に属するかを判断し、各分野の技術者が明細書の教示を使用できるようにする必要

がある。 

 CS関連発明の場合、特許実務者は、クレームの各態様を実行するのに必要なハード

ウエアコンポーネント（例：プロセッサ、メモリなど）を含むようにして明細書にお

いて発明を説明する必要がある。さらに、明細書には機能ブロック図を含め、発明の

各ソフトウエアコンポーネントがどのように相互に関連するかを説明する必要があ

る。 

 

（Q5-2） 

CS関連発明等の機能的クレームにサポート要件（又は相当する要件）が適用される

場合に実務上、経験上の工夫はありますか？ 

 

・明細書の開示の妥当性は、機能的限定の一つの実施形態について説明がある場合か

ら、限定のすべての実施形態について説明がある場合に亘る範囲のどこかにある。

Lizardtech事件421を参照（「クレームは、単に実施形態がクレーム表現の全範囲をカバ

ーする例を含まないことを理由に35 U.S.C. §112の理由で無効にされない」））。

Lizardtech事件422によれば、「明細書の発明の詳細をすべて説明する必要はなく、発明

者が発明を所有していることを当業者に納得させ、そのような当業者が過度の実験な

しに発明を行い使用できるようにするのに十分なものだけを含めることが必要とされ

る」（同上）。 

 機能的クレームに付随する明細書に開示されている実施形態が多ければ多いほど、

クレームに対するサポート要件を満たすと判断される可能性が高くなる。したがっ

て、特許実務者は、クレームされた発明の実施形態を可能な限り多く開示することを

目指すべきである。サポート要件を満たさないとして35 U.S.C. §112(a)に基づき拒絶さ

れることを回避するために、特許実務者は、最低限の目的として、機能的限定の結果

を達成する1つの方法を十分に説明する必要がある。「明細書は、出願人がクレームさ

                                                 
421 Lizardtech v. Earth Res. Mapping,424 F.3d 1336（Fed Cir.2005） 
422 Id. 
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れた結果を達成する一般的概念としての発明を創作したことを証明し、かつ、これを

クレームされた機能的に定義された上位概念（genus）としての発明をサポートするの

に十分な具体的態様（species）を発明者が発明したことを示すことによってなすべき

である」。Ariad Pharm., 598 F.3d, 1349。 

 

（Q5-3） 

CS関連発明等の機能的クレームに明確性要件（又は相当する要件）が適用される場

合に実務上、経験上の工夫はありますか？ 

 

・35 U.S.C. §112(b)に基づく不明確性は、クレームを考慮した開示の解釈に依存する。

Aristocrat ‘判決423によると、35 U.S.C. §112(f)に基づく機能的クレームに対する35 

U.S.C. §112(b)に基づく明確性の要件には、35 U.S.C. §112(a)に基づく実施可能要件に適

用されるものよりも厳しい基準を適用する424。特に、明確性は明細書に開示された情報

のみに依存するのに対し、実施可能要件は当業者の知識に依存する。 

 特許権者が、明確性要件を満たすための方法は2つある。第1の方法は、特許権者が

35 U.S.C. §112(f)の問題が発生することを回避できるクレームをドラフトすることであ

る。これは、コンピュータ実装の発明をクレームする際において、構成を欠いている

メカニズム、モジュール、デバイス、ユニット、コンポーネント、要素、部品、装

置、機械、システムなどの“nonce word”（ 用語として確立されていない用語であって

その場限りの用語）を避けることで実現できる。“nonce word”が使用される場合、構成

を欠く用語は構成を持たせるように変更することにより、特許権者は35 U.S.C. §112(f)

を回避できる。この点については、Welker判決425（クレームに「メカニズム」という単

語が含まれていたため35 U.S.C. §112(f)を適用）、及びFlo Healthcare判決426（クレーム

において「メカニズム」という単語が「高さ調整」という修飾語を伴っていたため35 

U.S.C. §112(f)を適用しなかった）を比較参照されたい。 

 第2の方法は、特許権者が、35 U.S.C. §112(f)の適用を受けるおそれがあるクレームに

ついて、明確性をより高い水準で満たすに足る十分に詳細な説明を明細書に含めるこ

とである。特許権者は、アルゴリズムと、開示されたアルゴリズムを実行するように

プログラムされた専用コンピュータを記載することでこれを行うことができる。例え

ば、Aoyama,427の事例を参照。「特許権者は、十分な構成が開示されている限り、フロ

ーチャートなど、理解可能な方法でこのアルゴリズムを表現できる。」428。実際、フロ

ーチャートは、「ボックスに記述された結果を提供する構成を生成するためにコンピ

ュータをプログラムする方法」を記述している限り、35 U.S.C. §112(f)を満たすのに十

分な構成を提供できる。429 

 したがって、特許実務者は、クレームのすべての機能を実行するアルゴリズムを明

細書に開示することにより、不明確性の要件を満たすことができる。EON 判決430を参

照。特許実務者はコンピュータコードを含める必要はない（Typhoon 判決431）。むし

ろ、特許実務者は「所定の結果を達成するための段階的な手順」を説明する必要があ

                                                 
423 Aristocrat Techs. Australia Pty Ltd. v. Int’l Game Tech., 521 F.3d 1328（Fed. Cir.2008）. 
424 If. At 1336. 
425 Welker Bearing Co. v. PHD, Inc., 550 F.3d 1090（Fed. Cir.2008）. 
426 Flo Healthcare Sols., LLC v. Kapos, 697 F.3d 1367,1375（Fed.Cir.2012） 
427 Aoyama, 656 F.3d 1293,1297（Fed.Cir.2011） 
428 Flo Healthcare Sols., LLC v. Kapos, 697 F.3d 1367,1375（Fed.Cir.2012） 
429 Id. at 1298 
430 EON Corp. IP Holdings LLC v. AT&T Mobility LLC, 785 F.3d 616,625（Fed.Cir.2015）.  
431 Typhoon Touch Techs., Inc. v. Dell, Inc., 659 F.3d 1376,1385（Fed.Cir.2011） 
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る（Ergo判決432を参照）。フローチャートは、このような段階的な手順を説明する効果

的な方法である。ただし、特許実務者は、クレームされた機能全体を実行するのに十

分であるように、段階的な手順を説明することに留意する必要がある（Noah判決433を

参照。明細書に含まれるフローチャートは特定の状況のみを説明しているため、クレ

ームは不明確と判断とされた。）。 

 

（Q5-4） 

CS関連発明等の機能的クレームにその他のサポート要件（又は相当する要件）が適

用される場合に実務上、経験上の工夫はありますか？ 

 

・いいえ。すべての要件について上記で説明した。 

 

 

（Q6）CS関連発明等のうち、特に、AI関連、IoT関連、及びBM関連発明に係るクレー

ムに関する実務上、経験上の工夫 

 

・AI関連発明、IoT関連発明、BM関連発明はすべて、他のソフトウエア関連発明と同

様に35 U.S.C. §112の制限を受ける。したがって、これらの発明の種類ごとのクレーム

の機能的表現に関する実用的なヒントは、CS関連発明に関して上記で提供した実用的

なヒントに従う。以下で説明するように、上記で参照した種類の発明のみが該当する

唯一の懸念は、35 U.S.C. §101の下での特許保護適格性である。これは、上記で参照し

た種類の発明のそれぞれをクレームするために使用できる機能的限定の有効性を規定

する、35 U.S.C. §112とは別個独自の要件である。 

 

（Q6-1） 

学習モデルを含むAI関連発明のクレームに関し、学習済みモデル が学習方法でしか

表現できない場合、クレームや明細書の記載で可能な工夫がありますか？ 

 

・米国ではAI関連発明にそれ自体の制限はない。ただし、35 U.S.C. §101に基づく特許

保護適格性は、発明に対するクレームが抽象的概念に関するものであってはならない

ことを要求している（Alice判決434を参照）。AI関連発明を対象とするクレームは、ク

レームが「実用的なアプリケーション」を開示している場合、抽象的概念と解釈され

ることを回避できる。実用的なアプリケーションには、コンピューティングシステム

のパフォーマンスの改善が含まれる。これは、（1）学習データの新しい収集手法の開

示、（2）データを「機能」にマッピングする新しい方法（モデルの実際の入力）、

（3）新しいトレーニング手法、（4）学習済みモデルにデータ又は機能を提供する新

しい方法、（5）AIモデルからの出力を処理又は解釈する新しい方法など、さまざまな

方法で示すことができる。435したがって、新しい学習方法を含むAI関連発明は、その

ようにクレームされ、米国で特許保護を受けることができる。新しい学習技術をクレ

ームする場合、特許実務者は、学習方法を完了するための段階的なプロセスと、段階

的なプロセスの各々の機能的限定を示すフロー／ブロック図を開示する必要がある。 

                                                 
432 Ergo Licensing,LLC v. CareFusion 303. Inc., 673 F.3d 1361, 1365（Fed.Cir.2012） 
433 Noah Sys., Inc. v. Intuit Inc., 675 F.3d 1302（Fed.Cir.2012） 
434 Alice Corp. v. CLS Bank Int'l, 134 S. Ct.2347（2014） 
435 Christopher J. White＆Hamid R. Piroozi, Drafting Patent Applications Covering Artificial Intelligence Systems, Landslide® 

January/February 2019（2019年1月）, 

https://www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law/publications/landslide/2018-19/january-february/drafting-patent-

applications-covering-artificial-intelligence-systems/ ［最終アクセス日：2020年3月19日］ 

https://www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law/publications/landslide/2018-19/january-february/drafting-patent-applications-covering-artificial-intelligence-systems/
https://www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law/publications/landslide/2018-19/january-february/drafting-patent-applications-covering-artificial-intelligence-systems/
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 さらに、コンピュータ技術の機能を改善する限定を明細書に含める必要があり、ク

レームに組み込む必要がある。例えば、「AIシステムを学習する新しい方法に関する

クレームは、モデルを決定する際に必要なメモリの量を削減する可能性がある。メモ

リの節約は、コンピュータシステム内で直接改善されるため、ほぼ間違いなくコンピ

ュータ技術の改善である。したがって、このような新しい学習方法は、特許保護適格

性を有しない「抽象的概念」とは異なると認められる場合がある．．．同様に、複数

のコンピュータで並行して学習を実行するシステムでは、新しい学習方法により、そ

れらのコンピュータ間で交換する必要のあるデータの量が削減される場合がある。こ

の削減は、コンピュータ技術の改善とみなすことができるため、特許保護適格性が認

められる可能性がある。」（Drafting AI Inventionを参照）。その他の参考になる例

は、米国特許商標庁が提示している特許保護適格性が認められる例の「抽象的概念」

を参照することができる（例えば、USPTO、 Subject Matter Eligibility Examples:Abstract 

Ideas（2019年1月7日）を参照）。特に関連する例の1つに、例39がある。この例では、

米国特許商標庁は、ニューラルネットワークの学習に関するクレームは、．．．2019

年のPEGに列挙されている司法上の例外を記載していない。例えば、クレームには、

数学的な関係、式、又は計算が記載されていない。限定要素の一部は数学的概念に基

づいている可能性があるが、数学的概念はクレームに記載されていない。さらに、記

載された手順は人間の心の中で実際に実行されるものではないため、クレームは精神

的なプロセスを規定していない。最後に、このクレームは、基本的な経済概念や人と

人との相互作用を管理するなど、人間の活動を組織化する方法を記載してはいない。

したがって、司法の例外を記載していないため、クレームは特許保護適格性を有す

る。 

と述べている（同上）。上記の例における出願人の発明は、拡張学習セットと反復学

習アルゴリズムに関する。したがって、例えばインタラクティブな学習アルゴリズム

などの新しい学習方法の観点からクレームされたAI関連発明は、明細書が学習方法の

実際の用途を示している場合、特許保護適格性を有する場合がある。 

 

（Q6-2） 

学習モデルを含むAI関連発明のクレームに関し、学習モデルが機能（入力に対する

出力）でしか表現できない場合、クレームや明細書の記載で可能な工夫があります

か？ 

 

・はい。実際、連邦巡回控訴裁判所は、McRo事件436でこの問題に特に対処した。McRo

事件では、裁判所は、「それ自体が抽象的概念であって、単に一般的なプロセスと機

械を想起させる結果又は効果に関するものではなく、関連技術を改善する特定の手段

又は方法」に関するものである場合、特許保護適格性を満たすと述べた。437このケース

に基づいて、モデルの特定の入力及び出力（例えば、関連技術を改善する特定の手

段）にクレームがフォーカスしている場合、すべての学習済みモデルを特許保護適格

性を満たす方法でクレームできる。例えば、「訓練されたすべてのモデルは、意図さ

れた目的で実際に使用される場合、［特許保護適格性要件］を満たすことができる技

術的な詳細を伴う。例えば、車を運転するためのモデルを学習していると想定する。

訓練されたモデルには、GPS、レーザー又はソナーセンサーの特定の構成、又は複数

の加速度計など、特定の入力が必要である。その特定の入力構成により、学習済みモ

デルは、同様のタスクを実行するように学習された他のモデルと区別される。その入

                                                 
436 McRo v. Bandai Namco Games Am., 837 F.3d 1299（Fed. Cir.2016） 
437 Id. at 1341 
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力構成のいくつかの詳細を含めることにより、特許保護適格な「特定の手段又は方

法」を実際にクレームしていると主張することができる。」（Drafting AI Inventionsを

参照）。 

 機械学習モデルの特定の入力と出力に基づいてAI発明をクレームすることは、権利

行使可能な特許を取得するための効果的な手法である。特許実務者の勝算を増やすた

めの1つの手法には、クレームされた技術の実際の適用を示す（例えば、出力を取得す

る）出力ステップ（例えば、コンピュータシステムによる出力、モーションプランな

ど）でクレームを終了することが含まれます。発明の各入力及び出力に関する技術的

詳細を提供することも有益かもしれない。この点に関して、専門用語を容易に理解で

きる（例えば、一般的な場所）用語に置き換え、明細書中でそれらの用語を定義する

と、審査中に特許実務者の勝算が増える可能性がある。別の有用な手法は、データフ

ローと、クレームされた発明内においてデータの各セットが持つ役割を明確に示すデ

ータの各セット及びブロック図を含めることである。 

 

（Q6-3） 

学習済みのモデル以外の特徴を持ったAI関連発明のクレームに関し、クレームや明

細書の記載で可能な工夫がありますか？ 

 

・新しい機械学習モデル（例えば、新しい機能を備えた機械学習モデル）は、コンピ

ュータ技術の改善を提供するため、特許適格性を満たす対象となる可能性がある。コ

ンピュータ技術の改善を反映したクレームを作成する必要がある。モデル自体が目新

しいため、できるだけ多くの技術的な詳細を含めることが有益な場合がある。特許実

務者は、モデルの実用化（計算効率の改善など）に焦点を当てて、機械学習モデルの

新規性を広く規定する独立クレームをドラフティングする必要がある。独立クレーム

の後には、それぞれ機械学習モデルの少なくとも1つの機能の技術的詳細に焦点を当て

た多数の従属クレームが続く必要がある。「非常に詳細で高度に技術的なクレームを1

つ含めると、少なくともそのクレームの特許保護適格性を主張する際の勝率が向上す

る。」（例えば、Drafting AI Inventionsを参照）。 

 

（Q6-4） 

学習済みモデルを機能的な観点から記載しているクレームに対して、審査官が機能

的であると指摘した実際の判例をご存知ですか？ 

 

・はい。一般的ではないが、機械学習モデルの学習方法を列挙したときに、審査官が

クレームを機能的であると指摘した判例が少なくとも1つあった。特に1つの判例で

は、クレームはもともと、モデルにデータを入力してモデルからの出力としてデータ

を受け取ることにより、機械学習モデルを較正する方法を規定していた。審査官は、

「機械学習モデルを使用して出力を決定する」ようにクレームを変更するよう要求し

た。例えば、元のクレームは一般的に次のようになる。 

コンピュータシステムによって、機械学習モデルに入力データを入力し．．． 

コンピュータシステムによって、機械学習モデルからの出力として出力データを取得

し．．． 

そして、審査官の推奨に従って、以下のように修正された。 

機械学習モデルを介してコンピュータシステムによって、少なくとも部分的に入力デ

ータに基づいて、出力データを決定するこれは稀なケースである。通常、機械学習に

おける学習アルゴリズムは機能的クレームとして指摘されておらず、この方法でクレ
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ームをドラフティング／修正することは特定の場合にのみ推奨される。例えば、潜在

的な侵害者が第三者の機械学習モデル（例えば、第三者の装置でホストされているモ

デル）を使用してクレームされた発明を実施することを出願人が懸念する場合、潜在

的な侵害者に対して直接侵害を訴えることが妨げられる可能性があるため、クレーム

をこのようにドラフティングすべきではない。 

 

（Q6-5） 

（AI関連発明、BM関連発明、IoT関連発明について）審査の実例をご存知で、開示

可能であれば、その実例の詳細を教えてください。 

 

・クライアントとの守秘義務のため、クライアントを代理した案件の審査について具

体的な詳細を開示することは避けている。ただし、一般的な例についてはQ6-4に上記

しているので、こちらを参照されたい。 

 

（Q6-6） 

貴国では、審査官は、機械学習の方法で特定された学習済みモデルの装置クレーム

やシステムクレームを、どのように審査しますか？ 

 

・下記参照。 

 

（Q6-7） 

貴国では、審査官は、機械学習の方法のクレームを、どのように審査しますか？ 

 

・以下に、Q6-6とQ6-7の両方についての回答を示す。 

特定の学習方法で定義された学習済みモデルを規定する装置、システム、又は方法

のクレームを審査するための一連の審査基準はない。一般的に、審査官は、クレーム

の形式に関係なく、学習用のデバイス、システム、及び方法を許可する。実際、ある

事例では、審査官は、多くの参考文献に基づき自明であるとして以前に拒絶されたク

レームを、既知のトレーニング技術を独立クレームに組み込む補正がなされたことに

鑑みて許可可能とした。 

 

（Q6-8） 

貴国では、審査官は、学習済みモデルを生産する方法のクレームを、どのように審

査しますか？ 

 

・繰り返しますが、学習済みモデルを準備する方法を記載した装置、システム、又は

方法のクレームを審査するための一連の審査基準はない。我々は、機械学習モデルの

トレーニングを改善するための学習データセットの取得／操作に関するいくつかの出

願の審査を担当した。ほとんどの場合、審査官は、そのような主題に関するクレーム

を許可可能とした。 
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（Q6-9） 

IoT関連発明の機能的クレームに関し、エッジコンピューティングやフォグコンピュ

ーティングを機能的に記載等で、実務的な工夫がありますか？ 

 

・データ処理が関係する場合に注意すべき主な問題は、35 U.S.C. §101である。したが

って、エッジコンピューティングシステム又はフォグコンピューティングシステムで

使用されるデータ処理技術の実用化にクレームの重点を置くことは有益である。ここ

では、実用的な適用はクラウドコンピューティングシステムの最適化である。これら

の発明に関するクレームは、データ処理技術がクラウドコンピュータシステムを最適

化する方法に焦点を当てる必要がある（例えば、ユーザ装置又はクラウド装置の処理

能力などのコンピュータ資源を節約する、メモリストレージを節約するなど）。 

 

（Q6-10） 

IoT関連発明で、時としてデバイス又はシステムクレームの代わりに方法クレームを

起草することはありますか？（例えば、方法クレームを用いて機能主体を敢えてぼか

す等） 

 

・はい。ただし、通常、すべての発明について方法、装置、及びシステムのクレーム

を作成する。方法クレームに記載されている特定の機能を実行する主題を記載するこ

とを躊躇するかどうかは、発明による。方法クレームに記載されている特定の機能を

実行する主題を記載することは、35 U.S.C. §112（例：35 U.S.C. §112(a)実施可能要件、

35 U.S.C. §112(b)不明確性、35 U.S.C. §112(f)ミーンズ・プラス・ファンクションの解釈

など）の問題を回避するのに十分な構成を規定できる可能性が高いため、有益かもし

れない。ただし、複数の装置が特定の機能を実行できる場合、そのようにすると、ク

レームの範囲が過度に制限される可能性がある。1つの解決策は、その機能を実行でき

る異なる装置によって実行される特定の機能をそれぞれ記載した複数の独立クレーム

を含めることである。このようにして、潜在的な35 U.S.C. §112の厄介な問題を回避し

ながら、発明の全範囲を出願に取り込むことができる。 

 

（Q6-11） 

BM関連発明の機能的クレームに関し、クレームや明細書の記載等で実務的な工夫が

ありますか？ 

 

・BM関連発明は、35 U.S.C. §101の下で特許保護不適格性を回避する方法でドラフティ

ングするのが難しい場合がある。しかし、それは、発明の実用化と実用化を達成する

特定の方法に焦点を当てることによって行うことができる。BM関連発明の技術的な詳

細に焦点を当てることは特に有益である。例えば、BM関連発明には、改善されたユー

ザインタフェース、改善されたデータフィルタリング技術、改善されたランキングシ

ステムなど、裁判所が特許保護適格性を満たすと認定した多くの技術的特徴を含める

ことができる。 

 Mark Nowotarskiは、彼の記事である“If You Want to Protect Your Business Method, 

Reframe It as a Technical Invention”において、「ビジネス方法の発明を保護するため

に．．．特許を使用する唯一の方法は、ビジネス方法を機能させるために必要な技術

的発明の特許を取得することである。」と主張することにより、このアプローチにつ
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いて触れている。438 

 さらに、特許実務者は、従来のビジネス言語ではなく技術用語を使用して、ビジネ

ス手法に関連する発明の出願書類をドラフティングできる。例えば、技術用語を使用

して発明を説明すると、出願が割り当てられた米国特許商標庁クラスに影響を与える

可能性がある。BM関連発明に関連する米国特許商標庁の技術分類は、技術的な発明ク

ラスに比べて許可率が比較的低くなっている。439  特許実務者は、より高い許可率を有

する米国特許商標庁の技術分類に割り当てられる出願書類を作成することにより、勝

機を増やすことができる。 

 

（Q7）機能的クレームのサポート要件の留意点等 

 

（Q7-1） 

35 U.S.C. §112(f)の適用（ミーンズ・プラス・ファンクション（MPF）クレームの適

用）を回避する為のクレーム及び明細書の記載方法が存在しますか？ 

 

・この点については、35 U.S.C. §112(b)の拒絶を回避するための実用的なヒントに関し

て上で述べたことが一部該当する。ただし、MPEP §2181(I)は、機能的にクレームされ

た発明のクレーム解釈のための審査基準を概説している。MPEP §2181(I)によれば、3

条件分析に適合する場合、審査官は、クレームの限定要素に35 U.S.C. §112(f)を適用す

る。3条件分析の要旨は、 

（1）クレームの限定要素が、「手段」（或いは「ステップ」）という用語又はその汎

用的な代替語を使用しているか、 

（2）用語は、機能的表現によって修飾されているか、及び 

（3）用語は、機能を実行するための構成、材料、又は動作によって修飾されていない

か、 

の評価を含む（同§2181(I)）。米国の判例法、成文法、及びこのガイダンスに基づき、

特許権者は、機能的表現の解釈に関して2つの方法、つまり、（1）「手段」又は「手

段」の汎用的な代替語の使用の回避すること、及び（2）汎用的な代替語を、機能を実

行するための十分な構成、材料、又は動作によって修飾すること、によって35 U.S.C. 

§112(f)の適用を回避できる。 

 第一に、特許実務者は、機能的限定要素を列挙する際に、「手段」という用語又は

「手段」の汎用的な代替語（つまり“nonce” word（用語として確立されていない用語で

あってその場限りで用いられる用語（臨時語））の使用を回避することにより、機能

クレームの限定の解釈への35 U.S.C. §112(f)の適用を回避できる。汎用的な代替語、又

は”nonce” wordは、構成の名称として認識されない言葉の構成要素であり、したがっ

て、「手段」という用語の代替とみなされる（Lighting判決440を参照）。用語に35 

U.S.C. §112(f)が適用されるかどうかの基準は「用語が構成の名称として十分に明確な

意味を持っていると当業者が理解するかどうか」である。441。2019§112審査ガイダンス

は、法廷で構成を持たないと通常認められている単語のリストを提供している。この

リストには、「メカニズム（mechanism for）」、「モジュール（module for）」、「デ
                                                 
438Mark Nowotarski、If You Want to Protect Your Business Method、 Reframe It as a Technical Invention、IP WATCHDOG

（2019年9月3日）、https://www.ipwatchdog.com/2019/09/03/want-protect-business-method-reframe-technical-

invention/id=112875/［最終アクセス日：2020年3月19日］ 
439（Nam Kim、Software and Business Method Inventions After Alice、知的財産法ブログ（2016年9月23日）、

https://www.intellectualpropertylawblog.com/archives/software-and-business-method-inventions-after-alice［最終アクセス

日：2020年3月19日］） 
440 Lighting World v. Birchwood Lighting, 382 F. 3d 1354, 1360-62（Fed.Cir.2004） 
441 Williamson, 792 F.3d,1350 

https://www.ipwatchdog.com/2019/09/03/want-protect-business-method-reframe-technical-invention/id=112875/
https://www.ipwatchdog.com/2019/09/03/want-protect-business-method-reframe-technical-invention/id=112875/
https://www.intellectualpropertylawblog.com/archives/software-and-business-method-inventions-after-alice
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バイス（device for）」、「ユニット（unit for）」、「コンポーネント（component 

for）」、「要素（element for）」、「メンバー（member for）」、「装置（apparatus 

for）」、「機械（machine for）」、又は「システム（system for）」が含まれる。35 

U.S.C. §112(f)の適用を回避する実務者の最初の実用的なステップには、機能クレーム

の限定をドラフティングする際にそのような言葉の使用を回避することが含まれる。 

 MPEPには、35 U.S.C. §112(f)の適用を回避するのに十分な構成を持つことが認めら

れている構成的用語を例示したリストが含まれている。このリストには、「回路

（circuit）」、「ディテント機構（detent mechanism）」、「デジタル検出器（digital 

detector）」、「往復運動部材（reciprocating member）」、「コネクタアセンブリ

（connector assembly）」、「穿孔（perforation）」、「密閉接続ジョイント（sealingly 

connected joints）」、「メガネハンガー（eyeglass hanger member）」が含まれます。

MPEP §2181(I)(A)。特に「回路（circuit）」と「プロセッサ（processor）」という2つの

用語は、35 U.S.C. §112(f)の適用を避けるために、特許実務者によって通常使用されて

いる。442 これに関して、プロセッサは特定の状況下で35 U.S.C. §112(f)適用の原因と

なると解釈されているため、「回路」という用語がより強力なオプションであると思

われる（例えば、Ex Parte Lakkala,No.2011-001526（P.T.A.B. 2013年3月13日）を参照。

「プロセッサ」という用語は、「制御機能」を実行するのに十分に明確な構成を有す

ると当業者には理解されない非構成的用語であると考える。）実際、プロセッサとい

う用語は、特別なプログラミングなしで、汎用コンピュータによって実現できる「処

理」、「受信」、「保存」などの機能のクレームに限定される場合がある443。 

 第二に、特許実務者は、機能的限定を実行するための十分な構成、材料、又は動作

によって汎用的な代替語を修正できる。同じクレーム用語は、その用語を囲む記述語

に基づいて異なる解釈が可能である。例として、Welker事件とFlo事件と比較すること

である。このアプローチの最も一般的な例は、「プロセッサ」という用語を、クレー

ムされた機能のさらなる構成要素で修飾することである。例えば、「ソフトウエアの

発明を対象とし、発明カテゴリーが方法でないクレームの場合、解決策の1つは、実行

時にモジュールとしてクレームされる機能を実行する命令を実行するプロセッサをク

レームすることである」444。具体例には次のものがある。 

  コンピュータ装置であって、 

   1つ以上のプロセッサと、 

   前記1つ以上のプロセッサによって実行されたときに前記コンピュータ装置に動

作を実行させる命令を格納する1つ以上のメモリデバイスと、を備え、前記動作は、 

   ［機能的限定1］と、 

   ［機能的限定2］と、 

を含む、コンピュータ装置。 

2つの追加のヒントとして、「（クレームの）特定の構成要素がどのように一緒に動作

するかを、図面及び詳細な説明で説明すること、を含めることができる。例えば、特

                                                 
442 Ambar P. Nayate、112(f) Has a Hair Trigger：Avoiding Means-Plus-Function Misfires、SSIPLAW（2016年1月28日）、

https://www.ssiplaw.com/news/201601/112f-has-hair-trigger-avoiding-means-plus-function-misfires_ftn1［以下、112(f) Has a 

Hair Trigger］を参照。 
443 （Katz Interactive Call Processing Patent Litigation, 639 F.3d 1303, 1316 (Fed. Cir. 2011)）「一方、「回路（circuit）」

又は「電気回路（circuitry）」という用語は、より広い文脈において35 U.S.C. §112(f)の適用を回避するために十分に

明確な構成を示すと判断されている。」（Ex Parte Lakkala、No. 2011-001526（MITの引用、462 F.3d,1354-56; Linear 

Tech.Corp. v. Impala Linear Corp., 379 F.3d 1311,1320-21（Fed. Cir. 2004）; Apex Inc. v. Raritan Comp., Inc., 325 F.3d 

1364,1374（Fed. Cir. 2003）））。 
444 Doris Johnson Hines、The Future of Functional Claiming、 Part 1: Practical Implication of the Williamson Decision for 

Software Patents、知的財産及び技術法ジャーナル（2015年10月）、https://www.finnegan.com/en/insights/the -future-of-

functional-claiming-part-1-practical-implications.html［以下、The Future of Functional Claiming］を参照。 

https://www.ssiplaw.com/news/201601/112f-has-hair-trigger-avoiding-means-plus-function-misfires_ftn1
https://www.finnegan.com/en/insights/the%20-future-of-functional-claiming-part-1-practical-implications.html
https://www.finnegan.com/en/insights/the%20-future-of-functional-claiming-part-1-practical-implications.html
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許実務者は、どのコンポーネントが他のどのコンポーネントに接続されているか、ど

のコンポーネントがどのコンポーネントからデータを受信したか、どのデータが受信

されたか、各コンポーネントがそれぞれの機能を実行するために実行された操作につ

いて説明することができる。」（112(f) Has a Hair Triggerを参照）、そして、ソフトウ

エア発明の機能を実行する「手段」を引用するクレームを明示的に含めることによ

り、クレームの差別化を活用し...そして、あるクレームで「のための手段」を選択する

ことにより、別のクレームで35 U.S.C. §112(f)が適用されるクレームとする意図がなか

ったと主張する（The Future of Functional Claimingを参照）。 

 

（Q7-2） 

35 U.S.C. §112(f)の適用による限定解釈を承知の上で（又は積極的に）ミーンズ・プラ

ス・ファンクションクレームを作成したケースが存在しますか？ 

 

・最善のプラクティスは、35 U.S.C. §112(f)に基づく解釈が適用されないクレームをド

ラフティングすることである。そうすることで、35 U.S.C. §112(b)に基づく拒絶を招く

ためである。ただし、リスクがあっても、純粋に構成上の限定を列挙するものよりも

広範なクレームを取得するために、クレームで機能的表現を使用することができる。

したがって、一部の法学者は、実用的な場合は機能的クレームを推奨している。例え

ば、法学者は、明細書中における構成を明確に列挙することによってサポートされた

機能的クレームを推奨している（Functional Language in Patent Claiming: Configured to, 

and Operable toを参照）。 

 

（Q7-3） 

クレーム表現を機能的又は非機能的であると判断するための基準が十分に明確では

ないと思いますか？ 

 

・はい。クレーム文言が機能的であるか機能的でないかを判断するための基準は、い

くぶん不明確だと考えている。連邦巡回控訴裁判所により引用されているその基準

は、「クレームの文言が構成の名称として十分に明確な意味を持つと当業者に理解さ

れているかどうか」Williamson, 792 F.3d, 1350である。「構成の名称」の解釈には曖昧

さがある。構成的用語と非構成的用語を区別するためには、辞書定義が使用でき、実

際に使用されている。ただし、連邦巡回控訴裁判所と審判部によって引かれる境界性

は、しばしば実際の案件の状況に依存する。 

 

（Q7-4） 

35 U.S.C. §112(f)の適用に関し、基準の不明確さ及び審査官によるばらつきがあると

考えるか？ 

 

・一般的には、いいえ、である。35 U.S.C. §112(f)適用についての重点の置き方におい

て、審査官による相違がある場合がある。35 U.S.C. §112(f)を含む35 U.S.C. §112条の

問題をより規則的にチェックする審査官もいる。ただし、35 U.S.C. §112(f)が適用され

る場合、通常は同じ方法で適用される。審査官は通常、上記の3段階のプロセスを適用

する（つまり、「手段」という用語又は汎用的な代替語をチェックし、機能的限定に

よって用語が変更されているかどうか、構成的用語によって用語が変更されているか

どうかを確認する）。 
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（Q7-5） 

2019年1月に米国特許商標庁から公表されたコンピュータにより実現される機能的限

定の審査に関するガイダンスにより35 U.S.C. §112(f)の適用大きな変化がありますか？ 

 

・現時点ではそうは思わない。2019§112審査ガイダンスに「米国特許商標庁の§112審

査プロセスへの変更は含んでいなかったが、クレーム解釈と35 U.S.C. §112要件の評価

における望ましい実務の規定を強化した。」4452019§112審査ガイダンスの論調に基づい

て、一部の特許実務者は、「コンピュータ実施発明に関する35 U.S.C. §112に基づく拒

絶の次の動向。」を予測した。446 2019§112審査ガイダンスの後、審判部は、アルゴリ

ズムが欠如しているために35 U.S.C. §112(b)に基づいてコンピュータに実装された用語

が不明確であると判断するいくつかの審決を出した（例えば、Ex Parte Callier、

No.2018-000321（P.T.A.B. 2019年6月19日）; Ex Parte Liu、No.2018-000996（P.T.A.B. 

2019年6月4日）を参照）。ただし、これが2019§112審査ガイダンスの結果であるかど

うかを判断するには時期尚早である。 

 

（Q7-6） 

35 U.S.C. §112(b)の適用を回避する為のクレーム及び明細書の記載方法が存在します

か？ 

 

・はい。35 U.S.C. §112(f)がクレームの限定要素に適用される場合、この限定要素は、

明細書に記載されている対応する構成、材料或いは動作、及びその均等物を網羅する

と解釈される（35 U.S.C. §112(f)）。「コンピュータ実装機能の35 U.S.C. §112(f)クレー

ムに対応する構成は、明細書に開示されているアルゴリズムである」447。したがって、

機能的に記載されたクレームの用語が35 U.S.C. §112(f)に基づいて解釈されたとして

も、クレームされた機能を実行するのに十分な構成を明細書が開示している限り、特

許実務者は35 U.S.C. §112(b)の拒絶を回避することができる（例えば、Advanced Ground 

Info Sys., 830 F.3d,1341を参照）。 

 

（Q7-7） 

特に、35 U.S.C. §112(f)と関連した35 U.S.C. §112(b)の適用を回避する為のクレーム及び

明細書の記載方法の工夫がありますか？ 

 

・ここでのヒントは、Q-5を参照して上記で提供したヒントに似ている。「コンピュー

タ実装機能の35 U.S.C. §112(f)クレームに対応する構成は、明細書に開示されているア

ルゴリズムである。」（Harris Corp., 417 F.3d,1249）35 U.S.C. §112(f)が適用される場合

に35 U.S.C. §112(b)での拒絶を避けるため、特許実務者はクレームの機能的限定を実行

するのに十分なアルゴリズムを十分に開示しなければならない。ミーンズ・プラス形

式でクレームに構成を規定するために必要なアルゴリズムは、「所定の結果を達成す

るための段階的な手順」（Ergo Licensing, 673 F.3d,1365）である。アルゴリズムは、ク

レームされた機能全体を実行するのに十分でなければならない（Noah Sys., 675 

                                                 
445 Christina Sperry & Paul S. Brockland、 Understanding the USPTO’s Interpretation of 35 U.S.C. §112 for Computer-

Implemented Functional Claim Limitations、MINTZ（2019年6月12日）、https://www.mintz.com/insights-

center/viewpoints/2231/2019-06-understanding-usptos-interpretation-35-usc-ss-112-computerを参照。 
446  Adam J. College、USPTO RINGS IN 2019 WITH NEW GUIDANCE FOR COMPUTER-IMPLMENTED INVENTIONS 

– PART II、 2019 MYERS BIGEL（2019年）、https://www.myersbigel.com/uspto-rings-in-2019-with-new-guidance-for-

computer-implemented-inventions-part-ii/_edn1［以下、USPTO RINGS IN 2019］を参照。 
447 Harris Corp. v. Ericsson Inc., 417 F.3d 1241, 1249（Fed. Cir.2005） 

https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/2231/2019-06-understanding-usptos-interpretation-35-usc-ss-112-computer
https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/2231/2019-06-understanding-usptos-interpretation-35-usc-ss-112-computer
https://www.myersbigel.com/uspto-rings-in-2019-with-new-guidance-for-computer-implemented-inventions-part-ii/_edn1
https://www.myersbigel.com/uspto-rings-in-2019-with-new-guidance-for-computer-implemented-inventions-part-ii/_edn1
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F.3d,1316-17）。特許実務者は、数式、散文、フローチャート、又は「十分な構成を提

供する他の方法」を含む、理解可能な用語でアルゴリズムを表現できる（MPEP 

§2181(II)(B)（引用：Finisar, 523 F.3d,1340; Intel Corp., 319 F.3d,1366; Dossel, 115 

F.3d,946-47; Typhoon Touch, 659 F.3d,1385; Aoyama, 656 F.3d,1306）。）。 

 特にフローチャートは、35 U.S.C. §112(b)の拒絶を克服するのに十分な構成を提供す

ることがわかっている。ただし、特許実務者は、クレームされた機能全体を記述する

のに十分なフローチャートが明細書に含まれていることを確認する必要がある（Noah 

Sys., 675 F.3d,1316-17（特許権者が特定の状況でのみフローチャートを使用し、クレー

ム全体を不明確にしたため、35 U.S.C. §112(b)の下でクレームが却下された）を参

照）。 

 

（Q7-8） 

2019年1月に米国特許商標庁から公表されたコンピュータにより実現される機能的限

定の審査に関するガイダンスにより35 U.S.C. §112(b)の適用大きな変化がありますか？ 

 

・恐らくそうだと思われる。2019§112審査ガイダンスの後、審判部は、アルゴリズム

が欠如しているために35 U.S.C. §112(b)に基づいてコンピュータに実装された用語が不

明確であるとするいくつかの審決を出した（例えば、Ex Parte Callier,No. 2018-000321; 

Ex Parte Liu, No. 2018-000996を参照）。これが2019§112審査ガイダンスの結果であるか

どうかを判断するのは時期尚早である。初期の記事では、これらの決定により、「よ

く使用されるコンピュータ実装用語はアルゴリズムを欠いているために不明確であ

る」ことが判明したと主張している。448 しかし、そこでも、著者は「この傾向が新し

い§112ガイドラインに先行していたのか、これらの事例で示された新しい§112ガイド

ラインの効果を見ているのかを判断するのは難しい」と認めている。 

 1つの顕著な違いは、一般に35 U.S.C. §112の拒絶の数である。これは、2019§112審査

ガイダンスによって35 U.S.C. §112に重点が置かれているためと思われる。 

 

（Q7-9） 

その他、米国においてCS関連発明等の機能的クレームに適用されるサポート要件等に

ついて留意点がありますか？ 

 

・ここでのヒントは、Q-5に関して上記で提供したヒントに似ている。実施可能要件を

満たすために、特許権者は明細書のクレームの各機能的限定を具体的かつ客観的に説

明する必要がある。場合によっては、本発明を実施するのに必要なすべてが開示され

る必要はなく、例えば、明細書は当技術分野で周知のものを開示する必要はない（Trs. 

of Bos., 896 F.3d,1364）。これは、過度の実験をせずに意図した結果を達成するための

プログラム生成における高レベルのスキルと同様に高レベルの予測可能性により、コ

ンピュータで実施される発明に特に関連するかもしれない（2019§112審査ガイダンス 

84 Fed. Reg. 62を参照）。ただし、機能的限定要素のいずれかが、当技術分野でよく知

られていない特定の装置の使用を必要とする場合、明細書はその装置を明確に定義す

る必要がある。ほとんどの場合、機能的限定要素には方法又は一連の手順が含まれ

る。このような場合、コンピュータが実行するプログラムされたステップ、アルゴリ

ズム、又は手順の少なくとも1つを含めることが不可欠である。これは、各機能的限定

                                                 
448 Wen Xie, Examining the Unforeseen Effects of the USPTO’s New Section 112 Guidelines、IP WATCHDOG（2019年8月

21日）、https://www.ipwatchdog.com/2019/08/21/examining-unforeseen-effects-usptos-new-section-112-

guidelines/id=112397/を参照。 

https://www.ipwatchdog.com/2019/08/21/examining-unforeseen-effects-usptos-new-section-112-guidelines/id=112397/を参照
https://www.ipwatchdog.com/2019/08/21/examining-unforeseen-effects-usptos-new-section-112-guidelines/id=112397/を参照
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要素を説明する機能ブロック図を含めることで最も簡単に実行できる。 

 「明細書の開示の妥当性を疑問視する合理的な根拠を確立するために、審査官は、

明細書の開示の事実分析を提示して、当業者が「過度の実験に頼らなければ、クレー

ムされた発明を行いかつ使用できない」ことを示す必要がある」（MPEP 

§2161.01(III)）コンピュータアプリケーションにおいて、「当業者」は、発明により利

用される任意の技術に熟練した任意の人を含むことができる（同上）。多くのコンピ

ュータ関連発明には、複数の技術分野が関係していることに注意すること。そのよう

な発明の場合、明細書の開示は、発明の各態様の実施基準を満たさなければならない

（MPEP §2164.05(b)）。したがって、明細書の開示は、過度の実験を行うことなく、

発明の関連する態様を作成及び使用する方法を各技術の当業者に教示しなければなら

ない。したがって、特許権者は、発明がどの分野の技術に属するかを判断し、各分野

の技術者に対して明細書が実施可能要件を満たすことを保証する必要がある。 

 「コンピュータプログラムを含む不十分に開示された出願を認識するための特定の

普遍的に適用可能なルールは存在しない。」（MPEP §2164.06(c)）ただし、審査官は、

コンピュータが実行し、クレームされた機能を作成するために必要なプログラムされ

たステップ、アルゴリズム、又は手順を含まない開示を拒絶の根拠とすることができ

る（同上）。したがって、CS関連発明の場合、明細書は、クレームの機能を達成する

ためにコンピュータによって実行されるプログラムされたステップ、アルゴリズム、

又は手順の少なくとも1つを開示する必要がある。繰り返すが、これは各機能的限定を

説明する機能ブロック図を含めることで最も簡単に実行できる。 

 記載要件を満たすために、特許実務者は、出願人が出願時にクレームされた主題を

所有していると当業者が合理的に結論付けることができるように、クレームされた機

能を達成するコンピュータ及びアルゴリズムを十分に詳細に開示する必要がある。明

細書の開示の妥当性は、機能的限定の一つの実施形態について説明がある場合と、限

定のすべての実施形態について説明場合に亘る範囲のどこかにある（Lizardtech, 424 

F.3d, 1336を参照）。「したがって、機能的クレームの限定のために、特許実務者は、

発明者が発明を所有していることを当業者に納得させ、そのような人が過度の実験な

しに発明を行いかつ使用できるようにするのに十分な実施形態を開示する必要があ

る」（同上）。機能的クレームに付随する明細書に開示されている実施形態が多けれ

ば多いほど、特許出願がサポート要件を満たす可能性が高くなる。 

 

（Q7-10） 

CS関連発明で、35 U.S.C. §101の特許不適格を回避する為、クレームや明細書の記載

等で実務的な工夫がありますか？ 

 

 特許実務者は、特許可能な主題を明細書に組み込み、特許可能な主題をクレームで

参照することにより、35 U.S.C. §101の特許保護不適格を回避できる。この点に関し

て、2019年1月7日にリリースされた2019年特許保護適格性ガイダンス及び2019年10月1

日にリリースされた2019年改訂特許保護適格性ガイダンスは、CS関連発明に向けられ

た多くの仮想的不適格及び適格なクレームを提示している。449 例えば、物理コンピュ

ータをクレームに含めたうえで、物理コンピュータを記載している、又は特定の業界

からのデータを使用しているため、クレームは抽象的ではないと主張することは、お

そらく効果的ではないだろう。ただし、特定の実装手順の説明を明細書に含め、特定

の実装手順は人間の心では実際に実行できないため、クレームは抽象的ではないと主

                                                 
449 例えば、USPTO、 Subject Matter Eligibility Examples: Abstract Ideas（2019年1月7日）;及びUSPTO、 2019年10月更

新の付録1：Subject Matter Eligibility Life Sciences & Data Processing Examples（2019年10月1日）参照。 
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張することで、許可が得られる可能性が高くなる。 

 特許実務者が35 U.S.C. §101に基づく特許保護不適格を回避する方法は、特許の特定

の主題に依存する。35 U.S.C. §101での特許保護不適格を回避するための最も実用的な

ヒントは、発明の主題を米国特許商標庁が提供している仮想事例と比較し、非抽象的

であることが判明した同様の仮想事例に従って、発明の主題を対象とする出願書類を

ドラフティングすることである。 

 

（Q7-11） 

2019年1月と10月に最近公開された特許適格性に関する米国審査ガイダンスは、米国特

許商標庁審査実務にどのように影響しますか？ 

 

・おそらく35 U.S.C. §101に基づく特許保護適格性に関する拒絶は減少し、それに対応

して35 U.S.C. §112(b)に基づく不明確性の拒絶が増加するだろう。2019年1月と10月の

ガイドラインには、CS関連発明の特許保護適格例がいくつかリストされている。ガイ

ダンスは、特許特許保護適格性を判断するための2つの視点での分析手順を設定するこ

とにより、「米国特許商標庁全体のアクションの明確性、一貫性、及び予測可能性を

向上させる」ことを目的としている（2019年改訂特許保護適格性ガイダンス、84 F.R. 

50（2019年1月7日）［以下、2019§101ガイダンス］を参照）。2019§101ガイダンス

は、連邦巡回控訴裁判所の訴訟事件に基づいて抽象的概念のグループを作成し、審査

官に対し、列挙されたグループのいずれかに属し、実用的応用に統合できなかった場

合にのみクレームを拒絶するよう指示した（2019§101ガイダンス、84 F.R. 51-52を参

照）。この手順により、審査のプラクティスが明確になり、これまでのところ、特許

保護適格性の拒絶が減少している。実際、2019§101ガイダンスから2週間もたたないう

ちに、審判部は2019§101ガイダンスに基づき審査官による35 U.S.C. §101の拒絶を覆す2

つの審決を出した450。 

  

                                                 
450 Aseet Patel & Craig Kronenthal、First 審判部 Reversals Under the New Subject Matter Eligibility Guidance、IP 

WATCHDOG（2019年2月14日）、https://www.ipwatchdog.com/2019/02/14/first-ptab-reversals-new-subject-matter-

eligibility-guidance/id=106312/） 

https://www.ipwatchdog.com/2019/02/14/first-ptab-reversals-new-subject-matter-eligibility-guidance/id=106312/
https://www.ipwatchdog.com/2019/02/14/first-ptab-reversals-new-subject-matter-eligibility-guidance/id=106312/
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（Q13）CS関連発明等の機能的クレームに関する法律や審査基準等の歴史的変遷につ

いて 

（Q13-1） 

CS関連発明等の機能的クレームに関する、1970年以降の法律や審査基準等の改定等

について、その「年」、「法律や審査基準等の名称及び記載箇所又は条文番号」、

「改定等の内容（抜粋）」、「改定等に影響を与えた判決等」及び「改定された理

由や背景」を記入してください。 

 

法改正 

 CS関連発明には以下の2つの法定規定が影響する：35 U.S.C. §101及び35 U.S.C. 

§112。35 U.S.C. §101は1952年に制定されて以来、改正されていない。35 U.S.C. §112も

1952年に制定され、その後2回改正された。どちらの修正も、コンピュータソフトウエ

アの発明におけるクレームの機能的表現には影響しなかった。これらの修正には以下

が含まれる。 

 

1965年7月24日、Public Law 89-83,sec. 9, 79 Stat. 261 

 1965年7月24日に、議会は35 U.S.C. §112を修正した。「クレームは独立又は従属形式

で記述できる。従属形式の場合、従属請求項に参照により組み込まれたクレームのす

べての限定を含めると解釈されるものとする。」（Public Law 89-83, sec.9, 79 Stat. 261

（1965年7月24日）を参照）この修正により、従属請求が許可された。 

 

1975年11月14日、Public Law 94-131,sec.7, 89 Stat. 691 

 1975年11月14日、議会は35 U.S.C. §112を改正して従属請求の範囲と形式をさらに定

義した。それ以前の改正と同様、35 U.S.C. §112の追加表現は、CS関連発明には影響し

なかった。 

 

審査基準の修正 

MPEPの第9版（現在使用されている最新版）は、2018年1月に最後に改訂された。

MPEPは、CS関連発明に関するクレームの機能的表現の解釈を修正する連邦巡回控訴

裁判所の決定に応じて、2018年1月の改訂に先立って3回改訂された。これらのうち、

クレームの機能的表現に影響を与えるMPEPのセクションに関係しているのは、2つの

改訂のみである。これらの2つの改訂については、以下で詳しく説明する。 

 

第9版– E9R-11.2013 – 2014年3月 

この改訂において、米国特許商標庁は、セクション608.01(p)に以下の改訂を加えた：

コンピュータプログラミングと35 U.S.C. §112に関するMPEP §2161.01; 及び機能的クレ

ームの文脈において35 U.S.C. §112に関するMPEP §2181及び§2185への相互参照の追

加。 

 

さらに、米国特許商標庁はセクション706.03(e)を改訂して、35 U.S.C. §112(f)（又は、

改正前35 U.S.C. §112第6段落）は適用されないが、クレームされた機能を実行するため

の構成が記載されていないためにクレームが不明確であるクレーム限定を出願人が主

張した場合に使用する新しい形式のパラグラフ7.34.22を含めるようにした。 

 

米国特許商標庁は、特定の構成に限定されない機能的表現を使用してコンピュータの

発明がクレームされている場合に§2161.01への参照を追加することにより、§2164.06(c)

を改訂した。 
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MPEP §2181では、米国特許商標庁は、Donaldson.事件451の判決に先立って、ミーンズ又

はステップ・プラス・ファンクション限定の扱いを説明するテキストを削除し、その

ような限定の最も合理的な解釈を説明するテキストを追加した。 

 

サブセクションIでは、米国特許商標庁は、「ミーンズ」、「ステップ」という用語を

使用することによって「ミーンズ又はステップ・プラス・ファンクション」限定の問

題が生じる可能性があること、及び「ミーンズ」や「ステップ」という用語を使用せ

ずに汎用的な代替語を使用することでクレームの拒絶を克服できるという消極的推定

（negative presumption）をすることを反映するようにテキストを改訂した。また、米国

特許商標庁は、「手段」という用語の代替として使用される汎用的な代替語を定義す

る文を追加した。 

 

サブセクションII.Bで、米国特許商標庁は、コンピュータ実装のミーンズ・プラス・フ

ァンクション限定に関する記載を追加した。これには、In re Aoyama, 656 F.3d 

1293(Fed. Cir. 2011), In re Alappat, 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994), Noah Systems Inc. v. Intuit 

Inc., 675 F.3d 1302, 1312（Fed. Cir. 2012）、及びAristocra, 521 F.3d, 1333への引用が含ま

れる。米国特許商標庁は、例えば、2つの異なるグループ、即ち、明細書にアルゴリズ

ムがないものと、アルゴリズムはあるがアルゴリズムがクレームされた機能全体を実

行するのに十分かどうかに問題があるものを説明するテキストを追加することによ

り、特殊な目的のコンピュータとアルゴリズムに関するテキストを改訂した。さら

に、米国特許商標庁は、当業者が汎用コンピュータを特別な目的のコンピュータに変

換するためのソフトウエアを作成できる状況について説明するテキストを削除した。 

 

サブセクションIVで、米国特許商標庁は35 U.S.C. §112(a)又は改正前35 U.S.C. §112第6

段落に基づく拒絶は、不明確の拒絶と同じ理由で適切かという問題を扱う文と、Ariad 

Pharm判決452からの引用とを追加した。 

 

さらに、米国特許商標庁は、Noah, 675 F.3d, 1317, Blackboard, 574 F.3d, 1384及び

Aristocrat, 521 F.3d,1334の引用を含めて、ミーンズ・プラス・ファンクション限定に関

連する機能を単に説明し直すだけでは十分でないことを説明する文を追加した。 

 

サブセクションVでは、米国特許商標庁はテキストを改訂して、単一手段クレームの定

義を提示し、そして単一手段クレームが35 U.S.C. §112(f)又は改正前35 U.S.C. §112第6

段落に準拠していない理由に関するさらなる説明を提示した。 

 

サブセクションVIで、米国特許商標庁は、35 U.S.C. §112(f)又は改正前35 U.S.C. §112第

6段落の適用に関する2つの反証可能な推定は、審査記録において立証されるべきであ

ることを明確にするためにテキストを追加した。反論された場合、記録には、推定が

反論された理由に関する説明を反映させる必要がある。2つの反証可能な推定は明示的

に定義されている。 

 

MPEP §2753で、米国特許商標庁は、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームを

議論する場合、AIAの先願主義の規定が適用される出願に対しては35 U.S.C. §112第6段

落の引用に代わるものとして、35 U.S.C. §112(f)を参照する文を追加した。 

                                                 
451 In re Donaldson Co., 16 F.3d 1189 (Fed. Cir. 1994) (en banc) 
452 Ariad Pharm., Inc. v. Eli Lilly and Co., 598 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2010) (en banc) 
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この改訂では、米国特許商標庁は、「手段」という用語が機能又は構成を規定してい

るかどうかを明細書から判断できない場合に使用すべきフォームパラグラフ7.34.11を

改訂することにより、§706.03(d)を改訂した。 

 

米国特許商標庁は、クレームの解釈及びミーンズ（或いはステップ）・プラス・ファ

ンクション・クレーム限定に関するフォームパラグラフ7.30.03.h、7.30.03、7.30.04を追

加することで、MPEP §706.03(e)も修正した。 

 

さらに、米国特許商標庁はMPEP §2103(IV)(A)のパラグラフ3を改訂し、「手段」限定

の範囲が、明細書の詳細にな説明において発明者によって、そしてクレームされた機

能を果たすその均等物によって定義されることを明確にした。 

 

米国特許商標庁はMPEP §2111.01(II)を改訂して35 U.S.C. §112(a)〜112(f)の引用を修正

し、機能に対応する構成、材料、又は動作がクレームの限定の意味を決定すべきであ

ることを明確にした。同じセクションのサブセクションIVで、米国特許商標庁は、出

願人が「出願時の明細書」に特別な定義を記載する必要があることを明確にするため

にテキストを改訂し、In re Weiss, 989 F.2d 1202(Fed. Cir. 1993)の事例への参照を削除し

た。 

 

MPEP §2114で、米国特許商標庁はサブセクションIのタイトルを改訂し、その中のテキ

ストが装置クレームにおける内在的開示と機能的限定とを説明していることを明確に

した。MPEP §2114(I)は、In re Schreiber事件の議論をさらに改訂し、新規性又は自明性

について一応の疑いがあること（prima facie case of anticipation or obviousness）を証明

するために、審査官は、先行技術の構成が、内在的にクレームされた装置の機能的に

定義された限定を有していることを説明する必要があることを説明している。さら

に、米国特許商標庁は、Bettcher判決453に裏付けの引用を追加した。 

 

MPEP §2163では、米国特許商標庁は、ミーンズ（又はステップ）・プラス・ファンク

ション・クレームに対して、明細書にクレームされた機能を実行するに十分な対応す

る構成、材料、又は動作を開示されていないということを根拠に35 U.S.C. §112(b)に基

づく拒絶をする場合、明細書の記述要件違反に対する拒絶も行われるべきであること

を明確にするために新しい文を追加した。 

 

同じセクションのサブセクションII.A.3(a)(i)、パラグラフ(C)(2)では、米国特許商標庁

は、構成と機能の相関関係に関する議論が、ある種のコンピュータ関連の技術などの

他の技術に必ずしも当てはまらないため、事例をバイオテクノロジー分野に限定し

た。さらに、米国特許商標庁はFonar Corp. v. Gen. Elec. Co.及びIn re Hayes 

Microcomputer Prod., Inc.の事例の引用を追加した。同セクションのサブセクション

II.A.3(a)(ii)で、米国特許商標庁は、AbbVie判決454の引用を追加するとともに、代表的な

数字を構成するものは、当技術分野のスキルと知識の逆関数であるという発言を削除

した。 

 

MPEP §2163.03で、米国特許商標庁は、新しいサブセクション「V.オリジナル2163.03 

                                                 
453 Bettcher Industries, Inc. v. Bunzl USA, Inc., 661 F.3d 629(Fed. Cir. 2011)及びIn re Swinehart, 439 F.2d 210(CCPA 1971) 
454 AbbVie Deutschland GmbH & Co., KG v. Janssen Biotech, Inc., 759 F.3d 1285(Fed. Cir. 2014) 
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十分な記載を欠くクレーム」、及び「VI.ミーンズ（或いはステップ）・プラス・ファ

ンクション限定に対する不明確要件違反の拒絶」を追加した。 

 

MPEP §2164.06(c)(II)では、米国特許商標庁は、クレームされた機能を達成するために

コンピュータが実行するプログラムされたステップ、アルゴリズム、又は手順を、当

業者が理解できる方法で説明してよいこと明確にするテキストを追加した。 

 

MPEP §2181では、米国特許商標庁はテキストを修正し、35 U.S.C. §112(f)が適用されな

いとのMPEP §2181の推定は、クレームが、機能を達成するために十分に明確な構成を

記載していない場合は覆され得ることを述べ、Williamson 判決455 及びPersonalized Media 

判決456への引用を追加した。さらに、米国特許商標庁は、Williamson及び Greenberg v. 

Ethicon Endo-Surgery, Inc.を引用しながら、クレームが十分に明確な意味を持っている

かどうかを判断するための基準を定める文を追加した。 

 

最後に、MPEP §2181で、米国特許商標庁は、クレームのミーンズ（又はステップ）・

プラス・ファンクションの限定が明細書に記載されている対応する構成、材料、又は

動作によってサポートされていない場合、明細書の記述要件を満たさないとして、35 

U.S.C. §112(a)又は改正前35 U.S.C. §112第6段落に基づく拒絶を考慮すべきであることを

示唆する新しい段落(B)を追加した。 

 

 

（Q14）CS関連発明等の機能的クレームに関する法律や審査基準等の今後の動向につ

いて 

（Q14-1） 

CS関連発明等の機能的クレームに関し、今後、法改正や審査基準等の改定の予定が

ありますか。 

 

・行われるかも知れない。米国特許商標庁は、AI発明の特許に関するコメントを求め

ています。ただし、これ以上のアクションは実行されていない。 

 米国審査ガイダンスの更新は、おそらく35 U.S.C. §101若しくは§112又はそれらの条

項の解釈に影響する判例法の修正に対応して行われている。2020年３月１日時点で

は、35 U.S.C. §101又は§112に影響を与えると予想される進行中の連邦巡回控訴裁判所

における訴訟はない。議会は、過去に特許改革を目的とした法案を導入している。457 

  

                                                 
455 Williamson v. Citrix Online, LLC (Fed. Cir. en banc 2015) 
456 Personalized Media Communications, LLC v. International Trade Commission, 161 F. 3d 696(Fed. Cir. 1998). 
457 例えば、Restoring America’s Leadership in Innovation Act of 2018、H.R.6264、115th Cong （2018）（前の議会で廃

案となった）；2019年のSTRONGER Patents Act, H.R.3666 116th Cong.（2019）（2019年7月10日に議会に導入され

た）を参照すること。ただし、これらのいずれも制定される可能性はない（例えば、：H.R. 3666 -116th Congress：

STRONGER Patents Act of 2019、GOV TRACK US（2019）、https://www.govtrack.us/congress/bills/116/hr3666（2019年

のSTRONGER Patents Actに3%を付与） 制定される可能性）を参照。）。 

https://www.govtrack.us/congress/bills/116/hr3666
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（Q14-2） 

「はい」の場合は、改正、改定予定の「法律や審査基準等の名称」及びその「改

正、改定の方向性」について記入をお願いします。特に、AI、IoT、BM関連技術の

審査基準等に関するトピックスがあれば、記入をお願いします。 

 

・人工知能発明の特許に関する意見の募集、84 Fed. Reg. 44889（2019年8月27日）。こ

れは、AI発明の特許プロセスに影響を与える可能性がある。意見はAIPPIによって提出

された。ただし、米国特許商標庁は受け取った意見についてはまだ具体的な見解を表

明していない。AIPPIのコメントは、https://aippi.org/wp-

content/uploads/2019/11/USPTO_AI_Submission.pdfで見ることができる。 

 

米国議会と米国特許商標庁は、法律の改正や米国特許審査ガイダンスの更新を計画し

ていない。 

 

（Q15）CS関連発明等の機能的クレームに関する審決や判決の歴史的変遷について 

 

（Q15-1） 

CS関連発明等の機能的クレームに関する1970年以降（米国、欧州、英国及びドイツ

については、特に、2010年以降について）の代表的な審決や判決について、その

「年」、その「名称」（事件名及び番号）、「概要」（3行程度で審決又は判決のポ

イントを説明）、「判決文のURL」を記入してください。近年の審決や判決の動向

がわかる程度に、最近の審決や判決についても記入ください。また、その中で重要

と思われるもの（特に審査基準等や審査実務に影響を与えた/与えるものや近年の動

向を理解する上で必要なもの）には「重要」の欄にチェックをしてください。侵害

訴訟の判決についても、CS関連発明等の機能的クレームの解釈や技術的範囲の判断

で重要と考えられるものがあれば、ピックアップをお願いします。 

 

審決： 

先例における見解： 

Ex Parte Miyazaki, No. 2007-3300（P.T.A.B. November 19, 2008） 

キーポイント：この事件では、不明確性と実施可能要件とが関係しており、主な問題

は審判部の不明確性拒絶の基準であった。審判部は、この場合の「シート供給エリ

ア」という用語は、2通り以上の妥当なクレーム解釈が可能である場合、不明確である

と判断した。この事例は、審判部での不明確性拒絶の審査基準が裁判所の基準より低

いことを示すという点で重要である。 

URL：https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/decisions/prec/fd073300.pdf 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

  

https://aippi.org/wp-content/uploads/2019/11/USPTO_AI_Submission.pdf
https://aippi.org/wp-content/uploads/2019/11/USPTO_AI_Submission.pdf
https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/decisions/prec/fd073300.pdf
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Ex Parte Catlin, No. 2007-3072（P.T.A.B. February 3, 2009） 

キーポイント：この事件は、アルゴリズムによってサポートされない場合、汎用コン

ピュータを記述する機能的クレームが不明確であるかどうかという点を明確にするも

のである。審判部は、そのようなクレームは不明確であると判断した。機能的クレー

ムに十分な構成をもたらすには、アルゴリズムが必要である。 

URL：https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/decisions/prec/fd073072.pdf 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Ex Parte Gutta, No. 2008-4366（P.T.A.B. August 10, 2009） 

キーポイント：この事件における問題は、アルゴリズムが機能的クレームに十分な構

成をもたらすと認められるために要求される具体性のレベルである。審判部は、アル

ゴリズムが開示されているが、アルゴリズムのいくつかの詳細が十分な構成をもたら

すのに十分ではなかったため、クレームを拒絶した。 

URL：https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/decisions/prec/fd084366.pdf 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Ex Parte Rodriquez、 No. 2008-000693（P.T.A.B. October 1, 2009） 

キーポイント：この事件において、審判部は、十分な構成によってサポートされてい

ないという理由によりミーンズ・プラス形式のクレームを拒絶した。審判部は、残り

のクレームの用語に35 U.S.C. §112(f)が適用されることを発見し、35 U.S.C. §112(b)に基

づいて残りのクレームを拒絶した。また、裁判所は、明細書がアルゴリズムの記載を

欠いていたため、実施可能要件違反のためにクレームが35 U.S.C. §112(a)に基づいて拒

絶された可能性もあると指摘した。 

URL：https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/decisions/prec/fd080693.pdf 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

有益な見解： 

Ex Parte Lakkala, No. 2011-001526（P.T.A.B. March 13, 2013） 

URL：
https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/decisions/inform/ex_parte_lakkala_fd20

11001526.pdf 

Ex Parte Erol, No. 2011-001143（P.T.A.B. March 13, 2013） 

URL：
https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/decisions/inform/ex_parte_erol_fd2011

001143.pdf 

Ex Parte Smith, No. 2012-007631（P.T.A.B. March 14, 2013） 

URL：
https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/decisions/inform/ex_parte_smith_fd201

2007631.pdf 

キーポイント：これら3つのケースすべてにおいて、審判部は、機能的クレームで使用

された場合におけるプロセッサという用語について分析した。辞書の定義を確認した

https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/decisions/prec/fd073072.pdf
https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/decisions/prec/fd084366.pdf
https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/decisions/prec/fd080693.pdf
https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/decisions/inform/ex_parte_lakkala_fd2011001526.pdf
https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/decisions/inform/ex_parte_lakkala_fd2011001526.pdf
https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/decisions/inform/ex_parte_erol_fd2011001143.pdf
https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/decisions/inform/ex_parte_erol_fd2011001143.pdf
https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/decisions/inform/ex_parte_smith_fd2012007631.pdf
https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/decisions/inform/ex_parte_smith_fd2012007631.pdf
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後、審判部は、「プロセッサ」は、機能的限定における各機能（例えば、機能の制

御、機能の実行、機能の生成）を実装するための十分に明確な構成の名称として当業

者によって認識されない非構成的用語であると判断した。これに応じて、審判部は35 

U.S.C. §112(f)を適用し、35 U.S.C. §112(b)に基づいてクレームを不明確であるとして拒

絶した。 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Ex Parte Cadarso, No. 2010-008797（P.T.A.B. April 26, 2013） 

キーポイント：これは、明細書にアルゴリズムが記載されていなかったため、審判部

がミーンズ・プラス・ファンクション・クレームを不明確であるとして拒絶した別の

ケースである。 

URL：https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/decisions/inform/fd2010-

008797_ex_parte_cadarso_.pdf 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

代表的な判決： 

In re Wands, 858 F.2d 731（Fed. Cir. 1988） 

キーポイント：このケースには、35 U.S.C. §112(a)に基づく実施可能要件を取り扱って

いる。このケースは、クレームが過度の実験を要求するものか否かを分析している。

クレームが過度の実験を要求するものである場合、35 U.S.C. §112(a)に基づく実施可能

要件を満たさないため無効である。ここで、裁判所は、実験が過度なものであるかど

うかを判断する際に考慮すべき要素を設定した（同737）。これらの要素には次のもの

が含まれる。（1）実験の量、（2）提示された方針又はガイダンスの量、（3）作業見

本の有無、（4）発明の性質、（5）先行技術の状況、（6）当業者の相対的なスキル、

（7）当該技術における予測可能性又は予測不可能性、（8）クレームの広さ（同

上）。 

URL：https://casetext.com/case/wands-in-re 

実質的な影響：はい 

ランドマークケース：はい 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

In Re Hayes Microcomputer Prods., Inc., 982 F.2d 1527（Fed. Cir. 1992） 

キーポイント：このケースは、開示の妥当性に基づいた特許の実施可能要件を争点に

した最初の事件の一つである。この事件において、裁判所は、「明細書は、クレーム

された発明で使用される特定のタイプのマイクロコンピュータと、クレームされた機

能を実装するために必要なステップを開示している」ため、限られた量の開示しかな

くとも記載要件を満足することができると認定した（同1534）。裁判所は、「発明者

は自らの発明の詳細をすべて説明する必要はない」と説明している（同上）。むし

ろ、「出願人の開示義務は、発明が関係する技術によって異なる。」（同上）。当面

のケースでは、例えば、「特定の機能を実行できるマイクロプロセッサを開示してい

れば、関連技術の当業者が、意図されていること、及び実行方法を理解できる場合、

35 U.S.C. §112(a)の要件を満たすのに十分である。」（同上） 

https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/decisions/inform/fd2010-008797_ex_parte_cadarso_.pdf
https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/decisions/inform/fd2010-008797_ex_parte_cadarso_.pdf
https://casetext.com/case/wands-in-re
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URL：https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/982/1527/137062/ 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

In re Donaldson Co., 16 F.3d 1189(Fed. Cir. 1994)(en banc) 

キーポイント：不明確なミーンズ・プラス・ファンクション・クレームを拒絶するた

めの基準を含んでいる。この事件においては、「クレームでミーンズ・プラス・ファ

ンクション表現を使用する場合、その表現が何を意味するかを示す適切な開示を明細

書に記載しなければならない」と述べられている（同1195）。クレームされた機能に

対応する構成の適切な開示が明細書に含まれていない場合、特許権者は「35 U.S.C. 

§112第2段落で要求されているように発明を特定的に指摘し、明確にクレームしなかっ

た」ことになり、クレームが不明確であるとして無効になる（同上）。この基準は現

在も使用されている。 

URL：https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/16/1189/491715/ 

実質的な影響：はい 

ランドマークケース：はい 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

In re Alappat, 33 F.3d 1526(Fed. Cir. 1994)(en banc) 

キーポイント：この訴訟は、特許に関する特許保護適格性の制限を扱っており、しば

しば米国におけるCS特許関連の論争の最初のきっかけになったと考えられている。こ

の点に関して、裁判所は、CS発明を実行するようにプログラムされた汎用コンピュー

タに関する機能的クレームが、35 U.S.C. §101に基づく非法定の主題を有するものに該

当するとはかぎらないと判断した（同1545）。むしろ、裁判所は「このようなプログ

ラミングは新しいマシンをもたらすものである。なぜなら、プログラムソフトウエア

からの指示に従って特定の機能を実行するようにプログラムされると、実際には汎用

コンピュータが専用コンピュータになるからである（同上）（引用In re Freeman, 573 

F.2d 1237, 1247 n. 11（C.C.P.A. 1978））」とした。裁判所は、「ソフトウエアに従って

動作するコンピュータは特許性のを有する主題である可能性があるが、もちろん、ク

レームされた主題が米国特許法のその他の要件をすべて満たしていることを条件とす

る」とした（同上）。 

URL：https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/33/1526/513542/ 

実質的な影響：はい 

ランドマークケース：はい 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc., 91 F.3d 1580(Fed. Cir. 1996) 

キーポイント：このケースでは、クレームの文言は、「手段」という用語を使用しな

くても、クレームをミーンズ・プラス・ファンクションの対象にすることができると

述べられている。Greenberg判決においては、クレームが35 U.S.C. §112(f)の対象になる

かは「当業者が、クレームの文言が構成の名称として十分に明確な意味を持つと理解

するか否か」によると述べられている。Greenberg判決は、「ディテント機構（“detent 

mechanism”）」という用語を分析し、修飾語の「ディテント（“detent”）」は機械分野

において一般に理解される意味を持つ一種の構成装置であるため、35 U.S.C. §112(f)を

援用しないと結論付けた（同上）。裁判所は、35 U.S.C. §112(f)を回避するのに十分な

構成を暗示する「ディテント」のいくつかの辞書定義を見出し、この結論に達した

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/982/1527/137062/
https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/16/1189/491715/
https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/33/1526/513542/
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（同上）。特に、1つの定義によると、「ディテント」は「ディテント」は「ある特定

の位置で一方の部分を他方の部分に対し一時的に維持し、その部分の一方に力を加え

ることにより解放可能な機構」である。Greenberg判決は、クレームが「手段」という

用語を使用する場合は、35 U.S.C. §112(f)が適用されるという強い推定も生み出した。 

URL：https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/91/1580/476474/ 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

In re Dosse, 115 F.3d 942(Fed. Cir. 1997) 

キーポイント：この事件においては、連邦巡回控訴裁判所は35 U.S.C. §112(f)と35 

U.S.C. §112(a)／§112(b)との間の相互作用を説明した。裁判所は、特許の明細書には、

発明の記載とクレームの両方が含まれることを明らかにした（同946）。発明の記載で

必要な構成、材料、又は動作を適切に説明できないということは、出願人が35 U.S.C. 

§112(b)を順守しなかったことを意味する（同上）。この決定は、35 U.S.C. §112(f)に関

係する可能性がある一方、35 U.S.C. §112(f)は35 U.S.C. §112(a)の要件に影響しない。む

しろ、35 U.S.C. §112(a)は、クレームがミーンズ・プラス形式であるかどうかに関係な

く、記載要件を義務付けている（同上）。そして、裁判所は「再構成のための手段

（means for reconstruction）」及び「再構成手段（reconstruction means）」という記載を

分析し、コンピュータ又はコンピュータコードへの言及がないにも関わらず、明細書

の開示は35 U.S.C. §112(b)を満たすと判断した（同947）。その理由について、裁判所

は、明細書の記載は、周知のアルゴリズムを使用して当技術分野で知られている標準

方程式を解くことができ、クレームされた発明の分野では、デジタルデータの数学的

処理を実行するためにコンピュータが使用されると述べていると説明した（同上）。 

URL：https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/115/942/568359/ 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Fonar Corp. v. Gen. Elec. Co, 107 F.3d 1543, 1549(Fed. Cir. 1997) 

キーポイント：Fonar事件では、旧法に基づくベストモード要件が論じられている。

2011年に、議会は、American Invents Act（AIA）と呼ばれる特許法を可決した。これに

より、ベストモードの欠如を根拠に特許を無効にする選択肢がなくなった。この事件

は、ベストモード要件が無効化の選択肢ではなくなったことを想起させるための代表

的なものである。 

URL：https://casetext.com/case/fonar-corp-v-general-elec-co-2 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Mas-Hamilton Grp. v. LaGard, Inc., 156 F.3d 1206（Fed. Cir. 1998） 

キーポイント：Mas-Hamilton事件は、クレームに「手段」という言葉が含まれていな

いにもかかわらず、裁判所が35 U.S.C. §112(f)を適用した最初のケースの1つである。こ

の事件において、裁判所は「レバー可動要素（lever moving element）」という用語を分

析し、「この用語は、当技術分野で一般的に理解されている構造上の意味を持つとは

認められない。」と結論付けた（同1213）。裁判所は、クレームに記載された「レバ

ー可動要素」は、その機械的構造ではなく、その機能の観点から記載されたものであ

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/91/1580/476474/
https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/115/942/568359/
https://casetext.com/case/fonar-corp-v-general-elec-co-2
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ると説明した。Mas-Hamilton事件は、「手段」という用語を使用しなかった場合、35 

U.S.C. §112(f)が適用されないという強い推定が生じるというGreenburg事件の判示も補

強した（同1213）。もちろん、この事件において、裁判所は、「レバー可動要素」の

説明には、35 U.S.C. §112(f)適用の推定を覆すほど構成が欠けていると認定した（同

上）。 

URL: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/156/1206/481961/ 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Personalized Media Commc'ns, LLC v. Int'l Trade Com’n., 161 F.3d 696（Fed. Cir. 1998） 

キーポイント：Personalized Media判決は、「手段」という単語と一般的構成用語との

相関関係を認める連邦巡回控訴裁判所の初期の例である。最初に、裁判所は、特許に

内在する証拠及びそれを保証する外因性証拠が正当である場合、35 U.S.C. §112(f)適用

可否の推定に反論できることを指摘した（同705）（引用Cole v. Kimberly-Clark Corp., 

102 F.3d 524, 531（Fed. Cir. 1996））。これに基づいて、裁判所は、「デジタル検出

器」という用語は、「検出器」が構成を十分に記述する用語であるため、35 U.S.C. 

§112(f)の適用を受けないと判断した（同上）。裁判所は、「検出器」という用語は、

「手段」、「要素」、「デバイス」などの一般的構成用語ではなく、「ウィジェット

（widget）」や「ラムアフラム（ram-a-fram）」などの明確な意味を持たない造語でも

ないと説明した（同704）。「むしろ．．．「検出器」は、電気技術の当業者によく知

られた、構成を含蓄する意味を有する」（同上）。Personalized Media判決は、コンピ

ュータ実施発明をクレームすることが35 U.S.C. §112(f)の適用を受ける結果となる可能

性がある場合に構成のない「nonce word」（用語として確立されていない用語であって

その場限りの用語）の使用を避けることの重要性を示している。 

URL: https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/delaware/dedce/1:2013cv01608/53176 

/148/ 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

WMS Gaming, Inc. v. Int'l Game Tech., 184 F.3d 1339（Fed. Cir. 1999） 

キーポイント：この判例は、機能的にクレームされたソフトウエアの発明における

「専用コンピュータ」の役割を説明している。WMSでは、裁判所は「アルゴリズムを

実行するようにプログラムされたマイクロプロセッサの構成は、開示されたアルゴリ

ズムによって限定される」と認定した（同1348）。裁判所は、「アルゴリズムを実行

するソフトウエアプログラムの命令は、デバイス内に電気経路を形成することによ

り、汎用コンピュータを電気的に変更する。これらの電気経路は、特定のアルゴリズ

ムを実行するための特別な目的のマシンを形成する。」と説明した（同上）。 

URL: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/184/1339/536791/ 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Atmel Corp. v. Info. Storage Devices, Inc., 198 F.3d 1374, 1381（Fed. Cir. 1999） 

キーポイント：この事件は、35 U.S.C. §112(b)に基づいてミーンズ・プラス・ファンク

ションが不明確になる基準を分析した（同1381-82）。裁判所は、「35 U.S.C. §112第2
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段落及び第6段落によると、当業者が明細書中の構成を認識できず、その構成をクレー

ム中の対応する機能に関連付けることができない場合、そのミーンズ・プラス・ファ

ンクション句は不明確である」と判断した（同上）。この基準は、今日でもミーン

ズ・プラス・ファンクションのクレームを評価するために使用されている。 

URL: https://casetext.com/case/atmel-corp-v-info-storage-devices-inc 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Watts v. XL Sys., Inc., 232 F.3d 877（Fed. Cir. 2001） 

キーポイント：本件で裁判所は「密閉接続」という限定がミーンズ・プラス・ファン

クションの限定ではないと判断し、その理由として、このクレーム限定の用語が「構

成の名称を意味することが明らかに当技術分野で十分理解されている」ためであると

判示した。この判例は、クレームの構成上の限定の別の例を提供する点において代表

的なものである。 

URL: https://casetext.com/case/watts-v-xl-systems-inc 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

CCS Fitness, Inc. v. Brunswick Corp., 288 F.3d 1359（Fed. Cir. 2002） 

キーポイント：本件で裁判所は「往復部材」という用語は35 U.S.C. §112(f)によって限

定されていないと結論付けた。該判決の中心となったのは、クレームの用語に「手

段」という言葉が含まれていない場合に生じる、35 U.S.C. §112(f)が適用されないとい

う反証可能な「強い」推定であった（同上）。この点に関して裁判所は、35 U.S.C. 

§112(f)の適用に反する推定を覆す方法は2つしかなく、『クレームの用語が「十分に明

確な構成を規定」していないことを証明した場合、又はクレームの用語が「その機能

を実行するための十分な構成を規定せず、機能を規定している」』場合にのみ反証で

きると判示した（同上）。本件の原告は、35 U.S.C. §112(f)の適用に反する推定を反証

する証拠を提供しなかった（同上）。CCS Fitnessは、35 U.S.C. §112(f)の適用に反する

旧法に基づく強い推定を表している。35 U.S.C. §112(f)が適用されないという強い推定

は、この事件以来修正されている。 

URL: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/288/1359/582123/ 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

ACTV, Inc. v. Walt Disney Co., 346 F.3d 1082（Fed. Cir. 2003） 

キーポイント：この判例は、35 U.S.C. §112の問題における連邦巡回控訴裁判所の役割

を明確にする。裁判所は、「クレームされた機能とミーンズ・プラス・ファンクショ

ン・クレームの限定の対応する構成の決定は法律上の問題である」と述べている（同

1087）。これは、クレームの解釈、不明確性、実施可能要件、記載要件の問題は、陪

審員ではなく裁判官（又は裁判官の合議体）が決定することを意味する。 

URL: https://casetext.com/case/actv-inc-v-the-walt-disney-co 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？はい 
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Apex Inc. v. Raritan Comput., Inc., 325 F.3d 1364（Fed. Cir. 2003） 

キーポイント：この判例で裁判所は、クレーム用語の分析は全体としての限定に関し

て考慮されなければならないことを強調した（同上1372項）（強調を追加）。具体的

には、裁判所は、「［特定の用語］に関連するすべての限定のしきい値問題は、該用

語自体が、各限定によって特定される機能を実行するのに十分な構成を当業者に暗示

するかどうか」であると指摘した（同上1373項）。「もともと35 U.S.C. §112(f)判断の

目的に関して十分明確な構成の規定に対して、形容詞の修飾を加えても、明確性が損

われることには全くならない（同上1374項）。「むしろ、修飾追加によって、クレー

ムされた構成の保護範囲がさらに狭められ、該用語は更に明確になる。」（同上）

（Personalized Mediaを引用、161 F.3d,705）。 

URL: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/325/1364/478514/ 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？はい 

 

Intel Corp. v. VIA. Techns., Inc., 319 F.3d 1357（Fed. Cir. 2003） 

キーポイント：この場合、裁判所は、当業者がデバイスを構築及び修正する方法を理

解する場合、電子デバイスの内部回路を明細書に開示する必要はないと判断した。こ

の判例は、例示の目的で代表的なものである。 

URL: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/319/1357/533864/ 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Med. Instrumentation and Diagnostic Corp. v. Elekta AB, 344 F.3d 1205（Fed. Cir. 2003） 

キーポイント：この判例では、明細書に記載されている構成とクレームされた機能と

の間の明示的なリンクの要件について説明されている（同上1218項）。裁判所は、

「クレームされた機能に特定の構成が対応すると特許権者が意図していることを公衆

に示すような何かが開示に含まれていなければならない」と説明した（同上）。明細

書中に特定の構成を単に列挙するだけでは十分ではなく、ある構成がその機能に対応

する構成であると認められるためには、該構成がクレームされた機能に明確にリンク

されている必要がある（同上）。 

URL: https://openjurist.org/344/f3d/1205/medical-instrumentation-and-diagnostics-corporation-

v-elekta-ab-ab 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Lighting World v. Birchwood Lighting, 382 F.3d 1354（Fed. Cir. 2004） 

キーポイント：この判例は、機能的限定のために”nonce word”（ 用語として確立され

ていない用語であってその場限りの用語）を使用することの不利益を強調した。この

判例で裁判所は「コネクタアセンブリ」という用語を分析した（同上1360 -62項）。こ

の用語は特定の構成を想起しないと述べた上で、裁判所はこの判断が結論的ではない

とを認めた（同上）。むしろ裁判所は、重要な問題は、この用語が単にその場限りの

造語ではなく構成を説明する用語だと理解されるのか、それともこれは動詞構文であ

って特定の構成の名称と理解されるものではなく、「ミーンズ・フォー」という語句
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の単なる代替物であるのかという問題であると判示した（同上）（強調を追加）。裁

判所は、「コネクタ」及び「コネクタアセンブリ」という用語は確かに広範であり、

接続という役割を果たす任意の構成を包含する可能性があるものの、それぞれが構成

的なものとして日常的に扱われている「クランプ」、「クリップ」、さらには「サポ

ートメンバー」のような他の様々な用語にも同様のことが当てはまる、と指摘した

（同上1361 -62項）。したがって、裁判所は、35 U.S.C. §112(f)は「コネクタアセンブ

リ」には適用されないと判断した（同上）。その判断において裁判所は、「手段」と

いう用語を使用しないにも関わらず、それがミーンズ・プラス・ファンクションクレ

ームと判断された事件は2004年までの期間ではただ1件のみだった点を強調した。上記

の事件は、Mas-Hamiltonである。裁判所はまた、用語的な制約なしに35 U.S.C. §112(f)

の適用を行ってしまうと結果としてクレームが無効の攻撃に対してより脆弱にするこ

とになるかもしれないと示唆した（同上）。ただし、必ずしもこの示唆が正しいとは

限らない。 

URL: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/382/1354/570505/ 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Datamize, LLC v. Plumtree Software, Inc., 417 F.3d 1342（Fed. Cir. 2005） 

キーポイント：この判例において、裁判所は「審美的に喜ばしい」というクレーム用

語を不明確であると判示した。なぜなら、好ましい実施形態として「オーサリングシ

ステムによって制御できる画面表示の美的特徴の例」が記載されているにもかかわら

ず、明細書は『これらの特徴のうち、どれを選択すると「美的に喜ばしい」のか』を

示していなかったからである（同上1352項）。裁判所は、特定のクレーム用語は、そ

の用語が客観的に検証可能でない限り、明確であるとは言えないと説明した（同上

1356項）（強調を追加）。「インタフェース画面の見た目と印象が「審美的に喜ばし

い」かどうかを判断する客観的な方法」が提供されていなかったために、この用語は

不明確だと判断された（同上）。 

URL: https://casetext.com/case/datamize-llc-v-plumtree-software-inc 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Harris Corp. v. Ericsson Inc., 417 F.3d 1241（Fed. Cir. 2005） 

キーポイント：この判例は、「§112(f)クレームのコンピュータ実装機能に対応する構

成は、明細書で開示されているアルゴリズムである」ことを明確に確立している（同

上1249項）（WMSを引用、184 F.3d,1339項）。裁判所は、「コンピュータに実装され

たミーンズ・プラス・ファンクションの用語は、明細書に開示された対応する構成と

その均等物に限定され、対応する構成はアルゴリズムである」と説明した（同上1254

項）。 

URL: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/417/1241/580530/ 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

IPXL Holdings, L.L.C. v. Amazon.com, Inc., 430 F.3d 1377（Fed. Cir. 2005） 

キーポイント：本件は先例のない初判例事件である。裁判所は、システム及びそのシ
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ステムを使用する方法の両方のクレームが不明確であると認定した（同上1383項）。

裁判所は、そのようなクレームの構成により、侵害が発生するかどうかが不明確にな

り、したがって、技術分野の当業者がその権利範囲を認識できないと指摘した（同上

1384項）。 

URL: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/430/1377/505368/ 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Lizardtech v. Earth Res. Mapping, 424 F.3d 1336（Fed Cir. 2005） 

キーポイント：この判例からは記載要件に関する洞察を得られる。裁判所は、「クレ

ーム表現の全範囲を網羅する例が実施形態に含まれていないという理由だけで、クレ

ームが35 U.S.C. §112に基づいて無効と認定されることはない」と判断した（同上1345

項）。裁判所は、「明細書に発明の詳細をすべて記載する必要はない。つまり、発明

者が発明を所有していたことを当業者に納得させ、そのような当業者が過度の実験な

しに発明を行いかつ使用できるようにするのに十分な開示さえ含まれていればよ

い。」と説明した（同上）。注目すべきことに、上記判断にも関わらず裁判所は、記

載要件が満たされていないと判断した。その理由は、開示はクレームされた発明の一

実施形態を説明しただけであるため、説明は依然として不十分であるというものであ

る（同上1346項）。裁判所は以下のように判断の理由を説明した：「ある［結果］を

得るための方法を1つだけ説明しただけでは、」発明者が「その目的を達成するための

あらゆる手段をクレームするのに十分な開示とはならない」（同上）。 

URL: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/424/1336/484689/ 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Mass. Inst. of Tech. and Elecs. for Imaging, Inc. v. Abacus Software, 462 F.3d 1344（Fed. Cir. 

2006） 

キーポイント：この事件は、あるクレーム表現が35 U.S.C. §112(f)を回避するのに十分

な構成を持たないと裁判所が認定した一例である。Abacus事件はGreenberg事件の後に

決審され、Abacus事件はGreenbergによって支持された判断基準を「着色剤選択メカニ

ズム」という文言に対して適用したが、結果としてGreenberg事件とは反対の結論に達

しました（同上1354項）。具体的には、Abacus事件では、「着色剤選択メカニズム」

という文言は、当業者にとって十分な構成を意味しないと結論付けられた（同上）。

裁判所は、「ここでの「メカニズム」を修飾する「着色剤の選択」という文言が明細

書で定義されておらず、辞書の定義も持たず、当技術分野で一般的に理解されている

意味があるという示唆もないと判示して、その判決を説明した（同上）。 

URL: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/462/1344/524930/ 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

AllVoice Computing PLC v. Nuance Commc’ns, Inc., 504 F.3d 1236（Fed. Cir. 2007） 

キーポイント：この判例からは不明確性要件に関する洞察が得られる。特に、不明確

性の審査に対する「当業者」の役割が示されている（同上1245項）。裁判所は、「ク

レームの明確性は．．．当業者の技術水準に依存する。」と述べた（同上、Miles 
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Labs., Inc. v. Shandon Inc.,  997 F.2d 870（Fed. Cir. 1993）を引用）。Allvoiceは、「ソフ

トウエアの場合．．．明細書のアルゴリズムが、クレームの結合を当業者に理解可能

にするために適切な定義された構成を開示しさえすれば、不明確と認定されるのを避

けるために十分である（同上、Med. Instrumentation, 344 F.3d, 1214を引用）と説明して

いる。 

URL: https://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1189401.html 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Altris,  Inc. v. Symantec Corp.,  318 F.3d 1363（Fed. Cir. 2007） 

キーポイント：Altrisは、ソフトウエア関連発明に対するクレーム解釈の初期の例であ

りる。裁判所は「コマンド群」という用語を分析し、「「コマンド群」は（ソフトウ

エアの形での）構成を表すが、機能全体を実行するには十分な構成ではなく．．．む

しろ何か他の構成が必要である。」と認定した（同上1376項）。裁判所は、「関連す

る構成がハードウエアではなくソフトウエアであることを単に指摘するだけでは不十

分である」と指摘した（同上）。したがって、裁判所は、「コマンド群」という文言

（つまり、ソフトウエア）は非常に広く、使用されている特定の構成をほとんど示し

ておらず．．．機能的にのみ説明されているため、そのソフトウエアの構成を十分に

理解するには、依然として明細書を参照する必要がある。」という理由で、§112(f)が

適用可能であると判断した（同上）。 

URL: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/318/1363/608365/ 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Biomedino, LLC v. Waters Techs. Corp., 490 F.3d 946 (Fed. Cir. 2007). 

キーポイント：Biomedinoは、機能的クレーム用語の不明確性を分析する別の判例であ

る。本件で裁判所は、クレーム用語「制御手段」は不明確であると認定した(同上953

項)。この認定にあたって裁判所は、「既知の技術又は方法を使用できるという最小限

の記述は［十分な］構成を開示していない」と判断し、ミーンズ・プラス・ファンク

ション・クレームの機能に対応する構成を開示する明細書の要件を強化した（同

上）。 

URL: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/490/946/561634/ 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Aristocrat Techs. Australia Pty Ltd. v. Int'l Game Tech., 521 F.3d 1328（Fed. Cir. 2008） 

キーポイント：この判例は、不明確性に関するアルゴリズムの要件を明示した。裁判

所は、「アルゴリズム」という用語は狭い意味で使用され、出願で開示されている方

程式を解くために使用できる特定のよく知られている数学的操作を指すと判断した

（同上1336項）。したがって、裁判所は『「適切なプログラミング」を行った汎用コ

ンピュータへの言及』は十分な構成を開示していないと認定した（同上）。裁判所は

さらに、35 U.S.C. §112(a)に基づく実施可能要件と、35 U.S.C. §112(b)に基づく明確性と

の区別を明確にした。裁判所は、「デバイスの実施可能要件の目的において、当業者

がデバイスを作成及び使用できるのに十分な情報の開示さえあればよい（同上）。35 
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U.S.C. §112(f)「一方、開示は、クレームの範囲を開示された特定の構成とその均等物

に限定するという機能とは完全に異なる目的にも利用される。」と説明した（同

上）。したがって、35 U.S.C. §112(f)分析の目的のための適切な審査は、「特許の開示

を見て、その機能を実行するためのソフトウエアがその開示に包含されると当業者が

理解したであろうか否かを判断し、更にその開示によって当業者がそのようなプログ

ラムを実装できたか否かを判断する必要がある。単に当業者がそのようなソフトウエ

アプログラムを書くことができたであろうか否かの判断のみでは不十分である。」

（同上1337項）（引用Med. Instrumentation, 344 F.3d,1212）。Aristocratの解釈に基づい

て、35 U.S.C. §112(f)の下での機能的クレームに対する35 U.S.C. §112(b)の下での明確性

の要件は、35 U.S.C. §112(a)の下での実施可能要件に適用されるものよりも厳しい基準

が適用されるようである。特に、明確性は明細書に開示された情報のみに依存するの

に対し、実施可能要件は当業者の知識に依存する。 

URL: https://casetext.com/case/aristocrat-tech-v-intern-game 

実質的な影響：はい 

ランドマークケース：はい 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Finisar Corp. v. DirecTV Grp., Inc., 523 F.3d 1323（Fed. Cir. 2008） 

キーポイント：この判例において、裁判所は、「ソフトウエア」という開示はコンピ

ュータ実装機能を実行するのに十分なアルゴリズムの構成ではないと判断した（『機

能を達成するための手段に関する詳細を規定せずに「ソフトウエア」と単に記載する

だけでは不十分である」』（同上1340 -41項を参照））。 

URL: https://www.courtlistener.com/opinion/209950/finisar-corp-v-directv-group-inc/ 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Welker Bearing Co. v. PHD, Inc., 550 F.3d 1090（Fed. Cir. 2008） 

キーポイント：本事件はクレーム解釈に関する判例である。本件において裁判所は

「前記指を動かすためのメカニズム」という用語の意味を分析した（同上1096項）。

判例法を検討した後、裁判所は、装飾されていない用語「メカニズム」は「構成の名

称としては認識されず、単に「・・・のための手段（means for）」という用語の代替

であり、その場限りの単語用法か動詞句に過ぎない」と判断した（同上1096項）（引

用は省略）。 

URL: https://casetext.com/case/welker-bearing-co-v-phd-inc 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Microprocessor Enhancement Corp. v. Intel Corp., 520 F.3d 1367（Fed. Cir. 2008） 

キーポイント：この判例は、不明確性の別の分析を提供する。Microprocessor判決は、

IPXL判決に対する制限を確立する。具体的には、裁判所は、ミーンズ・プラス・ファ

ンクション形式を使用せずに、機能的表現を使用してクレームを限定することもでき

ると判断した（同上1375項）。裁判所は、機能的表現は装置のクレームを不明確にす

ることなく、装置のクレームをさらに限定できると判断した（同上）。 

URL: https://www.leagle.com/decision/20081887520f3d136711881 

実質的な影響：いいえ 
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ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Net MoneyIN, Inc. v. VeriSign, Inc., 545 F.3d 1359（Fed. Cir. 2008） 

キーポイント：機能的表現を採用するには、機能的表現に対応するアルゴリズムを開

示する必要があると主張する別の判例である（同上1366 -67項）。 

URL: https://www.leagle.com/decision/infco20081020095 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

TriMed, Inc. v. Stryker Corp., 514 F.3d 1256（Fed. Cir. 2008） 

キーポイント：本件は、クレーム解釈に関する判例である。TriMedは、クレームが

「手段」という用語を含むようにドラフティングされた場合でも、35 U.S.C. §112(f)は

適用されないと判決した稀な判例である（同上1259項）。裁判所は、『「手段」とい

う用語及び機能的表現に加えて、クレームに記載された機能全体を実行するのに十分

な構成を列挙していた場合、35 U.S.C. §112(f)の推定が覆される。つまり、この限定は

ミーンズ・プラス・ファンクションの限定ではない。』と判示した（同上）（引用は

省略）。裁判所は、「クレーム言語が、明細書の他の部分や構成の適切な理解のため

の外部証拠に頼ることなく、問題の機能を実行する正確な構成を特定している場合、

十分な構成が存在する」と説明した（同上1259 -60項）（Altris,318 F.3d,1376を引

用）。この基準を適用して、裁判所は、「クレーム文言はクレーム1の機能を実行する

ための構成を明確に特定しているため、裁判所が35 U.S.C. §112(f)を採用することは不

必要かつ不適切であった」と判断した（同上1260項）。 

URL: https://www.courtlistener.com/opinion/210110/trimed-inc-v-stryker-corp/ 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Blackboard, Inc. v. Desire2Learn, Inc., 574 F.3d 1371（Fed. Cir. 2009） 

キーポイント：本件は明確性に関する判例である。この判例において裁判所は、提案

された構成が「機能の実行方法を説明することなく、実行される機能を説明する単純

な抽象概念である」という意味で、ミーンズ・プラス・ファンクションのクレームを

不明確と判断した（同上1383項）。裁判所は、提案された構成は単に「列挙された機

能を実行するブラックボックス」であり．．．それがどのように行われるかは非公開

のままである。」と説明している（同上）。裁判所は、「アクセス制御マネージャー

がアクセス制御リストを作成する手段をあえて説明しないことにより、Blackboardはそ

の目的を達成するためのあらゆる可能な手段の権利を獲得しようと試みた」（同上

1385項）。35 U.S.C. §112(f)「そのような純粋な機能的クレームを防ぐことを意図して

いる。」と続けて指摘されている（同上）。 

URL: https://www.courtlistener.com/opinion/208346/blackboard-inc-v-desire2learn-inc/ 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Ariad Pharm., Inc. v. Eli Lilly and Co., 598 F.3d 1336（Fed. Cir. 2010）（en banc） 

キーポイント：本件は記載要件に関する判例である。この判例において裁判所は、明
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細書が単に「望ましい結果」を記述しているだけであれば、記載要件は満たされない

と判断した（同上1349項）。裁判所は、「機能的クレームは単に望ましい結果を主張

するだけであり、その結果を達成する種を記載せずにクレームすることができる」と

説明した（同上）。しかし、「明細書は、出願人がクレームされた結果を達成する一

般的な発明を行ったことを証明し、機能的に定義された属へのクレームをサポートす

るのに十分な種を発明者が発明したことを示すことによって実証しなければならな

い」（同上）。Ariad Pharm.はコンピュータに実装された発明を含まないが、機能的ク

レームと開示の妥当性との相関関係に関する重要な洞察を提供する。 

URL: https://casetext.com/case/ariad-pharm-inc-v-eli-lilly-co 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

In re Aoyama, 656 F.3d 1293（Fed. Cir. 2011） 

キーポイント：本件は明確性に関する判例である。この判例において裁判所は、開示

されたアルゴリズムを実行するようにプログラムされた「専用コンピュータ」を明細

書に含める必要があると判断した（同上）。裁判所は、「特許権者は、十分な構成が

開示されている限り、フローチャートとして表現することを含め、理解可能な方法で

このアルゴリズムを表現できる」と説明した（同上）。裁判所は続けて、フローチャ

ートが「ボックスに記載された結果を提供する構成を生成するためにコンピュータを

プログラムする方法」を説明している限り、フローチャートは35 U.S.C. §112(f)満たす

のに十分な構成を提供できることを明確に述べている（同上1298項）。 

URL: https://casetext.com/case/in-re-aoyama 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

In re Katz Interactive Call Processing Patent Litigation, 639 F.3d 1303（Fed. Cir. 2011） 

キーポイント：本件は明確性に関する判例である。In re Katz事件は、特別なプログラ

ミングなしに汎用コンピュータによって達成できる「処理」、「受信」、「保存」な

どの機能は、これらの機能を実行する汎用プロセッサ以上の構成の開示を必要としな

いと判断することにより、35 U.S.C. §112(b)要件を緩和した（同上1316項）。 

URL: https://www.leagle.com/decision/infco20110218131 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Typhoon Touch Techs., Inc. v. Dell, Inc., 659 F.3d 1376（Fed. Cir. 2011） 

キーポイント：これは明確性に関する判例である。これは、コンピュータ実装手順の

特許明細書にコンピュータコードを含める必要がないという先例を補強する（同上

1385項）。 

URL: https://www.leagle.com/decision/infco20111104146 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Noah Sys., Inc. v. Intuit Inc., 675 F.3d 1302（Fed. Cir. 2012） 
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キーポイント：これは明確性に関する判例である。裁判所は、明細書がクレームの限

定に関連するすべての機能を実行するアルゴリズムを開示していない限り、35 U.S.C. 

§112(b)下でコンピュータ実装のミーンズ・プラス・ファンクションは不明確であるこ

とを明らかにした（同上1316 -17項）。具体的には、裁判所は、明細書には単に汎用の

コンピュータ又はマイクロプロセッサ以上のものを含める必要があり、アルゴリズム

はクレームされた機能全体を実行するのに十分でなければならないと判示した（同

上）（強調を追加）。この判例では、特許権者が特定の状況のみに対応するフローチ

ャートを使用しており、このためクレーム全体が不明確となった（同上）。 

URL: https://www.leagle.com/decision/infco20120409091 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Ergo Licensing, LLC v. CareFusion 303, Inc., 673 F.3d 1361（Fed. Cir. 2012） 

キーポイント：本件は明確性に関する有益な情報を含む判例である。本件において裁

判所は、ミーンズ・プラス・ファンクション形式でクレームに構成を規定するために

必要なアルゴリズムは「所定の結果を達成するための段階的な手順」であることを明

らかにした（同上1365項）。従って「明細書が機能的表現を提供するだけであり、機

能を達成するための段階的なプロセスを含まない」場合、機能的クレームは不明確で

あると結論付けられた（同上）。 

URL: https://www.courtlistener.com/opinion/626075/ergo-licensing-llc-v-carefusion-303-inc/ 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Flo Healthcare Sols., LLC v. Kapos, 697 F.3d 1367（Fed. Cir. 2012） 

キーポイント：この判例からはクレームの解釈に関して有益な情報を得られる。本件

で裁判所は「高さ調整メカニズム」という用語の意味を分析した。裁判所は、修飾語

である「高さ調整」によって十分な構成が付与されている結果、35 U.S.C. §112(f)適用

の推定は覆されないと判示した（同上1375項）。むしろ裁判所は、「高さ調整メカニ

ズム」が「当業者に通常理解されるある種の構成」を示していると指摘した（同

上）。 

URL: https://casetext.com/case/flo-healthcare-solutions-llc-v-kappos 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Function Media, L.L.C. v. Google, Inc., 708 F.3d 1310（Fed. Cir. 2013） 

キーポイント：この判例は明確性に関して有益な情報を提供する。本件のクレームに

は、「送信」という機能的用語の記載があるが、この「送信」という機能的用語を構

成によるサポート無しで記載したため、クレームは不明確とされた。特筆すべき点と

して、『クレームの機能である「送信」が行われる際に利用する物理的構成』の記載

が不十分であると裁判所は結論付けた（同上1318項-19）。むしろ、明細書は「クレー

ムの機能が送信機能を実行するアルゴリズムを開示する」必要があるとした（同上

1319項）。裁判所はまた、「当業者がクレームの機能を実行する手段を創意工夫でき

るからといって、特許権者は、構成を特定することを避けることはできない」と指摘

した（同上1319項）。 
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URL: https://www.leagle.com/decision/infco20130213187 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Alice Corp. v. CLS Bank Int'l, 134 S. Ct. 2347（2014） 

キーポイント：これは、コンピュータ実施発明の保護適格性に関する画期的な事例で

ある。Alice判決において最高裁判所は、コンピュータで実施される機能の機能的クレ

ームを「純粋に機能的かつ一般的」であるとして、35 U.S.C. §101に基づき無効とした

（同上2360項）。裁判所は、「如何にして行うかについての一連の手順」というの

は、「長年の商慣行、つまり、人間の行為を手順化したもの」であり、従って抽象的

概念である、と説明した（同上2356 -57項）。裁判所は、「単に汎用コンピュータの実

装を特徴とする方法クレームは、抽象的概念を、特許適格性を有する発明にかえるこ

とはできない」と結論付けた。Alice判決を受けて、連邦巡回控訴裁判所は、機能的に

クレームされた特許を無効にするため、35 U.S.C. §112の代わりに、より頻繁に35 

U.S.C. §101を適用するようになった。Alice判決によって、機能的にクレームされたソ

フトウエアの発明が、35 U.S.C. §112のアルゴリズム又は構成を記載すべきとする要件

を満たすことに加えて、進歩性を有することが要件とされた。 

URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/573/208/ 

実質的な影響：はい 

ランドマークケース：はい 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Nazomi Commc'ns, Inc. v. Nokia Corp., 739 F.3d 1339（Fed. Cir. 2014） 

キーポイント：本事件は、侵害事件におけるクレーム解釈の効果に関して参考にな

る。Nazomiにおいて、裁判所は、侵害を立証するには、35 U.S.C. §112(b)に基づく明確

性を提供するために必要な構成が、被告人のデバイスにおいて有効でなければならな

いことを認定した（同上1346項）。 

URL: https://www.leagle.com/decision/infco20140110123 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？はい 

 

Triton Tech of Texas, LLC v. Nintendo of Am., Inc., 753 F.3d 1375（Fed. Cir. 2014） 

キーポイント：この判例からは、クレームの明確性について有益な情報を得られる。

本件で裁判所は、アルゴリズムとあらゆる可能なアルゴリズムの集合全体とを区別し

た。具体的には裁判所は、「値の計算、結合、又は重み付けの方法について限定を加

えないような」アルゴリズム集合の開示は、「クレームの範囲を理解可能にするのに

不十分である」と判断した（同上1379項）（Ibormeith IP, LLC v. Mercedes-Benz USA, 

LLC, 732 F.3d 1372,1382（Fed. Cir. 2013）を引用）。本件の「アルゴリズム集合」は

「数値積分」であると定義されている。裁判所は、この表現が、積分の実行に使用さ

れる可能性のあるさまざまなアルゴリズム全体を意味すると判断した（同上）。 

URL: https://casetext.com/case/triton-tech-of-tex-llc-v-nintendo-of-am-inc 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 
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Media Rights Techs., Inc. v. Capital One Fin. Corp., 800 F.3d 1366（Fed. Cir. 2015） 

キーポイント：この判例からは、クレームの明確性について有益な情報が得られる。

Media Rightsは、クレームの全ての機能を実行するのに十分な構成が必要とされるとい

う先の判例を再補強する。具体的には裁判所は、「コンプライアンスメカニズム」と

いう用語は、4つの機能を実行するミーンズ・プラス・ファンクションの限定であると

判断した（同上1374項）。裁判所は、「明細書が4つの機能すべてを実行するための構

成を適切に開示していない」ため、クレームは不明確であると認定した（同上1375

項）。 

URL: https://www.leagle.com/decision/infco20150904130 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Vasudevan Software, Inc. v. MicroStrategy, Inc., 782 F.3d 671（Fed. Cir. 2015） 

キーポイント：この判例は、実施可能要件及び記載要件に関する最新の解釈である。

Vasudevanは記載要件の充足性を判断するための基準を明確にする。具体的には、出願

日時点で発明者がクレームされた主題を所有していたことを出願の開示が当業者に合

理的に伝えるかどうかというテストが記載要件の充足性の基準であると判示された

（同上682項）。この基準をコンピュータ実装の機能的クレームに適用し、裁判所は、

［クレームされた機能］をどのように達成するかという手段を発明者が所有していた

ことを明細書が証明できるかどうかが問題であると認定した（同上）。裁判所は、発

明の実施のためにはかなりの量の実験が必要な場合でも、必要な実験が単なるルーチ

ン作業である限り、又は該明細書が実験を進めるべき方向に関して合理的な量のガイ

ダンスを提供する限り、クレームは十分に有効になると説明した（同上684項）。裁判

所はまた、過度の実験が必要な場合、クレームは無効であることを強調した（同

上）。 

URL: https://www.leagle.com/decision/infco20150403133 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339（Fed. Cir. 2015） 

キーポイント：この判例は、クレーム解釈の変化を代表するものである。Williamsonに

おいて連邦巡回控訴裁判所は35 U.S.C. §112(f)への偏重を大幅に改定した。特に裁判所

はミーンズ・プラス・ファンクション表現を拡張して、構成が十分に明確であると認

識されていない汎用的な代替語を表現に含めた（同上1350項）。さらに裁判所はクレ

ームが「手段 （means）」という言葉を使用していない場合35 U.S.C. §112(f)を不適用

とする「強い推定」を放棄した（同上1349項）。その代わりに、裁判所は「クレーム

の文言が構成の名称として十分に明確な意味を持っていると当業者が理解しているか

どうか」という基準を強化した（同上）。この基準を適用して、裁判所は「モジュー

ル」という文言をミーンズ・プラス表現であると解釈し、その理由を「モジュール」

が「ブラックボックス用語」であるためと判示した（同上1350項）。裁判所は更に換

言して「モジュールは単に、指定された機能を実行するソフトウエア又はハードウエ

アの一般的な説明である」と述べている（同上）。 

URL: https://casetext.com/case/williamson-v-citrix-online-llc-4 

実質的な影響：はい 

ランドマークケース：はい 
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クレーム解釈において重要か？はい 

 

EON Corp. IP Holdings LLC v. AT&T Mobility LLC, 785 F.3d 616（Fed. Cir. 2015） 

キーポイント：EON Corp.は、機能的クレーム要素の構成としてアルゴリズムを開示す

る必要があるかどうかを判断する際に、当業者が何の役割も果たさないことを明確に

する（同上623項）。裁判所は、「特別な目的のコンピュータで実装されたミーンズ・

プラス・ファンクションのクレームに関する判例法は、次の2つのグループに分かれて

いる。第1に、明細書にアルゴリズムが開示されていない場合。第2に、明細書はアル

ゴリズムを開示しているが、その開示が不十分であると被告が主張するケースである

（同上624 -25項、1313でNoah,675 F.3dを引用）。「明細書にアルゴリズムが開示され

ていない場合、当業者の知識は無関係である。」（同上625項）。「明細書はアルゴリ

ズムを開示しているが被告である侵害者が開示不十分であると主張する場合、当業者

の観点に基づいて開示の十分性を判断する。」（同上）。 

URL: https://www.leagle.com/decision/infco20150506105 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Advanced Ground Info. Sys., Inc. v. Life 360, 830 F.3d 1341（Fed. Cir. 2016） 

キーポイント：これは、クレーム解釈に関する別の最近の事例である。この重要判例

によると、クレームの用語が当該技術分野で知られているという事実は決定的ではな

く、それのみを理由として35 U.S.C. §112(f)不適用とは認定されない（同上1348項）。

具体的に裁判所は「シンボルジェネレータ」という用語はコンピュータで実装される

ミーンズ・プラス・ファンクションの限定であると判断した。サポートとして裁判所

は、用語が「十分な構成を記述しておらず、アクションの要因となる事項を規定して

いる」と述べた（同上）。具体的に裁判所は、『「シンボル」又は「ジェネレータ」

という用語がコンピュータ科学の技術用語であるかどうかに関わらず』、「問題のク

レーム表現の文脈で使用されている用語の組み合わせは、それらの用語が実行されて

いる機能を説明する抽象的概念に過ぎないことを示唆している」ことを理由として上

記結論に達した（同上）。 

URL: https://www.leagle.com/decision/infco20160728133 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Elec. Power Grp., LLC v. Alstom S.A., 830 F.3d 1350（Fed. Cir. 2016） 

キーポイント：この判例は、特許保護適格性に関する追加の洞察を提供する。Electric 

Power Group判決は、35 U.S.C. §101に基づきクレームを無効と判断した。「クレーム

は、特定の分野で利用可能な情報の収集、分析、表示を要求する以上のものではな

く、これらの機能を一般的な用語で説明するが、従来のコンピュータ及びネットワー

クテクノロジーよりも進歩していると主張されている機能を実行するための技術的手

段にクレームを限定していない。」（同上1351項）。裁判所は、「望ましい情報ベー

スの結果を定義するだけで、結果を達成する独創的な手段に限定されていないクレー

ムは、35 U.S.C. §101の要件を充足しない」と結論付けた（同上）。裁判所は、続けて

ソフトウエアベースの機能的クレームを批判し、「クレーム表現の本質的に結果重視

の機能的特徴は、35 U.S.C. §101に基づいて不適格とされてきたクレームによく見られ

る特徴である」（同上1356項）とした。 
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URL: https://www.bitlaw.com/source/cases/patent/Electric_Power.html 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Intellectual Ventures I LLC v. Symantec Corp., 838 F.3d 1307（Fed. Cir. 2016） 

キーポイント：この判例では「一般的なコンピュータ実装手順を除き、クレーム自体

にはこの発明が人間によって、精神的に、又はペンと紙とによって実行されることを

除外する理由は何もない。」ことを理由として、「電子メールの受信、スクリーニン

グ、及び配信」のクレームされたシステムは抽象的であり、不適格であると判決され

た（同上1318 -20項）。この判例は機能的クレームにのみ関連している。なぜなら、賛

成意見では、マイヤー判事は、「ソフトウエア特許は典型的には．．．意図的に曖昧

で広い言葉で、特定の目標又は目的を記述する。」（同上1327項）、と述べてソフト

ウエア特許を批判しているからである。 

URL: https://www.bitlaw.com/source/cases/patent/IV_Symantec.html 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Mastermine Software, Inc. v. Microsoft Corp., 874 F.3d 1307（Fed. Cir. 2017） 

キーポイント：Mastermineは、機能的表現と装置表現の両方を一緒に使用するクレー

ムの可否に関する先の判例の決定を明確にする。具体的にMastermineによると、特定

の機能を実行可能な特定の構成を持つシステムを記載するために機能的表現を使用す

ることは判例法によって禁止されないと説明されている（同上1315項）。裁判所は、

動作動詞を含む「wherein」節をクレームで使用することは、システムが「記載された

機能を実行する能力のある」構成を有していることを主張したにすぎないと結論付け

た（同上1314項、1375でMicroprocessor Enhancement, 520 F.3dを引用）。さらに、問題

のクレームはユーザの動作をクレームしておらず、機能的表現の使用は「具体的に構

成と結びけられている」（同上1316項）とされた。 

URL: https://www.leagle.com/decision/infco20171030142 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Rivera v. Int’l Trade Comm’n, 857 F.3d 1315（Fed. Cir. 2017） 

キーポイント：この判例は、記載要件に関する情報を提供する。判示によると本件ク

レームは広く「醸造材料を保持するように適合された．．．コンテナ」に向けられて

いるが、一方、明細書は「ポッド」を保持するように設計された「ポッドアダプター

アセンブリ」又は「レセプタクル」のみを開示しており、このため、「主張されたク

レームの全範囲をサポートするために必要な書面による開示を、本件明細書は提供し

なかった」と判断した（同上1317項）。裁判所は、「明細書に実際に記載されている

開示を理解するために当業者の知識を使用できるが、明細書に明示されない限定を理

解するために当業者の知識を使用できるとは限らず、たとえ明細書の開示によってそ

のような限定が当業者自明であったとしても必ずしも十分な開示とは言えない」と説

明した（同上1322項）（Lockwood v. Am. Airlines, Inc, 107 F.3d, 1565, 1571–72を引用）。 

URL: https://www.leagle.com/decision/infco20170523154 

実質的な影響：いいえ 
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ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

Trs. Of Bos. Univ. v. Everlight Elecs. Co., LTD., 896 F.3d 1357（Fed. Cir. 2018） 

キーポイント：この判例において裁判所は、本発明を実施するために必要なすべてを

開示する必要があるわけではないと指摘した。例えば、明細書は、当技術分野で周知

のものを開示する必要はない（同上1364項を参照）。 

URL：https://casetext.com/case/trs-of-bos-univ-v-everlight-elecs-co-27 

実質的な影響：いいえ 

ランドマークケース：いいえ 

クレーム解釈において重要か？いいえ 

 

（Q15-2） 

上記回答にて「重要」にチェックをした審決又は判決について、「名称」（事件名

及び番号を再掲）、「選定理由」（審査基準等や審査実務に与える影響等、重要と

考えた理由）、「判決文の抜粋」（審決文又は判決文のうち重要な部分（判示事

項）を抜粋。複数ある場合は複数全て抜粋）を記入してください。また、背景、事

件の概要、判決の意義、今後の影響等の「解説」の記入をお願いします。侵害訴訟

の判決では、クレーム解釈や技術的範囲の判断で重要と考えられる部分についても

抜粋し、解説をお願いします。 

 

In re Wands, 858 F.2d 731（Fed. Cir. 1988） 

この判例は、クレームの実施のために過度の実験が要求されているかどうかを判断す

る要因として、今日でも使用されている基準の概要を示しているため重要である。こ

れらの要因は、現状でもMPEPに記載されている。MPEP§2164.01を参照すること。こ

の判例は、ほぼどのような案件にも適用でき、明細書によってクレームの文言が実施

可能になっているかどうかを分析するサポートを提供する。 

 

In re Donaldson Co., 16 F.3d 1189（Fed. Cir. 1994）（en banc） 

In re Donaldson Co.の事例は、不明確な機能的クレームを拒絶するための基準を再設定

する。この基準は現在も使用されている。 

 

In re Alappat, 33 F.3d 1526（Fed. Cir. 1994）（en banc） 

In re Alappatの事例は、コンピュータで実現される発明のクレームに対する特許庁の扉

を開いた。 

 

ACTV, Inc. v. Walt Disney Co., 346 F.3d 1082（Fed. Cir. 2003） 

クレーム解釈、不明確性、実施可能要件、及び記載要件の問題は法律上の問題であ

り、したがって、陪審員ではなく裁判官（又は裁判官の委員会）によって回答される

ことを明確にするため、この判例は重要である。 

 

Apex Inc. v. Raritan Comput., Inc., 325 F.3d 1364（Fed. Cir. 2003） 

この判例によって、クレーム文言を考慮する際にクレーム全体の限定に鑑みて行うこ

とができるため、重要である。この原理により、一般的なプレースホルダー用語を記

述語で修飾することで35 U.S.C. §112(f)の適用を回避できる。 

 

Aristocrat Techs. Australia Pty Ltd. v. Int'l Game Tech., 521 F.3d 1328（Fed. Cir. 2008） 
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連邦巡回控訴裁判所は、Aristocratをはじめ、特に35 U.S.C. §112(f)に基づく機能的クレ

ームを検討する際に、35 U.S.C. §112(b)に基づく明確性要件へのより厳しい基準の適用

を開始した。この事件以来、不明確性の特許無効率は急激に上昇している。Brian M. 

Buroker & David A. Kelly,First Datamize and Now Aristocrat and Finisar：Electrical and 

Software Patent Invalidations for Indefiniteness Sharply on the Rise,HUNTONAK（2008）, 

https://www.huntonak.com/images/content/3/1/v3/3137/Buroker-Kelly-Final-IPO-Paper.pdf

（不明確性による特許無効がDatamize, LLC v. Plumtree Software, Inc.,417 F.3d 1342 

（Fed. Cir. 2005）判決の6か月後に250％増加した報告）を参照すること。Aristocrat判

決は、35 U.S.C. §112(a)に基づく実施可能要件と35 U.S.C. §112(b)に基づく明確性との区

別を確立するため重要である。Aristocrat判決の解釈に基づいて、35 U.S.C. §112(f)の下

での機能的クレームに対する35 U.S.C. §112(b)の下での明確性の要件では、35 U.S.C. 

§112(a)に基づく実施可能要件に適用されるものよりも厳しい基準が適用される。 

 

Alice Corp. v. CLS Bank Int'l, 134 S. Ct. 2347（2014） 

この判例は、連邦巡回控訴裁判所が、コンピュータ実施発明の保護適格性に重点を置

くという転換点を確立したため、重要である。Alice判決を受けて、連邦巡回控訴裁判

所は、機能的にクレームされた特許を無効にするため、35 U.S.C. §112の代わりに、よ

り頻繁に35 U.S.C. §101を適用するようになった。Alice判決によって、機能的にクレー

ムされたソフトウエアの発明が、35 U.S.C. §112のアルゴリズム又は構成を記載すべき

とする要件を満たすことに加えて、進歩性を有することが要件とされた。 

 

Nazomi Commc'ns, Inc. v. Nokia Corp., 739 F.3d 1339（Fed. Cir. 2014） 

この判例は、クレームの構成要素が被告人のデバイスに存在する必要があることを明

確にするため、重要である。これは、35 U.S.C. §112に基づく拒絶を回避するために必

要な情勢上の要素を含むようにクレームを補正すると、侵害事件におけるクレームの

範囲が限定されることを意味する。 

 

Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339（Fed. Cir. 2015） 

この事件は、連邦巡回控訴裁判所の35 U.S.C. §112への焦点が大きく変わったことを反

映している。Williamson判決において、連邦巡回控訴裁判所は、クレームが「手段」と

いう文言を含んでいない場合に35 U.S.C. §112(f)を適用しないという推定を削除するこ

とにより、必然的に今後より多くのクレームが35 U.S.C. §112(f)の影響を受けることを

後押しする先例を設定した。その結果、一般的なプレースホルダー文言が35 U.S.C. 

§112(f)解釈を誘発する可能性がミーンズ文言と同様に高くなる。 
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（Q16）CS関連発明等の機能的クレームに関する主な論点と判断方法 

 

（Q16-1） 

貴国において、CS関連発明等の機能的クレームに関する特許審査の判断基準に関す

る論点がありますか？ 

 

・はい。ソフトウエア関連発明について注意すべき問題には、35 U.S.C. §101及び35 

U.S.C. §112に基づく無効性が含まれる。 

 

（Q16-2） 

上記の論点があれば、解説をお願いします。 

 

・35 U.S.C. §101及び§112についてはいずれも上記で詳細に説明している。35 U.S.C. 

§101に関してCS関連発明が直面する問題の一つはクレームが抽象的概念に向けられた

ものであり、それ以上のものではないという解釈である。例えば、Alice判決、134 S. 

Ct. 2347.を参照。この問題は、CS関連発明の「実用化（practical application）」を組み

込むことで克服できる。 

 35 U.S.C. §112に関してCS関連発明が直面する問題の例は、クレームが35 U.S.C. 

§112(b)の下で不明確である、又は35 U.S.C. §112(a)に基づく実施可能要件或いは記載要

件の欠如という解釈である。これは、十分な構成を持つようにクレームを記載し、ク

レームの用語にクレームの機能を達成するのに十分な構成が含まれると当業者が解釈

できるように、十分に明確に明細書に構成を定義することによって回避できる。CS関

連発明では、クレームの機能を達成するのに十分なアルゴリズムを「構成」の一部と

して含めることができる。アルゴリズムは、クレームされた発明の実施可能要件のた

めに十分な明確性を確立するために、1つ又は複数のフロー図或いはブロック図によっ

て説明できる。 

 

 

（Q17）CS関連発明等の機能的クレームに関する最近の審査実務の傾向や変化につい

て 

 

（Q17-1） 

CS関連発明等（全般）の機能的クレームに関する最近の審査実務の傾向や変化つい

て、時期と傾向がわかるように教えてください。 

 

・最近の2つの米国審査ガイダンスは、CS関連発明の特許保護適格性（すなわち、

2019§101ｖ）及びCS関連発明の開示要件（すなわち、2019§112審査ガイダンス）に関

する審査慣行を変更する可能性がある。質問7-11に関して上記で説明したように、

2019§101審査ガイダンスは、35 U.S.C. §101に基づくCS関連発明に対する特許保護適格

性の拒絶の減少傾向をもたらした。 

 同時に、連邦巡回控訴裁判所は35 U.S.C. §112(b)に基づく明確性要件により厳しい基

準を適用し始め、この傾向は、2019§112審査ガイダンスで頂点に達した。2019§112審

査ガイダンスは、『明細書の適切な構成上のサポートのない広範な機能的クレームに

関する問題と、その結果生じた「（35 U.S.C. §112(f)に）拘束されない機能的クレーム

の増加と、法律に裏付けられた無秩序な他人の活動の規制」』を認めた。2019年の

USPTO RINGSを見てください。確信を得るには時期尚早だが、2019年のUSPTO 

RINGSの著者であるAdam Collegeは、2019§112審査ガイダンスのトーンに基づいて、
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「コンピュータで実現される発明発明に対する35 U.S.C. §112に基づく大量拒絶の次の

動向」（同上）を予測している。この「コンピュータで実現される発明発明に対する

35 U.S.C. §112の拒絶の次の動向」は、35 U.S.C. §101に基づく以前の拒絶を置き換える

ために使用されるかもしれない。 

 

（Q17-2） 

上記の、貴国における最近の審査実務の傾向や変化のきっかけとなった判例等につ

いて教えてください。 

 

・はい。2019§112審査ガイダンスは、以下を含む多数の連邦巡回控訴訴訟の結果であ

る。 

 1. Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339（Fed. Cir. 2015）; 

 2. Function Media, LLC v. Google, Inc., 708 F.3d 1310（Fed. Cir. 2013）; 及び 

 3. Ariad Pharm., Inc. v. Eli Lilly and Co., 598 F.3d 1336, 1349（Fed. Cir. 2010） 

2019年§101ガイダンスは,Alice Corp. v. CLS Bank Int'l,134 S. Ct. 2347（2014）後に連邦巡

回控訴裁判所が決定した事件の集大成の結果である。 

 

（Q18）CS関連発明等の機能的クレームに関する拒絶理由とその解消方法について 

 

（Q18-1） 

CS関連発明等の審査における最近の傾向として、貴所の経験から拒絶理由として多

いものは何ですか？（複数回答可） 

☐発明該当性 ☐実施可能要件（相当する要件） 

☐サポート要件（相当する要件） 

☐明確性要件（相当する要件） 

☐その他（                               ） 

（Q18-2） 

上記で、発明該当性、実施可能要件、サポート要件、明確性要件、その他の記載要

件のおおよその割合はどれくらいですか？ 

発明該当性の割合： 

実施可能要件の割合： 

サポート要件の割合： 

明確性要件の割合： 

その他の記載要件の割合： 

 

・最近、CS関連発明に関連するオフィスアクションの約25パーセントは、35 U.S.C. 

§101に基づく特許の不適格性に関するものである。全てではないにしても、ほとんど

は補正又は意見書によって克服されている。 

 

・最近、CS関連発明に関連するオフィスアクションの約5-10パーセントが、35 U.S.C. 

§112（a）の実施可能要件に関係するものである。全てではないにしても、ほとんどは

補正又は意見書によって克服されている。 

 

・最近、CS関連発明に関連するオフィスアクションの約5パーセント（5％）が、35 

U.S.C. §112(a)の記載要件に関係するものである。全てではないにしても、ほとんどは

補正又は意見書によって克服されている。 
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・最近、CS関連発明に関連するオフィスアクションの約25パーセント（25％）が、35 

U.S.C. §112(b)の不明確性に関係するものである。全てではないにしても、ほとんどは

補正又は意見書によって克服されている。 

 

・CS関連発明に関連するオフィスアクションのほとんどは、35 U.S.C. §102の下での予

測性、又は35 U.S.C. §103に基づく自明性に関するものである。ほとんどは補正又は意

見書によって克服されている。 

 

 

（Q19）CS関連発明等の機能的クレームに係る特許明細書に関する留意点について 

 

（Q19-1） 

日本から貴国へ機能的クレームに係るCS関連発明等に関する特許を出願する場合、

クレーム、明細書、図面の記載について、特に注意する点があれば記載してくださ

い（PCTルートとパリルートで特に注意すべき点に違いがあれば、その点について

も記載をお願いします。）。 

 

・海外で発明を保護したい場合、原則として、その国の法律に従って、関心のある各

国で特許を取得する必要がある。世界知的所有権機関、特許ソフトウエア、WIPO、

https://www.wipo.int/sme/en/documents/software_patents_fulltext.htmlしたがって、PCTを介

して米国に提出されるCS関連発明のクレーム、明細書、及び図面をドラフティングす

る日本の出願人は、35 U.S.C. §101及び35 U.S.C. §112に準拠するための前述のヒントに

従う必要がある。 

 35 U.S.C. §101については、ヨーロッパとは異なり、特許性のある主題からのソフト

ウエア又はビジネス手法の具体的な除外はない。ただし、明細書は十分に開示する必

要があり、クレームは抽象的概念以上のものを規定する必要がある。上記で示唆した

ように、これは発明の実用化に焦点を当てることにより対処できる。このような対処

のテクニックは発明に応じて異なり得る。従って米国で出願するためのCS関連発明の

出願書類をドラフティングする前に、出願人が米国の知的財産の専門家と相談するの

が賢明かもしれない。 

 35 U.S.C. §112について、出願人は、クレームされたCS関連発明の機能を実行するた

めに必要な構成を十分に開示することにより、米国で権利化に成功する可能性を高め

ることができる。この開示には、クレームの限定事項を実行するために必要なハード

ウエア（例えば、プロセッサ、メモリなど）とソフトウエア（例えば、アルゴリズ

ム、ステップ・バイ・ステップの行程）が含まれる。したがって各クレームの限定事

項は、アルゴリズム又はステップ・バイ・ステップの行程によって明細書に記載する

必要がある。更にフローチャート、ブロック図、又はデータフローを使用して、クレ

ームに記載されている手順又は潜在的な手順を説明する必要がある。繰り返すが、出

願書類をドラフティングする前に米国の知的財産の専門家に相談することを常にお勧

めする。 
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（Q20）CS関連発明等の機能的クレームの制限及び留意点について 

 

（Q20-1） 

貴国において、CS関連発明等の機能的クレームについて制限がある場合、どのよう

な制限があるか、どのような点に注意すべきか、について記載をお願いします。 

 

・いいえ。CS関連発明等の機能的クレームは制限されていない。ただし、前述のよう

に、機能的表現を使用してCS関連発明をクレームする際は、発明が適切に記載要件及

び／又は実施可能要を充足しなければ特許権無効の虞がある。 

 

（Q20-2） 

特に、日本から貴国へCS関連発明等に関する特許を出願する場合の注意点があれ

ば、記載をお願いします。CS関連発明等の機能的クレームについて、制限や注意点

がない場合は、その旨を記載してください。 

 

・機能的表現は使用できる。ただし、明細書の強力な構成上のサポートによってサポ

ートされる必要がある。日本の出願人は、クレームされた主題のアルゴリズム又はス

テップ毎の行程を記載し、多くのフロー図又はブロック図でアルゴリズム又は段階的

なプロセスを説明することにより、機能的にクレームされたCS関連発明に対する拒絶

を回避することができる。また、アルゴリズム又は段階的なプロセスを実行できるプ

ロセッサ又はコンピューティングシステムを適切に記載することも役立つ。例えば、

複数のプロセッサや非一時的メモリを備えたコンピューティングシステムが、コンピ

ュータ可読命令を保持するように構成される、という記載方式を取ることができる。

この方式はプロセッサによって実行された時にコンピュータシステムにアルゴリズム

や段階的なプロセスを実行させる、という記載方式よりも有利になることがある。 

 

 

（Q21）権利行使の観点からのクレームの書き方について 

 

（Q21-1） 

CS関連発明等の機能的クレームでは、例えば、クレームで、内部処理の技術的特徴

を細かく規定しないと権利がとれない場合や、サーバ側の内部処理を規定しないと

権利がとれない場合があり、権利行使の際の侵害立証が難しくなり、有効な権利に

ならないケースが想定されます。貴国では、そのようなケースで、どのような対応

が考えられますか？また、貴所で工夫していることがありますか？ 

 

・出願人が侵害を立証する可能性を高めるために、クレームをドラフティングするた

めの実用的な手法がいくつかある。各手法は、ソフトウエア発明の主題に依存する。 

 IoTデバイス、モバイルデバイスなどで実行されるソフトウエアアプリケーションな

どの消費者向けの発明では、クレームに消費者向けの結果を含めると便利である。例

えば、クレームに侵害の可能性のあるデバイスを特定するために使用できるような出

力又は表示手順を含めることができる。このような手順の例としては、通知（例え

ば、聴覚通知、視覚通知など）の提供、視覚結果の表示（例えば、マッピングインタ

ーフェース、ソーシャルメディアインターフェースなどのユーザインタフェースの変

更など）、応答又は感覚キュー（例えば、聴覚、視覚、或いは触覚の応答、又は人間

が知覚できる他のキューなど）を出力すること、アプリケーションの状態を変更する

こと（例えば、何らかのアクティビティの進行に関して消費者に最新情報を通知する



- 442 - 

 

 

など）などを含めることができる。この手法は、人間の相互作用を伴うIoT関連発明又

はBM関連発明で最も役立つ。 

 IoT、ビジネス方法、又は人工知能に特に関連する別の手法は、本発明に固有の出力

ステップを含めることである。これは、新しい内容又は形式のデータを出力するよう

に構成された機械学習の発明で特に役立つ。例えば、マシンビジョン技術が固有の特

性の画像を出力することも考えられる。機械学習モデルが出力する1つ以上の固有の特

性を記載する出力ステップを含めると、（例えば、競合他社のシステムが出力する特

性を検出するなどすることにより）出願人が侵害を発見する機会を増やすことができ

る。この手法は、独自の出力を伴う任意のCS発明に対する侵害を発見する出願人の機

会を改善するためにも使用できる。 

 また、CS発明に関連する業界の論文出版慣行を調査することも役立つ。競合企業か

ら出版されていると期待される公開文献は、侵害の証明に影響を与える可能性があ

る。例えば、業界によっては、競合他社がユーザマニュアル、データシート、記事、

研究、ホワイトペーパー、アプリケーションノートなどを開示することを望む場合が

ある。予想される業界の公開文献に基づいて侵害を立証するのに適したクレームをド

ラフティングすることができる。これは、航空電子機器（アビオニクス）などの規制

情報開示要件の対象となる安全性が重要なソフトウエアの発明や、プレスリリースを

通じて侵害製品を宣伝することが予想される上場企業を対象としたソフトウエアアプ

リケーションで特に役立つ。 

 最後に、特許実務者は、ソフトウエアの発明の「アクセスポイント」に焦点を当て

たソフトウエアのクレームを作成できる。Steven Katz, Do’s And Don’ts For Claim 

Drafting: A Litigator’s Perspective, Fish & Richardson P.C. (2010), 

https://www.fr.com/files/Uploads/attachments/ 

muenchen/presentation8.pdf。例えば、「最新のソフトウエアには多くの「アクセスポイ

ント」があり、通常は多くのファイルとやり取りします。」（同上）。特許実務者

は、「アクセス可能なデータフローが侵害の証拠を提供できるかどうか、及びその可

能性を高めるためにどのような形のクレームがよいかを検討する」ことができる（同

上）。 

 

（Q22）CS関連発明等の機能的クレームに関する参考文献について 

 

（Q22-1） 

貴国でのCS関連発明等の機能的クレームの特許保護の現状についての解説記事、総

説など、参考文献があれば教えてください。 

 

・はい。この紙面全体で、多くの記事が引用されている。これらの記事への引用を以

下に示す。 

 1. Christopher M. Hall, Functional Language in Patent Claiming: Configured to, and 

Operable to, The National Law Review（May 7, 2014）, 

https://www.natlawreview.com/article/functional-language-patent-claiming-configured-to-and-

operable-to. 

 2. See Paul Fucito, Andrei Iancu Begins Role as New Director of United States Patent and 

Trademark Office, USPTO（Feb. 8, 2018）, 

https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/andrei-iancu-begins-role-new-director- united-

states-patent-and-trademark. 

 3. Christina Sperry & Kevin C. Amendt, Latest Tool in the Fight Against Alice: USPTO 

Publishes a New Eligibility Quick Reference Sheet, MINTZ（Feb. 26, 2018）, 



- 443 - 

 

 

https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/2231/2018-02-latest-tool-fight-against-alice-

uspto-publishes-new. 

 4. Eugene Goryunov & Kenneth Adamo, USPTO EXAMINATION GUIDANCE: BINDING 

OR NOT, EXPERT GUIDES（Sept. 6, 2019）,  

https://www.expertguides.com/articles/uspto-examination-guidance-binding-or-not/arduqipx. 

 5. USPTO issues second Federal Register Notice on artificial intelligence and innovation, 

Director’s Forum: A Blog from USPTO’s Leadership（Oct. 30, 2019）, 

https://www.uspto.gov/blog/director/entry/uspto_issues_second_federal_register. 

 6. Tim Pohlmann, Patent litigation trends in the Internet of Things, IAM MEDIA（Mar. 

20, 2019）, https://www.iam-media.com/patent-litigation-trends-internet-things. 

 7. Christopher J. White & Hamid R. Piroozi, Drafting Patent Applications Covering 

Artificial Intelligence Systems, Landslide® January/February 2019（Jan. 2019）, 

https://www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law/publications/landslide/2018-

19/january-february/drafting-patent-applications-covering-artificial-intelligence-systems/. 

 8. Mark Nowotarski, If You Want to Protect Your Business Method, Reframe It as a 

Technical Invention, IP WATCHDOG（Sept. 3, 2019）, 

https://www.ipwatchdog.com/2019/09/03/want-protect-business-method-reframe-technical-

invention/id=112875/. 

 9. Nam Kim, Software and Business Method Inventions After Alice, Intellectual Property 

Law Blog（Sept. 23, 2016）,  

https://www.intellectualpropertylawblog.com/archives/software-and-business-method- 
inventions-after-alice. 

 10. Ambar P. Nayate, 112(f) Has a Hair Trigger: Avoiding Means-Plus-Function Misfires, 

SSIPLAW（Jan. 28, 2016）,  

https://www.ssiplaw.com/news/201601/112f-has-hair-trigger-avoiding-means-plus-function-

misfires_ftn1. 

 11. Doris Johnson Hines, The Future of Functional Claiming, Part 1: Practical Implication 

of the Williamson Decision for Software Patents, Intellectual Property & Technology Law 

Journal（October 2015）, https://www.finnegan.com/en/insights/the-future-of-functional-

claiming-part-1-practical-implications.html. 

 12. Christina Sperry & Paul S. Brockland, Understanding the USPTO’s Interpretation of 35 

U.S.C. § 112 for Computer-Implemented Functional Claim Limitations, MINTZ（June 12, 

2019）,  

https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/2231/2019-06-understanding-usptos-

interpretation-35-usc-ss-112-computer. 

 13. Adam J. College, USPTO RINGS IN 2019 WITH NEW GUIDANCE FOR COMPUTER-

IMPLMENTED INVENTIONS – PART II, 2019, MYERS BIGEL（2019）, 

https://www.myersbigel.com/uspto-rings-in-2019-with-new-guidance-for-computer-

implemented-inventions-part-ii/_edn1. 

 14. Wen Xie, Examining the Unforeseen Effects of the USPTO’s New Section 112 

Guidelines, IP WATCHDOG（Aug. 21, 2019）, 

https://www.ipwatchdog.com/2019/08/21/examining-unforeseen-effects-usptos-new-section-

112-guidelines/id=112397/. 

 15. Aseet Patel & Craig Kronenthal, First PTAB Reversals Under the New Subject Matter 

Eligibility Guidance, IP WATCHDOG（Feb. 14, 2019）, 

https://www.ipwatchdog.com/2019/02/14/first-ptab-reversals-new-subject-matter-eligibility-

guidance/id=106312/.  

 16. H.R. 3666 -116th Congress: STRONGER Patents Act of 2019, GOV TRACK US

（2019）,  https://www.govtrack.us/congress/bills/116/hr3666. 

 17. Brian M. Buroker & David A. Kelly, First Datamize and Now Aristocrat and Finisar: 
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Electrical and Software Patent Invalidations for Indefiniteness Sharply on the Rise, 

HUNTONAK（2008）,  

https://www.huntonak.com/images/content/3/1/v3/3137/Buroker-Kelly-Final-IPO-Paper.pdf. 

 18. World Intellectual Property Organization, Patenting Software, WIPO, 

https://www.wipo.int/sme/en/documents/software_patents_fulltext.html. 

 19. Steven Katz, Do’s And Don’ts For Claim Drafting: A Litigator’s Perspective, Fish & 

Richardson P.C.（2010）, 

https://www.fr.com/files/Uploads/attachments/muenchen/presentation8.pdf. 

 

（Q23）CS関連発明等の機能的クレームに関する問題点等、全般について 

（Q23-1） 

全体を通じて、貴国においてCS関連発明等の機能的クレームで問題となっている

点、問題と思う点等がありましたら、教えてください。 

 

・機能的にクレームされたCS関連発明に関するもので問題と思うものはない。 

 

 

 欧州 

 

（Q1）CS関連発明等の機能的クレームの定義等について 

 

（Q1-1） 

CS関連発明等の機能的クレームの定義はありますか？ 

 

・はい。 

 

（Q1-1-1） 

「はい」の場合、特許法、ガイドライン、又はいずれかの判例法（case law）は機能

的クレーム文言の定義を規定していますか？ 

 

・欧州特許庁の審査ガイドライン（Guidelines for Examination）では、機能的特徴は、

その構成にではなく「その機能に関する」と定義されたクレームの特徴であると記載

している。 

 

（Q1-1-2） 

特許法、ガイドライン、又は判例法は、機能的クレーム文言をどのように規定して

いますか？ 

 

・欧州特許庁の審査ガイドラインでは次のように記載している：「ある特徴について

の一つの実施例が明細書に掲げられているに過ぎない場合であっても、当該技術の当

業者である読み手がそれと同じ機能に対して他の手段を用いることが可能であると認

識することができれば、クレームにおいて、その機能に関する特徴、すなわち、機能

的特徴として広く規定することができる」（F部第IV章6.5）。欧州特許庁の審査ガイ

ドラインのこれと同じセクションでは、出願の内容が「代替手段の想定がなく、機能

が特別な方法で実施されるべきものである」との印象を与える場合、機能的クレーム

文言は適切でない、とも記載している。 

 

（Q1-1-3） 
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コメント又は意見がありますか？ 

 

・いいえ。 

 

（Q2）機能的クレームの保護について 

 

（Q2-1） 

機能的クレームは特許として保護されますか？ 

 

・はい。 

 

（Q2-1-1） 

「はい」の場合、特許法、ガイドライン、又はいずれかの判例法は機能的クレーム

が特許として保護されることを規定していますか？ 

 

・欧州特許条約（EPC）は機能的クレーム文言について言及していない。むしろ、

EPC84条及び施行規則の規則43は、クレームが「発明の技術的性質について保護が求

められている特徴を明示する」ことのみ要求している。機能的クレーム文言が適切で

ある場合についてのガイダンスは、欧州特許庁の審査ガイドラインに記載されてい

る。 

 

（Q3）機能的クレームに適用される記載要件等について 

 

（Q3-1） 

機能的クレームに適用される実施可能要件（又は相当する要件）が、欧州特許条

約、欧州特許審査ガイドライン又は判例に存在しますか？ 

 

・はい。 

 

（Q3-1-1） 

「はい」の場合、特許法、ガイドライン、又はいずれかの判例法は、機能的クレー

ムに適用される実施可能要件（又は相当する要件）について規定していますか？ 

 

・欧州特許条約（EPC）は、機能的クレームの特徴について、他のどのクレームの特

徴にも適用されない特別な記載要件は規定していない。すなわち、クレームの特徴に

ついての説明が実施可能である必要であること以外は特に規定されていない。 

 

欧州特許庁の審査ガイドラインには、ポリペプチド、タンパク質、受容体、酵素に関

する機能的クレームの特徴の開示の充足性のための特定のガイダンスしか規定されて

いない（F部第III章9）。 

 

「Case Law of the Boards of Appeal（第9版）」のII部第C章4.2及び7.1には、機能的クレ

ームの特徴の十分に実施可能な開示に関する審決の概要が記載されている。 
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（Q3-1-2） 

特許法、ガイドライン、判例法は、機能的クレームに適用される実施可能要件（又

は相当する要件）をどのように規定していますか？ 

 

・審判部は、審決T 0292/85において、原則的に機能的特徴は「少なくとも1つの方法が

明確に表示されており、それにより当該技術の当業者が発明を実施できるのであれ

ば、十分に開示されている」と判断した。機能的特徴を有する特定の変更例の利用可

能性が開示されていなくても、明細書の開示又は当業者の一般常識に基づいて変更例

が当業者にとって解る場合には、実施可能要件での問題とはならない。 

 

審判部は、これに続き審決T 0435/91において、説明が、関連の一般常識を踏まえて一

般化に合った技術概念を提供している場合にのみ、機能的クレームの特徴は十分に開

示される、と判断した。更に、明細書は、関連の一般常識を踏まえて、機能定義にお

いて多数の応用形を提供しなければならず、また、当該技術の当業者がクレームの全

範囲内で過度な困難なく結果を達成できるようにしなければならない。 

 

審決T 0242/92において、審判部は、発明がクレームされた範囲全体において実施でき

ないと信じる確固たる根拠がない限り、出願においてより広いクレームを許容しない

理由はないと判断した。 

 

（Q3-1-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・いいえ。 

 

（Q3-2） 

機能的クレームに適用されるサポート要件（又は相当する要件）が、欧州特許条

約、欧州特許庁審査ガイドライン又は判例に存在しますか？ 

 

・はい。 

 

（Q3-2-1） 

「はい」の場合、欧州特許条約、欧州特許庁審査ガイドライン、又はいずれかの判

例法は、機能的クレームに適用されるサポート要件（又は相当する要件）を規定し

ていますか？ 

 

・欧州特許条約（EPC）は、機能的クレーム文言について、全般的にクレームに適用

されない特別な明細書のサポート要件を含んでいない。 

 

欧州特許庁の審査ガイドラインのF部第IV章6.5は、明細書における機能的クレームの

特徴の具体的なサポート要件について述べている。 

 

「Case Law of the Boards of Appeal（第9版）」のII部第A章5.2は、明細書における機能

的クレームの特徴のサポート要件に関する審決の概要を含んでいる。 
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（Q3-2-2） 

特許法、ガイドライン判例法は、機能的クレームに適用されるサポート要件（又は

相当する要件）をどのように規定しているか？ 

 

・欧州特許庁の審査ガイドラインのF部第IV章6.5では、ある特徴についての唯一の実

施例が明細書に掲げられているに過ぎない場合であっても、当該技術の当業者がそれ

と同じ機能に対して他の手段を用いることが可能であると認識することができるなら

ば、クレームにおいて機能的文言を用いて定義された特徴はサポートされるとしてい

る。 

 

審決T 0094/05において、技術審判部（Technical Board of Appeal）は、機能的クレーム

の特徴が明細書によってサポートされているかどうかを判断するための試験について

述べている。特許明細書を読んだ当該技術の当業者は、自分の一般常識及びあらゆる

ルーチン経験の結果を考慮して、機能的クレームの特徴の複数の異なる応用形を得ら

れるべきである。 

 

審判部はこれより以前の審決T 0409/91において、機能的特徴を得る方法が1つしか開示

されておらず、当該技術の当業者がその特徴を得るその他の方法を、明細書の内容か

ら、又は一般常識に基づいて知ることができないであろう場合には、機能的特徴は明

細書によってサポートされていないと判断している。 

 

これに対し、技術審判部は審決T 0484/92において、当該技術の当業者が自由に利用で

きるその機能的特徴を実施するための方法が複数あることが、明細書を読み、一般常

識を用いることで明白である場合には、機能的文言を用いて定義された特徴は明細書

によってサポートされていると判断している。 

 

（Q3-2-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・いいえ。 

 

（Q3-3） 

機能的クレームに適用される明確性要件（又は相当する要件）が、欧州特許条約、

欧州特許庁審査ガイドライン又は判例に存在しますか？ 

 

・はい。クレーム全般に適用される同じ明確性要件は機能的クレーム言語にも適用さ

れる。 

 

（Q3-3-1） 

「はい」の場合、特許法、ガイドライン、又はいずれかの判例法は、機能的クレー

ムに適用される明確性要件（又は相当する要件）を規定していますか？ 

 

・EPC84条はクレームの明確性要件について述べている。 

 

欧州特許庁審査ガイドラインのF部第IV章4.1では、クレーム全般の明確性要件につい

て述べている。 
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「Case Law of the Boards of Appeal（第9版）」のII部第A章3.4には、機能的クレーム文

言の明確性に関する審決の概要が含まれている。 

 

（Q3-3-2） 

特許法、ガイドライン、判例法は、機能的クレームに適用される明確性要件（又は

相当する要件）をどのように規定していますか？ 

 

・EPC84条では、「クレームは保護が求められている事項を定義するべきである。ク

レームは明確かつ簡潔であり、明細書によってサポートされるべきである」と記載し

ている。EPC規則43及び49は、これらの要件はクレームの形式、内容、及び表現を考

慮すると更に述べている。 

 

審査ガイドラインのF部第IV章4.1は、クレーム全般の明確性要件について述べてい

る。セクション4.1は、クレームが明確でなければならない要件は、個々のクレーム、

すなわち独立及び従属クレームに同様に、また全体として考慮した場合のクレームに

適用されると説明している。クレームは保護が求められている事項を定義するのでク

レームの明確性が重要であり、したがって、各クレームの意味がクレームの表現のみ

から当該技術の当業者にとって可能な限り明確でなければならない。更に、クレーム

の表現は、クレームのカテゴリーに関して疑う余地のないようにしなければならな

い。 

 

「Case Law of the Boards of Appeal（第9版）」のII部第A章3.4は、機能的クレーム文言

の明確性に関する審決の概要を含んでいる。特に、3.4では、以下の場合には、技術的

結果を定義する機能的特徴がクレームにおいて許容されるという原則を確立したT 

68/85（OJ 1987, 228）で提供された試験について概説している： 

 

（i）客観的に見て、このような特徴が、発明の範囲を限定せずにそれ以上正確に定義

されることが不可能である場合、及び、 

 

（ii）これらの特徴が、専門家が過度の負担なく、また必要であれば妥当な経験に基づ

いて実施できる、専門家にとって十分明確な指示を提供する場合。 

 

技術審査部により発行されたこれ以降の多数の審決はT 68/85の審決と一致する。これ

らの審決のいくつかは、以下の第3基準についても審査した。 

 

（iii）出願時の技術水準がこのような機能的用語、及び一般的で広い用語を使用する

妨げにならない。 

 

T 1194/97は、機能的クレーム文言は分散された発明（例えば、プラグとソケット）に

も等しく許容可能であり、それ自体が明確性の欠如の印にはならないという原則を確

立した 

 

T 560/09は、一般的な機能用語で表現された技術特徴の機能は、明細書に適切に明記さ

れた、又は当該技術の当業者に周知である試験若しくは手法によって検証可能でなけ

ればならないとの必要性を強調した。この審決では、クレーム中の特徴は理解し易く

なくてはならず、クレームされた機能要件が満たされているか否かについて不明確で

あってはならないと述べられている。またこの審決では、クレーム中の構成による定



- 449 - 

 

 

義ではなく機能による定義を可能にするために、判別手段（すなわち、クレームされ

た機能を持つ特徴をこの機能を持っていない特徴から判別する手段）が必須であると

述べられている。 

 

T 2567/16は、機能的特徴について定義されたクレームが、その機能的特徴を実施可能

にする技術特徴を含んでいなければならない、又は、機能的特徴が何を達成しようと

しているのか、そしてEPC84条を満たすためにどのように実施されるかを定義しなけ

ればならないという見解を裏付ける。 

 

T 0049/99は、明確性はクレーム要件であるので、クレームの表現における明確性の欠

如が、クレームが定義しようとする技術的主題を理解する上で明細書及び図面が読み

手の役に立つという事実により修正されるものではないという原則を確立した。 

 

T 1722/06は、「クレームに採用された用語に特別な意味が適用される場合には、

EPC84条の要件を満たすために、その用語の定義は当該クレームの表現自体から発し

ていなければならない」との原則を確立した。 

 

T 2026/15は、特に人工知能（AI）関連発明に関係する「学習方法」クレームに関する

最近の審決の一例である。この事件では、学習ステップを定義せずに「学習方法」を

明記したクレームは不明確であるとみなされる。 

 

（Q3-3-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・いいえ。 

 

（Q3-4） 

機能的クレームに適用されるその他（上記の3要件以外）の記載要件が、特許法、審

査ガイドライン又は判例に存在しますか？ 

 

・はい。 

 

（Q3-4-1） 

「はい」の場合、特許法、ガイドライン、又は判例法は、機能的クレームに適用さ

れるその他（上記の3要件以外）の記載要件を規定していますか？ 

 

・欧州特許条約には、機能的クレーム文言の表現に具体的な要件を定める条項はな

い。審査ガイドラインは機能的クレーム文言についての要件を提供している。 

 

（Q3-4-2） 

特許法、ガイドライン、判例法は、どのように機能的クレームに適用されるその他

（上記の3要件以外）の記載要件を規定していますか？ 

 

・審査ガイドラインのF部第IV章2.1は「全ての特徴が構成上の限定に関連して表現さ

れる必要はない」と述べている。当該技術の当業者が発明的技量を行使することなく

この機能を実現する何らかの手段を困難なく提供できる場合には、機能的特徴を含ん

でよい。したがって、クレームにおける機能的文言の使用は原則として許容される。 
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審査ガイドラインのF部第IV章4.5.3は不可欠な特徴の一般化を考慮し、これを機能的特

徴に適用している。4.5.3は、「クレームされている一般化された特徴によって課題を

解決できるのであれば、クレームされた特徴のある程度の一般化は許容される」と述

べている。 

 

審査ガイドラインのF部第IV章3.9は、コンピュータ実施発明（CII）に関するクレーム

は、実行中のコンピュータプログラムが実行することになっている処理の技術的効果

を得るために必要な全ての不可欠な特徴を定義しなければならないと説明している。

クレーム中にプログラムリスト（例えば、コンピュータコード）を使用すると、

EPC84条に基づく拒絶理由が挙げられる可能性がある（しかし、プログラムからの短

い抜粋を明細書に記載することは可能である）。 

 

F部第IV章3.9.1は、コンピュータで実施される発明に関するもので、ここにおいて、汎

用データ処理機能を提供する手段上で実行されるコンピュータプログラムの命令によ

り、方法の全てのステップを実行する。このシナリオで許容されるクレームの表現形

式の例が審査ガイドラインのF部第IV章3.9.1に記載されている。 

 

審査ガイドラインのF部第IV章3.9.2は、方法ステップが、特定のデータ処理手段を、及

び／又は追加の技術的デバイスを、不可欠な特徴として必要する例について述べてい

る。審査ガイドラインのF部第IV章3.9.2には、このシナリオについての様々なクレーム

形式の例も記載されている。 

 

審査ガイドラインのF部第IV章3.9.3は、コンピュータで実施される発明が分散型のコン

ピューティング環境において実現される発明を考慮している。この例は以下を含む：

ネットワーク接続されたクライアント（例えば、スマートフォン）とサーバシステ

ム；クラウドストレージ又はクラウドコンピューティングリソースにアクセスするこ

と；ファイル共有を実行する、ピアツーピアネットワーク内のデバイス；HMD（ヘッ

ドマウントディスプレイ）を設けた拡張現実環境；アドホックネットワーク上で相互

作用する自律車両；ブロックチェーンを使用して分散型台帳を維持すること。審査ガ

イドラインのF部第IV章3.9.3には、このシナリオに許容されるクレームスタイルの例も

記載されている。 

 

審査ガイドラインのF部第IV章4.10は、達成される結果に関連したクレームの定義を考

察している。達成される結果によって発明の定義を試みるクレームは許可されず、根

底の技術的課題をクレームするに及ぶのみの場合には特にそうである。しかし、発明

が、そのような言語でしか定義できない場合、又はクレームの範囲を過度に制限する

ことなくそれ以上正確に定義できない場合、また、結果が、明細書に適切に明記され

た、又は当該技術の当業者に周知であり過度の実験が不要な試験若しくは処置によっ

て直接かつ確実に検証できるものである場合には、このようなクレームは許容され得

る。達成される結果に関連した主題の定義を可能にする上述の要件は、機能的特徴に

関連した主題の定義を可能にする要件とは異なる点に留意されたい。 

 

F部第IV章4.13.2は、2019年11月1日に発行された欧州特許庁の最新版の審査ガイドライ

ンにおける新規のセクションであり、「ミーンズ・プラス・ファンクション」による

特徴の解釈についてさらなるガイダンスを提供する。ミーンズ・プラス・ファンクシ

ョンによる特徴（例えば、「～の手段」）は機能的特徴の一種であり、欧州特許庁は
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この特徴を含んだクレームを許容している。ミーンズ・プラス・ファンクションによ

る特徴の機能を実行するのに適したあらゆる従来技術の特徴から、ミーンズ・プラ

ス・ファンクションによる特徴が予想される。例えば、「ドアを開ける手段」という

特徴は、ドア鍵とバールの両方から予想される。しかし、ミーンズ・プラス・ファン

クションによる特徴の機能が、コンピュータ又は類似の装置によって実行された場合

には、例外的に、ミーンズ・プラス・ファンクションによる特徴は、単に関連のステ

ップ／機能の実行に適した手段としてではなく、関連のステップ／機能を実行するよ

うに適合された手段として解釈される。そのため、コンピュータ（又は類似の装置）

によって実行されるミーンズ・プラス・ファンクションによる特徴を予想するため

に、先行技術文献は、単にクレームされたコンピュータと同じステップを実行するの

に適した装置ではなく、クレームされたコンピュータと同じステップを実行する装置

を開示しなければならない。コンピュータ又は類似の装置によって実行されるミーン

ズ・プラス・ファンクションによる特徴を備えるクレームスタイルの例が、審査ガイ

ドラインのF部第IV章4.13.2に記載されている。 

 

F部第IV章4.13.3は、2019年11月1日発行の最新版の欧州特許庁の審査ガイドラインにお

ける新規のセクションである。このセクションは、「～の方法」のような表現の解釈

に関し、以下のとおり記載されている。 

 

「方法の発明の場合、異なる2種類の表記された目的が実施可能であり、その一方は方

法の適用又は使用を定義するもの、もう一方は方法のステップから生じる効果を暗示

的に定義するものである。 

表記された目的が方法の具体的な適用を定義している場合、この目的には追加のステ

ップが必要となり、この追加のステップは、クレームで定義されているそれ以外の残

りのステップによって暗示されていない又はそれらに固有でない、及び、それなしで

はクレームされたプロセスが表記の目的を達成できないものである。そのため、例え

ば「ガルバニック層を再溶融するための方法」のような言葉で始まる、加工方法を定

義する方法クレームでは、「再溶融するための」の部分は、プロセスがガルバニック

層を再溶融するために単に適していると意味するものとしてではなく、むしろ、ガル

バニック層の再溶融を意味するものとして記載されている。したがって、クレームさ

れた加工方法の方法ステップのうちの1つを定義する機能的特徴として理解されるべき

である。 

 

これと類似し、「製造方法」すなわち製品製造方法に関するクレームのケースでも、

方法を実施した結果製品が得られるという事実は総合的な方法ステップとして扱われ

るべきである。 

 

これに対し、目的が、クレームされた方法の他の残りのステップを実行すると必然的

に生じる、すなわちこれらのステップに固有である技術効果を単に述べている場合に

は、この技術効果はクレームの主題を限定する効果を持たない。よって、このクレー

ムは、このような適合性を有する方法について述べた先行技術文献から予想されるも

のである」。 

 

T 2491/12は、機能的特徴に関連して定義されたクレームは機能的特徴を実施可能にす

る技術的性質を含まなければならない、又は、機能的性質が何を達成するものなの

か、また、EPC84条を満たすためにそれがどのように実施されるのかを定義しなけれ

ばならないという見解を裏付ける。 
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T 1485/06は、クレーム内の機能的特徴は、それが実施例によってサポートされる場合

には許容されると概説している、審査ガイドラインのF部第IV章6.5に記載の見解を裏

付ける。 

 

T 0066/11もまた、クレームの特徴の機能的定義は、当該技術の当業者が発明的技量を

行使することなくこの機能を実現する何らかの手段を困難なく提供できる場合には原

則として許容される、との見解を裏付ける。 

 

（Q3-4-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・いいえ。 

 

（Q4）CS関連発明等の機能的クレームの審査段階での判断基準について 

 

（Q4-1） 

CS関連発明等（全般）に関する機能的クレームの特別な審査基準やガイドライン又

はCS関連発明等の機能的クレームに関する特別な記載の存在についてお伺いしま

す。CS関連発明等（全般）に関する特別な審査基準等が存在しますか？ 

 

・いいえ。 

 

（Q4-1-1） 

「はい」の場合は「審査基準等の名称及び記載箇所又は条文番号」、及び「記載内

容（抜粋）」をご記入ください。また、可能であれば作成された背景等についてご

記入ください。 

 

・該当なし。 

 

（Q4-1-2） 

CS関連発明等の機能的クレームに関する特別な審査基準、マニュアル、又はガイド

ラインを作成するに至った背景状況はありますか？ 

 

・該当なし。 

 

（Q4-1-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・該当なし。 

 

（Q4-2） 

CS関連発明等（全般）に関する機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈につ

いてお伺いします。CS関連発明等全般に関する機能的クレームの審査段階でのクレ

ームの解釈は、権利行使時のクレームの解釈と同じですか？ 

 

・現時点で、欧州特許庁が扱うのは審査のみであり、特許権行使は扱っていない。欧
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州特許庁により認可された特許の特許権行使は各国裁判所の管轄である。 

 

なお、英国の場合、侵害と有効性の審理は同一の裁判所で同時に行われる。機能的文

言の解釈について英国裁判所は欧州特許庁のアプローチに追従しているため、欧州特

許庁裁判と英国裁判との間で機能的文言の解釈に重要な相違はない。 

 

（Q4-2-1） 

異なる場合には、審査段階及び権利行使時のクレーム解釈の相違点を具体的にご記

入ください。 

 

・該当なし。 

 

（Q4-2-2） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・いいえ。 

 

（Q4-3） 

CS関連発明等のうち、特にAI関連発明（例えば、AIコア発明、AI応用発明、AIによ

る成果物）、IoT関連発明、及びBM関連発明の機能的クレームに関する特別な審査

基準やガイドライン又は特別な記載の存在についてお伺いします。各々に関して特

別な審査基準等が存在しますか？ 

 

・AIにおける機能的文言に具体的なものはない。 

 

（Q4-3-1） 

「はい」の場合、特別な審査基準、マニュアル、又はガイドラインは、AI関連発明

の機能的クレームをどのように規定していますか？ 

 

・該当なし。 

 

（Q4-3-2） 

日本では、審査ハンドブックで、AI関連発明の記載要件として、データ間の相関関

係が示されました。貴国では、同様の審査ガイドはありますか？ 

 

・現時点でそのようなものはない。又、作成する計画も認識していない。 

 

（Q4-3-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・いいえ。 

 

（Q4-4） 

CS関連発明等のうち、IoT関連発明の機能的クレームに関する特別な審査基準等が存
在しますか？ 

 

・いいえ。 
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（Q4-4-1） 

「はい」の場合、特別な審査基準、マニュアル、又はガイドラインは、IoT関連発明

の機能的クレームをどのように判定或いは規定していますか？ 

 

・該当なし。 

 

（Q4-4-2） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・該当なし。 

 

（Q4-5） 

CS関連発明等のうち、BM関連発明の機能的クレームに関する特別な審査基準等が存

在しますか？ 

 

・いいえ。 

 

（Q4-5-1） 

「はい」の場合、特別な審査基準、マニュアル、又はガイドラインは、BM関連発明

の機能的クレームをどのように判定或いは規定していますか？ 

 

・該当なし。 

 

（Q4-5-2） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・該当なし。 

 

（Q4-6） 

CS関連発明等のうち、AI関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈

は、権利行使時のクレームの解釈と同じですか？ 

 

・現時点で、欧州特許庁が扱うのは審査のみであり、特許権行使は扱っていない。欧

州特許庁により認可された特許の特許権行使は各国裁判所の管轄である。 

なお、英国の場合、侵害と有効性の審理は同一の裁判所で同時に行われる。機能的文

言の解釈について英国裁判所は欧州特許庁のアプローチに追従しているため、欧州特

許庁裁判と英国裁判との間で機能的文言の解釈に重要な相違はない。 

 

（Q4-6-1） 

異なる場合には、AI関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈は、権

利行使時のクレームの解釈とどのように異なりますか？ 

 

・該当なし。 
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（Q4-6-2） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・いいえ。 

 

（Q4-7） 

CS関連発明等のうち、IoT関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈

は、権利行使時のクレームの解釈と同じですか？ 

 

・現時点で、欧州特許庁が扱うのは審査のみであり、特許権行使は扱っていない。欧

州特許庁により認可された特許の特許権行使は各国裁判所の管轄である。 

なお、英国の場合、侵害と有効性の審理は同一の裁判所で同時に行われる。機能的文

言の解釈について英国裁判所は欧州特許庁のアプローチに追従しているため、欧州特

許庁裁判と英国裁判との間で機能的文言の解釈に重要な相違はない。 

 

（Q4-7-1） 

異なる場合には、IoT関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈は、

権利行使時のクレームの解釈とどのように異なりますか？ 

 

・該当なし 

 

（Q4-7-2） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・いいえ。 

 

（Q4-8） 

CS関連発明等のうち、BM関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈

は、権利行使時のクレームの解釈と同じですか？ 

 

・現時点で、欧州特許庁が扱うのは審査のみであり、特許権行使は扱っていない。欧

州特許庁により認可された特許の特許権行使は各国裁判所の管轄である。 

なお、英国の場合、侵害と有効性の審理は同一の裁判所で同時に行われる。機能的文

言の解釈について英国裁判所は欧州特許庁のアプローチに追従しているため、欧州特

許庁裁判と英国裁判との間で機能的文言の解釈に重要な相違はない。 

 

（Q4-8-1） 

異なる場合には、BM関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈は、

権利行使時のクレームの解釈とどのように異なりますか？ 

 

・該当なし。 
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（Q4-8-2） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・いいえ。 

 

（Q5）CS関連発明等の機能的クレームに記載要件等についての工夫 

 

（Q5-1） 

CS関連発明等の機能的クレームに実施可能要件（又は相当する要件）が適用される

場合に実務上、経験上の工夫はありますか？ 

 

・いいえ。 

 

（Q5-2） 

CS関連発明等の機能的クレームにサポート要件（又は相当する要件）が適用される

場合に実務上、経験上の工夫はありますか？ 

 

・クレームが機能的特徴を備えている場合、明細書は、機能を実行する1つ以上の手段

が利用可能であり、この手段をどのように用いるかについて「合理的に明確」にしな

ければならない。原則的に、機能的特徴は、他の構成部品で代用して同じ機能を実行

できることが当該技術の当業者にとって明白である限り、たとえ1つの実施例によって

サポートされる場合でも許容されてよい（審査ガイドラインのF部第IV章6.5）。実際

には、代替手段を用いて機能を実施できることを出願が確実に伝えるには、機能を達

成する実施例を明細書に2つ以上含めることが好適である。 

 

（Q5-3） 

CS関連発明等の機能的クレームに明確性要件（又は相当する要件）が適用される場

合に実務上、経験上の工夫はありますか？ 

 

・あるクレームが特別な意味を持つ用語を備えている場合には、クレームを明確にす

るために、その用語の定義は当該のクレーム自体から生じるべきである。この原則

は、機能的特徴を備えたクレームを含むクレーム全体に当てはまる。この原則はT 

1722/06で確立されたものであり、T 1722/06では「クレームに採用された用語に特別な

意味が当てはまる場合には、EPC84条の要件を満たすために、その用語の定義は当該

のクレームの表現自体から生じなければならない」と述べられている。過去の審決T 

0049/99には、「明確性がクレーム要件であるため、クレームの表現における明確性の

欠如は、クレームが定義しようとする技術的主題を理解する上で明細書及び図面が読

み手の役に立つという事実から修正されるものではない」と述べられている。 

 

（Q5-4） 

CS関連発明等の機能的クレームにその他の記載要件（又は相当する要件）が適用さ

れる場合に実務上、経験上の工夫はありますか？ 

 

・いいえ。 
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（Q6）CS関連発明等のうち、特に、AI関連、IoT関連、及びBM関連発明に係るクレー

ムに関する実務上、経験上の工夫 

 

（Q6-1） 

学習モデルを含むAI関連発明のクレームに関し、学習モデルが学習方法でしか表現で

きない場合、クレームや明細書の記載で可能な工夫がありますか？ 

 

・AI関連発明、IoT関連発明、BM関連発明についてクレーム及び明細書を起草するた

めに、欧州特許庁がこれらの分野の出願をどのように取り扱うかを理解することが重

要である。 

進歩性について欧州特許庁の要件を満たすためには、クレームは技術的課題に対する

技術的解決手段を提供する必要がある。 

技術的課題を実証するには次の2つの方法がある： 

1）技術的実施 

これについては、当該のソフトウエアが、例えばコンピュータの特定のアーキテクチ

ャに適合されることで、ソフトウエアを実行するこのコンピュータの内部機能の具体

的な技術的配慮に基づいて設計されていることを示す必要がある。 

2）技術的適用 

審査ガイドラインのG-II, 3.3には、以下の技術的プロセスの例が記載されている： 

・具体的な技術的システム又はプロセス（例えば、レントゲン装置、又は鋼材冷却プ

ロセス）の制御； 

・所望の物質密度を達成するために必要な圧縮装置のパス数を測定値から求めるプロ

セス； 

・デジタルオーディオ、画像、ビデオの拡張又は解析プロセス（例えば、ノイズ除

去、デジタル画像内の人物の検出、送信されたデジタルオーディオ信号の品質の推

定）； 

・音声信号中のソースの分離；音声認識（例えば、音声入力をテキスト出力にマッピ

ングする）； 

・信頼性の高い及び／又は効率的な送信、又は、格納のための、データの符号化（更

に、これに対応した復号化）（例えば、雑音のあるチャネル上で送信するためのデー

タのエラー修正符号化、音声、画像、ビデオ、センサデータの圧縮）； 

・電子通信の暗号化／解読、又は電子通信への署名；RSA暗号システムにおける鍵の

生成； 

・コンピュータネットワークにおける負荷分散の最適化； 

・生体センサから得たデータを処理することによる対象者のエネルギー消費の特定；

耳温検出器によって得たデータからの対象者の体温の導出； 

・DNAサンプル分析に基づいた遺伝子型推定の提供、並びに、その信頼度を定量化す

るための、この推定の信頼区間の提供； 

・生体測定値を処理する自動システムによる医療診断の提供； 

・十分に定義された技術アイテムのクラスの挙動、又は具体的な技術過程の、技術的

に関連する条件下でのシミュレーション。 

 

欧州特許庁においてソフトウエアの保護を得ようとする場合、出願人は、クレームが

技術的課題を解決することを示す必要があり、技術的課題は技術的実施又は技術的適

用に関連して定義できる。そのため、AI関連発明のクレームでは、クレームが技術的

適用又は技術的実施における技術的課題を扱うように考慮されたものであれば、学習
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方法へのクレームの許可を得られるかもしれない。 

 

学習方法は、実施に関連した技術的課題を示唆しているかもしれない。このようなク

レームをサポートするためには、明細書が、ソフトウエアがどのようにハードウエア

と相互作用するかを明確に詳述し、あらゆる利点を明確に説明していることが推奨さ

れる。学習中におけるシステムでのデータの流れを示す図面を含めることは有用であ

る。この図面は、例えば、学習プロセス、データの格納場所、学習中にメモリからデ

ータにアクセスされる回数などを示す。 

 

例えば、学習されたニューラルネットワークを、ガイドラインから引用した上述のリ

ストと類似の用途に使用する場合には、学習方法は、技術的用途に関連した技術的課

題を示唆しているかもしれない。このような状況では、学習への入力として実環境デ

ータを用いたステップをクレームに含めることが推奨される。このようなクレームの

プロダクトは学習されたモデルであり、ここで、学習されたモデル自体は技術的課題

を解決しないとする議論がある。これに対応するために、モデルの学習へのクレーム

に加えて、新規の学習方法に従って学習されたモデルを用いる方法に関するクレーム

を含めることが賢明である。 

 

（Q6-2） 

学習モデルを含むAI関連発明のクレームに関し、学習モデルが機能（入力に対する

出力）でしか表現できない場合、クレームや明細書の記載で可能な工夫があります

か？ 

 

・先のQ6-1への回答で説明したように、クレームは技術的課題を扱っている必要があ

る。技術的実施又は技術的運用の面から技術的課題を考慮することができる。 

入力と出力、及び特定のデータセット内でのその関係によって定義されたクレーム

は、データが実環境データであって、技術的でみなされる分野に入る場合には、技術

的適用に関連した技術的課題の要件を満たすことができる。実施可能な技術的適用の

リストをQ6-1に挙げた。一例として、データが金融データ（例えば、株価）である場

合、クレーム内でこのような入力を定義することは特許性の役に立たず、更に、欧州

特許庁にクレームへの否定的な意見を持たせてしまう可能性が高い。しかし、例えば

音声信号に関する入力である場合には、クレームが技術的課題への解決手段を提供す

る要件を満たす上で役立つだろう。 

 

（Q6-3） 

学習済みのモデル以外の特徴を持ったAI関連発明のクレームに関し、クレームや明

細書の記載で可能な工夫がありますか？ 

 

・上記のQ6-1への回答で説明したように、クレームが技術的課題を扱っていることが

必要である。技術的課題は、技術的実施又は技術的適用に関連して考慮することがで

きる。 
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（Q6-4） 

学習済みモデルを機能的な観点から記載しているクレームに対して、審査官が機能

的であると指摘した実際の判例をご存知ですか？ 

 

・いいえ。しかし、弊庁には、技術的課題を扱っていないとして審査官がクレームを

拒絶した、学習されたモデルに関する多数の判例がある。 

 

（Q6-5） 

（AI関連発明、BM関連発明、IoT関連発明について）審査の実例をご存知で、開示

可能であれば、その実例の詳細を教えてください。 

 

・上で提供した情報に追加すべき関連する判例はない。 

 

（Q6-6） 

貴国では、審査官は、機械学習の方法で特定された学習済みモデルの装置クレーム

やシステムクレームを、どのように審査しますか？ 

 

・欧州特許庁における審査官が、クレームの形式に関係なく、コンピュータソフトウ

エアに関する出願を考察する場合、審査官はそのクレームが上記のQ6-1で定義したよ

うに技術的課題への技術的解決手段を提供しているかどうかを査定する。 

 

（Q6-7） 

貴国では、審査官は、機械学習の方法のクレームを、どのように審査しますか？ 

 

・欧州特許庁における審査官が、クレームの形式に関係なく、コンピュータソフト関

連の出願を考察する場合、審査官はそのクレームが上記のQ6-1で定義したように技術

的課題への技術的解決手段を提供しているかどうかを査定する。 

 

（Q6-8） 

貴国では、審査官は、学習済みモデルを生産する方法のクレームを、どのように審

査しますか？ 

 

・欧州特許庁における審査官が、クレームの形式に関係なく、コンピュータソフト関

連の出願を考察する場合、審査官はそのクレームが上記のQ6-1で定義したように技術

的課題への技術的解決手段を提供しているかどうかを査定する。 

 

（Q6-9） 

IoT関連発明の機能的クレームに関し、エッジコンピューティングやフォグコンピュ

ーティングを機能的に記載等で、実務的な工夫がありますか？ 

 

・欧州特許庁へのクレーム及び明細書は、クレームがQ6-1に関連して上述した技術的

課題への技術的解決手段を提供することを示す必要性を考慮して準備されなければな

らない。実際には、これは、ソフトウエアがハードウエアとどのように相互作用する

かを確実に十分説明することを意味する。更に、可能であれば、明らかに技術的性質

のものとみなされる特定の問題に適用された発明の例（例えば、コンピュータビジョ

ン、マシンの制御、物理システムの監視など）を含めることも重要である。 

エッジコンピューティング、フォグコンピューティング、又はクラウドベースシステ
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ムの場合、潜在的な侵害者の行動と、潜在的な侵害者に対してクレームをどう使える

かとを考慮することが重要である。例えば、方法を、ネットワーク全体とは対照的

に、ネットワーク内の1つのデバイスによって実行されるようにクレームすることで、

侵害訴訟手続き中に出願人にとってより強力な特許となる。このようなクレームは、

「少なくとも1つのノードからデータを受信するステップ」、「処理されたデータを少

なくとも1つのさらなるノードに提供するステップ」と言及することにより達成でき

る。 

欧州特許庁は、またソフトウエアを備えた媒体を非一時的な媒体に限定するために必

要でない「ダウンロード信号」に対するクレームも許容するだろう。 

 

（Q6-10） 

IoT関連発明で、時としてデバイス又はシステムクレームの代わりに方法クレームを

起草することはありますか？（例えば、方法クレームを用いて機能主体を敢えてぼか

す等） 

 

・典型的には、IoT関連発明について、方法クレームと、デバイス又はシステムクレー

ムとの両方を起草する。方法クレームの場合は、記載された方法ステップを、1つのデ

バイスによって、又は1つの地理的範囲内で実行される方法ステップに限定しようとす

る。侵害の配慮からステップの省略が案内されるが、これは全ての主題について同様

であるようである。 

 

（Q6-11） 

BM関連発明の機能的クレームに関し、クレームや明細書の記載等で実務的な工夫が

ありますか？ 

 

・欧州特許庁では、コンピュータプログラムに加えて営業方法も特許保護から除外さ

れている。これは、実際には、技術的課題を実証しようとするために技術的適用に頼

ることが不可能であることを意味する。むしろ、出願人は、明細書及びクレームにお

いて、ソフトウエアがどのようにハードウエアと相互作用するかに大きな重点を置か

なければならない。 

 

（Q8）欧州特有の機能的クレームの記載要件の留意点等 

 

（Q8-1） 

欧州には35 U.S.C. §112(f)に相当する規定はないが、これに関連して米国出願との 

出願方式との相違点が存在しますか？ 

 

・欧州特許庁は発明の技術的内容に重点を置いている。欧州特許庁ではこれを、技術

的課題に対して技術的解決法を提供することで表している。したがって、欧州特許庁

では、クレームの実際の形式によって許可と拒絶が決まることはない。例えば、米国

では、拒絶理由を解消するために、クレーム内にプロセッサ及びメモリを取り入れる

よう求められている。しかし、欧州特許庁では、このようなクレーム補正が特許の許

可に役立つことはない。欧州特許庁では、クレーム内にプロセッサ及びメモリを記載

することによりプロセッサ及びメモリとの相互作用が説明されるのであれば役に立つ

が、この相互作用がどのように技術的解決手段を提供するかについて更に論じられる

ことになる。しかし、単にプロセッサ及びメモリを単独で記載することは、欧州特許

庁ではクレームの許可に役立たない。 
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加えて、現時点で欧州特許庁は、自然言語処理（NLP）の分野を技術的であるとして

開発するという考えに乗り気でない。米国特許商標庁は、NLPにおける開発を保護す

ることを許可している。 

 

欧州特許庁で許可を得るためには、クレームに参照符号を追加し、更にクレームを2部

分形式（two-part form）にしなければならない。しかし、これは出願後に行うこともで

きる。 

 

（Q8-2） 

欧州では他国に比べて、記載要件が比較的厳しいとの意見もあるが、CS関連発明等の

機能的クレームに関し、明細書の記載等に留意点がありますか？ 

 

・クレームが、具体的なデータ処理手段を必要とする方法ステップ、及び／又は、追

加の技術的デバイスを必須の特徴として必要とする方法ステップを備える場合、これ

らの具体的なデータ処理手段及び／又は技術的デバイスは独立クレーム内に含まれて

いなければならない。この一例が審査ガイドラインのF部第IV章3.9.2に記載されてい

る。 

 

方法クレームの方法ステップが色々な実体にわたって分散しており、これらの方法ス

テップの分散がその発明に必須である場合には、どの方法ステップがどの実体によっ

て実施されるかを定義して、クレームが明確となるようにしなければならない。この

一例が審査ガイドラインのF部第IV章3.9.3に記載されている。 

 

クレームが、特別な意味を持つ用語を備えている場合、クレームを明確にするため

に、その用語の定義はクレーム自体から発していなければならない。この原則はT 

1722/06で確立されており、ここでは、「クレームに採用された用語に特別な意味を適

用する場合には、EPC84条の要件を満たすために、その用語の定義はそのクレーム自

体の表現から発していなければならない」と述べられている。過去の審決T 0049/99に

は、明確性がクレーム要件であるため、クレームの表現における明確性の欠如は、ク

レームが定義しようとする技術的主題を理解する上で明細書及び図面が読み手の役に

立つという事実から修正されるものではないと述べられている。 

 

クレームが機能的特徴を備えている場合、明細書は、機能を実行する1つ以上の手段が

利用可能であり、この手段をどのように用いるかについて「合理的に明確」にしなけ

ればならない。原則的に、機能的特徴は、他の構成部品を使用して同じ機能を実行で

きることが当該技術の当業者にとって明白であれば、たとえ1つの実施例によってサポ

ートされる場合であっても、許可されてよい（審査ガイドラインのF部第IV章6.5）。

実際には、代替手段を用いて機能を実施できることを出願が確実に伝えるには、機能

を達成する実施例を2つ以上含めることが好適である。 
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（Q8-3） 

その他、欧州においてCS関連発明等の機能的クレームに適用される記載要件等につ

いて留意点がありますか？ 

 

・クレームがある特徴をその機能の観点から定義する場合（すなわち、機能的特

徴）、明細書は、機能を実行する1つ以上の手段が利用可能であり、この手段をどのよ

うに用いるかについて「合理的に明確」にしなければならない。例えば、クレームに

おける「終点位置検出手段」の特徴は、他の構成部品を代わりに使用して同じ機能を

実行できることが当該技術の当業者にとって明白であれば、たとえリミットスイッチ

を備えた実施例のみによってサポートされる場合であっても、許可されてよい（審査

ガイドラインのF部第IV章6.5）。機能的特徴は1つの実施例によってサポートされれば

許可されるが、実際には、代替手段を用いて機能を実施できることを出願が確実に伝

えるには、機能を達成する実施例を2つ以上含めることが好適である。 

 

方法ステップが具体的な処理手段を必要とし、及び／又は、追加の技術的手段（セン

サ若しくはアクチュエータなど）を必要とする、コンピュータで実施される発明で

は、クレームは、発明を実施するために必須であるなら、具体的な処理手段若しくは

技術的手段を含まなくてはならない。更に、拒絶理由を回避するために、クレーム

は、どのステップがデータプロセッサによって又は追加の技術的手段によって実施さ

れるか、並びにこれらの相互作用を定義しなければならない。このような発明のクレ

ームスタイルの一例が、審査ガイドラインのF部第IV章3.9.2に記載されている。 

 

分散型のコンピュータ環境にて実現されたコンピュータで実施される発明では、（方

法クレームの）方法ステップが色々な実態にわたって分散しており、これらの方法ス

テップの分散がその発明に必須である場合には、どの方法ステップがどの実体によっ

て実施されるかを定義して、クレームが明確となるようにしなければならない。この

ような発明のクレームスタイルの一例が審査ガイドラインのF部第IV章3.9.3に記載され

ている。 

 

一般に、達成すべき結果によって発明の定義を試みるクレームは、特にこれらが根底

にある技術的課題をクレームするに及ぶだけである場合には許可されない。クレーム

は以下の場合には許可される。つまり、発明がこのような用語でしか定義できない場

合、クレームの範囲を過度に限定せずにそれ以上正確に定義することができない場

合、更に、明細書に十分に明記された、又は当該技術の当業者に周知である試験若し

くは手法によって結果を直接かつ明確に検証できる場合である。後の免除のために、

これらの試験は過度な実験を要するものであってはならない（審査ガイドラインのF部

第IV章4.10）。このようなケースでは、明細書は、当該技術の当業者が、ルーチンの

試験手法によって必要な寸法を判断できるだけの十分な指示を含んでいなければなら

ない。クレームは、クレームされる結果を達成するのに必要な必須の特徴も記載しな

ければならない（T 809/12, 理由2.6-2.9.2）。 

 

（Q8-4） 

G3/19の欧州特許庁長官による拡大審判部へ付託は、過去の審決に影響を与え、実質

的な変化がありそうですか？ 

 

・事件番号G3/19は、植物及び動物の特許性を考察する。これを斟酌し、この質問に対

してG1/19を読まれるべきと考える（コンピュータで実施されるシミュレーションの特



- 463 - 

 

 

許性に関して）。 

 

G1/19は、コンピュータで実施されるシミュレーションの特許性を考察している。

G1/19では、以下の質問が審決のために拡大審判部に付託された。 

 

「1）進歩性の審査において、技術的システム又はプロセスのコンピュータで実施され

るシミュレーションは、コンピュータで実施されるシミュレーションがそのようにク

レームされた場合に、コンピュータ上でのシミュレーションの実施を超える技術的効

果を生むことによって技術的課題を解決できるのか？ 

 

2）第1の質問への回答が「はい」の場合、そのようにクレームされたコンピュータで

実施されるシミュレーションが技術的課題を解決するかどうかを査定するための関連

基準には何があるか？特に、このシミュレーションが、シミュレーションされたシス

テム又はプロセスの根底にある技術的原則に少なくとも一部基づくことは十分な条件

であるか？ 

 

3）コンピュータで実施されるシミュレーションが設計プロセス（特に、設計を検証す

るためのプロセス）の一部としてクレームされた場合における、第1及び第2の質問へ

の回答はどうなるか？」 

 

上述の質問はいずれもコンピュータシミュレーションから導出された技術的効果を考

慮しているため、この付託の結果がコンピュータで実施される発明の機能的クレーム

文言の特許可能性に大きな影響を与えるとは予想しない。 

 

（Q8-5） 

CS関連発明等に関し、欧州委員会と特許統一裁判所について、最近の傾向や変化につ

いて、具体的に教えてください。 

 

・2016年に、欧州委員会は、欧州連合と米国での、コンピュータで実施される発明の

特許性の領域における傾向及び現在の実務について述べた報告書を依頼した。UPC

（統一特許裁判所）システムから導出される政策に関して、「中長期的には、UPCシ

ステムが実施されれば、コンピュータで実施される発明の特許性の規則よりも高い度

合で、欧州のソフトウエア及びインターネット企業に影響を及ぼす可能性がある」

（IV,B,41頁）。著者等の見解では、統一特許はソフトウエア企業にはより価値のある

ものとして映るようになり、その結果、コンピュータで実施される発明の欧州特許庁

への出願数が増加する可能性がある。しかし、著者等は、統一特許裁判所自体がコン

ピュータで実施される発明の特許性に影響を及ぼすと予期していない。 

 

この報告書において著者等は「特許所有者にとってのUPCの魅力は、UPCの裁判官が

プロパテントアプローチを採用するかどうかによって異なりそうである。少なくとも

最初は、UPCには特許紛争解決フォーラムとして勢いを増すよう圧力がかかり、その

結果、例えば、特許侵害を発見すると自動的に又は少なくとも容易に差し止め命令を

出すことで、特許所有者の都合のいいように統治する傾向となるだろう。これは、全

ての技術分野、特にソフトウエア分野において広範な影響を持つだろう」（IV,B,42

頁）。 

European commission reportの全文は下記をご覧ください。 

https://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=41192 

https://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=41192
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（Q13）CS関連発明等の機能的クレームに関する法律や審査基準等の歴史的変遷につ

いて 

 

（Q13-1） 

CS関連発明等の機能的クレームに関する、1970年以降の法律や審査基準等の改訂等

について、その「年」、「法律や審査基準等の名称及び記載箇所又は条文番号」、

「改訂等の内容（抜粋）」、「改訂等に影響を与えた判決等」及び「改訂された理

由や背景」を記入してください。 

 

・上で述べたように、欧州特許条約又は関連する規則には、機能的クレーム文言の認

容性に関する具体的な条項はない。欧州特許庁の審査ガイドラインの、機能的クレー

ム文言の認容性について述べられているセクションは、2000年に審査ガイドラインが

初めて出版されてから変更されていない。 

 

「ある特徴についての唯一の実施例が明細書に掲げられているに過ぎない場合であっ

ても、当該技術の当業者である読み手がそれと同じ機能に対して他の手段を用いるこ

とが可能であると認識することができれば、クレームにおいて、その機能に関する特

徴、すなわち、機能的特徴として広く規定することができる（F-IV, 2.1及び4.10も参

照）。例えば、クレームにおける「終点位置検出装置」は、リミットスイッチを含む

実施例のみであって、例えば、光電池又は歪ゲージを代わりに使用できることが当該

技術の当業者にとって明白であれば、サポートがあることになろう。ただし、一般的

に、出願の内容全体が、代替手段の想定がなく、機能が特別な方法で実施されるべき

ものとの印象を与えるようなものであり、かつ、クレームが機能を発揮する別の手段

又は全ての手段を包含するように表現されている場合は、拒絶理由が生じてくる。更

に、別の手段を採用できることが曖昧な文言で明細書に記載されているのみであっ

て、それが何であるか、又はどのように用いるか合理的に明確でなければ、十分とは

いえない」（欧州特許庁審査ガイドライン2019, F部第IV章, 6.5）。 

 

（Q14）CS関連発明等の機能的クレームに関する法律や審査基準等の今後の動向につ

いて 

 

（Q14-1） 

CS関連発明等の機能的クレームに関する法改正等の予定がありますか？ 

 

・審査ガイドライン改正は毎年行われている。改正の性質は、技術審査部によって審

決が為された日付、及びこれらの審決の重要性といった要因により異なる。したがっ

て、次回の改正がコンピュータソフトウエア関連発明又は機能的クレームに影響を及

ぼすかどうかについて正確にコメントすることは困難である。次回のガイドライン改

正は2020年11月に予定されている。我々は、コンピュータソフトウエア関連発明に関

する以下の最近の審決について承知しており、これらは次年度版の審査ガイドライン

に含まれる可能性が高い。 

 

T 2026/15は、人工知能（AI）に関する発明に特に関連性のある「学習方法」のクレー

ムを考察している。このケースでは、学習ステップを定義せずに「学習方法」を指定

したクレームは不明確であるとみなされる。AI関連発明が増加するとなれば、このケ

ースは重要になるであろう。 
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T 2574/16は「～の動作をシミュレートする」という特徴を備えた「電子情報にアクセ

スする方法」のクレームを考察している。審査部（Examining Division）は、このクレ

ームが明確性に欠けるとして拒絶理由を通知し、辞書による用語「シミュレートす

る」の定義を引用し、「シミュレートする」は、コンピューティングの分野において

「～のコンピュータモデルを生成する」ことを意味してよいとした。しかし、審判部

は審査部に異を唱え（上訴人に同意し）、当業者である読み手は、このクレームでは

動詞「シミュレートする」を「～のコンピュータモデルを生成すること」ではなく

「外見又は特徴を真似ること」の意味で用いていることを理解するであろうから、ク

レームは明確であると考えた。 

 

T 1039/13は、消費者についての情報を収集して多数の情報購入者に販売する情報供給

装置が関与する方法に関する意図を考察している。情報購入者は、マーケティング目

的で処理された情報を使用できる。審判部は、進歩性に貢献し得る技術的性質による

技術的効果はないと考え、よってクレームは進歩性に欠けると審決した。審判部は、

過去にT 641/00及びT 1463/11で確立された原則に準拠した。 

 

T 1308/13は、例えば仮想世界又はコンピュータゲームのようなオンライン共有環境に

関する発明を考察した。この環境内では、複数のユーザが例えばチャットにて対話を

行う。審判部は、共有環境をユーザの好みに従ってカスタマイズし、共有環境内の異

なるユーザ間に、各ユーザのカスタマイズされた環境に合うように対話を適合させる

ことは、情報を表示する又はゲームで遊ぶ程度のものであると考えた。審判部は、特

徴を差別化することで技術的課題は解決しないと考えた。そのため、審判部は、クレ

ームは進歩性に欠けると審決した。 

 

 

（Q14-2） 

「はい」の場合、以下にについて記入をお願いします。 

改正、改訂予定の「法律や審査基準等の名称」及びその「改正、改訂の方向性」に

ついて記入をお願いします。特に、AI、IoT、BM関連技術の審査基準等に関するト

ピックスがあれば、記入をお願いします。 

 

・該当なし 
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（Q15）CS関連発明等の機能的クレームに関する審決や判決の歴史的変遷について 

 

（Q15-1） 

CS関連発明等の機能的クレームに関する1970年以降（米国、欧州、英国及びドイツ

については、特に、2010年以降について）の代表的な審決や判決について、その

「年」、その「名称」（事件名及び番号）、「概要」（3行程度で審決又は判決のポ

イントを説明）、「判決文のURL」を記入してください。近年の審決や判決の動向

がわかる程度に、最近の審決や判決についても記入ください。また、その中で重要

と思われるもの（特に審査基準等や審査実務に影響を与えた/与えるものや近年の動

向を理解する上で必要なもの）には「重要」の欄にチェックをしてください。侵害

訴訟の判決についても、CS関連発明等の機能的クレームの解釈や技術的範囲の判断

で重要と考えられるものがあれば、ピックアップをお願いします。 

 

欧州特許庁審判部による審決T 0068/85（相乗作用的な除草剤）1986年11月27日 

［具体的にコンピュータソフトウエアの発明には関連していない重要な機能的クレー

ム文言の審決］。 

 この審決は、第1化合物と、2種類の特定の第2化合物のうち1つとを「相乗作用効果

を生じる量で」混合した混合物について記載した雑草抑制剤のクレームに関する。審

判部は、機能的クレームの特徴は、その特徴が発明の範囲を限定せずにそれ以上正確

に客観的に定義することができない場合、又、当該技術の当業者に過度な負担なく、

必要であれば妥当な経験を用いて実施させるよう十分に明確な指示が提供されている

場合には許容可能であると判断した。この判例では、当該技術の当業者が特定の化合

物の量を特定できるようにするための試験について正確な指示が与えられているた

め、クレームは明確であると判断された。 

URL：https://www.epo.org/law-practice/case law-appeals/recent/t850068ep1.html 

実質的な影響：はい。この審決は、機能的クレームの特徴が許可可能であることを確

立し、特徴を明確にするための要件を提示している（Case Law of the Boards of Appeal

（第9版）のII部第A章3.4を参照）。 

ランドマークケース：はい。 

クレーム解釈において重要か？：いいえ。 

 

欧州特許庁審判部による審決T 0292/85（ポリペプチド発現）1988年1月27日 

［具体的にコンピュータソフトウエアの発明に特に関連していない重要な機能的クレ

ーム文言の審決］ 

 この審決は、無制限の数の可能性を網羅する機能的用語であると審判部にみなされ

た特徴を含む組換えプラスミドのクレームに関する。審判部は、明細書に少なくとも1

つの方法が明確に示され、当該技術の当業者がこれを実施できる場合には、機能的特

徴は原則として十分に開示されているとした。明細書又は当該技術の当業者の一般知

識によって当該技術の当業者に周知のものと同じ効果を提供する適切な応用形が存在

するのであれば、機能的特徴のいくつかの特定の応用形の実施不可能性は十分さにと

って重要でない。開示は、全ての実施可能な構成部品の応用形を得るための具体的な

指示を機能的定義内に含んでいなくてもよい。 

URL：https://www.epo.org/law-practice/case law-appeals/recent/t850292ep1.html 

実質的な影響：はい。この審決は、機能的に定義されたクレームの特徴を十分に開示

するための「少なくとも1つの方法の表示」試験を確立した（Case Law of the Boards of 

Appeal（第9版）のII部第C章4.2、6.1.2、7.1を参照） 

https://www.epo.org/law-practice/case%20law-appeals/recent/t850068ep1.html
https://www.epo.org/law-practice/case%20law-appeals/recent/t850292ep1.html
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ランドマークケース：いいえ。 

クレーム解釈において重要か？：いいえ。 

 

欧州特許庁審判部による審決T 0409/91（燃料油）1993年3月18日 

［具体的にコンピュータソフトウエアの発明に関連していない重要な機能的クレーム

文言の審決］ 

 この審決は、最大サイズよりも小さいワックス結晶を有する燃料油のクレームに関

連する。審判部は、クレームがこの粒子サイズの原因となる添加剤の存在を機能的特

徴であることを意味していると解釈した場合に、これらのクレームはサポート及び十

分に開示されているかどうかを考察した。審判部は、開示の十分さ要件と、明細書に

よるクレームのサポート要件はいずれも、「特許独占は当該技術分野への技術的貢献

によって正当化されるべきである」との法理に影響を与えるとした。この出願は、発

明が当該技術の当業者にとって利用不能な主題へと拡大していることから、サポート

及び十分な開示の両方に欠けると判断された。 

URL：https://www.epo.org/law-practice/case law-appeals/recent/t910409ex1.html 

実質的な影響：はい。この審決は、明細書によるサポートのない広い機能的クレーム

の一例として、Case Law of the Boards of Appeal（第9版）に引用されている。また、こ

の審決は、欧州特許庁の審判ガイドラインのいくつかのセクションでも引用されてい

る。 

ランドマークケース：はい。 

クレーム解釈において重要か？：いいえ。 

 

欧州特許庁審判部による審決T 0410/96 1997年7月25日 

 この審決は、データシステムにおける多要素エンティティの構成を定義するための5

つの先行の方法クレームのうちいずれかの方法クレームのステップを実施する手段を

備えたデータ処理システムに向けられたクレームに関する。審判部は、「ミーンズ・

プラス・ファンクション」タイプのクレームは、所与の機能を実施するのに適した手

段ではなく、所与の機能を実施するように適合された手段を必要とするものとして解

釈されなければならないと述べた。審判部は、システムクレームが、方法クレームを

引用することに対する先験的な拒絶理由はないとした。 

URL：https://www.epo.org/law-practice/case%20law-appeals/recent/t910409ex1.html 

実質的な影響：いいえ。この判例は審判ガイダンスを確立しなかった。 

ランドマークケース：いいえ。 

クレーム解釈において重要か？：いいえ。 

 

欧州特許庁審判部による審決T 0848/93 1998年2月3日 

 この審決は、印刷回路基板上のガルバニック層を再溶融するための方法のクレーム

に関する。審判部は、クレーム表現「～を再溶融する」は、このプロセスが単にガル

バニック層の再溶融に適していることを意味するとは理解されず、むしろ、ガルバニ

ック層の再溶融を考慮した機能的特徴として理解されるものであり、したがって、ク

レームされた加工方法の方法ステップを定義していると判断した。 

URL：https://www.epo.org/law-practice/case law-appeals/recent/t930848du1.html 

実質的な影響：はい。この審決は、表現「ための方法」を解釈するガイドラインを確

立した。 

ランドマークケース：いいえ。 

クレーム解釈において重要か？：いいえ。 

https://www.epo.org/law-practice/case%20law-appeals/recent/t910409ex1.html
https://www.epo.org/law-practice/case%20law-appeals/recent/t910409ex1.html
https://www.epo.org/law-practice/case%20law-appeals/recent/t930848du1.html
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欧州特許庁審判部による審決T 0713/98 2002年1月17日 

［具体的にコンピュータソフトウエアの発明に関連していない機能的クレーム文言の

審決］ 

 この審決は、非水溶性粒子を作成するプロセスのクレームに関するものであり、こ

のプロセスでは、粒子が中和されることで核が膨張し、殻を破裂させ、これにより、

微細空隙と、微細空隙を核の外側と接続させる少なくとも1つのチャネルとを核内に含

んだ粒子が形成される。審判部は審決T 0409/91を引用し、機能的クレームの特徴を特

許可能にするためには、当該技術の当業者は、自分の通常の知識と技能を超えずに、

その機能的クレームの特徴を理解するだけでなく、過度な負担なく実施できなくては

ならないと述べた。審判部は、当出願は、広範囲のコアシェルポリマーにかけてこの

機能的特徴を過度な負担なくどのように達成するかを実証する明示的及び暗示的な開

示の両方を含んでおり、そのため、このクレームは明細書によってサポートされるこ

とが判明したと結論した。 

URL：https://www.epo.org/law-practice/case law-appeals/recent/t980713eu1.html 

実質的な影響：いいえ。 

ランドマークケース：いいえ。 

クレーム解釈において重要か？：いいえ。 

 

欧州特許庁審判部による審決T 0132/02（管理パターン／IBM）2005年6月21日 

 この開示は、物体に付与するタグに関し、このタグは、1つ以上の同心の円形領域に

格納されたパターンを有し、これにより、物体に関する情報を物体の少なくとも一部

の画像から検出できるようにする。審判部は、機能的特徴は、製品がクレームに固有

の示唆に従って使用又は適用される際に、特定の効果を達成するために必要な構成上

の特徴の暗示的な定義として解釈されるべきであるとした。審判部は、そのため、特

定の効果を実現するために、特定の使用、又は他の製品、システム、装置との相互作

用が必要となる場合であって、このような使用又は相互作用が出願において開示され

ているならば、このような効果を得る能力は、製品自体の暗示的な特徴としてみなさ

れると述べた。この判例では、情報を同心パターンで格納するタグを使用して、対応

する同心パターン内の情報を読み出すことが暗示的に開示されていると判断した。 

URL：https://www.epo.org/law-practice/case law-appeals/recent/t020132eu1.html 

実質的な影響：いいえ。この判例は審判ガイダンスを確立しなかった。 

ランドマークケース：いいえ。 

クレーム解釈において重要か？：いいえ 

 

欧州特許庁審判部による審決T 0424/03（クリップボードフォーマット1／

MICROSOFT）2006年2月23日 

 この審決は、データを保持することが可能なファイルコンテンツのクリップボード

フォーマットを使用してコンピュータシステム内でデータを転送する方法についてク

レームし、拒絶された出願に関する。審判部は、フォーマットについて詳細には記載

されていないが、当該技術の当業者は、一般常識と、公開された出願に記載されてい

る付随のグループ記述フォーマットとに基づいて、このフォーマットを実施できると

結論した。この出願はその後特許付与されたが、異議申立がなされ、取り消された。

この取り消しは、本セクションの以降で述べる審決T 1789/11において控訴された。 

URL：https://www.epo.org/law-practice/case law-appeals/recent/t030424eu1.html 

実質的な影響：いいえ。この審決は新たな実務を確立していない。 

https://www.epo.org/law-practice/case%20law-appeals/recent/t980713eu1.html
https://www.epo.org/law-practice/case%20law-appeals/recent/t020132eu1.html
https://www.epo.org/law-practice/case%20law-appeals/recent/t030424eu1.html
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ランドマークケース：いいえ。 

クレーム解釈において重要か？：いいえ。 

 

欧州特許庁審判部による審決T 0304/08（悪臭を低減するための方法／BASF）2009年8

月26日 

 この審決は、体液の吸収を対象とした使い捨て吸収製品に伴う悪臭を低減するため

の方法のクレームに関する。審判部は「悪臭を低減するための」を、機能的クレーム

の特徴としてではなく、意図された技術的効果として解釈した。そのため、クレーム

中に示された目的は、クレームを最大で悪臭の低減に適していることに限定するに留

まった。したがって、従来技術がこの具体的な使用について触れていないにもかかわ

らず、このクレームは従来技術により新規性がないことがわかった。 

URL：https://www.epo.org/law-practice/case law-appeals/recent/t080304eu1.html 

実質的な影響：いいえ。この審決は審査実務を確立しなかったが、後に重要な判例T 

1931/14において引用されている。 

ランドマークケース：いいえ。 

クレーム解釈において重要か？：いいえ。 

 

欧州特許庁審判部による審決T 1000/08（広告選択／SONY）2009年10月14日 

 この審決は、広告情報を含んだオーディオビジュアルコンテンツを加入者に配信す

るためのコンテンツ提供システムのクレームに関する。審判部は「クレーム1は“比較

手段”が提供されていると明記しており、これは機能的特徴である。機能的特徴はそ

の技術的実施を定義しないままであるため、更に広範な技術的配慮は必要ない。」と

述べた。審判部は更に、「広告はその情報内容が異なるだけであり、したがって技術

的でなく．．．計算が機能的特徴として明記されているため、技術的配慮は不要であ

る」ので、加重和を用いて広告を選択することは技術的でないと述べた。したがっ

て、審判部は、この発明によって技術的課題は解決されないため、発明には進歩性が

ないと結論した。 

URL：https://www.epo.org/law-practice/case law-appeals/recent/t081000eu1.html 

実質的な影響：いいえ。この審決は新たな実務を確立していない。 

ランドマークケース：いいえ。 

クレーム解釈において重要か？：いいえ。 

 

欧州特許庁審判部による審決T 1485/06（電子バーチャル認証／CHOQUET）2010年2月

26日 

 この審決は、通信ネットワーク上においてメンバーのオンライン認証を行うシステ

ムのクレームに関する。審判部は、機能的特徴、すなわち「認証データを収集する手

段」及び「プロセス仕様データに関連した調査済の情報を処理する」手段が不明確で

あり、これは、これらの手段によりどのような技術的限定が暗示されるかがクレーム

自体と明細書のいずれからも明確でないためであると判断した。 

URL：https://www.epo.org/law-practice/case law-appeals/recent/t061485eu1.html 

実質的な影響：いいえ。この審決は新たな実務を確立していない。 

ランドマークケース：いいえ。 

クレーム解釈において重要か？：いいえ。 

 

 

 

欧州特許庁審判部による審決T 1931/06（印刷制御装置／Canon）2010年12月10日 

https://www.epo.org/law-practice/case%20law-appeals/recent/t080304eu1.html
https://www.epo.org/law-practice/case%20law-appeals/recent/t081000eu1.html
https://www.epo.org/law-practice/case%20law-appeals/recent/t061485eu1.html
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 この審決は、印刷ジョブの「ジョブパケットを受信するための入力手段」と、各パ

ケットの「パケットヘッダ中の識別情報を分析するための分析手段」とを備えた印刷

制御装置に関する。審判部は、これらの特徴は、明細書に開示された「入力ユニッ

ト」及び「ジョブプレプロセッサユニット」に明らかに対応していると特定した。そ

のため、これらの機能的特徴は明確であるとされた。 

URL：https://www.epo.org/law-practice/case law-appeals/recent/t061931eu1.html 

実質的な影響：いいえ。この審決は新たな実務を確立していない。 

ランドマークケース：いいえ。 

クレーム解釈において重要か？：いいえ。 

 

欧州特許庁審判部による審決T 0160/09（階層アーキテクチャ／ERICSSON）2012年6月

20日 

 この審決は、ソフトウエアが「依存規則」に従って通信することを「許可するよう

に適合された」インタフェース手段を設けたモバイル無線遠隔通信端末のクレームに

関する。審判部は、このクレームの特徴が、インタフェースが何らかの積極的な実施

機構を提供し、これにより、依存規則と干渉する呼び出し（ソフトウエアモジュール

が別のモジュールを呼び出す際に）が自動的に検出され、阻止されることを意味する

と当該技術の当業者によって解釈されるだろうと結論した。しかし、明細書はこの手

段を単に、依存規則に従って「通信することを許可された」ものとして記載している

が、これらをインタフェース手段に強制実行させる具体的な手段を一切開示していな

い。そのため、審判部は、このクレームは明細書によってサポートされていないと判

断した。 

URL：https://www.epo.org/law-practice/case law-appeals/recent/t090160eu1.html 

実質的な影響：いいえ。この審決は新たな実務を確立していない。 

ランドマークケース：いいえ。 

クレーム解釈において重要か？：いいえ。 

 

欧州特許庁審判部による審決T 1645/09 2012年12月4日 

 この審決は、データベースにユーザインタフェースを自動生成するクレームに関

し、この場合、各クレームは機能的文言を用いて定義されている。審判部は、クレー

ムされた機能が当該技術の当業者に即座に明確にならないため、クレームを許可しな

かった。例えば、データベースを走査することによりリレーショナルインテグリティ

を確保する又はインメモリモデルを作成するために、クレームされた方法がどのよう

に実施されるかが明確でない。 

URL：https://www.epo.org/law-practice/case law-appeals/recent/t091645eu1.html 

実質的な影響：いいえ。この審決は新たな実務を確立していない。 

ランドマークケース：いいえ。 

クレーム解釈において重要か？：いいえ。 

 

欧州特許庁審判部による審決T 2146/09（自動データベース修復／MICROSOFT 

TECHNOLOGY）2015年9月22日 

 この審決は、用語「サブシステム」を「ための手段」に置き換えるように補正され

た自動データ信頼性システムのクレームに関する。審判部は、用語「サブシステム」

が物理的に離れたユニットを識別することを意味するのではなく、むしろ、システム

によって実行される種々の機能に関連することは出願当初明細書から明確であったた

め、この補正は新規事項追加には該当しないと判断された。また、明細書にも、この

https://www.epo.org/law-practice/case%20law-appeals/recent/t061931eu1.html
https://www.epo.org/law-practice/case%20law-appeals/recent/t090160eu1.html
https://www.epo.org/law-practice/case%20law-appeals/recent/t091645eu1.html
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発明のシステムがハードウエア、ソフトウエア、これら両方の組み合わせ、又は更に

何らかの送信媒体上で送信されたプログラムコードを用いて実施できると明記されて

いる。そのため、審判部は、この出願において用語「サブシステム」は広い意味を持

つが、用語「ための手段」によって適切に表現されたと判断した。 

URL：https://www.epo.org/law-practice/case law-appeals/recent/t092146eu1.html 

実質的な影響：いいえ。この審決は新たな実務を確立していない。 

ランドマークケース：いいえ。 

クレーム解釈において重要か？：いいえ。 

 

欧州特許庁審判部による審決T 1902/10（ウェブページインデクシング／YAHOO）2016

年6月21日 

 この審決は、「受信した各々のウェブページ内の各URLリンクについて、対応する

エントリがウェブ情報テーブル内に既に存在するかどうか特定するための」命令によ

ってウェブプロシージャを実行するシステムのクレームに関する。審判部は、特定の

ウェブリンクへのエントリがテーブルに存在するかどうかの特定が、ウェブページ

URLをハッシュ符号化して得た一意の指紋値に基づいて実行されるかどうかの特定に

ついて、明細書は明確に示唆していると判断した。したがって、審判部は、クレーム

が、明細書によってサポートされていないシステムをカバーしていると結論付けた。 

URL：https://www.epo.org/law-practice/case law-appeals/recent/t101902eu1.html 

実質的な影響：この審決は単に、コンピュータで実施される発明への既存の要件（pre-

existing requirements）の適用を例証しているだけである。 

ランドマークケース：いいえ。 

クレーム解釈において重要か？：いいえ。 

 

欧州特許庁審判部による審決T 1789/11（クロップボードフォーマットI／

MICROSOFT）2016年12月8日 

 この審決は、T 0424/03において既に考察されたデータ転送方法に関する。T 0424/03

で考察されたデータ転送方法は、ファイルコンテンツクリップボードフォーマット

と、選択されたデータを上記ファイルコンテンツクリップボードフォーマットに変換

するステップとを十分に開示していないとの理由で、後に異議申立がなされ、取り消

されている。審判部は、クレーム1が、データフォーマットによって限定されないファ

イルコンテンツクリップボードフォーマットの機能的定義について述べていると判断

した。そのため、審判部はT 0424/03における審決に同意し、当該技術の当業者はこの

発明をクレーム1の全範囲にわたって実施できるだろうと結論付けた。 

URL：https://www.epo.org/law-practice/case law-appeals/recent/t111789eu1.html 

実質的な影響：いいえ。この審決はコンピュータで実施される発明への既存の要件の

適用を例証しているだけである。 

ランドマークケース：いいえ。 

クレーム解釈において重要か？：いいえ。 

 

欧州特許庁審判部による審決T 0737/11（ウェブベースのデータフォーム／

MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING）2017年3月13日 

 この審決は、「リクエストされたウェブページに関連するXMLデータを、XSLTを用

いて中間コードに変換する」ステップを含んだ、ウェブベースのデータフォームを処

理するコンピュータで実施される方法のためのアプリケーションに関する。審査部

は、この特徴は機能的であるが、明細書には対応するXSLT又は中間コードの実施例が

https://www.epo.org/law-practice/case%20law-appeals/recent/t092146eu1.html
https://www.epo.org/law-practice/case%20law-appeals/recent/t101902eu1.html
https://www.epo.org/law-practice/case%20law-appeals/recent/t111789eu1.html
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一切含まれていないため、十分に開示されていないと述べた。一方、審判部は、出願

においてコードの具体的な実施例を開示しなければならない強制的な理由はなく、

又、詳細若しくは例示的な実施を更に開示しなくても、当該技術の当業者は発明を実

施できるので、この特徴は十分に開示されていると判断した。 

URL：https://www.epo.org/law-practice/case law-appeals/recent/t110737eu1.html 

実質的な影響：いいえ。この審決はコンピュータで実施される発明への既存の要件の

適用を例証しているだけである。 

ランドマークケース：いいえ。 

クレーム解釈において重要か？：いいえ。 

 

欧州特許庁審判部による審決T 1263/11 2017年9月7日 

 この審決は、歯科対象物のイメージの3Dコンピュータモデルを生成する方法に関

し、この方法は、歯科対象物のイメージの対象範囲の有効範囲を評価することが可能

な可視化機能を作成するステップを備える。審判部は、発明は、例外を除き、クレー

ムの全範囲にわたって実施することができる場合にのみ十分開示されているとの、審

決T 0435/91で述べられた要件を引用した。この審決で、審判部は、当該技術の当業者

は、物理対象物の全有効範囲を入手するスキャン順序を自動的に計算するための十分

な情報を、当該特許の示唆と自分の一般常識との組み合わせから得ることはできない

だろうと特定した。そのため、クレームで定義されている機能的特徴は十分に開示さ

れていないとされた。 

URL：https://www.epo.org/law-practice/case law-appeals/recent/t112163eu1.html 

実質的な影響：いいえ。この審決はコンピュータで実施される発明への既存の要件の

適用を例証しているだけである。 

ランドマークケース：いいえ。これは最近の判例であるため、後に引用されていな

い。 

クレーム解釈において重要か？：いいえ。 

 

欧州特許庁審判部による審決T 1936/12（ブローカとトレーダの関係の管理／eSpeed）

2018年1月30日 

 この審決は電子取引ネットワークの欧州特許出願に関し、そのクレームは、キャリ

アメッセージに応答して、取引命令をキャリアメッセージから分離し、取引システム

へ送るように動作可能なプロキシサーバのような機能的特徴を含んでいる。審判部

は、この機能的特徴は達成される結果によって定義されるタイプのものであり（当該

技術の当業者に周知であるプロセスステップに関連した機能的特徴とは対照的）、こ

のような特徴は、当該技術の当業者がその結果を得るために何をすべきかを通常の技

量と知識を超えずに知っている場合にのみ許可されると判断した。これらの特徴は、

当該技術の当業者の一般常識における非技術的なビジネス関連の取引概念の実施と判

断され、したがって、進歩性が欠如するとされた。 

URL：https://www.epo.org/law-practice/case law-appeals/recent/t121936eu1.html 

実質的な影響：いいえ。この審決はコンピュータで実施される発明への既存の要件の

適用を例証しているだけである。 

ランドマークケース：いいえ。これは最近の判例であるため、後に引用されていな

い。 

クレーム解釈において重要か？：いいえ。 

 

欧州特許庁審判部による審決T 1931/14 2018年2月21日 

https://www.epo.org/law-practice/case%20law-appeals/recent/t110737eu1.html
https://www.epo.org/law-practice/case%20law-appeals/recent/t112163eu1.html
https://www.epo.org/law-practice/case%20law-appeals/recent/t121936eu1.html


- 473 - 

 

 

［コンピュータソフトウエアの発明に具体的に関連していない重要な機能的クレーム

文言の審決］ 

 この審決は、統合型ガス化装置を組み合わせたサイクル発電システムに燃料供給す

るために酸素を生成するプロセスに関する。審判部は、用語「ための手段」を機能的

クレームの特徴とみなすべきかどうかに関する過去の審決T 0848/93及びT 0304/08を考

慮した。審判部は、記載された種々タイプの目的、すなわち、方法の用途又は使用を

定義する目的と、方法のステップから生じてこれらに暗示される効果を定義する目的

とを区別することが重要であると判断した。目的記載の方法が単に、クレームされた

方法の残りのステップをした際に必然的に生じる技術的効果を述べている場合、この

技術的効果にはクレームの主題を限定する効果はない。そのため、記載された目的は

クレームされた方法の機能的限定と判断された。 

URL：https://www.epo.org/law-practice/case law-appeals/recent/t141931eu1.html 

実質的な影響：はい。この審決は、「ための方法」のような表現を機能的限定と解釈

すべき場合を特定するために、欧州特許庁の審査ガイドラインに引用された。 

ランドマークケース：いいえ。 

クレーム解釈において重要か？：いいえ。 

 

（Q15-2） 

上記回答にて「重要」にチェックをした審決又は判決について、「名称」（事件名

及び番号を再掲）、「選定理由」（審査基準等や審査実務に与える影響等、重要と

考えた理由）、「判決文の抜粋」（審決文又は判決文のうち重要な部分（判示事

項）を抜粋。複数ある場合は複数全て抜粋）を記入してください。また、背景、事

件の概要、判決の意義、今後の影響等の「解説」の記入をお願いします。侵害訴訟

の判決では、クレーム解釈や技術的範囲の判断で重要と考えられる部分についても

抜粋し、解説をお願いします。 

 

欧州特許庁審判部による審決T 0068/85（相乗作用的な除草剤）1986年11月27日 

［具体的にコンピュータソフトウエアの発明には関連していない重要な機能的クレー

ム文言の審決］ 

選定理由：この審決では、審判部は、クレームにおける機能的特徴が許可され、機能

的特徴の要件は明確であると述べた。この審決は100例の後続の審決によって引用され

ており、2018年の時点で審判部により最も引用された審決の第37位であった。 

判決文の抜粋・解説：この審決は、欧州特許出願EP82810261.8号（雑草制御剤）の拒

絶査定への上訴に関する。上訴人は、制御剤が第1化合物と、2種類の特定の第2化合物

のうち1つとを「相乗作用的な除草剤効果を生じる量で」混合した混合物であるという

特徴を含む補正されたクレームを提出した。審判部は、これは「結果の観点から定義

された」特徴として定義された機能的特徴であると判断した。機能的特徴の許可可能

性について考察する場合、審判部は：「化学においては、明示的特徴は、しばしば機

能的特徴に優先して選択されるが、他の技術分野では、機能的特徴がきわめてより頻

繁に使われる…特許法は不可分であるため、機能的特徴が化学においても、他の明示

的特徴とは別に正当な地位を占めるべきではないという理由はない。」とした。 

 

審判部は、クレームが規則29(3) EPC 1973（現行の規則43(3) EPCに当たる）で要求され

ている発明の本質的な特徴を表しているか、又は、クレームの正確性が不十分ではな

いか、数値で表すべきではないかを考察した。審判部は、「保護を、開示された発明

の一部のみにまで、許容できないほど限定してしまう」ため、数量を数値で表すこと

https://www.epo.org/law-practice/case%20law-appeals/recent/t141931eu1.html
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は求められていないとした。 

続いて、審判部は、機能的クレームの要件は明確であることと述べ、「EPC84条で求

められているように、クレームの明確性を危うくする可能性がある場合には、特徴を

機能的な用語で定義しようとすることは避けるべきである。明確性は、当該技術の当

業者がクレームの示唆を理解できるだけでなく、それを実施できるものでなければな

らない。言い換えれば、特徴は、専門家が過度の負担なく、また必要であれば妥当な

経験に基づいて実施できる、専門家にとって十分明確な指示を提供しなければならな

い。」と述べた。機能的クレームの特徴が明確であるべきとのこれらの要件は、多数

の後続の審決において確認され、更にCase Law of the Boards of Appeal（第9版）のII部

第A章3.4に記載されている。 

審判部は、明確性要件は満たされていると判断し、「当該技術の当業者は、自分の一

般常識に基づいてでさえ、大幅に異なる割合は除外する。また、当該技術の当業者

は、他の適切な比率を求める上で、クレーム2及び3で述べられた好適な重量比により

導かれるだろう。更に、（Ia）又は（Ib）が「相乗的な除草効果を生じる量」で用いら

れた場合に、当該技術の当業者は、必要であれば、様々な試験（Colby方法）の手段に

より、相乗的な効果をどのように認識し、更に計算できるかについての正確な指示を

与えられ、…全てを考慮すると、このような試験は技術的に極普通であり、この事案

で用いられている試験は通常以上に精巧でないため、当該技術の当業者に求められた

努力は妥当であるとみなされるべきである。」クレームは進歩性があるとも判断さ

れ、特許が付与された。 

クレーム解釈等における重要部分：該当なし 

 

欧州特許庁審判部による審決T 0409/91（燃料油）1993年3月18日 

［具体的にコンピュータソフトウエアの発明には関連していない重要な機能的クレー

ム文言の審決］ 

選定理由：この審決は機能的クレームの特徴とみなされ、欧州特許庁の審査ガイドラ

イン及びCase Law of the Boards of Appeal（第9版）に数回引用された。この審決は200

例の後続の審決によって引用されており、2018年の時点で審判部により最も引用され

た審決の第13位であった。判決文の抜粋・解説：この審決は、最小サイズよりも小さ

いワックス結晶を有する結晶溜出燃料油のクレームに関する。特定の添加剤の使用が

クレームされた粒子サイズを得るために必要であると記載されており、審判部は、添

加剤のこの必須の技術的特徴がなければ、クレームは明細書によってサポートされな

いと判断した。 

審判部は、クレームが、所望の粒子サイズをもたらす添加剤の存在を暗に意味してい

ると解釈できるか、又、このような機能的特徴が明細書によってサポートされるかに

ついて更に考察した。審判部は、このような機能的特徴は、その機能を実行できる多

数の代替的な特徴を、当該技術の当業者が明細書を読んだ後に、又は、自分の一般常

識に基づいて自由に利用できる場合にのみ許可され得ると判断した。 

明細書は、当該技術の当業者に他の適切な添加剤を見つけさせるガイダンスを記載す

ることなく、所望の粒子サイズを得るための添加剤の使用しか開示しておらず、上訴

人は、当該技術の当業者がクレームされた粒子サイズを用いて燃料油を得るための代

替方法を見つけられたであろう一般常識を一切知らなかったと認めた。そのため、審

判部は、このような機能的特徴は明細書によってサポートされていないと判断した。 

また、審判部は、クレームの十分な開示要件とサポート要件は特許出願の異なる部分

に関連しているが、いずれの要件も、特許独占は先行技術への技術的貢献によって正

当化されるべきであるとの法理に影響を与えると判断した。したがって、この出願
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は、発明が当該技術の当業者にとって利用不能な主題へと拡大しているため、クレー

ムがサポートされていないとされる場合と同じ理由によって開示不十分であるとされ

た。 

Case Law of the Boards of Appeal（第9版）のII章A部5は、この審決を、明細書によるサ

ポートのない広い機能的クレームの一例として引用している。 

クレーム解釈等における重要部分：該当なし 

 

欧州特許庁審判部による審決T 0848/93 1998年2月3日 

［具体的にコンピュータソフトウエアの発明には関連していない重要な機能的クレー

ム文言の審決］ 

選定理由：この審決は欧州特許庁ガイドラインに新たに導入されたF部第IV章4.13.3に

おいて引用されており、用語「ための方法」を機能的と解釈すべき状況を例証してい

る。 

判決分の抜粋・解説：この審決は、印刷回路基板上のガルバニック錫層又は錫－鉛層

を再溶融するための方法のクレームに関する。審判部は、クレームの「～を再溶融す

るための」という表現は、プロセスがガルバニック層の再溶融に単に適していること

を意味するものとしてではなく、むしろ、ガルバニック層の再溶融に関し、したがっ

て、クレームされた加工方法の方法ステップのうちの1つとして定義された機能的特徴

として理解されるべきであると判断した。 

そのため、審判部は、熱が必要で供給されることがクレームにおいて暗示的であり、

「再溶融に必要な熱量は既知の方式、つまり例えば赤外線放射、温度制御された油浴

などの方式によって供給される」という表現を省略したことで新規事項の追加となら

なかった。 

クレーム解釈等における重要部分：該当なし 

 

欧州特許庁審判部による審決T 1931/14 2018年2月21日 

［具体的にコンピュータソフトウエアの発明には関連していない重要な機能的クレー

ム文言の審決］ 

選定理由：この審決は欧州特許庁ガイドラインに新たに導入されたF部第IV章4.13.3に

おいて引用されており、「ための方法」のような用語を機能的と解釈する要件を確立

した。 

判決文の抜粋・解説：ガイドラインでは、方法の発明の場合、タイプの異なる2つの目

的、すなわち、方法の用途又は使用を定義する目的、そして方法のステップから生じ

てこれらに暗示される効果を定義する目的を記載することが可能であると述べられて

いる。記載された目的が方法の具体的な用途を定義する場合、この目的には、クレー

ムで定義された他の残りのステップで暗に意味されたり、固有であったりせず、それ

なしではクレームされたプロセスが記載の目的を達成できない追加のステップが必要

となる。そのため、例えば「ガルバニック層を再溶融するための方法」のような言葉

で始まる、加工方法を定義する方法クレームでは、「再溶融するための」の部分は、

プロセスがガルバニック層を再溶融するために単に適していると意味するものとして

ではなく、むしろ、ガルバニック層の再溶融に関することを意味している。したがっ

て、クレームされた加工方法の方法ステップのうちの1つを定義する機能的特徴として

理解されるべきである。 

これと類似し、「製造方法」すなわち製品製造方法に関するクレームのケースでも、

方法を実施した結果製品が得られるという事実は総合的な方法ステップとして扱われ

るべきである。 
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これに対し、目的が、クレームされた方法の他の残りのステップを実行すると必然的

に生じる、したがってこれらのステップに固有である技術効果を単に述べている場合

には、この技術効果はクレームの主題を限定する効果を持たない。よって、このクレ

ームは、このような適合性を有する方法について述べた先行技術文献から予想される

ものである。 

クレーム解釈等における重要部分：該当なし 

 

（Q16）CS関連発明等の機能的クレームに関する主な論点と判断方法 

 

（Q16-1） 

貴国において、CS関連発明等の機能的クレームに関する特許審査の判断基準に関す

る論点はありますか？ 

 

・コンピュータソフトウエアを審査する場合、欧州特許庁は技術的課題への技術的解

決手段の実証を要求する。この実証を行わなかったり不十分であったりする場合に

は、出願は進歩性の欠如により拒絶される。 

 

（Q16-2） 

上記の論点があれば、解説をお願いします。 

 

・欧州特許庁の進歩性要件を満たすために、クレームは技術的課題への技術的解決法

を提供する必要がある。 

技術的課題を実証する方法には以下の2つがある： 

1）技術的実施 

これについては、当該のソフトウエアが、例えばコンピュータの特定のアーキテクチ

ャに適合されることで、ソフトウエアを実行するこのコンピュータの内部機能の具体

的な技術的配慮に基づいて設計されていることを示す必要がある。 

 

2）技術的適用 

審査ガイドラインG II 3.3には、以下の技術的プロセスの例が挙げられている： 

・具体的な技術的システム又はプロセス（例えば、レントゲン装置、又は鋼材冷却プ

ロセス）の制御； 

・所望の物質密度を達成するために必要な圧縮装置のパス数を測定値から求めるプロ

セス； 

・デジタルオーディオ、画像、ビデオの拡張又は解析プロセス（例えば、ノイズ除

去、デジタル画像内の人物の検出、送信されたデジタルオーディオ信号の品質の推

定）； 

・音声信号中のソースの分離；音声認識（例えば、音声入力をテキスト出力にマッピ

ングする）； 

・信頼性の高い及び／又は効率的な送信、又は、格納のための、データの符号化（更

に、これに対応した復号化）（例えば、雑音のあるチャネル上で送信するためのデー

タのエラー修正符号化、音声、画像、ビデオ、センサデータの圧縮）； 

・電子通信の暗号化／解読、又は電子通信への署名；RSA暗号システムにおける鍵の

生成； 

・コンピュータネットワークにおける負荷分散の最適化； 

・生体センサから得たデータを処理することによる対象者のエネルギー消費の特定；

耳温検出器によって得たデータからの対象者の体温の導出； 
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・DNAサンプル分析に基づいた遺伝子型推定の提供、並びに、その信頼度を定量化す

るための、この推定の信頼区間の提供； 

・生体測定値を処理する自動システムによる医療診断の提供； 

・十分に定義された技術アイテムのクラスの挙動、又は具体的な技術過程の、技術的

に関連する条件下でのシミュレーション。 

 

欧州特許庁においてソフトウエアの保護を得ようとする場合、出願人は、クレームが

技術的課題を解決することを示す必要があり、技術的課題は技術的実施又は技術的適

用に関連して定義できる。そのため、AI関連発明のクレームでは、クレームが技術的

適用又は技術的実施における技術的課題に対処するように考慮されたものであれば、

学習方法へのクレームの許可を得られるかもしれない。 

 

（Q17）CS関連発明等の機能的クレームに関する最近の審査実務の傾向や変化につい

て 

 

（Q17-1） 

CS関連発明等（全般）の機能的クレームに関する最近の審査実務の傾向や変化つい

て、時期と傾向がわかるように教えてください。 

 

・F部第IV章4.13.2は、2019年11月1日に発行された欧州特許庁の最新版の審査ガイドラ

インにおける新規のセクションであり、「ミーンズ・プラス・ファンクション」によ

る特徴の解釈についてさらなるガイダンスを提供する。ミーンズ・プラス・ファンク

ションによる特徴（例えば、「～の手段」）は機能的特徴の一種であり、欧州特許庁

はこの特徴を含んだクレームを許容している。ミーンズ・プラス・ファンクションに

よる特徴の機能を実行するのに適したあらゆる従来技術の特徴では、ミーンズ・プラ

ス・ファンクションによる特徴が予想される。例えば、「ドアを開ける手段」という

特徴は、ドア鍵とバールの両方から予想される。 

 

この解釈の一般原則への例外は、ミーンズ・プラス・ファンクション特徴による機能

がコンピュータ又は類似の装置によって実行される場合である。この場合には、ミー

ンズ・プラス・ファンクションによる特徴（例えば「～の手段」）は、関連のステッ

プ／機能を実行するように単に適しているとしてではなく、むしろ、関連のステップ

／機能を実施するように適合されていると解釈される。 

 

（Q17-2） 

上記の、貴国における最近の審査実務の傾向や変化のきっかけとなった判例等につ

いて教えてください。 

 

・いいえ。 

 

  



- 478 - 

 

 

（Q18）CS関連発明等の機能的クレームに関する拒絶理由とその解消方法について 

 

（Q18-1） 

CS関連発明等の審査における最近の傾向として、貴所の経験から拒絶理由として多

いものは何ですか？（複数回答可） 

☐発明該当性 ☐実施可能要件（相当する要件） 

☐サポート要件（相当する要件） 

☐明確性要件（相当する要件） 

☐その他（                               ） 

 

・欧州特許庁におけるコンピュータソフトウエアに関する特許出願の最も一般的な拒

絶の根拠は進歩性である。コンピュータが存在することで特許不適格性要件は克服さ

れる。しかし、欧州特許庁の進歩性要件を満たすためには、出願人は、発明が技術的

課題への技術的解決手段を提供することを示さなくてはならない。非常に賢明なアイ

デアに関する出願が進歩性の理由でしばしば拒絶されるが、これは、出願が扱う問題

（又は、出願が提供する解決手段）が非技術的であるとみなされるためである。した

がって、進歩性が、コンピュータで実現される発明の最も一般的な拒絶の根拠であ

る。 

 

進歩性に基づく拒絶理由に対処するために、出願中で触れられているが詳細には記載

されていない技術的適用についてクレームに再注目する必要がある場合、又は、出願

時に出願中に詳細に記載されていなかったソフトウエアとハードウエアの間の相互作

用に関する議論を提供することが必要な場合には、記載要件又はサポート要件がしば

しば生じる。 

 

（Q18-2） 

上記で、発明該当性、実施可能要件、サポート要件、明確性要件、その他の記載要

件のおおよその割合はどれくらいですか？ 

発明該当性の割合： 

実施可能要件の割合： 

サポート要件の割合： 

明確性要件の割合： 

その他の記載要件の割合： 

 

・欧州特許庁発行の審査報告書についてのそれぞれの拒絶タイプを記録した統計につ

いては承知していない。しかし、我々は技術審査部の決定を分析し、上述の各課題が

どの程度の頻度で生じるかの概算を提供する。 
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決定発行

年 

技術審判部により発行

の決定の数（英語にて

発行） 

コンピュータ又はソフトウ

エアで実施される発明に関

する決定の数 

コンピュータ又はソ

フトウエアで実施さ

れる発明に関する決

定の割合 

2014 1180 241 20.4% 

2015 1030 224 21.7% 

2016 938 214 22.8% 

2017 967 225 23.3% 

2018 1140 268 23.5% 

2019 1370 265 19.3% 
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決定

の発

行年 

コンピュータソ

フトウエア関連

の決定の総数 

特許不適格性 実施可能性 明確性＆サポート その他の拒絶 

数 % 数 % 数 % 数 % 

2014 241 36 14.9% 17 7.1% 58 24.1% 130 53.9% 

2015 224 35 15.6% 18 8.0% 51 22.8% 120 53.6% 

2016 214 35 16.4% 20 9.3% 48 22.4% 111 51.9% 

2017 225 43 19.1% 16 7.1% 62 27.6% 104 46.2% 

2018 268 52 19.4% 20 7.5% 66 24.6% 130 48.5% 

2019 265 39 14.7% 26 9.8% 59 22.3% 141 53.2% 

 

方法： 

欧州特許庁が維持する審判部の決定データベースから数値を入手した。 

 

技術審判部により発行された決定（英語で発行）の総数は、該当する年の1月1日から

12月31日までの、技術審判部により英語で発行された決定の数に対応する。 

 

コンピュータソフトウエア関連の開示の総数は、該当する年の1月1日から12月31日ま

での、決定テキストにキーワード「コンピュータ」又は「ソフトウエア」を含む、技

術審査部により英語で発行された決定の数である。 

 

不適格性に関する決定の数は、該当する年の1月1日から12月31日までの（EPC56条に

基づく拒絶理由が通知）、決定テキストにキーワード「コンピュータ」又は「ソフト

ウエア」を含む、技術審査部により英語で発行された決定の数である。 

 

実施可能要件に関する決定の数は、該当する年の1月1日から12月31日までの（EPC83

条に基づく拒絶理由が通知）、決定テキストにキーワード「コンピュータ」又は「ソ

フトウエア」を含む、技術審査部により英語で発行された決定の数である。 

 

明確性及びサポートに関する決定の数は、該当する年の1月1日から12月31日までの

（EPC84条に基づく拒絶理由が通知）、決定テキストにキーワード「コンピュータ」

又は「ソフトウエア」を含む、技術審査部により英語で発行された決定の数である。 
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（Q19）CS関連発明等の機能的クレームに係る特許明細書に関する留意点について 

 

（Q19-1） 

日本から貴国へ機能的クレームに係るCS関連発明等に関する特許を出願する場合、

クレーム、明細書、図面の記載について、特に注意する点があれば記載してくださ

い（PCTルートとパリルートで特に注意すべき点に違いがあれば、その点について

も記載をお願いします。）。 

 

・上記のQ16-1への回答にて、進歩性の査定への欧州特許庁の技術的課題解決アプロー

チと、どのようにして進歩性の査定を満たすかについて概説した。 

ソフトウエアとハードウエアの相互作用を含む、システムへの入力のから出力までの

フローチャートを含めることが役立つ。例えば、コンピュータで実施される発明が、

電話上で実施されるプロセスを詳細に示す携帯電話アプリを含んでいる場合、電話に

格納されている情報、サーバに格納されている情報、プログラムが携帯電話又はサー

バ上のストレージにアクセスするかどうか、また、いつアクセスするかは全て特許性

をサポートするための主張の助けとなる。 

欧州特許庁は従来技術を斟酌して発明を見る。そのため、従来技術を斟酌した技術的

課題は、出願の起草時と欧州特許庁での審査時との間で変化している可能性がある。

携帯電話経由でアクセスされるAIシステムは、無線遠隔通信ネットワーク上で送信さ

れる必要があるデータ量を低減する上で従来技術よりも有利かもしれない。欧州特許

庁では、技術的課題への解決手段を提供できるのはこのタイプの利点である。しか

し、出願当初明細書中に適切に説明されていない限り、このような特徴について議論

することは不可能である。 

方法の出願の例も、これが技術的とみなされてきた分野のものである場合には重要

である。技術的課題の一例はQ16-2に記載されている。 

 

（Q20）CS関連発明等の機能的クレームの制限及び留意点について 

 

（Q20-1） 

貴国において、CS関連発明等の機能的クレームについて制限がある場合、どのよう

な制限があるか、どのような点に注意すべきか、について記載をお願いします。 

 

・いいえ。これについては、審査ガイドラインのF部第IV章2.1に「発明的技量を行使

することなくこの機能を実現する何らかの手段を困難なく提供できる場合には、機能

的文言は原則的に許可される」と記載されているとおり、きちんと確立されている。 

 

（Q20-2） 

特に、日本から貴国へCS関連発明等に関する特許を出願する場合の注意点があれ

ば、記載をお願いします。CS関連発明等の機能的クレームについて、制限や注意点

がない場合は、その旨を記載してください。 

 

・該当なし 

 

  



- 482 - 

 

 

（Q21）権利行使の観点からのクレームの書き方について 

 

（Q21-1） 

CS関連発明等の機能的クレームでは、例えば、クレームで、内部処理の技術的特徴

を細かく規定しないと権利がとれない場合や、サーバ側の内部処理を規定しないと

権利がとれない場合があり、権利行使の際の侵害立証が難しくなり、有効な権利に

ならないケースが想定されます。貴国では、そのようなケースで、どのような対応

が考えられますか？また、貴所で工夫していることがありますか？ 

 

・多くの場合、この分野での発明はフロントエンドコードとバックエンドコードを有

する。例えば、音声認識システムでは、フロントエンド（つまり、クライアントのデ

バイス）に音声認識モデルを設け、音声認識モデルの学習は企業のサーバ（バックエ

ンド）で実行することができる。クレームをクライアント側の処理に集中させる努力

をすることが役立つ。発明はサーバソフトウエア内にあることが多いが、これはサー

バからクライアント側で受信したデータの性質に影響を及ぼす可能性がある。クライ

アント側で受信したデータ、クライアント側から送信されたデータ、又は、データ構

成を特徴付ける何らかの方法を見つけようとする試みが、クライアント側を保護する

道を可能にするかもしれない。サーバ側でではなく、クライアント側でプロセスの侵

害を証明することの方が容易なはずである。 

 

更に、出力と入力の構成をクレームすることも侵害に役立つだろう。これは困難であ

るが、コンパイルされたコードで実行された機能を特定することは不可能でないとし

ても（たとえクライアント側であっても）、システムの入力と出力がどのような構成

になっているかを隠すことは侵害者側においてより困難である。 

 

 

（Q22）CS関連発明等の機能的クレームに関する参考文献について 

 

（Q22-1） 

貴国でのCS関連発明等の機能的クレームの特許保護の現状についての解説記事、総

説など、参考文献があれば教えてください。 

 

・いいえ。 

 

（Q23）CS関連発明等の機能的クレームに関する問題点等、全般について 

 

（Q23-1） 

全体を通じて、貴国においてCS関連発明等の機能的クレームで問題となっている

点、問題と思う点等がありましたら、教えてください。 

 

・いいえ。 
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 英国 

 

（Q1）CS関連発明等の機能的クレームの定義等について 

 

（Q1-1） 

CS関連発明等の機能的クレームの定義はありますか？ 

 

・該当なし 

 

（Q1-1-1） 

「はい」の場合、特許法、ガイドライン、又はいずれかの判例法（case law）は機能

的クレーム文言の定義を規定していますか？ 

 

・該当なし。 

 

（Q1-1-2） 

特許法、ガイドライン、又は判例法は、機能的クレーム文言をどのように規定して

いますか？ 

 

・英国特許法（1977 年法）には、機能クレーム文言に関する具体的な規定は含まれて

いない。 

一方、UKIPO’s Manual of Patent Practice（英国特許実務マニュアル、他の特許庁の審

査ガイドラインに相当）のSection 14.72には、機能的クレームについて以下のように規

定されている。：「クレームが機能的特徴又は望ましい結果によって定義されている

場合、明細書には当業者への十分な指示が提供されている必要があり、研究行為を実

施することなく所望の結果を達成することができるようになっていなければならない

（14.69、14.82及び14.87を参照されたい。また、開示が十分であるためには、機能的又

は機構的なクレームが、実行不可能なほど曖昧であってはならない。14.76～14.78を参

照のこと）。」 

 

（Q1-1-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・いいえ。 

 

（Q2）機能的クレームの保護について 

 

（Q2-1） 

機能的クレームは特許として保護されますか？ 

 

・はい。 
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（Q2-1-1） 

「はい」の場合、特許法、ガイドライン、又はいずれかの判例法は機能的クレーム

が特許として保護されることを規定していますか？ 

 

・Manual of Patent PracticeのSection 14.110には、次のように記載されている：「全ての

特徴を構成上の限定として記載する必要はない。当業者がその機能を実行する何等か

の手段を、独創的な発明能力を行使しなくとも難なく考えることができるなら、機能

的な限定が含まれてもよい。」 

 

（Q3）機能的クレームに適用される記載要件等について 

 

（Q3-1） 

機能的クレームに適用される実施可能要件（又は相当する要件）が、特許法、審査

ガイドライン又は判例に存在しますか？ 

 

・はい。 

 

（Q3-1-1） 

「はい」の場合、特許法、ガイドライン、又はいずれかの判例法は、機能的クレー

ムに適用される実施可能要件（又は相当する要件）について規定していますか？ 

 

・英国特許法（1977年法）には、一般にクレームには適用されないような機能クレー

ムに特有の実施可能要件の特段の要件は含まれていない。ただし、Manual of Patent 

Practice（他の特許庁の審査ガイドラインに相当）は、機能クレーム文言を明示的に規

定している。 

 

（Q3-1-2） 

特許法、ガイドライン、判例法は、機能的クレームに適用される実施可能要件（又

は相当する要件）をどのように規定していますか？ 

 

・英国特許法（1977年法）のSection 14(3)は次のように記載している。 

「出願の明細書は、当業者が発明を実施するのに十分に明確かつ完全な方法で発明

を開示するものとする。」 

 

英国特許実務マニュアル（Manual of Patent Practice）のSection 14.72は、特に機能クレ

ーム文言に関するものであり、次のように記載している。 

「開示の十分性の基準は、クレームの形式に関わらず同じであり、クレームが機能

的な形式の場合のみより厳格な基準になるわけではない。機能的な形式とはつまり結

果によって限定される場合、例えば「No-Fume」タイプ（International Business 

Machines[1970] RPC 542）事件458である。ただし、クレームが機能的特徴又は望ましい

結果によって定義されている場合、明細書は研究行為を実施することなく所望の結果

を達成できるように十分な指示を当業者に提供する必要がある［…］。また、十分な

開示であるためには、機能的又は機構的なクレームは実行不可能なほど曖昧であって

はならない［…］。」 

                                                 
458 International Business Machines Corporations Application [1970] RPC 542 
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Eli Lilly 事件459は、十分な開示／実施可能要件があるかどうかを判断する際に使用され

る原則についての概要を知るために有益である。 

「明細書は、本発明を当業者が実施するのに十分に明確かつ完全に開示しなければな

らない。本事件に関連するこの要件の重要な要素は以下のとおりである。 

（i）最初の段階は、発明を特定することであり、クレームを読んで解釈することによ

って行われる； 

（ii）製品クレームの場合、製品を製造、又は入手することを意味する。 

（iii）プロセスクレームの場合、プロセスを実施することを意味する。 

（iv）開示の十分性は、発明の詳細な説明及びクレームを含む明細書全体に基づいて

判断されなければならない。 

（v）開示は当業者を対象としたものであり、この当業者は、必要に応じて一般知識を

用いて明細書に含まれる情報を補足することができる。 

（vi）明細書は、クレームの全権利範囲にわたって発明が実施され得るように十分に

開示しなければならない。 

（vii）明細書は、過度の負担なしに発明がそのように実行され得るように十分でなけ

ればならない。」 

 

この問題は、Regeneron事件460でも検討された。ここで裁判官は主要な判例であるKirin 

Amgen事件461の再考察を行って、以下のように判示した： 

「（i）クレームで定義されている特許独占権の範囲は、そのような独占が正当化され

るためには、その開示による当該技術分野への技術的貢献に見合ったものでなければ

ならない。 

（ii）明細書は、クレームされる独占権の全範囲で発明を実施できるようにしなければ

ならない。しかし、本発明が一般的に適用可能な原則を開示している場合、クレーム

はこれに対応する一般的な用語を用いていてもよい。 

（iii）特許権者が有益な効果を有する新たな製品を見出した場合でも、その製品と同

じ種別の他の製品にもその効果が生じるという共通の原則があることを実証できない

場合、特許権者は、その製品種別全体に対してではなく、その特定の製品に対しての

み特許を受ける権利がある。しかし、特許権者が当該種別の製品に共通の有益な特性

を開示した場合、特許権者は自らが当該種別の製品を1種又は2種しか製造していなく

ても、その種別の全ての製品に対して特許を受ける権利がある。 

（iv）本発明によって具現化された当該技術に対する技術的貢献よりもクレームの権

利範囲が広くなってしまうという事例にはいろいろな態様がある。一つには、特許ク

レームが様々な製品を製造できるものとしていながら、その開示によって実際に製造

可能なのは一種類の製品のみであって、その一種類の製造原理が他の製品にも応用で

きるような一般的なものではなかった場合、特許によって実施可能とはならない製品

がクレームに含まれてしまっていることになる。又は、ある結果を得られればいかな

る手段でも権利範囲に含まれるというクレームに対して、開示によって実際に可能に

なるのは一つの手段のみであって、同じ結果を得るための他の方法は開示された発明

と関係ないものしか考えられないという場合も、このような事例の一態様になる。」 

 

 

 

                                                 
459 Eli Lilly & Co.v.Human Genome Sciences, Inc.[2008] EWHC 1903 (Pat) [2008] RPC 29 
460Regeneron Pharmaceuticals v.Kymab Ltd [2018] EWCA Civ 671 
461Kirin Amgen and Biogen Inc v. Medeva plc [1997] RPC 1 
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（Q3-1-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・いいえ。 

 

（Q3-2） 

機能的クレームに適用されるサポート要件（又は相当する要件）が、英国特許法、

英国特許実務マニュアル、又は判例法に存在しますか？ 

 

・はい。 

 

（Q3-2-1） 

「はい」の場合、英国特許法、英国特許実務マニュアル、又は判例法は、機能的ク

レームに適用されるサポート要件（又は相当する要件）を規定していますか？ 

 

・英国特許法（1977年法）には、一般にクレームには適用されない機能的クレーム特

有のサポートに関する具体的な要件は含まれていない。ただし、英国特許実務マニュ

アル（Manual of Patent Practice（他の特許庁の審査ガイドラインに相当））は、機能的

クレーム文言を明示的に規定している。 

 

（Q3-2-2） 

英国特許法、英国特許実務マニュアル、又は判例法は、機能的クレームに適用され

るサポート要件（又は相当する要件）をどのように規定しているか？ 

 

・英国特許法（1977年法）Section 14(5)(c)は次のように記載している。 

「（5）クレーム（複数の場合もある）は－ 

（a）出願人が保護を求めている事項を定義しなくてはならない； 

（b）明確かつ簡潔でなくてはならない； 

（c）発明の詳細な説明によりサポートされていなくてはならない；かつ 

（d）1つの発明、又は単一の発明概念を形成するように関連付けられている発明のグ

ループに関するものでなくてはならない。」 

 

英国特許実務マニュアル（Manual of Patent Practice）のSection 14.156では、機能クレー

ム文言の記載要件について次のように規定している。 

「クレーム中で発明の特徴をその機能によって広く規定することができ、その特徴に

ついて1つの実例のみが詳細な説明に記載されている場合であっても、当業者にとって

同じ機能に他の手段も使用できることが十分明確であればよい。例えば、クレームの

「端末位置検出手段」のサポートとして、リミットスイッチを備える単一の実施例の

みでも十分である可能性があり、このような場合でも例えば光電池又はひずみゲージ

を代わりに使用できることは当業者に明らかである。ただし、一般に、出願の内容全

体が、代替手段が想定されることを示唆することなく、ある機能が特定の方法で実行

されるという印象を伝えるようなものであり、一方クレームはその機能を実行する他

の手段、又は全ての手段を含むように規定されている場合、疑義が生じる。さらに、

発明の詳細な説明が曖昧な用語で単に他の手段が採用され得ると述べているだけで、

それらが何であるか、又はどのように使用されるかが合理的に明確でない場合、開示

が十分ではない可能性がある。」 
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（Q3-2-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・いいえ。 

 

（Q3-3） 

機能的クレームに適用される明確性要件（又は相当する要件）が、英国特許法、英

国特許実務マニュアル、又は判例法に存在しますか？ 

 

・はい。 

 

（Q3-3-1） 

「はい」の場合、英国特許法、英国特許実務マニュアル、又は判例法はいずれかの

判例法は、機能的クレームに適用される明確性要件（又は相当する要件）を規定し

ていますか？ 

 

・英国特許法（1977 年法）及び英国特許実務マニュアル（Manual of Patent Practice（他

の特許庁の審査ガイドラインに相当））には、一般的にクレームには適用されない機

能的クレームに特有の明確性要件は含まれていない。 

 

（Q3-3-2） 

英国特許法、英国特許実務マニュアル、判例法は、機能的クレームに適用される明

確性要件（又は相当する要件）をどのように規定していますか？ 

 

・英国特許法（1977年法）のSection 14(5)(c)は以下を求めている。 

「（5）クレーム（複数の場合もある）は、 

（a）出願人が保護を求めている事項を定義しなければならない； 

（b）明確かつ簡潔でなくてはならない； 

（c）発明の詳細な説明によりサポートされていなければならない；かつ 

（d）1つの発明、又は単一の発明概念を形成するように関連付けられている発明のグ

ループに関するものでなくてはならない。」（強調のため下線を追加したに過ぎな

い） 

 

Manual of Patent Practiceに含まれる一般的なクレームの明確性に関する規定の中には、

特に機能的クレーム文言に関係が深いものがある。 

Section 14.111には次のように記載されている。「クレームが明確でなければならない

という要件は、個々のクレームにもクレーム全体にも適用されるもので、請求されて

いる独占権を定義するというクレームの機能を考慮すれば、この明確性は最も重要な

要件である」。さらに、「例えば発明の詳細な説明において、明確な定義又はその他

の方法により、クレームで使用される単語に特別な意味を与えられていた場合でも、

その単語の意味はクレームだけを読むことで明らかとなるべきである。発明の詳細な

説明中の定義によってクレームの用語又は語句に特別な意味を与えたい場合には、

「先に定義されているように」等の語句を使用すると、不明確となるリスクが軽減さ

れる。 

 

Section 14.120には次のように記載されている。「クレームによって定義される領域

は、発明の内容が許す限り正確でなければならない。原則として、達成される結果に
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よって発明又はその特徴を定義しようとするクレームは許可されるべきではない。た

だし、そのような用語でしか本発明を定義できない場合、又はより正確に定義しよう

とするとクレームを不当に制限してしまう場合、かつ、その結果が、発明の詳細な説

明で適切に明示された試験又は手順によって直接かつ積極的に検証できるものであ

り、その結果を得るのには単なる試行錯誤以外の何ものも必要としない場合、それら

のクレームは認められる場合がある。No-Fume Ltd v. Frank Pitchford Co Ltd, 52 RPC 231

では、喫煙者用の灰容器のクレームであって、特定の部分の寸法が、灰皿に投げ込ま

れた物体からの煙が灰皿から発散しないような寸法、と規定されていたところ、創意

工夫を伴わない実験によって、開示された寸法以外の寸法でも発明が実現され得ると

いう理由に基づいてこのクレームが許可された。ただし、この種のクレームは一般的

に望ましくなく、No-Fumeのクレームが許可されたのはひとえに、達成される結果に

よって定義する以外の方法では本発明を正確に定義することができないと認定された

ためであることに注意すべきである。「・・・するように」又は「・・・するような

配置がされている」等の言葉が前に付いた句を含むクレームはいずれも、この観点か

ら特別な配慮が必要である。BL O/031/17で、口頭審理担当官は航空機の客室の座席ア

センブリを定義するクレームを検討した。このクレームは、座席間に乗客のアクセス

通路ができるという結果によって定義されていた。口頭審理担当官は、達成すべき結

果を参照することなく発明を定義することは可能であるが、他の方法で発明を定義す

ると、求められる独占の範囲が不当に制限され得るという判断に至った。口頭審理担

当官はまた、クレームされた結果は、当業者によって容易に検証できると判断した。

これらの認定と、事件の他の事実関係に基づいて、口頭審理担当官は、結果によって

定義されているにもかかわらず、クレームは明確であると結論付けた。」 

 

Section 14.128～14.129には次のように記載されている。「クレームに内部矛盾が含まれ

る場合は望ましくない」、また「クレームには、その特徴の正確な範囲に関して読み

手を疑わせる曖昧又は紛らわしい表現を含めるべきではない。そのような表現の例

は、「薄い」、「広い」、「強い」等の相対的な用語である。そのような用語がクレ

ームにある場合、通常はそれらを定義又は削除しなければならない。」ただし、相対

的な用語が当該分野で認識されている意味を持ち、…これが意図された意味である場

合、疑義は生じない。」 

 

Section 14.130には次のように記載されている。「「実質的に」又は（数値データに適

用される）「約」等の一般化された表現は、独占権の範囲の解釈においても、発明と

先行技術との間の関係の解釈においても同様に、主題及び文脈に従って解釈されるべ

きである。クレームの範囲が不確定にならなければ、それらは許容される場合があ

る。」 

 

我々の知る限り、機能的クレーム文言の明確性が英国の裁判所で争点になった事件は

あない。しかし、Nikken Kosakusho事件462は、機能的クレーム文言との潜在的な関連性

がある問題、すなわち、発明の目的の範囲を参照することでクレーム文言の意味がど

の程度修飾又は説明できるかという問題を検討している。所与の例では、オーバヘッ

ドプロジェクタ用のスライドをマスクするように設計された製品に関して「不透明」

の意味を決定するため、発明の全体的な目的に依拠していた。裁判官は、不透明度を

解釈する補助としてマスキング機能を使用することは容認できるという認定を承認し

た。ただし、裁判官は明確性が十分である場合にのみこれが認められると指摘した。

                                                 
462 Nikken Kosakusho Works v Pioneer Trading Co. [2006] FSR 4 
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具体的には裁判官は次のとおり述べている： 

「発明の目的を参照することにより文言の意味を修飾又は詳述する場合、それらの目

的は明確であるべきである。そうでなければ、特許を解釈する主体である想像力を伴

わない当業者にとって、混乱を招くことになる。解釈のプロセスは、不確実性を導入

するものであってはならない。」 

 

（Q3-3-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・いいえ。 

 

（Q3-4） 

機能的クレームに適用されるその他（上記の3要件以外）の記載要件が、特許法、審

査ガイドライン又は判例に存在しますか？ 

 

・いいえ。 

 

（Q3-4-1） 

「はい」の場合、特許法、ガイドライン、又は判例法は、機能的クレームに適用さ

れるその他（上記の3要件以外）の記載要件を規定していますか？ 

 

・該当なし。 

 

（Q3-4-2） 

特許法、ガイドライン、判例法は、どのように機能的クレームに適用されるその他

（上記の3要件以外）の記載要件を規定していますか？ 

 

・該当なし。 

 

（Q3-4-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・いいえ。 

 

（Q4）CS関連発明等の機能的クレームの審査段階での判断基準について 

 

（Q4-1） 

CS関連発明等（全般）に関する機能的クレームの特別な審査基準やガイドライン又

はCS関連発明等の機能的クレームに関する特別な記載の存在についてお伺いしま

す。CS関連発明等（全般）に関する特別な審査基準等が存在しますか？ 

 

・いいえ。 

 

（Q4-1-1） 

「はい」の場合は「審査基準等の名称及び記載箇所又は条文番号」、及び「記載内

容（抜粋）」をご記入ください。また、可能であれば作成された背景等についてご

記入ください。 
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・該当なし。 

 

（Q4-1-2） 

CS関連発明等の機能的クレームに関する特別な審査基準、マニュアル、又はガイド

ラインを作成するに至った背景状況はありますか？ 

 

・該当なし。 

 

（Q4-1-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・特になし。 

 

（Q4-2） 

CS関連発明等（全般）に関する機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈につ

いてお伺いします。CS関連発明等全般に関する機能的クレームの審査段階でのクレ

ームの解釈は、権利行使時のクレームの解釈と同じですか？ 

 

・異ならない。 

 

（Q4-2-1） 

異なる場合には、審査段階及び権利行使時のクレーム解釈の相違点を具体的にご記

入ください。 

 

・該当なし。 

 

（Q4-2-2） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・審査において、英国知的財産庁は、英国の裁判所の最近の判決に沿って定期的に更

新される特許実務のマニュアルに従うことになっている。 

 

（Q4-3） 

CS関連発明等のうち、特にAI関連（例えば、AIコア発明、AI応用発明、AIによる成

果物）、IoT関連、及びBM関連発明の機能的クレームに関する特別な審査基準やガ

イドライン又は特別な記載の存在についてお伺いします。各々に関して特別な審査

基準等が存在しますか？ 

 

・いいえ。 

 

（Q4-3-1） 

「はい」の場合、特別な審査基準、マニュアル、又はガイドラインは、AI関連発明

の機能的クレームをどのように規定していますか？ 

 

・該当なし。 
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（Q4-3-2） 

日本では、審査ハンドブックで、AI関連発明の記載要件として、データ間の相関関

係が示されました。貴国では、同様の審査ガイドはありますか？ 

 

・いいえ。 

 

（Q4-3-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・いいえ。 

 

（Q4-4） 

CS関連発明等のうち、IoT関連発明の機能的クレームに関する特別な審査基準等が存
在しますか？ 

 

・いいえ。 

 

（Q4-4-1） 

「はい」の場合、特別な審査基準、マニュアル、又はガイドラインは、IoT関連発明

の機能的クレームをどのように判定或いは規定していますか？ 

 

・該当なし。 

 

（Q4-4-2） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・該当なし。 

 

（Q4-5） 

CS関連発明等のうち、BM関連発明の機能的クレームに関する特別な審査基準等が存

在しますか？ 

 

・いいえ。 

 

（Q4-5-1） 

「はい」の場合、特別な審査基準、マニュアル、又はガイドラインは、BM関連発明

の機能的クレームをどのように判定或いは規定していますか？ 

 

・該当なし。 

 

（Q4-5-2） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・該当なし。 
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（Q4-6） 

CS関連発明等のうち、AI関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈

は、権利行使時のクレームの解釈と同じですか？ 

 

・異ならない。 

 

（Q4-6-1） 

異なる場合には、AI関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈は、権

利行使時のクレームの解釈とどのように異なりますか？ 

 

・該当なし。 

 

（Q4-6-2） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・審査において、英国知的財産庁は、英国裁判所の最近の判決に沿って定期的に更新

されるManual of Patent Practiceに従うことになっている。 

 

（Q4-7） 

CS関連発明等のうち、IoT関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈

は、権利行使時のクレームの解釈と同じですか？ 

 

・異ならない。 

 

（Q4-7-1） 

異なる場合には、IoT関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈は、

権利行使時のクレームの解釈とどのように異なりますか？ 

 

・該当なし 

 

（Q4-7-2） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・審査において、英国知的財産庁は、英国裁判所の最近の判決に沿って定期的に更新

されるManual of Patent Practiceに従うことになっている。 

 

（Q4-8） 

CS関連発明等のうち、BM関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈

は、権利行使時のクレームの解釈と同じですか？ 

 

・異ならない。 

 

（Q4-8-1） 

異なる場合には、BM関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈は、

権利行使時のクレームの解釈とどのように異なりますか？ 

 

・該当なし。 
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（Q4-8-2） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・審査において、英国知的財産庁は、英国裁判所の最近の判決に沿って定期的に更新

されるManual of Patent Practiceに従うことになっている。 

 

（Q5）CS関連発明等の機能的クレームに記載要件等についての工夫 

 

（Q5-1） 

CS関連発明等の機能的クレームに実施可能要件（又は相当する要件）が適用される

場合に実務上、経験上の工夫はありますか？ 

 

・出願のクレームが、達成すべき結果によって限定される機能クレームの特徴を含む

場合、明細書は、研究活動を伴わずに所望の結果を達成するのに十分な指示を当業者

に提供する必要がある。この要件は、英国特許実務マニュアルのSection 14.72で規定さ

れている。特にコンピュータソフトウエア関連発明に特有の機能クレーム文言を使用

するための追加の実施可能要件はない。 

 

（Q5-2） 

CS関連発明等の機能的クレームにサポート要件（又は相当する要件）が適用される

場合に実務上、経験上の工夫はありますか？ 

 

・クレームがその機能に関して特徴を広く定義している場合、発明の詳細な説明には

理想的にはそのような特徴の複数の例を含める必要がある。発明の詳細な説明に単一

の例のみが含まれる場合、同じ機能に他の手段を使用できることが当業者には明らか

でなくてはならず、そうでない場合、機能的特徴のサポートが不十分であるとみなさ

れる場合がある。この要件は、英国特許実務マニュアルのSection 14.156に規定されて

いる。特にコンピュータソフトウエア関連発明に特有の機能的クレーム文言を使用す

るための追加のサポート要件はない。 

 

（Q5-3） 

CS関連発明等の機能的クレームに明確性要件（又は相当する要件）が適用される場

合に実務上、経験上の工夫はありますか？ 

 

・達成される結果によって定義される機能クレームの特徴は、次の場合にはクレーム

に含めるべきではない。 

a）その特徴が、クレームの範囲を不当に限定することなく、より正確に記載され得る

場合；又は 

b）その機能を発明の詳細な説明で指定される試験又は手順であって、単純な試行錯誤

のみを含む試験又は手順によって、直接かつ積極的に検証することができない場合。 

これらの状況のいずれかが起きた場合、クレームの特徴に明確性が欠けていると見ら

れる場合がある。この原則は、No-Fume事件463で確立され、英国特許実務マニュアルの

Section 14.120に記載されている。特にコンピュータソフトウエア関連発明で機能クレ

ーム文言を使用するための特有の明確性要件はない。 

  

                                                 
463 No-Fume Ltd v.Frank Pitchford Co Ltd, 52 RPC 231 
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（Q5-4） 

CS関連発明等の機能的クレームにその他の記載要件（又は相当する要件）が適用さ

れる場合に実務上、経験上の工夫はありますか？ 

 

・いいえ。 

 

（Q6）CS関連発明等のうち、特に、AI関連、IoT関連、及びBM関連発明に係るクレー

ムに関する実務上、経験上の工夫 

 

（Q6-1） 

学習モデルを含むAI関連発明のクレームに関し、学習モデルが学習方法でしか表現で

きない場合、クレームや明細書の記載で可能な工夫がありますか？ 

 

・英国では、コンピュータソフトウエアに関する全ての出願について、クレームが除

外された主題に関連していないことを証明する必要がある。英国知的財産庁はこの点

に関して非常に厳格である。 

現在適用されているテストは、Aerotel判決464によるAerotel/Macrossanテストである｡4

段階のテストは以下のとおりである。：  

（1）主張を適切に解釈する。 

（2）実際の貢献を特定する。 

（3）除外された主題のみに該当するかどうかを検討する。 

（4）実際の貢献又は主張された貢献が実際に技術的なものであるかどうかを確認する 

  

 段階（3）及び（4）で実行される評価は、ソフトウエアに対するクレームの許可又

は拒絶の判断にとって重要である。場合によっては、段階（3）と（4）の適用順序が

逆になることがある。 

 4番目の段階は、コンピュータが「技術的」であるため、コンピュータで実行されて

いるソフトウエアが除外の対象にならないという議論を防ぐために導入された。この

ような議論が認められるなら全てのコンピュータソフトウエアが特許保護可能という

ことになってしまう。 

 技術的貢献の存在を判断するために、英国裁判所はSymbian Ltdの出願[2009] RPC 1に

おいて5つのサインポストを提供した。裁判所は、厳格なテストを提供することが難し

いため、規則ではなく「サインポスト」に言及した。 

 

そのサインポストは次のとおりである。 

（i）クレームされた技術的効果が、コンピュータの外部で実行されるプロセスに技術

的効果を有するかどうか 

（ii）クレームされた技術的効果がコンピュータのアーキテクチャのレベルで動作する

かどうか、つまり、処理中のデータ及び実行中のアプリケーションに関係なく効果が

生成されるかどうか 

（iii）クレームされた技術的効果により、コンピュータが新たな方法で動作するよう

になるかどうか 

（iv）プログラムがコンピュータとしてより効率的かつ効果的に実行するという意味

で、コンピュータをより良いコンピュータにするかどうか 

（v）認識された課題がクレームされた発明によって、単に回避されるのではなく、克

                                                 
464 Aerotel Ltd v.Telco Holdings Ltd&Ors Rev 1 2007 RPC 7 
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服されるかどうか 

 

英国知的財産庁でソフトウエアの保護を取得しようとする場合、出願人は上記の5つの

サインポストの少なくとも1つをクレームが満たしていることを示す必要がある。した

がって、AI関連発明のクレームについては、5つのサインポストの1つを満たしていれ

ば、学習方法に対するクレームの許可を得られる可能性がある。 

 

サインポスト（ii）及び（iv）は、学習方法に対するクレームの作成に関連する場合が

ある。そのような主張をサポートするために、ソフトウエアがハードウエアとどのよ

うに相互作用するか、及び明確に説明された効果を正確に詳述することが推奨され

る。学習中にシステムを通過するデータの流れを示す図を含めると有用である。例え

ば、学習プロセス、データの保存場所、学習中にメモリからのデータにアクセスした

回数等を表示することである。 

これが不可能な場合、別のアプローチは、第1のサインポストに基づく議論を使用して

学習方法を保護することである。例えば、英国知的財産庁が明らかに「技術的」であ

ると見なしている分野（例えば、音声処理、コンピュータビジョン、コンピュータ外

部の装置の制御等）で学習されたニューラルネットワークを使用する場合、実世界の

データを学習への入力として使用するというクレームの手順が役立つかもしれない。

しかし、そのようなクレームの製品は学習済みモデルとなるため、英国知的財産庁は

しばしば拒絶理由通知を発行する。これに対処するには、モデルの学習に関するクレ

ームに加えて、新規の学習方法に従って学習済みモデルを使用する方法に関するクレ

ームを含めることを勧める。 

 

（Q6-2） 

学習モデルを含むAI関連発明のクレームに関し、学習モデルが機能（入力に対する

出力）でしか表現できない場合、クレームや明細書の記載で可能な工夫があります

か？ 

 

・上記のQ6-1で説明したように、クレームは少なくとも1つのサインポストを満たす必

要がある。 

特定のデータセット内の入力と出力、及びそれらの関係によって定義されるクレー

ムは、データが実世界のデータであり、技術的であるとみなされる分野の場合、サイ

ンポスト（i）を満たすことができる。何が技術的であるとみなされるかに関する英国

知的財産法は変化しているが、英国知的財産庁は欧州特許庁よりも保守的なアプロー

チをとる傾向がある。例として、データが財務データである場合、例えば株価は、ク

レームでそのような入力を定義しても、特許性の助けにならず、英国知的財産庁がク

レームに対してより否定的な見方をする可能性が高くなる。ただし、入力が、例えば

音声信号に関連する場合、このような限定はクレームがサインポスト（i）を満たすの

に役立つ。この問題に関する英国知的財産庁アプローチを理解するのに役立つ判例

は、ドリルビット設計時のシミュレーションのためのHalliburtonの出願に関する[2011] 

EWHC 2508(Pat);[2012] R.P.C.12である。この事件にはAIは含まれないが、発明はその

手順と入出力データの観点から定義されたアルゴリズムに関するものだった。英国知

的財産庁からの拒絶理由に応答する際、英国の弁理士はしばしばこの事件に依拠す

る。判決はデータの性質に強く依存したものであり、次のように述べている：「正し

い解釈に基づくと、クレームはコンピュータで実行されるシミュレーションプロセス

に限定され、そのため、コンピュータ実装方法である。当該技術に対する貢献の口頭



- 496 - 

 

 

審理担当官による認定は、正確であったが、一点追加すべきであるのは、それがドリ

ルビットを設計するためのコンピュータ実装方法であると述べることが重要であっ

た。認定は正しく狭い権利範囲のアプローチを用いており、精神的行為の除外は適用

されない。クレームに記載の方法は、純粋に精神的な手段では実行することはできな

い。また、このクレームはビジネス方法でもなく、ゲームを実施する方法でもなく、

純粋な数学的方法でもない。なぜならその数学的方法の対象となるデータが体的な事

物（ドリルビットの設計等）を表すようにクレームで限定されているためである。」 

この事件で特許可能とされたHalliburtonクレーム1の概要は以下のとおりである： 

「（i）最適なドリル設計パラメータでローラーコーンドリルビットを設計して、地層

に坑井を形成する方法であって、 

（ii）最初に、各ローラーコーンのコーンプロファイルと、少なくとも1つのドリル

ビット設計パラメータとを使用してドリルビットを設計すること…、 

（iii）前記最初のドリルビット設計による地層の掘削部分のシミュレーションをす

ること…、 

（iv）前記ドリルビットの少なくとも1つのドリルビット設計パラメータを変更する

こと、 

（v）前記変更されたドリルビット設計パラメータと少なくとも1つの掘削パラメー

タを用いて、地層の掘削部分をシミュレートすること、 

（vi）前記少なくとも1つのドリルビット設計パラメータを変更する前のドリルビッ

ト設計のシミュレートされた掘削性能と、少なくとも1回ドリルビット設計パラメータ

を変更した後のドリルビット設計のシミュレートされた掘削性能を比較すること；及

び 

（vii）前記方法の結果をリソースに出力すること、 

（viii）前記初期ドリルビット設計及び前記修正されたドリルビット設計パラメータ

を使用した前記地層の掘削部分のシミュレーションをすることが、それぞれ、 

（ix）各切断要素の3次元メッシュを計算すること、 

（x）シミュレートされた掘削で使用される地層の各部分の３次元メッシュを計算す

ること、 

（xi）選択した掘削時間間隔で、各切削要素と地層の各部分との相互作用をシミュ

レートすること、 

（xii）前記選択した掘削時間間隔中に、各切削要素の各メッシュセグメントと地層

のメッシュセグメント間の接触を決定すること、 

（xiii）前記選択した掘削時間間隔中の各切削要素の各メッシュセグメントの強制的

作用を計算すること、及び 

（xiv）切削領域と各切断要素のそれぞれの力のプロファイルを決定すること、を含

む、方法。」 

要約すると、入力及び出力を定義することで、入力及び／又は出力がモデルを特定

技術分野での動作に限定すれば、特許性の確立のために役立つ可能性がある。 
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（Q6-3） 

学習済みのモデル以外の特徴を持ったAI関連発明のクレームに関し、クレームや明

細書の記載で可能な工夫がありますか？ 

 

・上記のQ6-1で説明したように、クレームは少なくとも1つのサインポストを満たす必

要がある。したがって、クレームが1つ以上のサインポストを満たすのを助けるような

特徴が必要である。上記のQ6-2への回答欄に特許可能とされたHalliburtonクレームの概

要を提示した。このクレームを見ると、厳密には学習済みモデルの一部ではない特徴

をクレームに導入する手法も示されている。 

 

（Q6-4） 

学習済みモデルを機能的な観点から記載しているクレームに対して、審査官が機能

的であると指摘した実際の判例をご存知ですか？ 

 

・英国知的財産庁は、学習済みモデルに対するクレームがAerotelテストを満たしてい

るかどうかを主に検討し、通常上記のQ6-1で議論したサインポストを適用することか

ら、これは答えるのが難しい質問である。したがって、クレームが機能的であるとい

う拒絶理由はめったにない。その代わりに、審査官は、学習済みモデルがサインポス

トを満たさないことについて拒絶理由を発行する。 

 

（Q6-5） 

（AI関連発明、BM関連発明、IoT関連発明について）審査の実例をご存知で、開示

可能であれば、その実例の詳細を教えてください。 

 

・特定の事件の情報そのものを提供することはできない。ただし、とある特定の事件

の高いレベルの情報であれば提供できる。この案件には、3D画像データから物体の姿

勢を判定できるコンピュータビジョン方法とアルゴリズムが含まれていた。アルゴリ

ズムの手順は、クレームに記載されている。コンピュータビジョンの分野の発明に関

するクレームは、第1のサインポストを満たしている必要がある（Q-1を参照するこ

と）。しかし、審査官は、クレームは単にデータの操作に関するものに過ぎないた

め、第1のサインポストに対処していないと指摘した。この拒絶理由は、3D点群を受け

取る手順をクレームに含めることで克服された（審査官は、3D点群の取得を明示する

ことは要求しなかった。）。 

 

（Q6-6） 

貴国では、審査官は、機械学習の方法で特定された学習済みモデルの装置クレーム

やシステムクレームを、どのように審査しますか？ 

 

・英国知的財産庁の審査官がコンピュータソフトウエアに関連する出願を検討する場

合、クレームの形式に関係なく、審査官はAerotelテストに従い、おそらくサインポス

トを適用する（いずれも上記のQ6-1に記載されている）。 
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（Q6-7） 

貴国では、審査官は、機械学習の方法のクレームを、どのように審査しますか？ 

 

・英国知的財産庁の審査官がコンピュータソフトウエアに関連する出願を検討する場

合、クレームの形式に関係なく、審査官はAerotelテストに従い、おそらくサインポス

トを適用する（いずれも上記のQ6-1に記載されている）。 

 

（Q6-8） 

貴国では、審査官は、学習済みモデルを生産する方法のクレームを、どのように審

査しますか？ 

 

・英国知的財産庁の審査官が、コンピュータソフトウエアに関連する出願を検討する

場合、クレームの形式に関係なく、審査官はAerotelテストに従い、おそらくサインポ

ストを適用する（いずれも上記のQ6-1に記載されている）。 

 

（Q6-9） 

IoT関連発明の機能的クレームに関し、エッジコンピューティングやフォグコンピュ

ーティングを機能的に記載等で、実務的な工夫がありますか？ 

 

・英国のクレーム及び明細書は、Q6-1に関して上に記載したAerotelテスト及びサイン

ポストを考慮して作成する必要がある。実務的には、ソフトウエアがハードウエアと

相互作用する方法を完全に説明されるよう注意することが重要である。また、可能で

あれば、例えばコンピュータビジョン、機械の制御、物理システムの監視等、技術的

性質の特徴であると明確に考えられる発明の実施例を加え、特定の課題に適用される

発明の例を含めることが重要である。 

エッジコンピューティング、フォグコンピューティング又はクラウドベースのシス

テムでは、潜在的な侵害者の行動と、潜在的な侵害者に対するクレームの行使方法を

考慮することが重要である。例えば、ネットワーク全体ではなくネットワーク内の1つ

のデバイスによって実行される方法をクレームに記載することにより、出願人は侵害

訴訟においてより強力に行使できる特許を取得できる可能性がある。このようなクレ

ームは、「少なくとも1つのノードからデータを受信する」、「処理されたデータを少

なくとも1つのノードに提供する」等のように記載することで作成できる。 

また、英国知的財産庁では、「ダウンロード信号」に対するクレームを認めてい

る。ソフトウエアを運ぶ媒体を一時的でない媒体に限定することは必要ではない。 

 

（Q6-10） 

IoT関連発明で、時としてデバイス又はシステムクレームの代わりに方法クレームを

起草することはありますか？（例えば、方法クレームを用いて機能主体を敢えてぼか

す等） 

 

・通常、IoT関連発明について、方法とデバイス又はシステムの両方のクレームを作成

する。方法のクレームについては、我々は、列挙される方法の手順を、単一のデバイ

スによって又は単一の地理的領域内で実行される手順のみに限定するよう試みる。ど

の手順に限定するかは侵害の態様を検討することによって導かれる。これらの限定は

全ての主題にわたって共通であることが多い。 
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（Q6-11） 

BM関連発明の機能的クレームに関し、クレームや明細書の記載等で実務的な工夫が

ありますか？ 

 

・ビジネスを行う方法も、コンピュータプログラムに加えて、英国知的財産庁での特

許保護の除外対象です。実務上、これはサインポスト（i）に依拠することができない

ことを意味する（上記のQ6-1を参照すること）。代わりに、出願人は、ソフトウエア

が明細書及びクレームのハードウエアとどのように相互作用するかに実際に注目する

必要がある。実務上、英国知的財産庁でビジネス方法に関するクレームの許可を取得

することは非常に困難である。欧州特許庁よりも英国知的財産庁においてそのような

クレームの許可を得るのが難しいというのが私たちの経験である。 

 

（Q9）機能的クレームの記載要件の留意点等 

 

（Q9-1） 

英国には35 U.S.C. §112(f)に相当する規定はないが、これに関連して米国出願との出

願方式との相違点が存在しますか？ 

 

・審査には微妙な変更があるが、英国知的財産庁及び欧州特許庁に対するクレームの

準備方法に大きな違いはない。欧州で許可を得るには、クレームに参照番号を追加す

る必要があり、また、クレームを2部形式（two-part form）にする必要がある。ただ

し、この補正は出願後に行うことができる。 

英国知的財産庁は、米国とは異なるアプローチをとっている。英国知的財産庁と欧

州特許庁はどちらも、本発明の技術的実体に注目する。つまり英国知的財産庁では、

技術的な貢献が特定され、また欧州特許庁では技術的な課題に対する技術的な解決策

を提供するかどうかが検討される。したがって、英国知的財産庁と欧州特許庁の両方

で、クレームの実際の形式自体が許可・拒絶を決めるものではない。例えば、米国で

は、プロセッサとメモリをクレームに導入して、拒絶理由のリスクを克服するようア

ドバイスされている。ただし、英国知的財産庁及び欧州特許庁では、このようなクレ

ームの補正は特許性の付与に役立たないだろう。英国知的財産庁及び欧州特許庁での

クレームにおいてプロセッサとメモリを追加することは、プロセッサとメモリとの相

互作用が説明され、この相互作用が技術的貢献又は解決策を提供する方法についてさ

らに議論されるのであれば、役立つ。 

さらに、英国知的財産庁と欧州特許庁はどちらも、現時点では、自然言語処理

（NLP：natural language processing）の分野での開発を技術的であると見なすことに消

極的である。米国特許庁では、NLPの開発の保護を認めている。 
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（Q9-2） 

英国独自の明確性要件及びサポート要件に照らして、クレームと明細書の作成に関

する実践的なヒントはありますか？ 

 

・Manual of Patent PracticeのSection 14.156に記載されているように、特徴の1つの例の

みが発明の詳細な説明で与えられている場合でも、当業者が、同じ機能を他の手段を

使用して実現できることを理解できる場合、その機能に関して特徴を広く定義するク

レームは許容される。ただし、出願の内容全体が、機能が特定の方法で実行されると

いう印象を伝えるようなものであり、代替手段が想定されることを示唆しない場合、

また、機能を実行する他の手段、又は全ての手段を網羅するようにクレームが規定さ

れた場合、拒絶理由が生じる可能性がある。さらに、発明の詳細な説明で単に他の手

段を採用できることを曖昧な言葉で述べているだけでは、それらが何であるか、又は

どのように使用されるかも合理的に明確でない場合は十分ではない場合がある。 

 

実際には、代替手段を使用して機能クレームの特徴を実行できることを明細書で確実

に記載するために、機能を達成する手段の説明に複数の例を含めることが好ましい。 

 

（Q9-3） 

英国出願の機能クレーム文言による拒絶を回避するためのクレーム及び明細書の作

成に関する実践的なヒントはありますか？ 

 

・達成される結果によって定義される機能クレームの特徴は、通常、次の場合を除き

許可されない。 

a）クレームの範囲を不当に制限することなく、その機能をより正確に説明することが

できない場合、かつ 

b）その特徴が、発明の詳細な説明で指定された試験又は手順によって直接かつ積極的

に検証でき、単純な試行錯誤のみで検証できる場合。 

 

これらの状況のいずれかが発生した場合、クレームの特徴に明確性が欠けていると

みなされる場合がある。これらの要件は、No-Fume事件465で確立されており、英国特許

実務マニュアルのSection 14.120に記載されている。 

 

実務上では、クレームが例外b）に該当することを確実にするために、明細書に適切

な指示を含めて、当業者が日常の試験手順によってクレームの結果を検証できるよう

にすることを勧める。 

 

  

                                                 
465 No-Fume Ltd v Frank Pitchford Co Ltd, 52 RPC 231 



- 501 - 

 

 

（Q13）CS関連発明等の機能的クレームに関する法律や審査基準等の歴史的変遷につ

いて 

 

（Q13-1） 

CS関連発明等の機能的クレームに関する、1970年以降の法律や審査基準等の改訂等

について、その「年」、「法律や審査基準等の名称及び記載箇所又は条文番号」、

「改訂等の内容（抜粋）」、「改訂等に影響を与えた判決等」及び「改訂された理

由や背景」を記入してください。 

 

・英国特許法（1977年法）では、機能的クレーム言語は明示的に規定されていない。

Section 14(5)(b)に記載されているクレームの要件は、特許法が制定されてから変更され

ていない。 

上記のように、Manual of Patent PracticeのSection 14.72は、機能的クレーム文言に特

に関連している。特許業務マニュアルのこのセクションは、英国知的財産庁によって

マニュアルの更新記録が開始された最初の日付である2015年1月から変更されていな

い。 

 

（Q14）CS関連発明等の機能的クレームに関する法律や審査基準等の今後の動向につ

いて 

 

（Q14-1） 

CS関連発明等の機能的クレームに関する法改正等の予定がありますか？ 

 

・英国では、特許法はPatents Act (1977)に定められている。特許法（1977年法）は、

2017年に最後に改正された。我々の知る限り、近い将来、特許法（1977年法）に改正

の予定はない。 

 

英国知的財産庁の英国特許実務マニュアル（Manual of Patent Practice（英国特許実務

マニュアル））には、英国の特許法、実務、及び手続きの詳細な概要が記載されてい

る。Manual of Patent Practiceは、他の特許庁の審査ガイドラインに相当する。英国特許

実務マニュアル（Manual of Patent Practice）には、特許法（1977年法）の条文が列挙さ

れており、各規定の解説、Patents and Design Journalからの公式通知、判例法の要約が

含まれている。英国特許実務マニュアル（Manual of Patent Practice）は、英国法におい

てそれ自体による法的地位を持たず、実務家及び英国知的財産庁の審査官及び役員に

よる法律の適用に対する権威あるガイドとしてのみ機能する。 

 

英国特許実務マニュアルは定期的に（通常3か月ごとに）更新され、最新の更新は

2020年1月2日に行われた。特許法（1977年法）の規定に関連する英国知的財産庁での

審理後の判決及び決定は、発行後すぐに更新された英国特許実務マニュアルに編入さ

れる場合がある。更新の性質は、判決が発行された時期、これらの判決の重要性等の

様々な要因に依存する。したがって、近い将来、コンピュータソフトウエア関連発明

又は機能的クレーム文言の要件が更新されるかどうかを確実にコメントすることは困

難である。 

 

我々の知る限り、コンピュータソフトウエア関連発明に関し、近い将来英国特許実

務マニュアルに含まれる可能性のある進行中の訴訟はない。 
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英国知的財産庁での審理後に発行された以下の判決はコンピュータソフトウエア関

連発明に関係しており、英国特許実務マニュアルの次のバージョンに含まれる可能性

があると考える。 

 

BL O/112/18は、出願人Landmark Graphics Corporationによる7つの出願に関する判決

である。これらの出願は、地下地質のモデルを操作し、地下構造の視覚的表現の様々

な態様を修正又は改善するためのコンピュータ実装方法に関連している。本件の出願

人は、Aerotelが要求する技術的貢献度を評価するアプローチは裁判所の判断と一致し

ない可能性があり、本件発明はVicom及びHalliburtonで特許性が認められた発明と類似

していると主張していた。口頭審理担当官は、発明が特許適格性除外対象ではないこ

とに同意した。口頭審理担当官は、「発明が適格性の除外対象であることを証明する

責任は審査官にある。そのような拒絶理由が発行された場合、これを克服するため

に、出願人は［発明］が特許可能な主題に関するものである可能性を示すだけでは不

足である。言い換えれば、審査官と出願人の両方が、単に自分の見解が正しいと述べ

る以上のことをしなければならない。」と述べた。口頭審理担当官はまた、自身の判

断基準を以下のように規定した：「これらの7つの出願のそれぞれについてそのような

実質的な疑念があるかにかかわらず、出願人が彼らの発明に特許性があるという合理

的な証明を提示した場合は、審査官は出願人の主張に沿って決定を下さなければなら

ない。」。その結果、口頭審理担当官は、合理的な疑いがない限り、疑わしい点を出

願人の有利に解釈すべきであるという原則に同意した。この事件では、口頭審理担当

官は、コンピュータによって実行されるタスクの貢献を適切に考慮し、そのタスクが

除外されたカテゴリーの外にあるかどうかを判断して、コンピュータ実施発明の実際

の貢献を評価するアプローチを採用した。特に、口頭審理担当官は、「実行されたタ

スクが、例えばコンピュータプログラムの場合など、除外された領域にある場合であ

っても、HHJ Birss判事がHalliburtonの段落37で判示したように、コンピュータの実行に

関する技術的な課題を解決するプログラムは一般にSection 1(2)で除外されないため、

それだけでは検討は完了しない。」と記載している。口頭審理担当官はさらに、「裁

判所がコンピュータ利用発明の技術的貢献を特定し、実行されたタスクが除外カテゴ

リーに含まれると認定したが、裁判所によってまだ検討されていない技術的貢献が見

つかるその他の領域が存在する可能性がある。」と記載している。AT&T/CVONのサ

インポストを参照した。つまり、この判決は、英国知的財産庁に反論を提示するとき

に使用できる追加の争点を出願人に提供する。ただし、この判決が英国の今後の実務

にどの程度影響するかは明確ではない。特に、2018年に発行されたにもかかわらず、

この判決が2020年1月の英国特許実務マニュアルで言及されていないことは注目に値す

る。それにもかかわらず、最近のBL O/017/20の判決（下記を参照すること）で、口頭

審理担当官はLandmark Graphics事件を引用し、出願人に有利な判決を下し、その貢献

は特許性適格であると結論付けた。 

 

BL O/017/20は、タッチ・スクリーンを介して検出されたユーザ入力をコンピューテ

ィングデバイスに意図したものとより厳密に一致させることに関する発明に関する。

この発明は、手書きストロークを処理して入力単語の候補を決定し、それらをスペル

チェックし、候補単語とスペルチェック単語の両方の加重スコアに基づいて結果をラ

ンク付けすることにより動作する。ランク付けされたリストがユーザに表示され、ト

ップランクの結果がデバイスで実行されているソフトウエアアプリケーションへの入

力として提供される。口頭審理担当官は、4段階のAerotelテストに従って、技術的な貢

献があったかどうかを判断した。口頭審理担当官は、HTC v. Appleで修正された関連す
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るAT&Tサインポストを適用し、Landmark Graphicsで検討されている貢献の幅と技術分

野を検討した。この結果、この貢献は必要な技術的効果を有し、特許性適格であると

判示された。 

 

BL O/774/19は、複数の施設、構造物、船舶、又は海洋の石油田及びガス田等の海洋

環境で動作し得る他のリソース（すなわち、オペレータ又はエンティティ）間でデー

タを共有するためのネットワーク化システムの発明に関する。海洋分野では、時間の

経過とともに異なる操作を行う複数のオペレータが関与する場合がある。オペレータ

（生産船、海洋構造物、支援船、耐震船等）は、運用計画を調整し、競合や問題を予

測し、障害物、天候、及びその他の条件に由来する脅威から防御する必要があり、そ

れにより海洋分野での全ての作業を効率的に完了することができる。発明は、オペレ

ータの動作をより効率的にするため操作を調整するように、オペレータの異なる操作

間の関連性を判別する。口頭審理担当官は、Aerotel/Macrossanテストを適用すると、発

明がコンピュータプログラム自体及びビジネス方法そのものとしての除外対象にはな

らないことを認めた。 

 

BL O/611/19は、顧客（ユーザ）と業者との間で取引を行うための特定の場所でユー

ザを識別することに関する発明に関連するものである。業者とユーザが支払い処理シ

ステムに登録し、ユーザ画像に基づいて顔のテンプレートを確立する。ユーザはユー

ザコンピューティングデバイスを介して支払いアプリケーションにサインインし、業

者ビーコンデバイスから識別子を受信して、支払い処理システムに送信する。支払い

処理システムは、業者のビーコンデバイスの動作範囲内で支払いアプリケーションに

もサインインしている他のユーザの顔テンプレートを業者のカメラデバイスに送信す

る。業者のカメラデバイスは、取り込まれた顔画像を受け取った顔テンプレートと比

較して、ユーザを識別する。マーチャントPOSデバイスオペレータは、ユーザのアカ

ウントを選択する。業者POSデバイスは、取引の詳細を支払い処理システムに送信

し、支払い処理システムは、発行者システムとの取引を処理する。支払い処理システ

ムは、取引認証要求の承認を受信し、領収書を業者のPOSデバイスに送信する。

Aerotel/Macrossanテストを適用することにより、口頭審理担当官は、クレームの発明が

コンピュータプログラム自体及びビジネス方法自体として除外されていないことを認

めた。 

 

BL O/461/19は、複数のスポーツウォッチから収集されたデータを使用してイベント

を作成及び結合できるシステム及び方法に関するものである。各スポーツウォッチは

スポーツ固有のデータを収集し、提示されたデータを比較するリモートコンピュータ

にデータを送信する。共通のコンテキストを示すデータが見つかった場合、コンピュ

ータはイベントを作成することができる。作成されたイベントは、ユーザが承認又は

拒絶することができる。容認されると、ユーザは心拍数データ等のデータをリアルタ

イムで共有することができる。口頭審理担当官は、Aerotelで定められた4段階のアプロ

ーチを適用し、クレームの発明はコンピュータのプログラム及びビジネスを行う方法

そのものとして除外されるものではないと判断した。 

 

BL 0/346/19は、プロセス制御データの管理にの発明に関するものである。フィール

ドデバイスからのプロセスデータは、対応する電子デバイス記述言語（EDDL）ファイ

ルを使用してプロセスデータを表示するワークステーションに提供される。当該発明

は、EDDLファイルの役割の一部を引き継ぐことができる標準化された形式の記述子フ
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ァイルを使用して、プロセスデータを格納するための標準化された共通ファイルフォ

ーマットを提供することにより、EDDLで参照されるプロセスデータの場所を特定する

ためにデータベースを検索する際の課題を克服することを目的とする。口頭審理担当

官は、Aerotel/Macrossanの4段階テストを適用し、AT&T/CVONのサインポストを検討

し、その貢献がコンピュータプログラムそのものとしての除外対象ではないことを認

めた。 

 

BL 0/286/19は、競合をチェックしながら、マスターから複製物に構成の変更を伝播

することによる技術機器の構成の発明に関するものである。口頭審理担当官は、この

発明には技術的な貢献が存在するため、コンピュータプログラムそのものとしての特

許性除外対象ではないと結論付けた。 

 

 

（Q14-2） 

「はい」の場合、以下にについて記入をお願いします。 

改正、改訂予定の「法律や審査基準等の名称」及びその「改正、改訂の方向性」に

ついて記入をお願いします。特に、AI、IoT、BM関連技術の審査基準等に関するト

ピックスがあれば、記入をお願いします。 

 

・該当なし。 

 

（Q15）CS関連発明等の機能的クレームに関する審決や判決の歴史的変遷について 

 

（Q15-1） 

CS関連発明等の機能的クレームに関する1970年以降（米国、欧州、英国及びドイツ

については、特に、2010年以降について）の代表的な審決や判決について、その

「年」、その「名称」（事件名及び番号）、「概要」（3行程度で審決又は判決のポ

イントを説明）、「判決文のURL」を記入してください。近年の審決や判決の動向

がわかる程度に、最近の審決や判決についても記入ください。また、その中で重要

と思われるもの（特に審査基準等や審査実務に影響を与えた／与えるものや近年の

動向を理解する上で必要なもの）には「重要」の欄にチェックをしてください。侵

害訴訟の判決についても、CS関連発明等の機能的クレームの解釈や技術的範囲の判

断で重要と考えられるものがあれば、ピックアップをお願いします。 

 

Rovi Solutions Corporation&Anor v. Virgin Media Ltd&Ors [2014] EWHC 1559 

この判決は、「特定の機能を実行する「ための」装置」という用語の解釈に関す

る。裁判官は、この特定の事件において、コンピュータ化されたデバイスは「特許の

装置クレームに記載されたプロセスを実施可能な性能を有するが、特定の方法でプロ

グラムされない限りは当該プロセスを実施できない」と結論付けた。裁判官はさら

に、当該装置が記載される「プロセスに「適している」と見なすことはできない」と

結論付けた。 

URL：https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2014/1559.html 

実質的な影響：はい。この判決は、コンピュータで実施される発明に関して「・・・

のための」という用語の解釈に光を当てる。 

ランドマークケース：画期的な事件ではない。 

クレーム解釈において重要か？：重要である。 

 

https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2014/1559.html
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Schenck Rotec GmbH v. Universal Balancing Limited [2012] EWHC 1920 

この判決は、「・・・のために」という用語の解釈と、設計者及び／又は侵害者の

意図が問題となるかどうかに関する。 

URL：https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2012/1920.html 

実質的な影響：はい。この判決は、製品クレームについては、「・・・のために」と

いう用語は、欧州特許記載の慣習の下ではほとんど常に「・・・に適した」を意味す

ることを説明している。使用クレーム又は方法クレームについては、記載の規定が異

なり、「・・・に適した」という用語について異なる検討事項が必要となる。 

ランドマークケース：画期的な事件ではない。 

クレーム解釈において重要か？：重要である。 

 

Menashe Business Mercantile Ltd. &Anor v. William Hill Organization Ltd. [2002] EWHC 397 

これは、コンピュータ実施発明に関して重要な英国の事件であり、特許によって保

護されているシステムの一部又は方法の手順が別の管轄区域で実施される場合の課題

を浮き彫りにする。 

URL：https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2002/1702.html 

実質的な影響：影響を与える。 

ランドマークケース：画期的な事件である。 

クレーム解釈において重要か？：重要ではない。 

 

IGT/Acres Gaming Inc.の出願[2008] EWHC 568 

この事件は、コンピュータ実施発明とビジネス方法において、明確性の問題が重要

であることを示しています。特に、明細書の内容を詳細に分析しなくても、クレーム

の有用性は十分に明確であるとされました。 

URL：https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2008/568.html 

実質的な影響：影響を与える（英国特許実務マニュアル Section 14.129.1はこの事件に

言及している）。 

ランドマークケース：画期的な事件ではない。 

クレーム解釈において重要か？：重要ではない。 

 

Nikken Kosakusho Works v. Pioneer Trading Co. [2006] FSR 4 

この事件では、機能的クレーム文言に関連して重要になりうる問題、すなわちクレ

ーム内の文言の意味が、どの程度本発明の課題の範囲を参照して定量又は説明できる

か、について議論している。 

URL：https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2005/906.html 

実質的な影響：影響を与える。 

ランドマークケース：画期的な事件ではない。 

クレーム解釈において重要か？：重要ではない。 

 

Actavis v. Lilly [2017] UKSC 48 

この事件は、製品又はプロセスが特許のクレームの範囲内に収まる態様が2種類存在

し、（i）クレームの文言の通常の解釈の結果クレーム範囲内にある場合か、又は（従

来の判例を変更して）（ii）クレームされた発明の重要でない変形を構成するものであ

る場合、のいずれかであればよい事を確立した。 

URL：https://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2017/48.html 

実質的な影響：影響を与えない。 

ランドマークケース：画期的な事件である。 

https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2012/1920.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2002/1702.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2008/568.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2005/906.html
https://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2017/48.html
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クレーム解釈において重要か？：重要である。 

 

Icescape Ltd v. Ice-World International BV&Ors [2018] EWCA Civ 2219 

本件は、Actavis後、最初に確立された原則の適用が要求された重要な事件だった。

裁判官は、原則の有用な要約を提供した。 

URL：https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/2219.html 

実質的な影響：影響を与えない。 

ランドマークケース：画期的な事件である。 

クレーム解釈において重要か？：重要である。 

 

Regen Lab SA v. Estar Medical Ltd&Ors [2019] EWHC 63 

この事件において、裁判官は、Actavisを考慮して目的によるクレーム解釈にアプロ

ーチする方法をさらに検討する必要があった。 

URL：https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/2219.html 

実質的な影響：影響を与えない。 

ランドマークケース：画期的な事件である。 

クレーム解釈において重要か？：重要である。 

 

L’OréalSA v. RN Ventures Ltd [2018] EWHC 173 

この訴訟では、Actavisで最初に提起された問題が検討されている。つまり、均等論

の文脈でクレームの範囲を確立できるか否かの判断において、特許の審査経過への参

照が許可されるかどうかという問題である。 

URL：https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2018/173.html 

実質的な影響：影響を与えない。 

ランドマークケース：画期的な事件である。 

クレーム解釈において重要か？：重要である。 

 

Generics (UK) Ltd trading as Mylan v. Yeda Research and Development [2017] EWHC 2629 

この事件は、Actavisで確立された原則が（Actvisの侵害とは対照的に）新規性の評価

に関して、クレームの解釈に等しく適用されるかどうかを検討した。 

URL：https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2017/2629.html 

実質的な影響：影響を与える。 

ランドマークケース：画期的な事件ではない。 

クレーム解釈において重要か？：重要ではない。 

  

https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/2219.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/2219.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2018/173.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2017/2629.html
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（Q15-2） 

上記回答にて「重要」にチェックをした審決又は判決について、「名称」（事件名

及び番号を再掲）、「選定理由」（審査基準等や審査実務に与える影響等、重要と

考えた理由）、「判決文の抜粋」（審決文又は判決文のうち重要な部分（判示事

項）を抜粋。複数ある場合は複数全て抜粋）を記入してください。また、背景、事

件の概要、判決の意義、今後の影響等の「解説」の記入をお願いします。侵害訴訟

の判決では、クレーム解釈や技術的範囲の判断で重要と考えられる部分についても

抜粋し、解説をお願いします。 

 

Rovi Solutions Corporation&Anor v. Virgin Media Ltd&Ors [2014] EWHC 1559 

選定理由：この判決は、「特定の機能を実行する「ための」装置」という用語の解釈

に関連している。裁判官は、この特定の事件では、コンピュータ化されたデバイスは

「特許の装置はクレームに記載されたプロセスを実施する能力を有するかもしれない

が、特定の方法でプログラムされない限り当該プロセスは実施できない」と結論付け

た。裁判官はさらに、この装置は記載される「プロセスに「適している」と見なすこ

とはできない」と結論付けた。裁判官はさらに、「ための」という用語が「に適し

た」を意味すると解釈される場合、「多数のコンピュータに基づく特許がこの論点に

対して脆弱になるだろう」と指摘した。 

判決文の抜粋・解説：この事件では、裁判官は、特定の機能を実行する「ための」装

置は、その機能を実行するの「に適した」ものとして解釈されるべきであるという主

張に直面した。その解釈を採用することを拒絶して、裁判官は次のように指摘した。 

「この争点を有効と認めてしまうのであれば、コンピュータに基づく多くの特許は、

この争点に対して脆弱となる可能性がある。又は、非常に多くのコンピュータが、例

え特許された活動を再現するように構成されていなくても、他の特許を侵害し得る。

理論的には、それらを再現させる能力があったからという事実だけで、そのような装

置が侵害を構成することとなる。非常に驚くべき結果を招くであろう。」 

次いで、裁判官はQualcom Inc v. Nokia Corp [2008] EWHC 329の判決から以下のよう

に引用した。 

「（本件判事は）その表現を検討するにあたり、特許の目的「に適した」ものにする

ために、物理的な変更を必要とする装置と必要としない装置を想定して検討した。裁

判官は次のように述べた： 

「73．それにもかかわらず、特定の言葉の意味を成文化すると言われる解釈のいかな

る原則にも非常に注意する必要がある。おそらく、この特定の事件でより重要なの

は、「に適している」という意味を、度を越して解釈しないことである。Thomas 

Hinchliffe氏とQualcommの324特許に関する事件を弁護したAntony Watson QC氏は、単

に装置の電源が切れたからといって侵害が止まることはないという前提から弁論を開

始した。したがって、パンを焼くための装置は、電源に接続されているかどうかに関

係なく侵害する。彼は、これはほんの一例であり、特定の機能を実行するように容易

に変更できる場合、その機能を実行するのに装置は依然として適しているという一般

原則が存在すると述べた。Silverleaf氏は、必要なのが電力の供給のみである場合、ク

レームが侵害されることを容認した。しかしながら、彼は、「に適した」という文言

は装置への変更まで含むとは企図されないと主張した。」 

「74．私はSilverleaf氏が正しいと考える。トースターに電力を供給しても装置は変わ

らず、既にある装置を使用するだけである。いずれの事件でも、問題は、現状の装置

がそのように使用するのに適しているかどうかである。装置を使用する前に物理的な

変更を行う必要がある場合、一応、使用に適しておらず、侵害もない。」 
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Rovi Solutionsの裁判官は、関連するコンピュータ化されたデバイスについて次のと

おり結論付けた。 

「特許の装置クレームに記載されているプロセスの実施が可能かもしれないが、特別

な方法でプログラムされていない限り、実施されない。プログラミング（ファームウ

エア、オペレーティングシステム、又は個別のソフトウエアプログラム）は、

［Qualcomm事件］の物理的な変更と同等である。［…］適切なプログラミングがなけ

れば、装置は特許のプロセスに「適している」と見なすことはできない。」 

クレーム解釈等における重要部分：この判決は、コンピュータ実施発明に関する「た

めの」装置という用語の解釈に光を当てた。特に、裁判官は、コンピュータ化された

デバイスは「特許の装置クレームに記載されたプロセスの実施が可能であるが、特定

の方法でプログラムされない限りそうしない」と結論付けた。裁判官はまた、当該装

置は記載される「プロセスに「適している」と見なすことはできない」と結論付け

た。 

 

Schenck Rotec GmbH v. Universal Balancing Limited [2012] EWHC 1920 

選定理由：この判決は、「・・・のための」装置又は「・・・のための」方法という

用語の解釈に関連している。 

判決文の抜粋・解説：この事件では、裁判官はこの問題をさらに検討し、設計者及び

／又は侵害者の意図が解釈に影響し、コメントできるかどうかも検討した。 

「欧州特許には明確な記載の慣習がある。製品クレームでは、結果を達成するための

装置という文言は、ほとんど常に「に適した」を意味する。当業者は、その慣習を知

っているであろう。この文脈では、「に適した」は、その機能を「実行できる」又は

「実行できなくはない」ことを意味する。このような文言は難しい事実問題を引き起

こす可能性があるが、ひとつ言えることは、そのような主張を満たすために、デバイ

スは変更を伴わずにそうすることができなければならないということである。 

「に適した」の問題は、使用クレーム又は方法クレームを検討している場合で異な

る。一つには、記載の慣習が異なるが、2つの条件の間では検討事項自体が異なる。例

えば、物品の製造方法に対するクレームについては、その方法の実施者が存在しても

よく、方法の意図をその人に合理的に帰属させることができる。［…］。「プリセッ

ト」や「所定の」等の言葉は、「に適した」とは異なる問題を提起する。 

製品クレームに意図を読み込むことは、問題を引き起こす可能性がある。製品クレー

ムに関連する独占権は絶対的である。一次侵害の定義には意図への言及はない。推定

侵害者の意図が論点に影響を及ぼす場合は、法はその点を明確に規定している（1977 

年法の60(1)(a)及び(c)と60(1)(b)及び60(2)を比較すること）。さらに、所与の目的の

「ために意図された」と解釈されるクレームを満たすためには、どのような意図が必

要であろうか？無思慮だった場合はその要件を満たすのだろうか？そのようなクレー

ムに対して、先行技術の判定はどうすべきだろうか。特に製品の製造者、販売者、又

はユーザが先行技術製品の用途を知らなかった場合はどうだろうか？」 

クレーム解釈等における重要部分：この判決は、製品クレームについて、「・・・の

ための」という用語はほとんど常に、欧州特許の起草の慣習に従って「・・・に適し

た」を意味することを説明している。使用クレーム又は方法クレームを検討する場

合、起草の慣習が異なり、「に適した」という用語は異なる検討事項を必要とする。 
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Menashe Business Mercantile Ltd. & Anor v. William Hill Organization Ltd. [2002] EWHC 

397 

選定理由：この事件は、コンピュータ実施発明に関連して重要な英国の事件である。

この事件は、控訴裁判所に提訴された。 

判決文の抜粋・解説：Menasheは、ホストコンピュータ、端末コンピュータ（複数の場

合もある）、それらの間の通信手段、及び端末コンピュータを操作するプログラム手

段を必要とするゲームシステムの特許を所有していた。William Hillは、英国の有名な

ブックメーカーであり、コンピュータを持っている英国の消費者が利用できるゲーム

システムを運営していた。消費者には、CD又はインターネットからのダウンロードに

よってプログラムが供給された。これにより、消費者のコンピュータはWilliam Hillの

システム用の端末コンピュータになった。William Hillのホストコンピュータとインタ

ーネット経由で通信しているとき、Menasheはシステム全体が特許の範囲内にあると主

張した。 

William Hillは、ホストコンピュータを海外（アンティグア）に置いていたため、侵害

することはできないと主張した。裁判所に対する質問は以下のとおりだった： 

「それ以外の点では侵害が認められるとしても、訴訟中の特許クレームに含まれるホ

ストコンピュータが英国外に存在しており、特許のクレームに記載される残りの装置

に接続されている、という主張は特許法1977年法のS.60(2)［間接侵害を扱う条文］に

基づく侵害の主張に対する抗弁として有効だろうか。」 

問題は控訴裁判所に持ち込まれ（Menashe Business Mercantile Ltd. & Anor v. William Hill 

Organization Ltd. [2002] EWCA Civ 1702）、最終判決は侵害があったと第一審の裁判官

に同意したが、その理由付けに同意しなかった。第一審の裁判官は、問題となる問い

は、侵害が効力を発生した場所がどこであったか、であると判断した。これは十分で

はなかった。控訴裁判所は、単に効果の一部をもたらすのではなく、実際に英国で発

明を有効に実施しなければ侵害とならないと結論付けた。裁判所は以下のように説明

した： 

「ホストコンピュータが海外（アンティグア）にあり、ターミナルコンピュータが

英国にある場合、クレームに記載のゲームシステムの使用者を問うことが適切であ

る。その答えは顧客でなければならない。どこでそれを使用するのか？英国で端末を

使用していることは間違いなく、英国でホストコンピュータを使用していると言うの

は文言の誤用ではない。顧客にとって重要なのはホストコンピュータへの入力と出力

であり、アンティグアに位置しアンティグアで動作している場合でも、実際には顧客

は英国のホストコンピュータを使用する。このような状況では、ホストコンピュータ

がアンティグア等にある場合でも、英国の顧客がクレームに記載のゲームシステムを

英国で使用すると結論付けることは、「使用」という言葉を曲解するものではない。

したがって、英国の顧客への英国でのCDの供給は、英国で発明を実施することを意図

するものとなる。」 

この問題は、より最近（2017年）Illumina, Inc v. Premaitha Health Plc [2017] EWHC 

2930において確認され、裁判官は、自動処理のためデータを送信することにより、台

湾で方法の手順が実行されるDNA分析特許の侵害について検討した。裁判官は次のよ

うに述べた： 

「私の判断では、重大な問題は、［プロセス］を実質的にどこで使用するかである。

答えは英国である。実質的には、「サンプル中の胎児由来の核酸を検出する方法」

（Lo 1）、「胎児の異数性を検出する方法」（Quake）、及び「出生前診断を実施する

方法」（Lo2/3）は英国の研究所で実施され得る。血液検査は英国で行われ、シーケン

シング機は英国で稼働し、そのようにして得られた情報が台湾に送信され、所定の自
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動コンピュータ処理が適用される。コンピュータ処理の出力は、英国で使用するため

に英国に送り返される。 

Aldous LJがMenasheで言ったように、コンピュータがどこにあるかは関係ない。この

プロセスは、実質的に英国で稼働されている。デジタル送信の容易さとオフショアコ

ンピュータ処理の能力を考えると、これ以外の判決であった場合、この種の特許の侵

害を回避することは非常に簡単になってしまうというIlluminaの提案を受け入れる。」 

一方、第3の同様の調停事件（Research In Motion UK Ltd v. Motorola Inc [2010] EWHC 

118）では、問題の特許クレームの事実認定と権利範囲のいくつかの重要な違いにより

異なる結果がもたらされた。 

この事件では、クレームは「ゲートウェイシステムの操作方法」に対するものだっ

た。これは、システム全体の特定の部分、つまりカナダに拠点を置く特定のサーバに

関連し、残りのシステムは英国に拠点を置くことが判明した。裁判官はMenashe事件と

主席裁判官Aldousの「この方法を使用するのは誰か？」また「どこで使用するの

か？」という質問を考慮した。クレームは特定のサーバに関連しているため、裁判官

はサーバがカナダのRIMによって使用されたと結論付けた。したがって、英国では侵

害はありませんでした。 

クレーム解釈等における重要部分：控訴裁判所は、英国での侵害については、実際に

英国で発明を実施しなければならないと結論付けた。 

 

IGT/Acres Gaming Inc.の出願[2008] EWHC 568 

選定理由：この事件は、明確性に関して英国特許実務マニュアルによって引用されて

いる。 

判決文の抜粋・解説：裁判官は次のように指摘した。「特許クレームは、「主題が許

す限り」明確であることが望ましい。出願文書の本文全体に注意を払うことにより、

クレームの最も可能性の高い解釈に到達することが可能かもしれないが、審査段階で

は、解釈可能というだけでは十分ではない可能性がある。より高い基準が必要となる

場合がある。現実には、産業界は多数の特許を検討する必要があり、実務上は、最も

広いクレーム及び図面を見る以上のことをするのに十分な時間がないかもしれないこ

とを覚えておくべきである。クレームが実際に出願文書全体の文脈で読んだときの実

際の意味と矛盾する意味を持っているように見える場合、読み手に誤解を与える可能

性がある。したがって、クレームは不明確であり、不明確さが回避可能な場合、特許

法1977年法のSection 14(5)(b)に基づいて拒絶理由が生じる。」 

クレーム解釈等における重要部分：この判決により、クレームは発明の詳細な説明に

照らして解釈されるが、クレームが実際に文書全体の文脈で読んだときに実際の意味

と矛盾する意味を持つようであれば、そのクレームは、読み手がその範囲に関して誤

解する可能性があるため、Section 14(5)(b)の下では不明確であり、拒絶理由が生じるこ

とがある。［英国特許実務マニュアル Section 14.129.1］ 

 

Nikken Kosakusho Works v. Pioneer Trading Co. [2006] FSR 4 

選定理由：この事件は、明確性に関して英国特許実務マニュアルによって引用されて

いる。 

判決文の抜粋・解説：この事件は、クレームにおける文言を定量又は説明するにあた

って、本発明の目的の範囲を参照することがどの程度許されるかを検討するものであ

る。所与の例は、オーバヘッドプロジェクタ用のスライドをマスクするように設計さ

れた製品に関して「不透明」の意味を決定するため、発明の全体的な目的に依拠して

いた。裁判官は、不透明度の解釈の補助としてマスキング機能を使用することは容認
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できるという認定を承認した。ただし、裁判官は明確性が十分である場合にのみこれ

が満たされることを指摘した。特に裁判官は次のように述べた：「発明の目的を参照

することにより単語の意味を定量又は詳述する場合、それらの目的は明確であるべき

である。さもなければ、クレーム解釈の主体と想定される想像力を行使しない当業者

にとって混乱が生じることになる。権利解釈のプロセスは、不確実性を導入するもの

であってはならない。」 

Nikkenにおいて裁判官は、本件特許の発明の目的は、クレームの範囲を決定するため

にそれを用いるにしては十分に明確でないと判示した。一方、Folding Attic Stairs Ltd v. 

Loft Stairs Co. Ltd. [2009] FSR 24では、裁判官は目的が明確であると認めた。各事件の

判断はそれぞれの事実認定に基づいており、目的の明確性という論点が鍵になる。 

クレーム解釈等における重要部分：「所定の深さ」等の用語は拒絶理由の対象となる

場合があり、それ自体、深さを選択するための基準、又はその値が持つはずの範囲に

ついては何も意味しない。一方、要素が別の要素から「予め設定された距離」離れて

いる製造プロセスに対するクレームは、クレームの文脈において有効な意味を持つ場

合がある（これらの要素間の間隔が、明細書に記載されている特定の目的を持って製

造業者によって選択されたことを意味するため）。したがって、同じクレーム内の

「所定の」という用語は、文脈において明確であるとみなされる場合がある。 

 

Actavis v. Lilly [2017] UKSC 48 

選定理由：英国のクレームの解釈に関する法律は、2017年にこの判決が公表されて大

幅に変更された。今ではこの事件の影響力が大きいため、クレーム解釈に関連するこ

の日付以前に発行された文章に依拠する際には、相当の注意を払う必要がある。 

判決文の抜粋・解説：この事件は、（i）侵害品がクレームの文言の通常の解釈の問題

としてクレーム範囲内にあるという認定、又は（これは以前の法律からの変更とな

る）（ii）侵害品がクレームされた発明の重要でない変形を構成するという認定、のい

ずれかに基づいて製品又はプロセスが特許のクレームの範囲内に含まれる可能性があ

ることを確立した。この事件とその重要性については、以下のIcescape事件から始まっ

てActavisに続く事件でさらに要約して説明する。 

クレーム解釈等における重要部分：該当なし。下記のIcescapeを参照すること。 

 

Icescape Ltd v. Ice-World International BV&Ors [2018] EWCA Civ 2219 

選定理由：本件は、Actavis事件後、最初にActavisで確立された原則の適用が要求され

た重要な事件だった。 

判決文の抜粋・解説：裁判官の以下の要約は有用だった： 

「したがって、本件の解釈及び権利範囲確定手法の全体には、権利解釈者の目を通し

て考慮される以下の手順が含まれる。 

i）変形された態様は、通常の解釈の問題としてクレームのいずれかを侵害している

か？ 

ii）そうでない場合、それにも関わらず、発明との違いが重要ではない変化（複数の場

合もある）であることから、変形態様が侵害を構成するか？これは、次の3つの質問を

することで判断される。 

a）特許の当該クレーム（複数の場合がある）の通常の［…］意味の［…］範囲内では

ないにもかかわらず、変形態様は、発明と実質的に同じ方法で実質的に同じ結果、す

なわち特許によって明らかにされた発明概念を達成するか？ 

b）優先日に当業者が特許文書を読んだ場合、その変形が本発明と実質的に同じ結果を

達成することをその当業者知っていたとして、それが本発明と実質的に同じ方法で達
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成されることが自明であるか？ 

c）特許文書のそのような読み手が特許権者の意図を解釈した場合、特許の当該クレー

ム（複数の場合がある）の文字通りの意味の厳格な遵守が発明の必須要件であるとい

う意図であると結論付けたと考えられるか？ 

 

もちろん、通常の解釈の問題として侵害がない場合に侵害を立証するためには、特

許権者の上記の質問a）とb）に対する答えは「はい」であり、質問c）の答えは「いい

え」とならなくてはならない。 

 

裁判官はさらに以下のように判示した：「現在、Actavisにおける最高裁判所の判決

により、目的の解釈がクレームによって付与される保護範囲の決定の第1の段階に過ぎ

ないことが明らかになった。［…］。クレームの変形態様が実質的に同じ方法で実質

的に同じ効果を達成する場合、特許権者がクレームの通常の目的論的解釈の範囲外で

ある程度の保護を主張することを可能にする、第2の非解釈的な権利行使がある。」 

 

クレーム解釈等における重要部分：この事件は、Actavisテストの最初の段階で言及さ

れた「通常の」（つまり、非均等論ベースの）解釈が目的論的な解釈であることを確

立するものであり、これは､Illumina v. Premaitha [2017] EWHC 2930で採用されたアプロ

ーチでもある。 

 

Regen Lab SA v. Estar Medical Ltd&Ors [2019] EWHC 63 

選定理由：この事件では、目的論的解釈にアプローチする方法についてさらに検討し

ている。 

判決文の抜粋・解説：裁判官は次のように述べた：「[8]～[15]のWood v. Capita 

Insurance Services Ltd [2017] 2 WLR 1095（[58]のActavisを参照すること）が説明した原

則に従う契約の解釈と完全に同一では勿論ないとしても、類似する方法で本件の解釈

は行われるべきである。」裁判官Hodgeは以下のとおり述べた： 

「裁判所の任務は、当事者が合意を表明するために選択した言語の客観的な意味を確

認することである。これは特定の条項の文言の解析のみに焦点を当てた文言通りの権

利行使ではないが、裁判所は契約全体を考慮し、…その客観的な意味に関する見解に

到達する際により広い文脈の要素に多かれ少なかれ重みを与えなければならないこと

は長い間受け入れられてきた。」 

クレーム解釈等における重要部分：この判決は、特許については、「客観的な意味

は、彼又は彼女の持つ共通の一般知識を根拠として、より広い文脈をもたらす当業者

の目を通して確認される」と述べている。 

 

L'Oréal SA v. RN Ventures Ltd [2018] EWHC 173 

選定理由：この訴訟では、Actavisで最初に提起された問題を検討しており、争点は、

均等論（又はそれ以外）の文脈でクレームの範囲を確立しようとする際に、特許の審

査経過への参照が許容されるかどうかということである。 

判決文の抜粋・解説：Actavis事件の裁判官は次のように判示した。 

「［…］私の現在の見解は、（i）特許明細書及びクレームのみに従って解釈を行った

場合争点が真に不明確であり、包袋の内容がその論点を明確に解決する場合、又は

（ii）包袋の内容が無視されることが、公共の利益に反する場合にのみ、包袋への参照

が適切であるということである。最初のタイプの状況については、願わくば自明であ

ると思われる。2番目の状況の一例としては、特許権者が現在侵害を主張している変形

態様について、その特許権者がかつて欧州特許庁に対して、もし許可されれば、権利
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範囲がそのような変形範囲にまで及ぶことを主張するつもりはないと明確に意思表示

していたというような事例があげられる。」 

Actavisの後、クレームの範囲を適切に理解するために、審査経過を詳細に検討する

ことが必要になる可能性があるという懸念があった。L’Oréalの裁判官は、次のように

判示して、安心材料を提供しようとした。 

「審査経過の参照は例外であり、規則ではないことを強調すべきである。」 

クレーム解釈等における重要部分：この判決は、審査経過の参照は例外であり、規則

ではないことを強調した。 

 

Mylanとして取引しているGenerics(UK)Ltd v. Yeda Research and Development [2017] 

EWHC 2629 

選定理由：この事件では、Actavisで確立された原則が、（Actavisでの侵害とは対照的

に）新規性の評価に関してクレームの解釈に等しく適用されるかどうかが検討され

た。 

判決文の抜粋・解説：裁判官は、被告が行った提案に同意した： 

「先行する出版物が、もし実施されれば必然的にクレームを侵害する主題を開示して

いれば、クレームが新規性を欠くという解釈はもはや確立された法律ではなくなっ

た。むしろ、先行する出版物が適切な解釈に照らしてクレームの範囲内にある主題を

開示した場合にのみ、クレームは新規性を欠くこととなろう。均等論を適用して、主

題がクレームを侵害するということだけでは不十分であった。」 

ただし、この問題は議論の対象であり、控訴裁判所又は最高裁判所では検討されてお

らず、未解決の問題と見なされている。例えば、Liqwd v. L’Oreal [2018] EWHC 1394の

裁判官は、侵害の評価と並んで特許有効性の判断の際にもより広い範囲のクレームを

考慮すべきことを主張する余地があると指摘した。 

クレーム解釈等における重要部分：この判決は、（均等論を適用するのではなく）適

切な解釈に関するクレームの範囲内に含まれる主題を先行する出版物が開示された場

合にのみ、クレームが新規性を欠くことになると述べた。ただし、この問題は控訴裁

判所又は最高裁判所によって考慮されていないため、これは議論の対象となる。 

 

 

（Q16）CS関連発明等の機能的クレームに関する主な論点と判断方法 

 

（Q16-1） 

貴国において、CS関連発明等の機能的クレームに関する特許審査の判断基準に関す

る論点はありますか？ 

 

・英国では、コンピュータソフトウエアに関連する全ての出願について、クレームが

除外された主題に関連していないことを証明する必要がある。英国知的財産庁はこの

点に関して非常に厳格である。 

 

（Q16-2） 

上記の論点があれば、解説をお願いします。 

 

・現在適用されているテストは、Aerotel Ltd v. Telco Holdings Ltd&Ors Rev 1 2007 RPC 7

の判決によるAerotel/Macrossanテストである。4段階のテストは以下のように適用され

る： 

（1）クレームを適切に解釈する。 



- 514 - 

 

 

（2）実際の貢献を識別する。 

（3）除外された主題のみに該当するかどうかを検討する。 

（4）実際の貢献又は貢献と主張される事項が技術的性質のものであるかどうかを確認

する。 

手順（3）及び（4）で実行される評価は、ソフトウエアに対するクレームの許可又は

拒絶の判定にとって重要である。場合によっては、手順（3）と（4）の適用順序が逆

になることがある。 

 4番目の手順は、コンピュータが「技術的」であるため、コンピュータで実行されて

いるソフトウエアが除外の対象にならないという議論を防ぐために導入された。この

ような議論が成功した場合、全てのコンピュータソフトウエアを保護することができ

てしまう。 

技術的貢献の存在を判断するために、英国の裁判所はSymbian Ltdの出願[2009] RPC 1

に5つのサインポストを提供した。裁判所は、厳格なテストを提供することが難しいた

め、規則ではなく「サインポスト」に言及した。 

そのサインポストは次のとおりである。 

（i）クレームに記載の技術的効果が、コンピュータの外部で実行されるプロセスにお

いて技術的効果を有するかどうか 

（ii）クレームに記載の技術的効果がコンピュータのアーキテクチャのレベルで動作す

るかどうか、つまり、処理中のデータ及び実行中のアプリケーションに関係なく効果

がもたらされるかどうか 

（iii）クレームに記載の技術的効果により、コンピュータが新たな方法で動作するよ

うになるかどうか 

（iv）プログラムがコンピュータとしてより効率的かつ効果的に実行するという意味

で、コンピュータをより良いコンピュータにするかどうか 

（v）認識された課題が、単に回避されるのではなく、クレームされた発明によって克

服されるかどうか 

英国知的財産庁でソフトウエアの保護を取得しようとする場合、出願人は上記の5つの

サインポストの少なくとも1つをクレームが満たしていることを示す必要がある。機能

的文言の問題は、主に上記の二次的なものである。私たちの経験から、英国知的財産

庁は、言語が機能的であるのではなく、クレームがサインポストの1つを満たすように

限定されていないこと基づいて拒絶理由を出す。 

 

（Q17）CS関連発明等の機能的クレームに関する最近の審査実務の傾向や変化につい

て 

 

（Q17-1） 

CS関連発明等（全般）の機能的クレームに関する最近の審査実務の傾向や変化つい

て、時期と傾向がわかるように教えてください。 

 

・英国での実務は、ここ数年かなり安定している。 

コンピュータソフトウエアの特許適格性に関する現在のアプローチを定義した事件

は次のとおりである。 

Aerotel/Macrossan（Q16-2を参照すること） 

Symbian（Q16-2を参照すること） 

これら2つの事件は、現在の全てのソフトウエア出願に対して英国知的財産庁によっ

て適用されるテストを規定する。  
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（Q17-2） 

上記の、貴国における最近の審査実務の傾向や変化のきっかけとなった判例等につ

いて教えてください。 

 

・Aerotel/Macrossan（Q16-2を参照すること）とSymbian（Q16-2を参照すること）は、

英国知的財産庁のアプローチを規定した2つの重要な事件である。英国の多くの弁理士

は、Q6-2で言及されているHalliburton事件に依拠して対処している。 

 

（Q18）CS関連発明等の機能的クレームに関する拒絶理由とその解消方法について 

 

（Q18-1） 

CS関連発明等の審査における最近の傾向として、貴所の経験から拒絶理由として多

いものは何ですか？（複数回答可） 

☐発明該当性 ☐実施可能要件（相当する要件） 

☐サポート要件（相当する要件） 

☐明確性要件（相当する要件） 

☐その他（                               ） 

 

・英国知的財産庁から、コンピュータソフトウエア関連の出願に対する拒絶の大部分

は、1）特許の不適格に関連している。通常、審査官は、クレームがサインポストを満

たさないと考える理由を説明する（Q16-1を参照すること）。1）の下での拒絶理由に

対処するために、クレームを出願で言及されているが詳細に説明されていない技術適

用に再度焦点を合わせるよう補正する場合、又は、技術適用が詳細に説明されていれ

ば、出願時に詳細に説明されていないソフトウエアとハードウエア間の相互作用に関

する議論を提供する必要がある場合、記載要件又はサポート要件が頻繁に提起され

る。 

 

（Q18-2） 

上記で、発明該当性、実施可能要件、サポート要件、明確性要件、その他の記載要

件のおおよその割合はどれくらいですか？ 

発明該当性の割合： 

実施可能要件の割合： 

サポート要件の割合： 

明確性要件の割合： 

その他の記載要件の割合： 

 

・英国知的財産庁が発行した各審査報告書に対する拒絶の種類を記録した統計はな

い。ただし、我々は口頭審理担当官の決定を分析して、上記の各問題が発生する頻度

の推定を提供する。口頭審理は、多くの場合、審査手続きの終了時に、関係者の要請

により、口頭審理担当官と行われる。 
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決定の

発行年 

口頭審理担当官に 

よって発行された 

査定系の決定数 

CS発明に関する決定数 CS発明に関する決定の割合 

2017 60 31 51.7% 

2018 54 37 68.5% 

2019 70 54 77.1% 

 

 
 

決定の 

発行年 

CS関連の

決定の総

数 

特許不適格 実施可能要件 サポート 明確性 その他の拒絶 

数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％ 

2017 31 29 93.5% 1 3.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

2018 37 34 91.9% 0 0.0% 1 2.7% 0 0.0% 2 5.4% 

2019 54 46 85.2% 1 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 7 13.0% 
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統計作成の方法について： 

使用した数値は、英国知的財産庁の過去の決定のデータベースから得たものである。 

 

「口頭審理担当官が発行した査定系の決定総数」は、査定系手続（当事者系ではな

く）において各年の1月1日から12月31日までに口頭審理担当官が発行した決定の数に

対応している。 

 

「CS関連の決定数」は、査定系手続において各年の1月1日から12月31日の間に口頭審

理担当官が発行した決定数の内、査読の結果、コンピュータ又はソフトウエアに関連

する発明に関するものと認められた数である。 

 

「特許不適格性の決定数」は、査定系手続において各年の1月1日から12月31日の間に

口頭審理担当官が発行した決定数の内、「除外フィールド（allowed 許可）」又は「除

外フィールド（refused 拒絶）」という用語を使用して分類され、査読の結果、コンピ

ュータ又はソフトウエアに関連する発明に関するものと認められた数である。 

 

「特許の実施可能要件に関する決定数」は、査定系手続において各年の1月1日から12

月31日の間に口頭審理担当官が発行した決定数の内、「sufficiency 開示十分性要件」と

いう用語を使用して分類され、査読の結果、コンピュータ又はソフトウエアに関連す

る発明に関するものと認められた数である。 

 

「サポートに関する決定数」は、査定系手続において各年の1月1日から12月31日の間

に口頭審理担当官が発行した決定数の内、「support サポート」という用語を使用して

分類され、査読の結果、コンピュータ又はソフトウエアに関連する発明に関するもの

と認められた数である。 

 

「明確性に関する決定数」は、査定系手続において各年の1月1日から12月31日の間に

口頭審理担当官が発行した決定数の内、「clarity 明確性」という用語を使用して分類

され、査読の結果、コンピュータ又はソフトウエアに関連する発明に関するものと認

められた数である。 

 

 

（Q19）CS関連発明等の機能的クレームに係る特許明細書に関する留意点について 

 

（Q19-1） 

日本から貴国へ機能的クレームに係るCS関連発明等に関する特許を出願する場合、

クレーム、明細書、図面の記載について、特に注意する点があれば記載してくださ

い（PCTルートとパリルートで特に注意すべき点に違いがあれば、その点について

も記載をお願いします。）。 

 

・上記Q16-1に対する回答で、Aerotelテスト及び指針を概説した。Aerotelテスト及び英

国知的財産庁のサインインポストを満たす出願の起草に関する検討事項は、欧州特許

庁の技術的課題のアプローチを満たすための検討事項と同じである。 

ソフトウエアとハードウエアの相互作用を含め、システムへの入力から出力までの

フローチャートを含めると役立つ。例えば、コンピュータ実施発明に携帯電話アプリ

が含まれている場合、携帯電話で行われるプロセス、携帯電話に保存されている情

報、サーバに保存されている情報、プログラムが携帯電話又はサーバ上のストレージ
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にアクセスするかどうか、またいつアクセスするかを詳述することはいずれも、特許

性をサポートするための議論に役立つ。 

英国知的財産庁と欧州特許庁はいずれも、既知の技術に照らして発明を検討する。携

帯電話を介してアクセスされるAIシステムは、通信ネットワークで送信する必要のあ

るデータの量が削減されるという点で、従来技術より優れている場合がある。英国で

技術的な貢献を提供できるのは、このタイプの効果である。ただし、最初の出願で適

切に説明されていない限り、そのような特徴について議論することはできない。 

適用例が技術的であると考えられている分野の例である場合、方法の適用例も重要

である。例えば、外部機器の制御、画像処理、音声処理等である。 

 

（Q20）CS関連発明等の機能的クレームの制限及び留意点について 

 

（Q20-1） 

貴国において、CS関連発明等の機能的クレームについて制限がある場合、どのよう

な制限があるか、どのような点に注意すべきか、について記載をお願いします。 

 

・いいえ。 

 

（Q20-2） 

特に、日本から貴国へCS関連発明等に関する特許を出願する場合の注意点があれ

ば、記載をお願いします。CS関連発明等の機能的クレームについて、制限や注意点

がない場合は、その旨を記載してください。 

 

・該当なし。 

 

（Q21）権利行使の観点からのクレームの書き方について 

 

（Q21-1） 

CS関連発明等の機能的クレームでは、例えば、クレームで、内部処理の技術的特徴

を細かく規定しないと権利がとれない場合や、サーバ側の内部処理を規定しないと

権利がとれない場合があり、権利行使の際の侵害立証が難しくなり、有効な権利に

ならないケースが想定されます。貴国では、そのようなケースで、どのような対応

が考えられますか？また、貴所で工夫していることがありますか？ 

 

・多くの場合、この分野の発明にはフロントエンドとバックエンドのコードがある。

例えば、音声認識システムの場合、音声認識モデルはフロントエンド（つまり、クラ

イアントのデバイス）で提供され得るのに対し、モデルの訓練は企業のサーバ（バッ

クエンド）で行われる。クライアント側の処理に集中するクレームをフレーム化しよ

うとすることが役立つ場合がある。多くの場合、発明はサーバソフトウエアに含まれ

る可能性があるが、クライアント側もサーバから受信するデータの性質によって影響

を受ける可能性がある。クライアント側で受信したデータ、クライアント側で送信し

たデータ、又はデータ構造を特徴付ける方法を見つけようとすると、クライアント側

を保護するルートが可能になる場合がある。サーバ側よりもクライアント側でプロセ

スの侵害を証明する方が簡単なはずである。 

また、出力と入力の構成をクレームに記載することも、侵害に役立つかもしれな

い。コンパイルされたコードによって実行される機能を（クライアント側でもあって

も）判断することは不可能ではないものの困難ではあるが、侵害者がシステムの入力
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と出力の構成を隠すことはより困難である。 

 

（Q22）CS関連発明等の機能的クレームに関する参考文献について 

 

（Q22-1） 

貴国でのCS関連発明等の機能的クレームの特許保護の現状についての解説記事、総

説など、参考文献があれば教えてください。 

 

・いいえ。 

 

（Q23）CS関連発明等の機能的クレームに関する問題点等、全般について 

 

（Q23-1） 

全体を通じて、貴国においてCS関連発明等の機能的クレームで問題となっている

点、問題と思う点等がありましたら、教えてください。 

 

・いいえ。 

 

 ドイツ 

 

（Q1）CS関連発明等の機能的クレームの定義等について 

 

（Q1-1） 

CS関連発明等の機能的クレームの定義はありますか？ 

 

・GTPOは、機能的クレーム文言を明確に定義していない。法律の評釈書では、機能的

特徴は一般に、発明を、物理的及び構造的な特徴によってではなく、達成される効果

又は特性を明示することによって定義するものであると見做されている。 

 

（Q1-1-1） 

「はい」の場合、特許法、ガイドライン、又はいずれかの判例法（case law）は機能

的クレーム文言の定義を規定していますか？ 

 

・ドイツ特許法では、機能的クレーム文言について特に取り扱っていない。 

ドイツ特許商標庁の審査ガイドラインによれば、記載されている構成上の特徴を明

確な文脈にするため、多くの場合に機器の機能的特徴が必要となる。クレーム中にお

いて、具体的な目的のための機器又は機械の適性に機能的に言及することにより、当

業者は、機器の個別の特徴について、明記された機能を使用できるようにするために

当業者がそれをどのように空間的及び幾何学的に配置すべきかを知ることができる。 

機能的クレーム文言について、さらなる具体的な判例法がある。 

 

（Q1-1-2） 

特許法、ガイドライン、又は判例法は、機能的クレーム文言をどのように規定して

いますか？ 

 

・ドイツ判例法によれば、機能的クレーム文言は、特定の効果又は特性を有するあら

ゆる手段を包含する。 
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（Q1-1-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・特定の効果又は特性を有する全ての手段を包含する機能的クレーム文言において、

該手段は明細書に記載されている具体的な手段に限定されない（米国と異なる）。な

お、ドイツ特許商標庁でも、機能的クレーム文言の定義は技術分野と無関係である

（CII（コンピュータ実施発明）で一般的に使用されている）。 

 

（Q2）機能的クレームの保護について 

 

（Q2-1） 

機能的クレームは特許として保護されますか？ 

 

・はい。ドイツの審査実務でも、特にコンピュータ実施発明の分野において、「ミー

ンズ・プラス・ファンクション」クレームは、一般に許容される。 

 

 

（Q2-1-1） 

「はい」の場合、特許法、ガイドライン、又はいずれかの判例法は機能的クレーム

が特許として保護されることを規定していますか？ 

 

・§34(4) PatG（ドイツ特許法）は、出願書類において、発明が当業者によって実施さ

れるために十分な程度に明確かつ完全な方法で開示されることを要求している。この

規定は、機能的クレーム文言が許容されるか否かを評価する際の一般的根拠となって

いる。この条項は、機能的特徴が十分に開示されることを明示的に要求しており、そ

の開示によって、当業者が過度に努力せずに、その機能的特徴に基づく機能的定義の

全範囲について実施できるようにしなければならない。反対に、単に技術的課題のみ

を定義し、その解決策を定義していない機能的クレーム文言は、通常許容されない。

さらに、機能的に一般化されたクレーム範囲又は領域全体にわたって、先行技術に鑑

みて特許可能である必要がある。 

 

（Q3）機能的クレームに適用される記載要件等について 

 

（Q3-1） 

機能的クレームに適用される実施可能要件（又は相当する要件）が、特許法、審査

ガイドライン又は判例に存在しますか？ 

 

・はい。十分かつ明確な開示の要件について下記を参照すること。 

 

（Q3-1-1） 

「はい」の場合、特許法、ガイドライン、又はいずれかの判例法は、機能的クレー

ムに適用される実施可能要件（又は相当する要件）について規定していますか？ 

 

・§34(4) PatGは、当業者が発明を実施できるように十分に明確かつ詳細な説明を一般

的に求めている。 
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（Q3-1-2） 

特許法、ガイドライン、判例法は、機能的クレームに適用される実施可能要件（又

は相当する要件）をどのように規定していますか？ 

 

・機能的クレーム文言に関連して§34(4) PatGが具体的に意味するところは、明細書が

クレーム範囲全体にわたって発明を実施できるように、十分に明確かつ完全でなけれ

ばならないことである。ドイツ特許商標庁のガイドラインによれば、明確かつ完全な

開示の要件は、機能的定義により包含されるすべての認識可能な変化形態の実現方法

に関する記述を明細書に含めることは要求していない。少なくとも1つの実行可能な方

法が当業者に開示されていれば十分である。 

 

（Q3-1-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・機能的文言は、ドイツ特許商標庁でも、特にコンピュータ発明の分野で許容され、

通常、それによって実施可能要件に関する特段の問題が生じることはない。とはい

え、特許可能性は案件の詳細事項によって決定される。 

 

（Q3-2） 

機能的クレームに適用されるサポート要件（又は相当する要件）が、特許法、審査

ガイドライン又は判例に存在しますか？ 

 

・前述のとおり。 

 

（Q3-2-1） 

「はい」の場合、特許法、ガイドライン、又はいずれかの判例法は、機能的クレー

ムに適用されるサポート要件（又は相当する要件）を規定していますか？ 

 

・前述のとおり。 

 

（Q3-2-2） 

特許法、ガイドライン判例法は、機能的クレームに適用されるサポート要件（又は

相当する要件）をどのように規定しているか？ 

 

・前述のとおり。 

 

（Q3-2-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・機能的文言は一般的に使用されており、概して許容される。文言のサポートとして

は1つの例で十分であると主張することができる。しかし、特許可能性は、最終的に案

件の詳細事項に従って決定される。 

 

（Q3-3） 

機能的クレームに適用される明確性要件（又は相当する要件）が、特許法、審査ガ

イドライン又は判例に存在しますか？ 
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・いいえ。 

ドイツ特許法の下では、明示的な明確性要件はない。その代わりに、当業者の視点

で明細書と矛盾しない範囲で適切なクレーム解釈が行われる。従って、機能的な文言

は、広く解釈され、特許性欠如により拒絶される可能性がある。 

 

（Q3-3-1） 

「はい」の場合、特許法、ガイドライン、又はいずれかの判例法は、機能的クレー

ムに適用される明確性要件（又は相当する要件）を規定していますか？ 

 

・前述のとおり。 

 

（Q3-3-2） 

特許法、ガイドライン、判例法は、機能的クレームに適用される明確性要件（又は

相当する要件）をどのように規定していますか？ 

 

・前述のとおり。 
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（Q3-3-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・クレーム文言は、装置又は機器が、特許請求されている機能を実行するのに適して

いるというだけでなく、特許請求されている機能を実行するように適合されているこ

とを具体的に規定すべきである。 

 

（Q3-4） 

機能的クレームに適用されるその他（上記の3要件以外）の記載要件が、特許法、審

査ガイドライン又は判例に存在しますか？ 

 

・当方の知る限り、何らかの具体的な表現を使用すべきというような要件はない。た

だし、ミーンズ・プラス・ファンクション形式は、ドイツ特許商標庁により許容され

る。前述のように、装置又は機器は、特許請求されている機能を実行するのに適して

いるだけでなく、特許請求されている機能を実行するように適合されていると定義さ

れるべきである。 

 

（Q3-4-1） 

「はい」の場合、特許法、ガイドライン、又は判例法は、機能的クレームに適用さ

れるその他（上記の3要件以外）の記載要件を規定していますか？ 

 

・前述のとおり。 

 

（Q3-4-2） 

特許法、ガイドライン、判例法は、どのように機能的クレームに適用されるその他

（上記の3要件以外）の記載要件を規定していますか？ 

 

・前述のとおり。 

 

（Q3-4-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・ミーンズ・プラス・ファンクション形式は一般的に使用されており、上記のコメン

トのようにドイツ特許商標庁で許容される表現である。 
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（Q4）CS関連発明等の機能的クレームの審査段階での判断基準について 

 

（Q4-1） 

CS関連発明等（全般）に関する機能的クレームの特別な審査基準やガイドライン又

はCS関連発明等の機能的クレームに関する特別な記載の存在についてお伺いしま

す。CS関連発明等（全般）に関する特別な審査基準等が存在しますか？ 

 

・いいえ。CS関連発明等の機能的クレーム文言に関するものは特にない。 

コンピュータ実施発明の審査に関して、ドイツ特許商標庁は、欧州特許庁と若干異

なる手順を用いている：いわゆる「3段階方式」（「Drei-Stufen-Ansatz」）が適用さ

れ、これは、ドイツ特許商標庁の審査ガイドラインに記載されている

（https://www.dpma.de/docs/formulare/patent/p2796.pdf を参照）。 

3段階方式の第1段階では、発明の主題が少なくとも部分的に何らかの技術分野に関

係しているか否かをテストする。第2段階では、クレームが、部分的に、具体的な技術

的課題を技術的手段で解決するための指示を含んでいるか否かをテストする。最終段

階では、クレームの主題が先行技術に対して新規であり、進歩性を有するか否かをテ

ストする。 

この方式は、欧州特許庁方式と類似しているが、完全に同じではないと考えてい

る。この方式の第1段階は、発明が何らかの技術分野に関係しているか否かをチェック

することによって欧州特許庁方式の1つ目のハードルの一部に類似している。第2段階

は、欧州特許庁方式の1つ目のハードルの第2の部分、すなわち発見、数学的方法等の

特許性からの除外に類似している。しかし、この第2段階はそれ以上に踏み込んだもの

であって、さらに、具体的な技術的課題を技術的手段により解決することを要求す

る。この点は、欧州特許庁方式のうち、新規性及び進歩性が評価される第2段階でも部

分的に評価されると考えている。しかし、「新規性及び進歩性段階」の議論に到達す

るまでに乗り越えるべきハードルは、ドイツ特許商標庁が採用しているこの方式の方

がやや高くなっている。次に、第3の最終段階は再び欧州特許庁方式の第2段階に類似

している。 

 

（Q4-1-1） 

「はい」の場合は「審査基準等の名称及び記載箇所又は条文番号」、及び「記載内

容（抜粋）」をご記入ください。また、可能であれば作成された背景等についてご

記入ください。 

 

・CII（コンピュータ実施発明）の場合、機能的文言（例えば、ミーンズ・プラス・フ

ァンクション）は、クレームにおいて、そのような機能を実行するのに適したコンピ

ュータとしてではなく、そのような機能を実行するように適合されたコンピュータと

して定義されるべきである。これは、コンピュータが機能を実行するようにプログラ

ムされている必要があり、汎用コンピュータが包含されないことを意味していると考

えている。 

  

https://www.dpma.de/docs/formulare/patent/p2796.pdf


- 525 - 

 

 

（Q4-1-2） 

CS関連発明等の機能的クレームに関する特別な審査基準、マニュアル、又はガイド

ラインを作成するに至った背景状況はありますか？ 

 

・ガイドラインの前述の項は、ソフトウエア発明を特許請求する際の特異な事情を考

慮した判例法から導き出されたと考えている。 

 

（Q4-1-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・Q4-1-1のコメントを参照すること。 

 

（Q4-2） 

CS関連発明等（全般）に関する機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈につ

いてお伺いします。CS関連発明等全般に関する機能的クレームの審査段階でのクレ

ームの解釈は、権利行使時のクレームの解釈と同じですか？ 

 

・はい。 

あらゆるクレーム文言の場合と同様に、機能的クレーム文言においてもその解釈手

法は、審査及び特許権行使において同じであるべきである。それにもかかわらず、解

釈の違いは排除できず、案件の詳細事項に非常に大きく依存することがある。 

 

（Q4-2-1） 

異なる場合には、審査段階及び権利行使時のクレーム解釈の相違点を具体的にご記

入ください。 

 

・装置又はコンピュータが、特許請求されている機能を実行するのに単に適している

のか、又は特許請求されている機能を実行するように特に適合又はプログラムされて

いるはずであるかという問題に関して、クレームの異なる解釈がなされた事例がいく

つかあった。 

 

（Q4-2-2） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・Q4-2のコメントを参照すること。 

 

（Q4-3） 

CS関連発明等のうち、特にAI関連発明（例えば、AIコア発明、AI応用発明、AIによ

る成果物）、IoT関連発明、及びBM関連発明の機能的クレームに関する特別な審査

基準やガイドライン又は特別な記載の存在についてお伺いします。各々に関して特

別な審査基準等が存在しますか？ 

 

・いいえ。 

当方が知るかぎり、AI関連発明の機能的クレーム文言に特有の問題を扱ったドイツ

特許商標庁による規定やガイドラインはない。そのため、コンピュータ発明における

機能的文言に関する上述の一般的な考察は、AI発明における機能的文言にも当てはま

ると考える。 
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（Q4-3-1） 

「はい」の場合、特別な審査基準、マニュアル、又はガイドラインは、AI関連発明

の機能的クレームをどのように規定していますか？ 

 

・該当なし。 

 

（Q4-3-2） 

日本では、審査ハンドブックで、AI関連発明の記載要件として、データ間の相関関

係が示されました。貴国では、同様の審査ガイドはありますか？ 

 

・当方が知る限り無い。 

 

（Q4-3-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・機能的クレーム文言は、AI発明において一般的に使用されている。しかし、特にAI

が特定のデータに対して作用することによって特定の問題を解決するためのツールと

して使用される発明の場合、文言が広く解釈され、そのため特許性欠如に基づく拒絶

につながる可能性がある。また、抽象的すぎるクレーム形式が非技術的であるという

拒絶理由の原因になる虞も排除できない。このような拒絶理由の根拠としては、例え

ば、機能的文言が単に一般的に利用可能なニューラルネットワーク上での抽象的（非

技術的）な着想の実施を定義しているにすぎないという根拠に基づくことがあり得

る。 

 

（Q4-4） 

CS関連発明等のうち、IoT関連発明の機能的クレームに関する特別な審査基準等が存
在しますか？ 

 

・いいえ。 

当方が知る限り、IoT関連発明のおける機能的クレーム文言に特有の問題についてド

イツ特許商標庁により扱われているものはない。 

 

 

（Q4-4-1） 

「はい」の場合、特別な審査基準、マニュアル、又はガイドラインは、IoT関連発明

の機能的クレームをどのように判定或いは規定していますか？ 

 

・該当なし。 

 

（Q4-4-2） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・当方の理解によれば、IoTは、テレコム、ソフトウエア及びAI等の技術的領域の相互

作用とみなすことができる。なぜなら実際IoTサービスでは、通信（テレコムの側面）

し、データを交換及び処理（ソフトウエアの側面）し、多くの場合にビッグデータの

複雑な処理を実行（AIの側面）することが必要となるからである。そのため、これら



- 527 - 

 

 

の領域／側面の各々について有効な原則をIoTに応用することができる。 

 

（Q4-5） 

CS関連発明等のうち、BM関連発明の機能的クレームに関する特別な審査基準等が存

在しますか？ 

 

・当方が知る限り無い。そのため、機能的文言に関する一般的な原則がBM関連発明に

も当てはまる。 

 

（Q4-5-1） 

「はい」の場合、特別な審査基準、マニュアル、又はガイドラインは、BM関連発明

の機能的クレームをどのように判定或いは規定していますか？ 

 

・前述のとおり。 

 

（Q4-5-2） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・BM関連発明の機能的文言に関する具体的な要件はないが、機能的文言に関する一般

的考察がBM関連発明にも当てはまると考えている。1つの重要な点として、BM関連発

明に機能的文言を用いた場合、非技術的性質（例えば、一般的コンピュータに機能的

に適用される抽象的な方法又は管理方法）に言及していると読み取られやすく、その

ため、その機能的文言が、周知のコンピュータ上で実施される非技術的性質に関する

という根拠に基づいて、進歩性欠如による拒絶の原因になり得る。 

 

（Q4-6） 

CS関連発明等のうち、AI関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈

は、権利行使時のクレームの解釈と同じですか？ 

 

・上記3.4.2を参照すること。同様の内容がここでも当てはまる。 

 

（Q4-6-1） 

異なる場合には、AI関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈は、権

利行使時のクレームの解釈とどのように異なりますか？ 

 

・該当なし。 

 

（Q4-6-2） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・ない。上記Q4-2の一般的なコメントを参照すること。 
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（Q4-7） 

CS関連発明等のうち、IoT関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈

は、権利行使時のクレームの解釈と同じですか？ 

 

・上記Q4-2を参照すること。同様の内容がここでも当てはまる。 

 

（Q4-7-1） 

異なる場合には、IoT関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈は、

権利行使時のクレームの解釈とどのように異なりますか？ 

 

・該当なし。 

 

（Q4-7-2） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・上記Q4-2に記載したもの以外には特にない。 

 

（Q4-8） 

CS関連発明等のうち、BM関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈

は、権利行使時のクレームの解釈と同じですか？ 

 

・上記Q4-2を参照すること。同様の内容がここでも当てはまる。 

 

（Q4-8-1） 

異なる場合には、BM関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈は、

権利行使時のクレームの解釈とどのように異なりますか？ 

 

・該当なし。 

 

（Q4-8-2） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・上記Q4-2に記載したもの以外には特にない。 

 

（Q5）CS関連発明等の機能的クレームに記載要件等についての工夫 

 

（Q5-1） 

CS関連発明等の機能的クレームに実施可能要件（又は相当する要件）が適用される

場合に実務上、経験上の工夫はありますか？ 

 

・予想されるように、コンピュータで実施される発明における機能的文言の1つのリス

クは、それが抽象レベルで解釈され、そのため具体的な技術的課題を技術的特徴によ

り解決していないと解釈されかねないことである。この場合、クレームの範囲が、周

知のコンピュータ上で実施される非技術的特徴を包含しており、したがって進歩性を

欠くとして拒絶される可能性がある。 

とはいえ、同じ概念を保持しながら、文言を機能的なものからより構成的なものに

変更しても、状況が改善されないことがあり得る。実際ドイツ特許商標庁の審査でも
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（判例法の文言をそのまま使わずに簡潔に説明すると）、発明の動機が技術的考察

（例えば、技術的システム又はその機能を改良したいという要求）であるのか、又は

周知の技術を新しい目的のために使用しようとすることであるかを見極めようとす

る。 

そのため、CS関連発明を定義するためには機能的文言を用いることが推奨される。

一方、クレームの特徴及び明細書は、技術的態様及び技術的改良に焦点を当てるべき

である。これに該当するような特徴があれば、機能的な文言でクレームに記載するこ

とができ、かつそうすべきである。このような問題は、ケースバイケースでしか対応

できない。 

さらに、発明が技術的性質を持つことを要求するドイツ特許商標庁の規則が非常に

厳格であることに鑑み、一般に発明の技術的性質を明確に提示すべきである。 

このように、発明の技術的性質を明確に提示すると、他の法域において取得可能な

より広い権利範囲を限定してしまう虞がある場合、そのような技術的実装に対応する

実施形態を少なくとも1つ記載しておく（及びそれに対応する1つ又は複数の従属クレ

ームを追加する）べきである。この方法で必要に応じてドイツ特許商標庁に提示でき

る安全策を用意できる。 

上記は、コンピュータソフトウエア、AI、IoT及びBM関連発明に同様に当てはまる

と思われ、機能的クレーム文言を使用しているかどうかとは別の問題である。 

ドイツ特許商標庁がより具体的なガイドライン等を規定していないことを考えると

（また、実際に、技術的であることの定義がないことを考えると）、これ以上の具体

的な助言を一般論として行うことは困難である。 

 

（Q5-2） 

CS関連発明等の機能的クレームにサポート要件（又は相当する要件）が適用される

場合に実務上、経験上の工夫はありますか？ 

 

・前述のとおり。 

 

（Q5-3） 

CS関連発明等の機能的クレームに明確性要件（又は相当する要件）が適用される場

合に実務上、経験上の工夫はありますか？ 

 

・前述のとおり。 

 

（Q5-4） 

CS関連発明等の機能的クレームにその他の記載要件（又は相当する要件）が適用さ

れる場合に実務上、経験上の工夫はありますか？ 

 

・前述のとおり。 
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（Q6）CS関連発明等のうち、特に、AI関連発明、IoT関連発明、及びBM関連発明に係

るクレームに関する実務上、経験上の工夫 

 

（Q6-1） 

学習モデルを含むAI関連発明のクレームに関し、学習モデルが学習方法でしか表現で

きない場合、クレームや明細書の記載で可能な工夫がありますか？ 

 

・このような発明が特許可能か否かについて、特に技術的課題を技術的手段で解決す

る点に関して、前述の回答を参照すること。該発明が技術的であることを前提とし

て、この質問は、学習方法からのみ定義できる発明のクレームをどのように作成すべ

きか、及び後に生じる侵害に備えて（学習は一度だけ行われ、かつその特許が有効で

ある国以外で実行され得るため）、有効なクレームをどのように作成すべきかという

問題であると考える。ドイツの判例法によれば、特許の技術的効果が、その特許が有

効な国に直接もたらされる場合、少なくとも部分的に、場合により全面的に外国で実

行される方法の侵害が正当化されると認識している。そのため、簡潔に答えれば、方

法クレームは、このような場合にも有効であり得る。加えて、学習方法の使用に関す

るクレーム、及び／又は学習方法の結果を機器（学習が行われた国とは別の国にある

可能性がある）に実装することに関する少なくとも従属クレームを定義することが推

奨される場合がある。学習の態様及び学習済みモデルを含むシステムクレームも、間

接的侵害の場合に有益となる可能性があり、そのため、そのようなクレームを含める

ことも推奨される場合がある。しかし、正確な回答は、個別の案件の詳細事項に大き

く依存する点に注意する必要がある。 

 

（Q6-2） 

学習モデルを含むAI関連発明のクレームに関し、学習モデルが機能（入力に対する

出力）でしか表現できない場合、クレームや明細書の記載で可能な工夫があります

か？ 

 

・主な問題は、技術的課題に対する技術的手段による解決策の有無に関係すると思わ

れ、その案件の詳細事項に基づいてのみ回答できる。そのため、一般的には、技術的

実装及び入力／出力／データセットの重要性を理解することに重点を置き、技術的な

関連性を見極めたところで、機能的文言を用いてクレームを作成することが推奨され

る。 

 

（Q6-3） 

学習済みのモデル以外の特徴を持ったAI関連発明のクレームに関し、クレームや明

細書の記載で可能な工夫がありますか？ 

 

・Q6-2を参照すること。同様の内容がここでも当てはまる。 

 

（Q6-4） 

学習済みモデルトレーニングされたモデルを機能的観点から記載しているクレーム

を審査官が機能的であると指摘した実際の判例をご存知ですか？ 

 

・そのような案件は認識していない。同時に、そのような拒絶が行われるとすれば、

機能的文言の使用そのものではなく、その案件に固有の他の問題によると考える。 
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（Q6-5） 

（AI関連発明、BM関連発明、IoT関連発明について）審査の実例をご存知で、開示

可能であれば、その実例の詳細を教えてください。 

 

・案件に関する詳細を示すことはできない。しかし一般論として、この種の発明の主

要な、かつ多くの場合に重要な問題は、技術的課題が技術的手段により解決されるか

否かという問題に関すると言え、この点は前述のとおりである。 

 

（Q6-6） 

貴国では、審査官は、機械学習の方法で特定された学習済みモデルの装置クレーム

やシステムクレームを、どのように審査しますか？ 

 

・一般に、ドイツ特許商標庁の審査官は、具体的な学習方法が、具体的な技術的効果

を有して課題解決に寄与するか否かを審査する。例えば、その方法が特定の技術分野

に応用される場合、又はその結果として学習が実行されたときにコンピュータの機能

が技術的に改善される（例えば、使用されるコンピューティングリソースが少なくな

る）場合、寄与があると判断され得る。欧州特許庁審査で技術的応用とみなされるよ

うな以下のような実例は、ドイツ特許商標庁での審査を考える例としても適切であ

る：「不規則な心拍を特定することを目的とした心臓モニタ装置におけるニューラル

ネットワークの使用は、技術的寄与を実現する。ここで技術的寄与に当たるのは、す

なわち低レベルの特徴（例えば、画像のエッジ又はピクセル属性）に基づくデジタル

画像、動画、音響又は音声信号の分類である。」 

 

（Q6-7） 

貴国では、審査官は、機械学習の方法のクレームを、どのように審査しますか？ 

 

・この種の発明の主要な、かつ多くの場合に重要な問題は、ここでも、具体的な技術

的課題が技術的手段により解決されるか否かという問題に関すると考えている。上記

Q5を参照すること。特に、学習方法が抽象的関係（例えば、非技術分野から知られて

いる）に基づいて一般的な用語で定義され、学習装置に直接適用される学習方法であ

ると考えられる場合、具体的な技術的課題が解決されないことがあり得る。 

 

（Q6-8） 

貴国では、審査官は、学習済みモデルを生産する方法のクレームを、どのように審

査しますか？ 

 

・前の質問に関するものと同じ考察が当てはまると考える。 

 

（Q6-9） 

IoT関連発明の機能的クレームに関し、エッジコンピューティングやフォグコンピュ

ーティングを機能的に記載等で、実務的な工夫がありますか？ 

 

・方法、装置（クライアント－サーバの場合のように相互作用する場合には複数）及

びシステムクレームを作成することを常に提案している。また、例えば、明細書によ

ってサポートされる従属クレームとして、コンピューティングの結果がどこに提供さ

れるかという側面も含めることが推奨される。提供先でその特許が有効であっても、

クラウドコンピューティングが設置される国とは別の国である可能性がある。（クラ
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ウド）動作のほとんどが外国で行われる場合でも、その特許の技術的効果を、その特

許が有効である国にもたらす方法又はクラウドデバイスクレームの直接的侵害を構成

できるドイツの判例法について述べたQ6-1も参照すること。 

 

（Q6-10） 

IoT関連発明で、時としてデバイス又はシステムクレームの代わりに方法クレームを

起草することはありますか？（例えば、方法クレームを用いて機能主体を敢えてぼか

す等） 

 

・ドイツ特許商標庁の実務は、方法、デバイス、コンピュータプログラム（方法が特

許可能な場合）及びシステムクレーム間で実質的に異ならない。そのため、通常、カ

テゴリーごとに1つの独立クレームを作成し、その各々において対応するすべての特徴

を明記する。しかし、案件の詳細事項に応じて例外もあり得る。 

 

（Q6-11） 

BM関連発明の機能的クレームに関し、クレームや明細書の記載等で実務的な工夫が

ありますか？ 

 

・具体的な技術的課題を技術的手段により解決するという要件に関する前述の説明を

参照すること。 

 

（Q10）機能的クレームの記載要件の留意点等 

 

（Q10-1） 

ドイツ、欧州、米国の間で、コンピュータソフトウエア関連発明のクレーム及び明

細書の作成方法に違いはありますか？ 

 

・ミーンズ・プラス・ファンクション形式が米国では望ましくないと考えている。し

かし、前述のように、このような形式は、ドイツ特許商標庁では許容可能であり、好

ましくさえある。1つの別の違いは、具体的な技術的課題に対する技術的解決という要

件によってより高いハードルが設けられることによる、ソフトウエア発明の保護適格

性に関するものと思われる。 

 

（Q10-2） 

ドイツ独自の明確性及びサポート要件を考慮した場合、クレーム及び明細書の作成

に関する留意点はありますか？ 

 

・前述のように、ドイツ特許法には明確な明確性要件がない。ドイツ特許商標庁のサ

ポート要件は、残念ながら、日常的な実務の問題であり、調査で伝えることが非常に

困難である。しかし、当方に言えることとして、ドイツ特許商標庁実務でも、まずク

レームを作成し（機能的文言も使用する）、その後、クレームの用語、少なくともよ

り重要と思われる機能的表現及び（異なる）解釈がなされかねない用語の定義を明細

書に示すことが重要である。このような説明は、主張を行う上で及び後の補正を行う

上で有益となる。さらに、好ましくは、定義の後に（非限定的な）例を挙げるべきで

ある。 
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（Q10-3） 

ドイツ出願における機能的クレーム文言による拒絶を回避するための、クレーム及

び明細書を作成する上での留意点はありますか？ 

 

・上記Q10-2を参照すること。 

 

（Q13）CS関連発明等の機能的クレームに関する法律や審査基準等の歴史的変遷につ

いて 

 

（Q13-1） 

CS関連発明等の機能的クレームに関する、1970年以降の法律や審査基準等の改訂等

について、その「年」、「法律や審査基準等の名称及び記載箇所又は条文番号」、

「改訂等の内容（抜粋）」、「改訂等に影響を与えた判決等」及び「改訂された理

由や背景」を記入してください。 

 

・CS関連発明等の機能的クレームに関する法律及び審査ガイドラインの歴史的展開に

関して、そのような改正を認識していない。 

・ドイツ特許商標庁の新たな審査ガイドライン（2019年1月11日現在）には、CS関連発

明等の機能的クレームに関する改訂は含まれていない。なお、ドイツ特許商標庁の審

査ガイドラインは、わずか8ページの短い文書である。 

 

（Q14）CS関連発明等の機能的クレームに関する法律や審査基準等の今後の動向につ

いて 

 

（Q14-1） 

CS関連発明等の機能的クレームに関する法改正等の予定がありますか？ 

 

・当方が知る限り、そのような改正又は改訂の予定はない。 

 

（Q14-2） 

「はい」の場合、以下にについて記入をお願いします。 

改正、改訂予定の「法律や審査基準等の名称」及びその「改正、改訂の方向性」に

ついて記入をお願いします。特に、AI、IoT、BM関連技術の審査基準等に関するト

ピックスがあれば、記入をお願いします。 

 

・前述のとおり。 
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（Q15）CS関連発明等の機能的クレームに関する審決や判決の歴史的変遷について 

 

（Q15-1） 

CS関連発明等の機能的クレームに関する1970年以降（米国、欧州、英国及びドイツ

については、特に、2010年以降について）の代表的な審決や判決について、その

「年」、その「名称」（事件名及び番号）、「概要」（3行程度で審決又は判決のポ

イントを説明）、「判決文のURL」を記入してください。近年の審決や判決の動向

がわかる程度に、最近の審決や判決についても記入ください。また、その中で重要

と思われるもの（特に審査基準等や審査実務に影響を与えた/与えるものや近年の動

向を理解する上で必要なもの）には「重要」の欄にチェックをしてください。侵害

訴訟の判決についても、CS関連発明等の機能的クレームの解釈や技術的範囲の判断

で重要と考えられるものがあれば、ピックアップをお願いします。 

 

判決No.1 

BGH X ZB 16/00 

判決No.1は、ドイツ及び欧州特許庁のアプローチの主な類似点、すなわち発明が技

術的でなければならないことを判示している。また、ドイツにおいて、ソフトウエア

プログラム、記憶媒体及びデータキャリアに関するクレームは、その主題が技術的解

決に寄与している場合に特許可能であることも示している。 

無効性が主張されたクレームは、「電子的に読取り可能な制御信号を伴い、請求項1

～17のいずれか一項に記載の方法が実行されるようなプログラム可能コンピュータシ

ステムとやり取りすることのできるデジタル記憶媒体、特にディスク」に関するもの

だった。ドイツ連邦通常裁判所（FCJ、ドイツ語：Bundesgerichtshof、BGH）は、この

クレームを特許可能であると認定した。 

この判決によれば、特許請求されている教示の本質的な指令は、具体的な技術的課題

の解決に寄与していなければならない。この点を満たす特許主題は、コンピュータに

より使用されるデータキャリア等のコンピュータプログラム又は記憶媒体として特許

請求されている場合でも特許保護適格性を有する。 

より詳細には、BGHは、ドイツ法がArt. 52(2)(c), (3) EPCと意図的に調和されてお

り、保護適格性を有するか否かに関する解釈が法律実務に任されるべきであると論じ

ている。判決はコンピュータプログラムの分野がEPC起草の時点で比較的新しい技術

分野であったことを考慮することから始まり、裁判所は、次の側面に注目している：

「コンピュータにより実現又は自動化されるという事実のみに依拠して、従来、技術

に属していなかった分野まで特許保護を際限なく拡大してはならない。他方では、単

にコンピュータを用いて実行されるという理由だけで、技術的プロセス又は考察によ

り特徴付けられる教示の保護を拒絶することは、正当でないと考えられる。」 

URL：http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=11b220bd695a81e4edb59ed81d9b

5fd1&nr=20624&pos=0&anz=1 

実質的な影響：はい。 

ランドマークケース：はい。 

クレーム解釈において重要か？：いいえ。 

 

判決No.2 

BGH X ZB 15/67 

判決No.2は、特許対象から除外された主題そのものの評価に関連する判例として多

くの場面で言及される最も早期の判決の1つである。本件の基礎となる特許出願は、赤

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=11b220bd695a81e4edb59ed81d9b5fd1&nr=20624&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=11b220bd695a81e4edb59ed81d9b5fd1&nr=20624&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=11b220bd695a81e4edb59ed81d9b5fd1&nr=20624&pos=0&anz=1
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い羽毛を有する鳩を飼育するための方法に関するものだった。BGHは、動物及び他の

生体が、地球上に存在する基本要素からなり、他の非生体物質の場合と同様に、物理

及び化学の一般的原理に分類される力により支配されると指摘した。この出願は、コ

ンピュータプログラムに明確に関連するものではないが、この判決は、保護適格性を

有する主題と特許対象から除外される活動との区別を扱う最も早期の判決の1つである

ことから、コンピュータソフトウエア発明を扱う際に頻繁に取り上げられた。 

この判決によれば、主題は、それが制御可能な自然界の力を用いて明確な因果律に

より結果を実現する体系的な教示に関するものであれば、特許対象から除外されない

とされている。このことから、該発明を保護適格性有りとするには、有形の具体的な

自然界の力が発明の教示から明白になるようにする必要があると思われる。換言すれ

ば、明らかに具体的な主題は、抽象的な主題と容易に区別でき、そのため保護適格性

を有すると言うことができる。 

近年、ドイツ特許商標庁の審査ガイドラインでは、この判決で確立された要件が必

須ではないと明示されている。これは、制御可能な自然界の力及び因果律に関する要

件を満たす発明は当然保護適格性を有するものであるものの、その要件を満たさない

発明もそれだけの理由では排除されないことを示唆している。むしろ、その保護適格

性についての結論を出す前に、以下に詳細に記されているような他の事項を考慮する

べきである。 

URL：https://www.prinz.law/urteile/bgh/X_ZB__15-67-ok 

実質的な影響：はい。 

ランドマークケース：はい。 

クレーム解釈において重要か？：いいえ。 

 

判決No.3 

BGH X ZB 13/88 

判決No.3は、EPCと同様に、技術的性質の問題が新規性及び進歩性から分離され、

すなわち技術的性質が先行技術とは別に評価されることを判示している。この判決

は、したがって、クレームされている主題を、先行技術を考慮せずに検討することに

より、発明の適格性を評価するという欧州特許庁のアプローチと一致しているように

思われる（後者の点について、技術的特徴の陳腐性がクレームの特許保護適格性の有

無の判断基準とならないことを明言しているT 258/03、特にいわゆる旧来の「寄与アプ

ローチ」が欧州特許庁においてどのように放棄されたかを説明している章も参照する

こと）。 

BGHは、教示が技術的であるか否かの問題が、新規性及び進歩性の要件とは別に検

討されなければならないことを明確にしている。さらに、プログラムに関する教示

は、それがデータ処理システムの機能（演算能力の意味において）自体に関係してお

り、そのため、その要素間の直接的な相互作用を可能にするのであれば技術的である

と指摘した。本件の方法は、データ処理システムの要素を演算において特定の方法で

直接使用するという命令を含んでいる。 

したがって、この判決は、発明の保護適格性を査定するのにあたって、先行技術を

考慮せずに特許請求されている主題を検討する点で、欧州特許庁のアプローチと一致

しているように思われる。 

URL：https://research.wolterskluwer-online.de/document/fab72e27-5c57-407c-91a7-

5466c5879287 

実質的な影響：はい。 

ランドマークケース：はい。 

https://www.prinz.law/urteile/bgh/X_ZB__15-67-ok
https://research.wolterskluwer-online.de/document/fab72e27-5c57-407c-91a7-5466c5879287
https://research.wolterskluwer-online.de/document/fab72e27-5c57-407c-91a7-5466c5879287
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クレーム解釈において重要か？：いいえ。 

 

判決No.4 

BGH X ZB 15/98 

判決No.4は、新規性及び進歩性の問題が保護適格性の問題とは別であるという点で

欧州特許庁審判部と一致しているように思われる。換言すれば、クレームが保護適格

性を有するか否かを評価する際、先行技術は考慮されない。 

この特許出願は、テキストを処理し、解析するための手段を有する対話型スピーチ

解析機器に関するものである。連邦特許裁判所は「コア理論」を適用し、すなわち新

旧技術を区別し、新規で進歩性のある部分（発明のコア）が「応用自然科学の分野に

おける教示」に寄与しなければならないとした。 

BGH（連邦特許裁判所の判決に対する控訴審を担当）は、第一審が「技術性」を新

規性／進歩性と混同したと判示した。BGHは、動作時にエネルギーを消費し、異なる

切替状態が発生する、産業的に製造可能で商業的に入手可能な機器がすべて技術的機

器と考えられることをさらに判示した。コンピュータもこのような機器に含まれる。 

機器は、それが技術水準に寄与しているか否かに関係なく、技術的性質を有する。

特に、特定の方法でプログラムにより技術的に構成された機器は、たとえテキスト処

理のみを実行するとしても、技術的性質を有する。本事件は、進歩性等の他の要件の

分析のために第一審の裁判所に差し戻された。すなわち、BGHは、新規性及び進歩性

の問題が保護適格性の問題とは別であるという点で欧州特許庁審判部と一致している

ように思われる。すなわち、クレームが保護適格性を有するか否かを評価する際、先

行技術は考慮されないことになる。 

要するに、この判決は、欧州特許庁の判例法と一致しているようである。旧来の寄

与アプローチ及びこれが欧州特許庁でも放棄されたと見做されていることについて

は、前述の議論を参照すること。 

URL：http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=a30092d98e64a036cc5e1fb24dec1

67d&nr=22861&pos=0&anz=1 

実質的な影響：いいえ。 

ランドマークケース：いいえ。 

クレーム解釈において重要か？：いいえ。 

 

判決No.5 

BGH X ZB 11/98 

判決No.5は、欧州特許庁とのまた別の類似性を示している（特に欧州特許庁の審決T 

1227/05を参照すること）。 

この判決では、BGHは、本項の判決No.2で確立されたアプローチから明示的に逸脱

し、「赤い鳩」事件の古い原則が必須でないと判示し、ある主題が保護適格性を有す

るために必ずしもこれらの要件を満たす必要がないことを示唆している。 

むしろ、判決No.5によれば、発明の目的が技術的性質を有し（例えば、技術的知識

が関与する）、及び／又は技術的考察を必要とする場合、この発明は保護適格性から

除外されない。ここでBGHは、課題に対して提案される解決手段が、シリコンチップ

の生産で終結するプロセスの中間ステップに関係するのであれば、保護適格性から除

外されるべきではないと判示した。その判断理由として、そのプロセスを実行するの

に使用されるコンピュータの検討は別として、その解決手段が制御可能な自然界の力

を直接使用していなくとも、技術的考察に基づく知見を利用して製品の生産性を向上

させようとしている事実に基づいて保護適格性が認められている（興味深いことに、

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=a30092d98e64a036cc5e1fb24dec167d&nr=22861&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=a30092d98e64a036cc5e1fb24dec167d&nr=22861&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=a30092d98e64a036cc5e1fb24dec167d&nr=22861&pos=0&anz=1
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「Infineon」事件において、欧州特許庁審判部が本事件を引用して論じている）。 

URL：https://www.prinz.law/urteile/bgh/X_ZB__11-98 

実質的な影響：はい。 

ランドマークケース：はい。 

クレーム解釈において重要か？：いいえ。 

 

判決No.6 

BGH X ZB 22/07 

判決No.6は、保護適格性の判断時に、非技術的性質が存在する場合でも、非技術的

性質に対する技術的性質の比重に関係なく、クレームが技術的課題に対する解決策を

提供するか否かが問題であると判示している。 

この特許出願は、患者に対して行われる検査、例えばX線、CT、MRI等におけるデ

ータ処理の方法に関するものである。 

BGHは、データ処理システム内で実行される方法が技術的装置の一連の動作に組み

込まれる（例えば、CTの画像解像度の設定時等）場合、保護適格性は、技術的性質及

び非技術的性質の軽重を計った結果によって判断されないとした。重要なことは、教

示を全体として考えた場合に特定の技術的課題に対する解決策が提供されるか否かで

ある。 

URL：http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=47197&pos=0&anz=1 

実質的な影響：はい。 

ランドマークケース：はい。 

クレーム解釈において重要か？：いいえ。 

 

判決No.7 

BGH X ZR 27/07 

判決No.7は、情報の保存方法において、そのデータ表現が技術的課題を解決する場

合には、その方法が技術的であり得ることを示している点で興味深いものである。そ

のため、技術的課題を解決するために情報がどのように使用されるかを特に明確にす

ることに注意を払うべきである。 

この判決においてBGHは、技術的課題に対する解決策を提供していれば、クレーム

が特許性を有する点をさらに確認した。より具体的には、この事件でBGHは無効手続

きにおける控訴審を担当し、オペレーティングシステムを保持するメモリと、オペレ

ーティングシステムを実行するプロセッサとを含むデータ処理システムの操作方法に

関するEP特許のドイツ国内移行特許の有効性について決定を下す必要があった。メモ

リは、短いファイル名を保存する第1のディレクトリエントリと、同じファイルの長い

ファイル名を保存する第2のディレクトリエントリとを有することにより、両方のファ

イル名のための共通の名称スペースを提供して、異なるオペレーティングシステムが

使用されたときの互換性の問題を防止した。 

この判決においてBGHは、保護適格性に関するスキームを適用し、異なるオペレー

ティングシステムからデータにアクセスできるようにするために、特定のデータをメ

モリにどのように保存しなければならないかという技術的課題が「メモリ割当ての特

定の配置」により解決されると判断した。この技術的課題の解決手段の進歩性が認め

られ、対象特許の有効性が確認された。 

URL：http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&az=X%20ZR%2027/07&nr=52113 

実質的な影響：はい。 

https://www.prinz.law/urteile/bgh/X_ZB__11-98
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=47197&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=47197&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&az=X%20ZR%2027/07&nr=52113
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&az=X%20ZR%2027/07&nr=52113
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ランドマークケース：はい。 

クレーム解釈において重要か？：いいえ。 

 

判決No.8 

BGH X ZB 34/03 

判決No.8は、ビジネス方法を実施するコンピュータ発明に関する問題を対象として

いる。より詳細には、クレーム1は、「少なくとも第1の医療機器のオペレータにとっ

て、別の医療機器を追加購入するか又は第1の医療機器を交換することに採算性がある

か否かを判断する方法」に関するものである。従ってこの方法は、機器を使用する報

酬、コスト及び医療機器の使用の採算性の計算を含むいくつかのステップを定義して

いる。このクレームでは、医療機器の使用に関するデータがデータベースに転送され

ること、及びこのデータベースが別の医療機器の購入の採算性の判断に使用されるこ

とも明記されている。 

興味深いことに、この判決は、発明がデータベース等の技術的手段を使用していて

もビジネス方法とみなされうることを示している。換言すれば、発明とされる事項の

基礎となる態様が非技術的である場合、データベースの使用のみでは、特許取得には

不十分である可能性がある。この判決では、前記クレームが技術的問題ではなくビジ

ネス方法を扱っているため、特許保護の適格性を有さないとしてクレームが拒絶され

ている。本件に関して、クレームがデータベース（それ自体が技術的手段であること

は、裁判所も認めているようである）を定義しているか否かは問題にならないように

思われる。この判決は、技術的手段が技術的性質を付与するのに十分であるとみなさ

れる他の判決と若干異なるアプローチを示しているように思われる。この明白な相違

は、他の事件がコンピュータの使用を伴う技術的発明を直接扱っているのに対し、本

事件が主としてビジネス方法に関していると解釈されたことに起因する可能性があ

る。 

URL：http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2687806085ce3141ae59b884bfa9

c9a1&nr=30990&pos=0&anz=1 

実質的な影響：はい。 

ランドマークケース：はい。 

クレーム解釈において重要か？：いいえ。 

 

判決No.9 

BGH X ZR 37/13 

判決No.9は、GUIが技術的であり、そのため特許性を有するとみなすことができると

示している点で興味深いものである。情報の（視覚的）伝送に関する命令は、その主

な課題が、特定のコンテンツの伝達又は特定の体裁を使用したその伝達ではなく、画

像コンテンツを人間の知覚及び情報取得の物理的状況を考慮する方法で提示すること

であり、この表示が、第一に、人間が特定の方法で提示された情報のすべてを知覚で

きるようにすること、又はこの知覚を改善するか若しくは好適に達成できるようにす

ることを目的としている場合、技術的手段による技術的課題の解決に寄与する。 

URL：http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=71047&pos=0&anz=1 

実質的な影響：はい。 

ランドマークケース：はい。 

クレーム解釈において重要か？：いいえ。 

（Q15-2） 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2687806085ce3141ae59b884bfa9c9a1&nr=30990&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2687806085ce3141ae59b884bfa9c9a1&nr=30990&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2687806085ce3141ae59b884bfa9c9a1&nr=30990&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=71047&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=71047&pos=0&anz=1
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上記回答にて「重要」にチェックをした審決又は判決について、「名称」（事件名

及び番号を再掲）、「選定理由」（審査基準等や審査実務に与える影響等、重要と

考えた理由）、「判決文の抜粋」（審決文又は判決文のうち重要な部分（判示事

項）を抜粋。複数ある場合は複数全て抜粋）を記入してください。また、背景、事

件の概要、判決の意義、今後の影響等の「解説」の記入をお願いします。侵害訴訟

の判決では、クレーム解釈や技術的範囲の判断で重要と考えられる部分についても

抜粋し、解説をお願いします。 

 

判決No.1 

BGH X ZB 16/00 

選定理由：判決No.1は、ドイツ及び欧州特許庁のアプローチの主な類似点、すなわち

発明が技術的でなければならないことを判示している。また、ドイツにおいて、ソフ

トウエアプログラム、記憶媒体及びデータキャリアに関するクレームは、その主題が

技術的解決策に寄与している場合に特許可能であることも示している。 

この判決によれば、特許請求されている教示の基本的な説明は、具体的な技術的課

題の解決に寄与していなければならない。 

判決文の抜粋・解説：この条件を満たす場合、主題は、コンピュータプログラム又は

記憶媒体、例えばコンピュータにより使用されるデータキャリアとして特許請求され

ていたとしても特許保護適格性を有する。 

クレーム解釈等における重要部分：該当なし。 

 

判決No.2 

BGH X ZB 15/67 

選定理由：判決No.2は、特許対象から除外された主題そのものを評価する際に関連す

るものとして頻繁に言及される最も早期の判決の1つである。該出願は、コンピュータ

プログラムに明確に関するものではないが、この判決は保護適格性を有する主題と特

許対象から除外される活動との区別を扱う最も早期の判決の1つであることから、コン

ピュータソフトウエア関連発明を扱う案件で頻繁に取り上げられた。 

判決文の抜粋・解説：この判決によれば、制御可能な自然界の力を用いて明確な因果

律により結果を実現する体系的な教示に関する主題は、特許対象から除外されないと

されている。このことから、発明を保護適格性がある状態にするためには、有形の具

体的な自然界の力が発明の教示から明白でなければならないように思われる。換言す

れば、明らかに具体的な主題は、抽象的な主題と容易に区別でき、そのため保護適格

性を有すると言うことができる。 

クレーム解釈等における重要部分：該当なし。 

 

判決No.3 

BGH X ZB 13/88 

選定理由：判決No.3は、EPCと同様に、技術的性質の問題が新規性及び進歩性から分

離され、すなわち技術的性質が先行技術とは別に評価されることを判示している。従

ってこの判決は、先行技術を考慮せずに特許請求されている主題を検討することによ

り発明の保護適格性を評価するという欧州特許庁のアプローチと一致しているように

思われる（後者の点について、技術的特徴の陳腐性がクレームの保護適格性の有無の

判断基準とはならないことを明言しているT 258/03、特にいわゆる旧来の「寄与アプロ

ーチ」が欧州特許庁においてどのように放棄されたかを説明している項も参照するこ

と）。 

判決文の抜粋・解説：BGHは、教示が技術的であるか否かの問題が、新規性及び進歩
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性の要件とは別に検討しなければならないことを明確にしている。さらに、プログラ

ムに関する教示は、それがデータ処理システムの機能（演算能力の意味において）自

体に関しており、そのため、その要素間の直接的な相互作用を可能にするのであれば

技術的であると判示した。本件の方法は、データ処理システムの要素を演算において

特定の方法で直接使用するという命令を含んでいる。 

従ってこの判決は、先行技術を考慮せずに特許請求されている主題を検討して発明

の保護適格性を査定するという欧州特許庁のアプローチと一致しているように思われ

る。 

クレーム解釈等における重要部分：該当せず。 

 

 

（Q16）CS関連発明等の機能的クレームに関する主な論点と判断方法 

 

（Q16-1） 

貴国において、CS関連発明等の機能的クレームに関する特許審査の判断基準に関す

る論点はありますか？ 

 

・主な論点は、出願が具体的な技術的課題を技術的特徴により解決するか否か、例え

ば機能的クレームの限定が技術的態様を定義していることである。クレームの特徴を

技術的性質と非技術的性質とに分類することによるこの評価は、機能的クレーム文言

の有無とは独立して行われる。前項に記載の当方の回答及びコメントも参照するこ

と。 

 

（Q16-2） 

上記の論点があれば、解説をお願いします。 

 

・前述のとおり。 

 

（Q17）CS関連発明等の機能的クレームに関する最近の審査実務の傾向や変化につい

て 

 

（Q17-1） 

CS関連発明等（全般）の機能的クレームに関する最近の審査実務の傾向や変化つい

て、時期と傾向がわかるように教えてください。 

 

・当方が知る限り、ドイツでは、この点に関する最近の変化又は動向は特にない。CS

関連発明の案件のほとんどは、具体的な技術的課題が技術的手段により解決されるか

否かという特定の問題に焦点を当ててケースバイケースで決定される。 

 

（Q17-2） 

上記の、貴国における最近の審査実務の傾向や変化のきっかけとなった判例等につ

いて教えてください。 

 

・前述のとおり。 
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（Q18）CS関連発明等の機能的クレームに関する拒絶理由とその解消方法について 

 

（Q18-1） 

CS関連発明等の審査における最近の傾向として、貴所の経験から拒絶理由として多

いものは何ですか？（複数回答可） 

☐発明該当性 ☐実施可能要件（相当する要件） 

☐サポート要件（相当する要件） 

☐明確性要件（相当する要件） 

☐その他（                               ） 

 

・手元に統計はない。しかし、印象としては、質問にある拒絶理由のうち、CII（コン

ピュータ実施発明）では発明該当性による拒絶がかなり多数かつ最も深刻なものであ

り、特に技術的性質の欠如により進歩性がないという拒絶が多数である。BM関連発明

に関して発明該当性の拒絶は、ごく頻繁に挙げられると考えることができる。明確性

要件に基づく拒絶はまれであり、実施可能要件及びサポート要件に基づく拒絶も同様

である。 

 

（Q18-2） 

上記で、発明該当性、実施可能要件、サポート要件、明確性要件、その他の記載要

件のおおよその割合はどれくらいですか？ 

発明該当性の割合： 

実施可能要件の割合： 

サポート要件の割合： 

明確性要件の割合： 

その他の記載要件の割合： 

 

・統計情報は持ち合わせていないが、印象としては、コンピュータにより実施される

発明では発明該当性に基づく拒絶がかなり多数であり、BM関連発明において最も頻

繁な拒絶理由である可能性がある。いったん拒絶理由が下されると、発明該当性に基

づく拒絶理由を克服することは困難だが、この点は、発明が出願中でどのように説明

されているか等、案件の詳細によって左右される。実施可能要件、サポート要件、明

確性要件に基づく拒絶は比較的よく発行される。 

 

（Q19）CS関連発明等の機能的クレームに係る特許明細書に関する留意点について 

 

（Q19-1） 

日本から貴国へ機能的クレームに係るCS関連発明等に関する特許を出願する場合、

クレーム、明細書、図面の記載について、特に注意する点があれば記載してくださ

い（PCTルートとパリルートで特に注意すべき点に違いがあれば、その点について

も記載をお願いします。）。 

 

・技術的手段による具体的な技術的課題の解決手段を確実に説明し、クレームもその

ような解決手段として作成することを推奨する。PCT出願の場合、他の法域について

配慮したときに、このようなクレームが発明の全体的範囲と比較して限定的すぎる場

合は、ドイツ出願では追加の実施形態を開示し、対応する従属クレームを追加する。

ドイツ特許商標庁の判例法及び実務を要約すると（説明のために多少正確さを欠くこ

とになるが）、発明につながった「動機」が技術的考察の中に存在するものであっ
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て、既存の技術的システムを技術的に変更する必要なしに周知の技術を特定の（新た

な）応用のために使用することが動機ではない点を、出願中で明示することが重要で

ある。 

 

（Q20）CS関連発明等の機能的クレームの制限及び留意点について 

 

（Q20-1） 

貴国において、CS関連発明等の機能的クレームについて制限がある場合、どのよう

な制限があるか、どのような点に注意すべきか、について記載をお願いします。 

 

・当方が知る限り、ない。 

 

（Q20-2） 

特に、日本から貴国へCS関連発明等に関する特許を出願する場合の注意点があれ

ば、記載をお願いします。CS関連発明等の機能的クレームについて、制限や注意点

がない場合は、その旨を記載してください。 

 

・前述のとおり。 

 

（Q21）権利行使の観点からのクレームの書き方について 

 

（Q21-1） 

CS関連発明等の機能的クレームでは、例えば、クレームで、内部処理の技術的特徴

を細かく規定しないと権利がとれない場合や、サーバ側の内部処理を規定しないと

権利がとれない場合があり、権利行使の際の侵害立証が難しくなり、有効な権利に

ならないケースが想定されます。貴国では、そのようなケースで、どのような対応

が考えられますか？また、貴所で工夫していることがありますか？ 

 

・可能であれば、発明を、内部処理により生成される結果の観点からクレームするこ

とが好ましい。その理由は、結果の方が証拠として取得しやすい場合があるためであ

る。発明が機器間（例えば、クライアント－サーバ）の相互作用に関する場合、作用

する機器の各々について1つの独立クレームを作成することが考えられる。また、これ

らの機器間のインタフェースに関する特徴（例えば、機器間のインタフェースに関す

る特徴など、少なくとも原理的に内部処理の結果を反映する特徴）を定義することが

望ましいと思われる。さらに、システムクレームは、国内法がそれをどこまで認める

かに応じて、間接侵害を主張する手段として作成することができる。 

 

（Q22）CS関連発明等の機能的クレームに関する参考文献について 

 

（Q22-1） 

貴国でのCS関連発明等の機能的クレームの特許保護の現状についての解説記事、総

説など、参考文献があれば教えてください。 

 

・特別な情報は認識していない。  
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（Q23）CS関連発明等の機能的クレームに関する問題点等、全般について 

 

（Q23-1） 

全体を通じて、貴国においてCS関連発明等の機能的クレームで問題となっている

点、問題と思う点等がありましたら、教えてください。 

 

・我々が理解する範囲では、前述以外のものはない。 

 

 

 中国 

 

（Q1）CS関連発明等の機能的クレームの定義等について 

 

（Q1-1） 

CS関連発明等の機能的クレームの定義はありますか？ 

 

・はい 

 

（Q1-1-1） 

「はい」の場合、特許法、ガイドライン、又はいずれかの判例法（case law）は機能

的クレーム文言の定義を規定していますか？ 

 

・はい 

 

（Q1-1-2） 

特許法、ガイドライン、又は判例法は、機能的クレーム文言をどのように規定して

いますか？ 

 

・中国専利審査指南（2020年）第二部分、第2章 第3.2.1節 

 

「通常、製品の請求項では、機能的又は効果的特徴を用いて発明を限定することはな

るべく回避すべきである。ある技術的特徴が構成上の特徴によっても限定できない場

合、又は、技術的特徴が構成上の特徴によって限定するよりも、機能的若しくは効果

的特徴を用いて限定するほうがより適切であり、かつ該機能若しくは効果は明細書に

定めた実験若しくは操作又は所属技術分野の常用手段により直接的かつ肯定的に検証

できる場合に限り、機能的又は効果的特徴を用いて発明を限定することは許され得

る。」 

 

最高人民法院による特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問

題に関する解釈（II）（2016年）の第8条： 

「機能的特徴とは、構造、成分、手順、条件又はその間の関係などについて、それ

が発明創造において果たす機能又は効果を通じて限定を行う技術的特徴をいう。ただ

し、当該分野の一般的な技術者が請求項の閲読のみを通じて、前述の機能又は効果の

具体実施形態を直接かつ明確に確定できる場合はこの限りでない。」 
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（Q1-1-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・中国専利審査指南では、コンピュータ関連発明の機能的限定には、他の技術分野の

機能的限定と異なる意味がある。前者は、プログラムモジュールとみなされる一方、

後者は、機能を実行することができるすべての手段を含む。 

 

・司法解釈（2016年）では、当業者によるクレーム文言の理解の方法に基づいて機能

的限定を区別している。これは、コンピュータ関連発明における機能的限定をより柔

軟に説明するものである。 

 

（Q2）機能的クレームの保護について 

 

（Q2-1） 

機能的クレームは特許として保護されますか？ 

 

・はい。 

 

（Q2-1-1） 

「はい」の場合、特許法、ガイドライン、又はいずれかの判例法は機能的クレーム

が特許として保護されることを規定していますか？ 

 

・中国専利審査指南（2020年）第二部分、第2章 第3.2.1節 

 

「ある技術的特徴が構成上の特徴によっても限定できない場合、又は、技術的特徴が

構成上の特徴によって限定するよりも、機能的若しくは効果的特徴を用いて限定する

ほうがより適切であり、かつ該機能若しくは効果は明細書に定めた実験若しくは操作

又は所属技術分野の常用手段により直接的かつ肯定的に検証できる場合に限り、機能

的又は効果的特徴を用いて発明を限定することは許され得る。」 

 

（Q3）機能的クレームに適用される記載要件等について 

 

（Q3-1） 

機能的クレームに適用される実施可能要件（又は相当する要件）が、特許法、審査

ガイドライン又は判例に存在しますか？ 

 

・特別な要件はない。十分な開示に関する一般要件が適用される。 

 

（Q3-1-1） 

「はい」の場合、特許法、ガイドライン、又はいずれかの判例法は、機能的クレー

ムに適用される実施可能要件（又は相当する要件）について規定していますか？ 

 

・該当なし。 
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（Q3-1-2） 

特許法、ガイドライン、判例法は、機能的クレームに適用される実施可能要件（又

は相当する要件）をどのように規定していますか？ 

 

・該当なし。 

 

（Q3-1-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・明細書記載に関する通常規則が適用される。ただし、権利行使を考慮すると、裁判

所は、通常、製品が機能的限定の保護範囲に該当するかどうかを判断するため、機能

的限定の特定の実施形態を侵害製品と比較することから、出願人は、より慎重に記載

する必要がある。 

 

（Q3-2） 

機能的クレームに適用されるサポート要件（又は相当する要件）が、特許法、審査

ガイドライン又は判例に存在しますか？ 

 

・はい。 

 

（Q3-2-1） 

「はい」の場合、特許法、ガイドライン、又はいずれかの判例法は、機能的クレー

ムに適用されるサポート要件（又は相当する要件）を規定していますか？ 

 

・はい。 

中国専利審査指南（2020年）第二部分、第2章 第3.2.1節 

「請求項に含まれる機能的限定の技術的特徴は、記載された機能を実現できるすべて

の実施形態をカバーしていると理解すべきである。機能的限定の特徴を含める請求項

に対して、該機能的限定が明細書にサポートされているかを審査しなければならな

い。請求項に限定された機能は、明細書の実施例に記載された特定の形態で完成され

たもので、かつ所属技術分野の技術者は明細書に記載していないほかの代替的形態で

はこの機能を完成できるかについて不明である、又は、所属技術分野の技術者が該機

能的限定に含まれる一種若しくは数種の形態でも、発明若しくは実用新案が解決しよ

うとする技術的課題を解決できず、同等な技術的効果を達成できないと疑う理由を有

するときは、請求項には前記ほかの代替的形態又は発明や実用新案の技術的課題を解

決できない形態をカバーする機能的限定を用いてはならない。 

 また、明細書には曖昧な方式だけでその他代替的形態も適用でき得ると記載してお

り、所属技術分野の技術者にとって、これら代替的形態が何なのか、又はどのように

これら代替的形態を応用すればよいかが不明確である場合は、請求項の中の機能的限

定も許されない。なお、単なる機能的請求項は明細書にサポートされないため、これ

も許されない。」 
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（Q3-2-2） 

特許法、ガイドライン判例法は、機能的クレームに適用されるサポート要件（又は

相当する要件）をどのように規定しているか？ 

 

・質問Q3-2-1に対する回答を参照されたい。 

 

（Q3-2-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・出願人は、後の権利行使に備えて保護範囲をより広くするため、明細書により多く

の実施形態を入れるべきである。明細書に、機能的限定を実施するための具体的な実

施形態が記載されていない場合、裁判所は、Nokia v. Huaqinの事例（北京高院（2013高

行終字第890号）Nokia v. Huaqin特許無効案第二審を参照）のように、機能的限定を不

明確とみなす可能性がある。従って、ハードウエアの実施形態をサポートとして記載

するべきかどうかは、そのハードウエアに進歩性があるかどうかに左右される。 

 

（Q3-3） 

機能的クレームに適用される明確性要件（又は相当する要件）が、特許法、審査ガ

イドライン又は判例に存在しますか？ 

 

・特に要件はない。一般要件が適用される。 

 

（Q3-3-1） 

「はい」の場合、特許法、ガイドライン、又はいずれかの判例法は、機能的クレー

ムに適用される明確性要件（又は相当する要件）を規定していますか？ 

 

・該当なし。 

 

（Q3-3-2） 

特許法、ガイドライン、判例法は、機能的クレームに適用される明確性要件（又は

相当する要件）をどのように規定していますか？ 

 

・該当なし。 

 

（Q3-3-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・機能的限定を含むクレームの範囲において明細書が果たす役割が特に重要であるこ

とから、明細書の開示不十分は、クレームにおいて明確性の問題を引き起こす可能性

がある。 

 

（Q3-4） 

機能的クレームに適用されるその他（上記の3要件以外）の記載要件が、特許法、審

査ガイドライン又は判例に存在しますか？ 

 

・いいえ。 
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（Q3-4-1） 

「はい」の場合、特許法、ガイドライン、又は判例法は、機能的クレームに適用さ

れるその他（上記の3要件以外）の記載要件を規定していますか？ 

 

・該当なし。 

 

（Q3-4-2） 

特許法、ガイドライン、判例法は、どのように機能的クレームに適用されるその他

（上記の3要件以外）の記載要件を規定していますか？ 

 

・該当なし。 

 

（Q3-4-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

（1）明細書中の機能的限定のクレームの実施形態は、コンピュータソフトウエア以外

の発明に対して、非常に重要である。 

 

最高人民法院による特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題

に関する解釈（2009年）の第4条： 

「請求項において機能又は効果を以って記載された技術的特徴について、裁判所は明

細書及び図面に記述された当該機能又は効果の具体的な実施形態、及びそれと同等の

実施形態と結び付けた上で、当該技術的特徴の内容を確定しなければならない。」 

 

最高人民法院による特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題

に関する解釈（II）（2016年）の第8条： 

「明細書及び図面に記載された、前項でいう機能又は効果を実現するために必要不可

欠な技術的特徴に比べて、被疑侵害技術案に対応する技術的特徴を、基本的に同一の

手段によって同一の機能を実現し、同一の効果を達成し、かつ当業者が被疑侵害行為

の発生時に創造的労働を経ずして連想できる場合、人民法院は、当該技術的特徴と機

能的特徴が同一又は同等であると認定しなければならない。」 

 

（Q4）CS関連発明等の機能的クレームの審査段階での判断基準について 

 

（Q4-1） 

CS関連発明等（全般）に関する機能的クレームの特別な審査基準やガイドライン又

はCS関連発明等の機能的クレームに関する特別な記載の存在についてお伺いしま

す。CS関連発明等（全般）に関する特別な審査基準等が存在しますか？ 

 

・はい。 
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（Q4-1-1） 

「はい」の場合は「審査基準等の名称及び記載箇所又は条文番号」、及び「記載内

容（抜粋）」をご記入ください。また、可能であれば作成された背景等についてご

記入ください。 

 

中国専利審査指南（2020年）第二部分、第9章 第5.2節： 

「5.2 特許請求の範囲の書き方 

コンピュータプログラムに係わる特許出願の特許請求の範囲は、方法クレームに書い

ても、製品クレーム（例えば当該方法を実現させる装置）に書いてもかまわない。ど

の形式の請求項に書いても、明細書にサポートされ、そして、全体的に当該発明の技

術方案を反映し、技術的課題を解決するのに必要な技術的特徴を記載してあるもので

なければならない。当該コンピュータプログラムに備わる機能及びその機能で達成す

る効果を総括的に記述しただけのものであってはならない。方法クレームとして書く

場合には、方法プロセスのステップに沿って、当該コンピュータプログラムで実行す

る各機能、及びこれらの機能が如何に果たされるかについて、詳細に記述しなければ

ならない。装置クレームとして書く場合には、当該装置の各構成及び各構成の間の関

係を具体的に記述し、当該構成は、ハードウエアを含むだけでなく、プログラムも含

むことができる。 

すべてコンピュータプログラムのフローチャートを根拠にして、当該コンピュータプ

ログラムのフローチャートの各ステップと完全に対応して一致する方式により、又

は、当該コンピュータプログラムのフローチャートを反映する方法クレームと完全に

対応して一致する方式により、装置クレームを記載する場合、即ちこの装置クレーム

の各構成と当該コンピュータプログラムのフローチャートの各ステップ、又は当該方

法クレームの各ステップと完全に対応して一致するような場合には、この装置クレー

ムの各構成は、当該プログラムのフローチャートの各ステップ、又は当該方法の各ス

テップを実現するには構築しなければならないプログラムモジュールであると理解す

べきである。このようなプログラムモジュールにより限定される装置クレームは、主

に明細書に記載してあるコンピュータプログラムを介して当該解決方案を実現するた

めのプログラムモジュール化枠組みであると理解すべきであり、主にハードウエア的

方式により当該解決方案を実現するための実体装置として理解すべきではない。」 

 

（Q4-1-2） 

CS関連発明等の機能的クレームに関する特別な審査基準、マニュアル、又はガイド

ラインを作成するに至った背景状況はありますか？ 

 

Nokia v. Huaqinの事例の判決は、裁判所が実際に特許を執行不可能であると宣言しただ

けでなく、機能的限定によって定義される他のコンピュータ関連特許にも重要である

ことから、特許実務において多くの議論を巻き起こした。 

 

Nokia v. Huaqinの事例前には、裁判所及び特許庁による機能的限定の解釈が異なること

はよく知られていた。特許庁は、機能的限定を、機能を実行できるすべての手段を包

含するものと解釈し、かつコンピュータ関連発明の機能的限定を、主に明細書に記載

されているコンピュータプログラムを通して実現される「機能モジュール化の枠組

み」と解釈した。しかし、最高人民裁判所は、司法解釈（2009）において、機能的限

定を明細書中の実施例と同等な方式と解釈した。その後、Nokia v. Huaqinの事例では、

特許庁のいずれのクレーム解釈の方法も明確に否定された。 
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2017年、一般的な「機能モジュール」又は「機能的限定」との混同を避けるため、コ

ンピュータ関連発明における機能モジュールを「プログラムモジュール」として明確

化するように中国専利審査指南がさらに修正された。さらに、改訂された中国専利審

査指南では、クレーム記載の形式的要件も緩和され、ハードウエアの限定と機能的限

定との両方の組み合わせも明示的に許可されている。 

 

（Q4-1-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・最高裁判所は、特許の権利行使と特許審査とが大きく異なることも認め、そのた

め、2度目の司法解釈（2016年）を発行した。この最高人民法院による特許権侵害をめ

ぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（II）（2016年）の第8

条は、次のように規定している。 

 

「機能的特徴とは、構造、成分、手順、条件又はこれらの関係等について、それが発

明創造において発揮する機能又は効果により限定する技術的特徴をいう。ただし、当

業者がクレームを読めば直接かつ明確に上記機能又は効果を実現する具体的な実施形

態を確定できる場合は除く。」 

 

この除外条項により、裁判所は、当業者の理解から機能的限定の意味を判断すること

ができる。そのため、特定の技術分野を考慮することができる。新しい司法解釈

（2016年）によれば、裁判所は、コンピュータ関連発明の機能的限定をより柔軟に解

釈している。この除外条項は、Huawei v. Samsung（深セン中級裁判所）、Huawei v. 

Samsung（福建高等裁判所）及びBaidu v. Sogou（北京高等裁判所）の事例において下

級裁判所によって広く適用されている。 

 

（Q4-2） 

CS関連発明等（全般）に関する機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈につ

いてお伺いします。CS関連発明等全般に関する機能的クレームの審査段階でのクレ

ームの解釈は、権利行使時のクレームの解釈と同じですか？ 

 

・すべてのCS関連発明が機能的クレーム文言に関係しているわけではない。CS関連発

明が機能的クレーム文言を含む場合、審査における機能的クレーム文言の解釈は、司

法解釈（2016年）以前の裁判所における特許権行使の解釈と異なる。なぜなら、裁判

所は、常に特定の実施形態を侵害製品と比較するために明細書を調べるからである。 

 

しかし、司法解釈（2016年）の施行後、CS関連発明における機能的文言の解釈は、よ

り一貫している。例えば、Shiji Guangsu v Baiduの事例の場合、北京知財裁判所は、中

国専利審査指南を直接引用して、クレーム中の機能的限定を、明細書に記載されたコ

ンピュータプログラムを通して主に実現される機能モジュールとして解釈した。 
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（Q4-2-1） 

異なる場合には、審査段階及び権利行使時のクレーム解釈の相違点を具体的にご記

入ください。 

 

・裁判所及び特許庁の解釈は、司法解釈（2016年）以来、一貫している傾向がある。

特許侵害訴訟を処理する唯一の控訴裁判所として、特許権行使の解釈を統一する独占

的な権限を有する最高裁判所の知的財産法廷からのさらなる判決が待たれている。 

 

（Q4-2-2） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・該当なし。 

 

（Q4-3） 

CS関連発明等のうち、特にAI関連発明（例えば、AIコア発明、AI応用発明、AIによ

る成果物）、IoT関連発明、及びBM関連発明の機能的クレームに関する特別な審査

基準やガイドライン又は特別な記載の存在についてお伺いします。各々に関して特

別な審査基準等が存在しますか？ 

 

・いいえ。 

機能的限定の文言において、AI関連発明の審査基準は、CS関連発明の審査基準と同

じである。中国特許庁は、2020年2月1日に施行された中国専利審査指南の第二部分、

第9章に新しいセクションを追加した。この新しいセクションは、主にAI関連発明の保

護適格性及び進歩性に関連するものだが、AI関連発明の機能的クレーム文言に関する

新しい規則を規定していない。 

 

（Q4-3-1） 

「はい」の場合、特別な審査基準、マニュアル、又はガイドラインは、AI関連発明

の機能的クレームをどのように規定していますか？ 

 

・機能的限定の文言において、AI関連発明に対する審査基準は、CS関連発明に対する

審査基準と同じである。 

 

（Q4-3-2） 

日本では、審査ハンドブックで、AI関連発明の記載要件として、データ間の相関関

係が示されました。貴国では、同様の審査ガイドはありますか？ 

 

・はい。 

中国専利審査指南 第二部分、第9章 第6.3.1節 

「アルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴を含む特許出願の明細書は、その発

明が技術的課題を解決するために採用する解決方法のアイデアを明確かつ完全に記載

すべきである。前記解決方法のアイデアは、技術的特徴を含めた上で、更に技術的特

徴と機能上支持し合い、相互作用関係にあるアルゴリズムの特徴又は商業規則・方法

の特徴を含めることができる。 

明細書の中では、技術的特徴と、これと機能上支持し合い、相互作用関係にあるアル

ゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴がどのように共同作用し、かつ有益な効果

を発生するかを明記すべきである。例えば、アルゴリズムの特徴を含める際に、抽象
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的アルゴリズムと具体的技術分野とを結合させるべきである。少なくとも一つのパラ

メータの定義を技術分野の中での具体的データと対応・関連させるべきである。商業

規則・方法の特徴を含める際に、技術的課題を解決する全過程を詳しく記載・説明

し、当業者が明細書の記載内容に従って、その発明の解決方法のアイデアを実現でき

るようにする。 

明細書は、質、精度又は効率の向上、システム内部性能の改善等、先行技術と比べて

発明が有する有益な効果を明確かつ客観的に明記すべきである。ユーザの視点からす

れば、客観的にユーザ体験が向上することも、明細書の中で説明することができ、こ

の際に、このようなユーザ体験の向上が、発明を構成する技術的特徴、及びこれと機

能上支持し合い、相互作用関係にあるアルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴

により、どのように共同でもたらされたか、又は発生したかについても同時に説明す

べきである。」 

 

（Q4-3-3） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・中国専利審査指南（2020年）は、実際に、審査官が発明の独創性を拒否することの

困難さを高めている。非技術的特徴が進歩性評価で考慮されない以前の慣行と異な

り、現在では、技術的特徴だけでなく、アルゴリズム的特徴又は商業的規則及び方法

的特徴も含めて、特許請求の範囲に記載されているすべての特徴を考慮すべきであ

る。改正後の《中国専利審査指南》は、技術的特徴とアルゴリズム的特徴又は商業的

規則と方法的特徴が機能上でお互いにサポートし、インタラクティブな関係を有する

ため、全体として考慮しなければならないと考えている。 

 

従って、審査官が特許出願を審査する際、更なる厳しい形式条項を採用することに転

じると予測している。2020年2月1日以降、第26条第3項に基づく実施可能要件を引用し

た拒絶理由通知がいくつか見られるが、これは、以前の事例では非常に稀なものだっ

た。新たな中国専利審査指南が実施された後の審査動向を継続に注視していく。 

 

（Q4-4） 

CS関連発明等のうち、IoT関連発明の機能的クレームに関する特別な審査基準等が存
在しますか？ 

 

・いいえ。 

機能的限定の文言において、IoT関連発明の審査基準は、CS関連発明の審査基準と同

じである。Q4-3-1の回答を参照すること。 

 

（Q4-4-1） 

「はい」の場合、特別な審査基準、マニュアル、又はガイドラインは、IoT関連発明

の機能的クレームをどのように判定又は規定していますか？ 

 

・いいえ。 

機能的限定の文言において、IoT関連発明の審査基準は、CS関連発明の審査基準と同

じである。Q4-3-1の回答を参照すること。 
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（Q4-4-2） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・IoT関連発明には、複数のエンティティが関与する。1つのエンティティの側面から

IoT関連発明を作成することを勧める。中国専利審査指南の第二部分第9章第6.2節の事

例3が共有自転車の案例で、IoT関連発明とみなされる。 

 

侵害訴訟に複数のエンティティが関与している場合、最高裁判所の知的財産法廷は、

最近の判決を出した（Tengda v. Shenzhen Dunjun）。ここで、Tengdaは、方法の以前の

2つのステップのみを実行し、ユーザは、コンピュータにインストールするインターネ

ットブラウザーを通して最後のステップを実行した。裁判所は、Tengdaが、現在の特

許で保護された方法を直接実施しなかったものの、それが製造した製品が、特許取得

された方法を直接実施する機能を有するものであり、実施において不可欠な役割を果

たすと判断した。 

 

ただし、その場合、インターネットブラウザーも、インターネットブラウザーをイン

ストールするコンピュータも、最後のステップを実行するために特別な設定を必要と

しない。 

 

（Q4-5） 

CS関連発明等のうち、BM関連発明の機能的クレームに関する特別な審査基準等が存

在しますか？ 

 

・いいえ。 

BM関連発明の審査基準は、CS関連発明の審査基準と同じである。中国特許庁は、

2020年2月1日に施行された中国専利審査指南の第二部分、第9章に新しいセクションを

追加した。この新しいセクションは、主にAI関連発明の保護適格性及び進歩性に関連

するものだが、AI関連発明の機能的クレーム文言に関する新しい規則を規定していな

い。 

 

（Q4-5-1） 

「はい」の場合、特別な審査基準、マニュアル、又はガイドラインは、BM関連発明

の機能的クレームをどのように判定又は規定していますか？ 

 

・いいえ。 

BM関連発明の審査基準は、CS関連発明の審査基準と同じである。中国特許庁は、

2020年2月1日に施行された中国専利審査指南の第二部分、第9章に新しいセクションを

追加した。この新しいセクションは、主にBM関連発明の適格性及び進歩性に関連する

ものだが、BM関連発明の機能的クレーム文言に関する新しい規則を規定していない。 

 

（Q4-5-2） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・新しい中国専利審査指南は、実際に、審査官が発明の進歩性を拒否することの困難

さを高めている。非技術的特徴が進歩性評価で考慮されない以前の慣行と異なり、技

術的特徴だけでなく、アルゴリズム的特徴又は商業的規則及び方法的特徴も含めて、

特許請求の範囲に記載されているすべての特徴を考慮すべきである。それらの特徴が
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お互いにサポートし、これらの技術特徴とアルゴリズム的特徴又は商業的規則と方法

的特徴がインタラクティブな関係を有するため、全体として見なさなければならな

い。 

 

従って、審査官は、特許出願を拒否するための形式の要件に注目する可能性が非常に

高くなっている。例えば、ガイドラインは、当業者が、明細書に記録された内容に従

って発明の解決手段を実現することができるように、技術的課題を解決するプロセス

全体を詳細に記述及び説明することを要求している。さらに、発明を構成する技術的

特徴、並びに技術的特徴を機能的にサポートし、それとインタラクティブな関係を有

する商業的規則及び方法的特徴によって技術的効果がどのようにもたらされるか又は

生成されるかを説明する必要もある。 

 

（Q4-6） 

CS関連発明等のうち、AI関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈

は、権利行使時のクレームの解釈と同じですか？ 

 

・CS関連発明における機能的文言の解釈は、審査及び裁判所でより一貫している。

Q4-2の回答を参照すること。 

 

（Q4-6-1） 

異なる場合には、AI関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈は、権

利行使時のクレームの解釈とどのように異なりますか？ 

 

・裁判所及び特許庁の解釈は、司法解釈（2016年）以来、一貫している傾向がある。

特許侵害訴訟を処理する唯一の控訴裁判所として、特許権行使の解釈を統一する独占

的な権限を有する最高裁判所の知的財産法廷からのさらなる判決が待たれている。 

 

（Q4-6-2） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・該当なし。 

 

（Q4-7） 

CS関連発明等のうち、IoT関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈

は、権利行使時のクレームの解釈と同じですか？ 

 

・Q4-6に対する回答を参照すること。 

 

（Q4-7-1） 

異なる場合には、IoT関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈は、

権利行使時のクレームの解釈とどのように異なりますか？ 

 

・Q4-6-1に対する回答を参照すること。 
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（Q4-7-2） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・Q4-6-2に対する回答を参照すること。 

 

（Q4-8） 

CS関連発明等のうち、BM関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈

は、権利行使時のクレームの解釈と同じですか？ 

 

・Q4-6に対する回答を参照すること。 

 

（Q4-8-1） 

異なる場合には、BM関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈は、

権利行使時のクレームの解釈とどのように異なりますか？ 

 

・Q4-6-1に対する回答を参照すること。 

 

（Q4-8-2） 

コメント又は意見がありますか？ 

 

・Q4-6-2に対する回答を参照すること。 

 

 

（Q5）CS関連発明等の機能的クレームに記載要件等についての工夫 

 

（Q5-1） 

CS関連発明等の機能的クレームに実施可能要件（又は相当する要件）が適用される

場合に実務上、経験上の工夫はありますか？ 

 

・CS関連発明では、それが司法解釈の意味で「機能的限定」を伴うかどうかに関係な

く、方法について、コンピュータプログラムによって実行されるすべての機能及びこ

れらの機能を完了する方法は、方法フローのステップに従って詳細に説明される。方

法に完全に対応する装置について、装置の各構成要素及びそれらの関係を詳細に説明

するべきである。構成要素には、ハードウエアだけでなく、コンピュータプログラム

も含まれ得る。一般的に、「ソフトウエア+ハードウエア」のクレームをサポートする

ために、コンピュータプログラムフローとハードウエアとの両方を記述する明細書を

作成することが提案される。 

 

方法及び／又は方法に完全に対応する装置の両方がコンピュータプログラムフローに

基づいている場合、方法フローのステップのみに従って、コンピュータプログラムに

よって実行される機能及びこれらの機能を完成する方法を詳細に記述することができ

る。当該装置を記述しなくでも良い。一般に、方法と装置との両方を記述した明細書

を作成することが提案される。 

  



- 555 - 

 

 

（Q5-2） 

CS関連発明等の機能的クレームにサポート要件（又は相当する要件）が適用される

場合に実務上、経験上の工夫はありますか？ 

 

・Q5-1を参照すること。 

 

（Q5-3） 

CS関連発明等の機能的クレームに明確性要件（又は相当する要件）が適用される場

合に実務上、経験上の工夫はありますか？ 

 

・CS関連発明では、明細書よりサポート及び請求の範囲の明確性の要件を満たすため

に、ハードウエアの改善に対して、司法解釈中の関連する解釈原則に従って、機能的

限定に対応するハードウエアの実施形態を詳細に記載すべきである。 

 

（Q5-4） 

CS関連発明等の機能的クレームにその他の記載要件（又は相当する要件）が適用さ

れる場合に実務上、経験上の工夫はありますか？ 

 

・クレームは、特許法第25条第1項の特許権を付与しない客体にならないために、少な

くとも1つの技術的特徴を含むべきであり、技術的課題を解決するための技術的手段を

採用して、技術的効果を達成することによって特許法第2条第2項の技術方案に関する

規定を満たす。 

 

（Q6）CS関連発明等のうち、特に、AI関連、IoT関連、及びBM関連発明に係るクレー

ムに関する実務上、経験上の工夫 

 

（Q6-1） 

学習モデルを含むAI関連発明のクレームに関し、学習モデルが学習方法でしか表現で

きない場合、クレームや明細書の記載で可能な工夫がありますか？ 

 

・中国特許庁は、AI関連発明に関するガイドラインを公開したばかりであるため、AI

関連発明に関する特許審査及び法廷での特許権行使の実務は、依然としてまだ実践中

である。このような特定の問題は、これまで特に注意を引いてこなかった。しかし、

基本的に、AI関連発明は、特許法第25条に基づく特許性のチェック、特許法第2条第2

項に基づく技術方案のチェック及び特許法第22条第3項に基づく進歩性のチェックとい

う3段階のチェックを通る必要がある。詳細を以下に示す。 

 

ステップ1：知的活動の法則と方法だけでなく、技術的特徴も含まれている場合、特許

法第25条の特許性から除外されない。 

 

ステップ2：解決手段が技術的であるかどうかを判断する場合（第2条第2項）、技術的

手段、解決すべき技術的問題及び技術的効果は、考慮すべき3つの重要な要素であり、

組み合わせて考慮する必要がある。 

 

ステップ3：アルゴリズム及び知的規則は、機能上で、技術特徴と相互にサポートし合

い、かつ、インタラクティブである（共同で技術的課題を解決する）限り考慮され

る。 
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一般に、学習済みモデルには、対象の特徴（例えば、認識のための自動車ブランド、

音声など）、アルゴリズム、パラメータ、訓練方法などの多くの側面が含まれる。学

習済みモデルが訓練方法以外のいくつかの観点で定義できない場合、訓練方法は、当

業者のために学習済みモデルの構築を支援する側面を説明しなければならない。その

ようなクレームが明確性の理由による拒絶から免れるために、そのクレームをソフト

ウエア関連クレームと同様の形式で作成することができる。すなわち、 

 

1．各構成要素が訓練方法の各ステップに完全に対応するように、構成要素の訓練方法

を作成する。 

 

2．プロセッサ及び命令を保存する媒体などのハードウエアと組み合わせて訓練方法を

作成する。ここで、命令は、プロセッサによって実行されると、プロセッサに訓練方

法を実行させる。 

 

（Q6-2） 

学習モデルを含むAI関連発明のクレームに関し、学習モデルが機能（入力に対する

出力）でしか表現できない場合、クレームや明細書の記載で可能な工夫があります

か？ 

 

・一般的に、純粋なブラックボックスクレームは推奨されない。また、入力及び出力

は、抽象的なデータではなく、特定の技術分野のデータであるべきである。例えば、

入力及び出力は、純粋に「データ」ではなく、「画像データ」でかまわない。 

 

（Q6-3） 

学習済みのモデル以外の特徴を持ったAI関連発明のクレームに関し、クレームや明

細書の記載で可能な工夫がありますか？ 

 

・アルゴリズム特徴（学習済みモデルなど）を含む発明の明細書は、技術的課題を解

決するために発明が採用する解決手段を明確かつ詳細に記述するべきである。解決手

段に含まれるアルゴリズム特徴（学習済みモデルなど）及び技術的特徴は、相互をサ

ポートし合い、互いに相互作用する必要がある。 

 

明細書では、技術的特徴及びアルゴリズム特徴が、その機能に関してどのように相互

をサポートし、互いに相互作用し、一緒に機能して有益な効果をもたらすかを示すべ

きである。例えば、アルゴリズム特徴が含まれる場合、抽象的なアルゴリズムを特定

の技術分野と組み合わせ、少なくとも1つの入力パラメータ及びそれに関連する出力結

果を特定の技術分野の特定のデータに関連付けるべきである。 

 

明細書では、品質、精度又は効率の改善、システムの内部性能の改善など、従来技術

と比較した発明の有益な効果を明確かつ客観的に述べるべきである。ユーザの観点か

らユーザエクスペリエンスが客観的に改善される場合は、それを明細書で説明するこ

ともできる。一方、発明を構成する技術的特徴、及び技術的特徴を機能的に相互にサ

ポートし、それと相互作用するアルゴリズム的特徴により、ユーザエクスペリエンス

の改善がどのようにもたらされるか又は生成されるかを記述する必要もある。 

 

アルゴリズム的特徴を含む発明のクレームは、請求された特許保護の範囲を明確かつ
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簡潔に定義する明細書に基づく必要がある。クレームは、技術的特徴、及び技術的特

徴を機能的に相互にサポートし、それと相互作用するアルゴリズム的特徴を記録しな

ければならない。 

 

（Q6-4） 

学習済みモデルを機能的な観点から記載しているクレームに対して、審査官が機能

的であると指摘した実際の判例をご存知ですか？ 

 

・該当なし。 

 

（Q6-5） 

（AI関連発明、BM関連発明、IoT関連発明について）審査の実例をご存知で、開示

可能であれば、その実例の詳細を教えてください。 

 

・該当なし。 

 

（Q6-6） 

貴国では、審査官は、機械学習の方法で特定された学習済みモデルの装置クレーム

やシステムクレームを、どのように審査しますか？ 

 

・Q6-1への回答を参照すること。 

 

（Q6-7） 

貴国では、審査官は、機械学習の方法のクレームを、どのように審査しますか？ 

 

・基本的には、Q6-1への回答を参照すること。 

 

（Q6-8） 

貴国では、審査官は、学習済みモデルを生産する方法のクレームを、どのように審

査しますか？ 

 

・基本的には、Q6-1への回答を参照すること。 

 

添付の新改訂の《中国専利審査指南》の例1及び例2をさらに参照することができま

す。 

 

（Q6-9） 

IoT関連発明の機能的クレームに関し、エッジコンピューティングやフォグコンピュ

ーティングを機能的に記載等で、実務的な工夫がありますか？ 

 

・該当なし。 
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（Q6-10） 

IoT関連発明で、時としてデバイス又はシステムクレームの代わりに方法クレームを

起草することはありますか？（例えば、方法クレームを用いて機能主体を敢えてぼか

す等） 

 

・はい。 

一部の端末では、「特定の機能の実行する」のではなく、「特定の機能の実行を開

始する」として作成することができる。 

 

（Q6-11） 

BM関連発明の機能的クレームに関し、クレームや明細書の記載等で実務的な工夫が

ありますか？ 

 

・Q6-3への回答が同様に適用される。 

 

参考のため、例を2つ挙げる。 

 

［例1］ 

クレーム 

貨物輸送の分野でオファー及び需要を仲介するためのコンピュータ実装方法であっ

て、 

位置及び時間データを含め、ユーザからの輸送のオファー／需要を受信するステッ

プ； 

前記ユーザが装備しているGPS端末から前記ユーザの現在位置情報を受信するステッ

プ； 

新しいオファー／需要リクエストを受信した後、前記新しいリクエストに応答でき

る、依然として満たされていない以前のオファー／需要があるかどうかを確認するス

テップ； 

その場合、両方のユーザの現在の位置に最も近いものを選択するステップ；及び 

他の場合、前記新しいリクエストを保存するステップ 

を含むコンピュータ実装方法。 

 

分析及び結論 

第1に、クレームの主題は、技術的特徴である、ユーザからの位置情報をGPS端末から

受信することを含んでいる。従って、このクレームは、特許法第25条第1項の（2）の

知的活動及び方法ではない。 

 

第2に、このクレーム中のほとんどの特徴は、ビジネス方法ステップであり、このクレ

ームには、ユーザの位置を特定する方法に関する詳細な実施形態が含まれていないと

明確に判断される。解決された輸送のオファー／需要の問題は、全体として考えた場

合、実際にはビジネス上の問題である。採用される手段は、地理的位置及び時間デー

タに基づいてオファー及び需要を仲介するためのものである。その手段は、技術的な

手段ではなく、単にビジネス活動規則であり、対応するビジネス効果のみを達成す

る。従って、このクレームは、特許法第2条第2項に準拠するものではない。 

 

［例2］ 

添付の新改訂の《中国専利審査指南》の例9を参照。 
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（Q11）機能的クレームの記載要件の留意点等 

 

（Q11-1） 

中国及び米国では、コンピュータソフトウエア関連発明のクレーム及び明細書の作

成方法に違いはありますか？ 

 

・はい。 

 

1）中国の実務では、明細書に技術的効果を記載することが提案される。明細書に記載

される技術的効果は、特許出願の進歩性の評価において重要な役割を果たす。例え

ば、中国専利審査指南に新しく追加されたセクションでは、明細書において、技術的

特徴と、その技術的特徴をサポートし、かつそれとインタラクティブな関係を有する

アルゴリズム的特徴又は商業的規則及び方法特徴とが共に機能して有利な効果をどの

ように生成するかを明記し、また明細書において、品質、精度又は効果の向上、シス

テムの内部性能の改善等、先行技術と比較した発明の有利な効果を明確かつ客観的に

述べるものとすると規定されている。 

 

2）出願人は、慎重にクレームを作成するべきである。なぜなら、審査プロセスにおい

てクレームを書き直すことは通常認められないためである。中国特許庁は、クレーム

補正に非常に厳しく、出願人は、拒絶通知に対応する際に解決手段をさらに一般化す

ることが許されない。 

 

a）方法クレームは、フローチャートに基づいて作成することができる。 

b）製品クレームは、方法クレームに基づいて作成することができ、必要に応じてハー

ドウエア構成要素と機能的限定との両方を含むことができる。 

c）クレームは、侵害の観点から作成するべきであり、そのクレームの侵害者、単一の

当事者がクレームに記載されているすべての特徴を実行できるかどうかを考慮に入れ

るべきである。 

d）特定の機能が非常に重要である場合、出願人は、単独の実施例で当該具体的な機能

を記述し、かつ機能のみを対象とする独立クレームの作成を検討することができる。 

 

3）クレームには、アルゴリズム的特徴を記載し、抽象的なアルゴリズムを具体的な技

術分野と組み合わせるべきである。例えば、少なくとも1つの入力パラメータの定義及

びその関連する出力結果は、その技術分野の具体的データと対応して関連付けられて

いる必要がある。 

 

（Q11-2） 

明確性及びサポート要件について、クレーム及び明細書の作成に関する実用的なヒ

ントはありますか？ 

 

1）サポート要件を充足させるため、明細書の詳細な実施形態においてクレーム文言を

繰り返すことが提案される。 

2）出願人は、さらに、機能がどのように実行されるかを詳細に説明することが推奨さ

れる。特定の機能が重要である場合、その特定の機能を詳細に記述するために追加的

なサブルーチン又は別途のフローチャートを追加することができる。 
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（Q11-3） 

審査指南では、機能的クレームの範囲は、その機能を実現できる全ての実施形態を

カバーしていると解釈されるとの記載があり、最高人民法院より公表された侵害事

件の司法解釈（2009年）4条によって、機能的クレームは、明細書に記載された実施

例とその均等物に限定されることになっていますが、審査時のクレーム解釈は上記

審査指南に沿っていますか？ 

 

・実際、中国専利審査指南及び司法解釈（2009年）では、機能的クレームの解釈方法

に関する規則が異なる。 

実際には、中国専利審査指南でも、技術分野が異なれば機能的クレームの解釈も異

なる。中国専利審査指南の第二部分第2章は、機能的限定を達成可能なすべての実施形

態を包含する、機能的限定に関する一般的な解釈原則を規定している。 

 

中国専利審査指南の第二部分第9章は、コンピュータ分野の機能的限定を更なる規定

し、CS関連発明における機能的限定の保護範囲を大幅に狭め、機能的限定は、主にハ

ードウエアを通して前記解決手段を実現するエンティティ装置ではなく、主に明細書

に記載されたコンピュータプログラムを通して前記解決手段を実現するためのプログ

ラムモジュール化枠組みとみなされる。 

 

従って、具体的な技術分野がCS関連発明を考慮すると、中国専利審査指南中の関連

規定は、司法解釈と大差がない。特に司法解釈（2016年）及び中国専利審査指南

（2017年）のさらなる改訂後、この違いは、それほど大きくない。 

 

裁判所で特許の権利行使を行う場合、裁判所は、司法解釈（2009年）の第4条に基づ

く機能的限定に関する一般的規則だけでなく、司法解釈（2016年）の第8条に基づく機

能的限定に関するさらなる明確化規則も適用するはずである。第8条は、除外条項を採

用し、当該分野の一般的な技術者が請求項の閲読のみを通じて、前述の機能又は効果

の具体実施形態を直接かつ明確に確定できる場合は、司法解釈（2009）の一般的解釈

規則を適用しなくでも良い。よって、現在の裁判所は、技術分野によって、コンピュ

ータソフトウエアに関する機能的限定に対して、異なる解釈を与えることができる。 

 

第8条は、他の裁判所でも広く受け入れられており、北京高等裁判所及び福建高等裁

判所のいずれも、ソフトウエア発明に関する機能的特徴を説明する方法に関する判決

をこの条の趣旨に従って出している。例えば、北京知財裁判所における最近の事例で

は、裁判所は、CS関連特許の機能的特徴を解釈する際、司法解釈（2016年）の第8条及

び中国専利審査指南の両方を引用している。 

 

従って、司法解釈（2016年）の第8条及び《中国専利審査指南》（2020年）に基づ

き、コンピュータソフトウエア関連発明の機能的限定の解釈は、整合され、かつ一貫

性のあるものになりつつあるのが当方の見解である。 

 

（Q11-4） 

貴国での出願において、機能的クレーム文言を理由に拒絶されることを回避するた

めの、クレーム及び明細書の作成に関する実用的なヒントはありますか？ 

 

1）クレームは、特許の保護適格性を得るためにアルゴリズム的特徴と技術的特徴との

両方を含むべきである。 



- 561 - 

 

 

2）製品クレームは、方法クレーム又はフローチャートをマッピング可能な方法で作成

するべきである。 

3）明細書には、製品クレームに対応するブロック図を含めるべきである。 

4）明細書の実施形態を記述する部分において、クレーム文言を繰り返すべきである。 

 

（Q11-5） 

審査指南の改訂について、情報があれば教えてください。 

 

・中国専利審査指南は、さらに改訂されており、新版は、2020年2月1日に発効した。

この新版では、AI、ブロックチェーン及びビッグデータといった新技術に関する審査

の指針となる新しいセクションが第二部分の第9章に追加されている。 

 

（Q13）CS関連発明等の機能的クレームに関する法律や審査基準等の歴史的変遷につ

いて 

 

（Q13-1） 

CS関連発明等の機能的クレームに関する、1970年以降の法律や審査基準等の改訂等

について、その「年」、「法律や審査基準等の名称及び記載箇所又は条文番号」、

「改訂等の内容（抜粋）」、「改訂等に影響を与えた判決等」及び「改訂された理

由や背景」を記入してください。 

 

年 概要 

1993 【中国専利審査指南（1993年）】 

第二部分、第2章、第3.2.2節、第3.2.3節 

製品クレームを機能的限定によって定義することは、一般的に認められな

い。ただし、以下の場合を除く：1）特定の機能が構成上の特徴によって限定

できないか、又は構成上の特徴よりも機能若しくは効果を使用した方が明確

である場合、及び2）機能又は効果が、明細書で詳細に開示されている実験又

は操作によって直接かつ肯定的に証明されている場合。 

 

第二部分、第9章、第4.1節、第4.2節 

コンピュータに関する特許請求の範囲は、方法クレーム又は製品クレームに

書くことができる。請求項は、全体的に当該発明の主な技術特徴及び当該発

明を実現する必要な技術特徴を反映しなければならない。当該コンピュータ

プログラムに備わる機能及びその機能で達成する効果を総括的に記述しただ

けのものであってはならない。 ...... 装置クレームとして書く場合には、当該

装置の各構成及び各構成の間の関係を具体的に記述し、当該コンピュータプ

ログラムの各機能がどの構成部で如何に果たされるかについて詳細に記述し

なければならない。 

 

＜背景＞ 

これは、公表されている《中国専利審査指南》の初版である。このガイドラ

インは、すべての側面、すなわち明確性、サポート要件及び実施可能要件に

おいて、CS関連発明における機能的特徴の使用を制限しています。 

2001 【中国専利審査指南（2001年）】 

第二部分、第9章、第4.1節、第4.2節 

コンピュータに係わる発明の特許請求の範囲は、方法クレームに書いても、
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製品クレーム（たとえば当該方法を実現させる装置）に書いてもかまわな

い。どの形式の請求項に書いても、明細書にサポートされ、そして、全体的

に当該発明の技術方案を反映し、技術的課題を解決するのに必要な技術的特

徴を記載してあるものでなければならない。当該コンピュータプログラムに

備わる機能及びその機能で達成する効果を総括的に記述しただけのものであ

ってはならない。 ...... 装置クレームとして書く場合には、当該装置の各構成

及び各構成の間の関係を具体的に記述し、当該コンピュータプログラムの各

機能がどの構成で如何に果たされるかについて詳細に記述しなければならな

い。 

＜背景＞ 

この版では、CS関連発明における機能的特徴に対する明細書によるサポート

がさらに強調されました。明細書によるサポートの問題は、コンピュータ関

連発明が認められるうえで大きな障害となっている。 

2006

／
2010 

【中国専利審査指南（2006年、2010年）】 

第二部分、第9章 第5.2節 

すべてコンピュータプログラムのフローチャートを根拠にして、当該コンピ

ュータプログラムのフローチャートの各ステップと完全に対応して一致する

方式により、又は、当該コンピュータプログラムのフローチャートを反映す

る方法クレームと完全に対応して一致する方式により、装置クレームを記載

する場合、即ちこの装置クレームの各構成と当該コンピュータプログラムの

フローチャートの各ステップ、又は当該方法クレームの各ステップと完全に

対応して一致するような場合には、この装置クレームの各構成は、当該プロ

グラムのフローチャートの各ステップ、又は当該方法の各ステップを実現す

るのには構築しなければならない機能モジュールであると理解すべきであ

る。このような機能モジュールにより限定される装置クレームは、主に明細

書に記載してあるコンピュータプログラムを介して当該解決方案を実現する

ための機能モジュール化枠組みであると理解すべきであり、主にハードウエ

ア的方式により当該解決方案を実現するための実体装置として理解すべきで

はない。 

 

＜司法事例＞ 

明細書のサポートに関するGE事例 

＜背景＞ 

コンピュータ技術の発展とともに、ハードウエアの変更に依存しないコンピ

ュータプログラムを通して一層多くの発明が実装されている。装置クレーム

の作成及び解釈方法に関するガイドラインに追加のパラグラフが追加されて

います。 

このガイドラインでは、明細書によるサポートに関する従来の要件が緩和さ

れ、コンピュータフローをマッピングする特定の方法で装置クレームを作成

できるようにしています。このガイドラインは、機能的限定を、主に明細書

に記述されたコンピュータプログラムを通して解決手段を実現するための機

能モジュール化枠組みとして解釈することをさらに規定しています。 

2017 【中国専利審査指南（2017年）】 

第二部分、第9章 第5.2節 

1. 機能的限定との混同を避けるため、「機能モジュール」を「プログラムモ

ジュール」に変更。 
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2. 機能的限定及びハードウエア構成要素の組み合わせを許可。 

 

＜司法事例＞ 

Nokia v. Huaqin 

＜背景＞ 

（1）装置クレームとプログラムフローとの間の厳格な「完全な対応」要件に

より、クレーム作成及び特許審査に混乱が生じている。 

（2）「機能モジュール」という用語は、機能的限定と非常に類似している機

能的文言の解釈に曖昧さを引き起こす。 

（3）Nokia v. Huaqin（華勤）事例において、機能的限定は、通常の機能的限

定として扱われ、機能が実行される方法に関する関係記述がないために不明

確であると裁判所に宣言された。 

（4）中国では、一層多くのコンピュータ関連発明がもたらされているため、

厳格な要件により、中国の出願人は、不利な立場に置かれている。 

2020 【中国専利審査指南（2020年）】 

第二部分、第9章第6節 

新しいセクションが追加され、AI、ビッグデータ及びブロックチェーンに関

する発明の保護適格性及び進歩性を審査する方法の例が示されている。 

 

 

（Q14）CS関連発明等の機能的クレームに関する法律や審査基準等の今後の動向につ

いて 

 

（Q14-1） 

CS関連発明等の機能的クレームに関する法改正等の予定がありますか？ 

 

・特許法は、4度目の改正中であり、改正版では5倍の損害賠償を認めることにより、

特許の権利行使をさらに改善する。しかし、改正版の特許法が技術分野に対して、具

体的に区分していない。 

 

（Q14-2） 

「はい」の場合、以下にについて記入をお願いします。 

改正、改訂予定の「法律や審査基準等の名称」及びその「改正、改訂の方向性」に

ついて記入をお願いします。特に、AI、IoT、BM関連技術の審査基準等に関するト

ピックスがあれば、記入をお願いします。 

 

・AI、ビッグデータ及びブロックチェーン発明に関する新しいセクションが中国専利

審査指南に追加された。 
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（Q15）CS関連発明等の機能的クレームに関する審決や判決の歴史的変遷について 

 

（Q15-1） 

CS関連発明等の機能的クレームに関する1970年以降（米国、欧州、英国及びドイツ

については、特に、2010年以降について）の代表的な審決や判決について、その

「年」、その「名称」（事件名及び番号）、「概要」（3行程度で審決又は判決のポ

イントを説明）、「判決文のURL」を記入してください。近年の審決や判決の動向

がわかる程度に、最近の審決や判決についても記入ください。また、その中で重要

と思われるもの（特に審査基準等や審査実務に影響を与えた/与えるものや近年の動

向を理解する上で必要なもの）には「重要」の欄にチェックをしてください。侵害

訴訟の判決についても、CS関連発明等の機能的クレームの解釈や技術的範囲の判断

で重要と考えられるものがあれば、ピックアップをお願いします。 

 

1．GE事例（2001年） 

機能的クレームの使用について 

一審判決：（2001年）一中知初字第40号 

二審判決：（2001年）高知終字第92号（オンラインでは入手不可） 

主なポイント： 

GE事例では、原告GE（General Electric Company）は、特許出願第91111691.5号「コー

ンビームX線投影データを平面積分に変換し、かつ物体の3次元コンピュータ断層撮影

（ct）画像を再構築する方法及び装置」を拒絶する再審査決定を不服として、PRB（特

許再審査委員会）を訴えた。この決定は、クレーム5が、クレーム1の方法の対応する

デバイスに関するものであり、そのようなデバイスの構成が問題の特許の明細書中に

明確に開示されていないという理由で、問題の特許のクレーム5が明細書によってサポ

ートされ得ないと判断した。 

 

一審及び二審の決定は、いずれも審判による決定を支持し、当業者がクレーム5の技術

的解決手段を知ることができないため、クレーム5が明細書によってサポートされてい

ないと判断した。 

 

影響：これは、クレーム中の「ミーンズ・プラス・ファンクション」限定のすべてが

明細書でサポートされていないとして拒否される、中国専利審査指南（2006年）前の

典型的な事例である。本事例における審査長は、特許再審査委員会の立場を擁護する

記事も発表している。 

 

2．Nokia v. Shanghai Huaqin（2013年） 

侵害訴訟におけるクレーム範囲の決定に関する重要事例 

一審判決：（2011年）滬一中民五（知）初字第47号 

URL：
http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=2f9d63e7

757747b2a006726ea978dcc4 

二審判決：（2013年）滬高民三（知）終字第96号 

URL：http：//www.law-lib.com/cpws/cpws_view.asp?id=200402259040 

主なポイント： 

Nokia v. Shanghai Huaqinの事例では、原告Nokiaは、被告Huaqinが製造した複数のモデ

ルの携帯電話において、保護された技術的解決手段を採用することにより、Shanghai 

Huaqinが、Nokiaが所有する特許権を侵害したとしてShanghai Huaqinを訴えた。Nokia

http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=2f9d63e7757747b2a006726ea978dcc4
http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=2f9d63e7757747b2a006726ea978dcc4
http：/www.law-lib.com/cpws/cpws_view.asp?id=200402259040
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は、本特許の保護範囲がクレーム7によって決定されると主張した。Huaqinは、クレー

ム7が機器の機能的特徴であり、明細書がクレーム7の機器の構成も構造も記載してい

ないため、クレーム7の保護範囲を本特許の明細書に基づいて決定することはできない

と主張した。 

 

一審及び二審のいずれも、クレーム7で特許請求された機能的特徴に関して明細書で十

分な開示がなされていないため、本特許の明細書及び図面に基づいて保護範囲を決定

することはできず、従ってクレーム文言及び明細書に基づいて侵害であると判断する

ことはできないと裁定した。 

 

影響：この事例は、裁判所及び特許庁におけるCS関連発明の機能的限定の解釈を調整

するうえで非常に重要である。一部にはこの事例によって引き起こされた論争のた

め、最高裁判所は、最高人民法院による特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における

法律適用の若干問題に関する解釈（II）（2016年）を発行し、当業者の観点からクレー

ム文言を扱う、機能的限定の解釈に関する除外条項を追加した。 

 

3．Woqi v. Hengbao（2015年） 

侵害訴訟におけるクレーム範囲の決定について 

一審判決：（2015年）京知民初字第441号 

URL：https://v1.iphouse.cn/cases/detail/303194.html 

主なポイント： 

Woqi v. Hengbaoの事例では、原告Woqiは、Hengbaoが製造した製品モデルが、Woqiが

所有する特許の保護範囲に含まれるとしてHengbaoを訴えた。 

 

裁判所は、本特許のクレーム16の特徴が、操作モジュールの機能に関する機能的特徴

であると認定し、この具体的実施形態と、明細書及び添付図面に示されている機能又

は効果のその均等な実施形態とを参照することによって特徴を定義した。裁判所は、

クレーム16の機能的特徴と、告発されたものの対応する技術的特徴とを3つの点、すな

わち製品の構成要素、それらの構成要素の機能及び構成要素間の配合関係の点から比

較し、告発された侵害特徴が、クレーム16の特徴と同じ機能を実質的に同じ方法で実

行して同じ結果を達成し、かつ当業者による創造的な作業なしに企図することが可能

であるとして、告発された侵害特徴が、クレーム16の特徴と均等であると裁定した。 

 

影響：この事例では、北京知財裁判所は、明細書の実施形態を参照して機能的限定を

解釈する方法の例を示した。 

 

4．Baidu v. Shijiguangsu（2018年） 

機能的特徴の定義について 

一審判決：（2015年）京知民初字第01937号 

URL：
http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=ee3c2d03

c7e8425c9963a9b000141be3 

二審判決（2018年）京民終第480号 

URL：
http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=1b59297e

36f54f9195f4a9bb0012a661 

主なポイント： 

https://v1.iphouse.cn/cases/detail/303194.html
http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=ee3c2d03c7e8425c9963a9b000141be3
http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=ee3c2d03c7e8425c9963a9b000141be3
http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=1b59297e36f54f9195f4a9bb0012a661
http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=1b59297e36f54f9195f4a9bb0012a661
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Baidu v. Shijiguangsuでは、原告Shijiguangsuは、原告が独占的ライセンスを取得してい

る特許権をBaiduが侵害したとしてBaiduを訴えた。クレーム1の保護範囲を決定する

際、Baiduは、本特許のクレーム1の特徴が機能的特徴であり、その保護範囲が具体的

実施形態及びその均等な実施形態に限定されると主張した。 

 

一審及び二審の両方で上記の申立ては拒絶され、クレームの前記特徴が機能的特徴で

はないと認定された。裁判所は、コンピュータ分野の当業者の一般的な知識を参照す

ることにより、当業者が、明細書を読むことにより、その機能又は効果を達成するた

めの具体的実施形態を直接的かつ明確に判定できると判断し、このような特徴が機能

的特徴でないと裁定した。 

 

影響：この事例では、北京知財裁判所は、中国専利審査指南を参照してコンピュータ

プログラム関連発明の機能的特徴を解釈した。北京高等裁判所は、中国専利審査指南

を参照せずにこの解釈を確認した。 

 

分割侵害について： 

5．Iwncomm v. Sony（2017年） 

一審判決：（2015年）京知民初字第1194号 

二審判決：（2017年）京民終第454号 

URL：
http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=1975424

1ecf44d49b37da8cc0010e49f 

主なポイント： 

Iwncomm v. Sonyにおいて、原告Iwncommは、Sonyが、Iwncommが所有する特許のクレ

ーム1、2、5及び6を侵害したとしてSonyを訴えた。本特許のクレーム1には、異なる3

つの当事者、すなわちモバイル端末（MT）、アクセスポイント（AP）及び認証サー

バー（AS）によって別々に実行されるステップが含まれている。原告は、Sonyが製造

した製品がMTとしてのみ機能するものの、Sonyが間接侵害を行ったと主張した。 

 

一審は、Iwncommの前記主張を認め、他の実質的機能を伴わず本特許を実施するため

にのみモジュール組立体にインストールされた製品を提供することにより、Sonyが間

接侵害を行ったとする裁定を下した。 

 

二審は、この一審判決を覆し、間接侵害が、直接侵害行為があった場合にのみ認めら

れると判断した。本特許において技術的解決手段を実施するために、3つの当事者、す

なわちMT、AP及びASが一緒に機能しなければならない一方、本事例では、Sonyは、

本特許を実施することのできないMTを提供したのみだった。従って、直接的な侵害者

が不在であるため、Sonyは、間接侵害を行ったことにならなかった。 

 

影響：この事例では、北京高等裁判所は、特許には複数の当事者が関わり、方法クレ

ームにおけるすべてのステップを実施した単一の侵害者がないとして間接侵害という

裁定を覆した。 

  

http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=19754241ecf44d49b37da8cc0010e49f
http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=19754241ecf44d49b37da8cc0010e49f
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6．Tenda v. Shenzhen Dunjun（2019年） 

一審判決：（2018年）魯01民初第1481号 

二審判決：（2019年）最高法知民終第147号 

URL：
http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=26af083e

06b04b768c29ab2800c20552  

（上記が入手不可の場合にはURL：http://www.iprdaily.cn/news_23388.html） 

主なポイント： 

Tenda v. Shenzhen Dunjunでは、原告Shenzhen Dunjunは、侵害製品を製造販売すること

により、Tendaが、Shenzhen Dunjunが所有する特許を侵害しているとしてTendaを訴え

た。本特許のクレーム1及び2には、2つの異なる当事者、すなわちアクセスサーバ及び

ユーザのブラウザによって別々に実行されるステップが含まれている。 

 

一審及び二審いずれの裁判所も、Tendaが、本特許で保護されている方法を直接実施し

ていないが、Tendaが製造した製品には、特許で保護された方法を直接実行する機能が

あり、その実行に不可欠な役割を果たしていると判断した。告発された侵害製品の製

造及び販売は、ユーザが本特許の方法を実行することによって直接引き起こされてい

た。従って、Tendaは、特許を侵害したことになった。 

 

影響：この事例は、侵害者の製品が方法クレームのすべてのステップを実施していな

くても特許侵害と判断された初めての事例である。 

 

（Q15-2） 

上記回答にて「重要」にチェックをした審決又は判決について、「名称」（事件名

及び番号を再掲）、「選定理由」（審査基準等や審査実務に与える影響等、重要と

考えた理由）、「判決文の抜粋」（審決文又は判決文のうち重要な部分（判示事

項）を抜粋。複数ある場合は複数全て抜粋）を記入してください。また、背景、事

件の概要、判決の意義、今後の影響等の「解説」の記入をお願いします。侵害訴訟

の判決では、クレーム解釈や技術的範囲の判断で重要と考えられる部分についても

抜粋し、解説をお願いします。 

 

・事例2、4及び6が重要な事例である。 

 

事例2は、司法解釈（2009年）の第4条及び中国専利審査指南間の解釈の違いを浮き

彫りにした。事例2をめぐる論争は、機能的限定の解釈の原則の適用を明確にする司法

解釈（2016年）につながった。新しい司法解釈以降、裁判所は、CS関連発明における

機能的限定の説明に関して、単に実施形態のみを調べることはしなくなっている。 

 

事例4は、2つの中国のインターネット企業間の重要な事例である。この事例では、

北京知財産裁判所は、CS関連発明における機能的特徴を、《中国専利審査指南》を参

照して解釈した。北京高等裁判所は、中国専利審査指南を参照することなく、一審の

解釈を直接維持したが、裁判所が侵害事例を判断する際に同様の解釈原則を採用し始

めたのはよい兆候である。 

 

事例6は、分割特許侵害に関する重要事例であり、後の侵害事例の指標となる可能性

がある。 

  

http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=26af083e06b04b768c29ab2800c20552
http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=26af083e06b04b768c29ab2800c20552
http://www.iprdaily.cn/news_23388.html
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（Q16）CS関連発明等の機能的クレームに関する主な論点と判断方法 

 

（Q16-1） 

貴国において、CS関連発明等の機能的クレームに関する特許審査の判断基準に関す

る論点はありますか？ 

 

・現在のところ、無い。現在、特許庁は、進歩性の問題（70～80％）及び明確性の問

題（20～30％）に焦点を当てている。通常、明確性の問題が生じる。 

 

（Q16-2） 

上記の論点があれば、解説をお願いします。 

 

・特になし。 

 

（Q17）CS関連発明等の機能的クレームに関する最近の審査実務の傾向や変化につい

て 

 

（Q17-1） 

CS関連発明等（全般）の機能的クレームに関する最近の審査実務の傾向や変化つい

て、時期と傾向がわかるように教えてください。 

 

・この側面で明確な変化は見られない。当方では、2つのICT企業、1つは中国、もう1

つは海外の企業のOAデータを収集している。付属書類2を参照すること。コンピュー

タプログラムに関連する100件の特許出願のうち、OAの83％は、進歩性に関する拒絶

である。特に機能的クレーム文言に対する拒絶は見受けられない。 

 

（Q17-2） 

上記の、貴国における最近の審査実務の傾向や変化のきっかけとなった判例等につ

いて教えてください。 

 

・該当なし。 

 

  



- 569 - 

 

 

（Q18）CS関連発明等の機能的クレームに関する拒絶理由とその解消方法について 

 

（Q18-1） 

CS関連発明等の審査における最近の傾向として、貴所の経験から拒絶理由として多

いものは何ですか？（複数回答可） 

☐発明該当性 ☐実施可能要件（相当する要件） 

☐サポート要件（相当する要件） 

☐明確性要件（相当する要件） 

☐その他（                               ） 

 

・当方の100件の出願に対する調査では、以下に対する拒絶がある。 

1）発明該当性（保護適格性）の欠如：10件 

2）実施可能要件要件：0件 

3）明確性：19件 

4）進歩性：83件。 

このうち、3件は、進歩性及び明確性の両方により拒絶され、また9件は、進歩性及び

保護適格性の欠如の両方により拒絶されている。 

 

（Q18-2） 

上記で、発明該当性、実施可能要件、サポート要件、明確性要件、その他の記載要

件のおおよその割合はどれくらいですか？ 

発明該当性の割合： 

実施可能要件の割合： 

サポート要件の割合： 

明確性要件の割合： 

その他の記載要件の割合： 

 

1）発明該当性（保護適格性）の欠如に関するもののおよその割合；10％ 

2）実施可能要件要件に関するもののおよその割合；0％ 

3）記載要件又はサポート要件に関するもののおよその割合；0％ 

4）明確性又は明確性要件に関するもののおよその割合；19％ 

5）その他の記載要件の割合。83％が進歩性による拒絶 
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（Q19）CS関連発明等の機能的クレームに係る特許明細書に関する留意点について 

 

（Q19-1） 

日本から貴国へ機能的クレームに係るCS関連発明等に関する特許を出願する場合、

クレーム、明細書、図面の記載について、特に注意する点があれば記載してくださ

い（PCTルートとパリルートで特に注意すべき点に違いがあれば、その点について

も記載をお願いします。）。 

 

1）記憶媒体、方法、製品など、実施形態のすべての主題を含めること。 

2）明細書において、進歩性による拒絶を回避する可能性が高くなるように技術的効果

を記載すること。 

3）製品クレームに対応するブロック図を追加すること。 

 

（Q20）CS関連発明等の機能的クレームの制限及び留意点について 

 

（Q20-1） 

貴国において、CS関連発明等の機能的クレームについて制限がある場合、どのよう

な制限があるか、どのような点に注意すべきか、について記載をお願いします。 

 

1）機能的限定は、明細書のサポートがなければならない。それは、フローチャートで

もよい。実施形態の詳細な明細に機能的文言を含めることが好ましい。 

2）製品クレームは、方法クレーム又はフローチャートに対応する形式で作成しなけれ

ばならない。 

 

（Q20-2） 

特に、日本から貴国へCS関連発明等に関する特許を出願する場合の注意点があれ

ば、記載をお願いします。CS関連発明等の機能的クレームについて、制限や注意点

がない場合は、その旨を記載してください。 

 

・コンピュータソフトウエアのクレームの作成には4つの方法がある。 

1）方法クレーム 

2）各手段が方法クレーム中のステップに対応する、「ミーンズ・プラス・ファンクシ

ョン」によって定義される装置クレーム 

3）記憶媒体及びそれに保存される命令 

4）デバイス＋プロセッサ＋記憶媒体＋それに保存される命令 
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（Q21）権利行使の観点からのクレームの書き方について 

 

（Q21-1） 

CS関連発明等の機能的クレームでは、例えば、クレームで、内部処理の技術的特徴

を細かく規定しないと権利がとれない場合や、サーバ側の内部処理を規定しないと

権利がとれない場合があり、権利行使の際の侵害立証が難しくなり、有効な権利に

ならないケースが想定されます。貴国では、そのようなケースで、どのような対応

が考えられますか？また、貴所で工夫していることがありますか？ 

 

・これは、コンピュータソフトウエア特許の特許侵害を証明するうえで共通する問題

である。最近の事例では、裁判所は、原告にソースコードを特許文言と比較すること

を要求するのではなく、コンピュータの入力及び出力を通して、内部処理を推測して

いる。例えば、Tenda v. Shenzhen Dunjun事例では、3つのステップのすべてが、ルータ

とコンピュータとの間で転送されたデータパケットから立証されている。データパケ

ット内のメッセージから、裁判所は、騰達が製造したルータが最初の2つのステップを

実行し、コンピュータがこのルータの命令に従って最後のステップを実行すると推測

した。同様に、Shijiguangsu v. Baiduでは、裁判所は、携帯電話からサーバに送られた

データから、Baiduの製品が判断ステップを実行していないと判断可能であるとして、

Baiduが特許を侵害していないと裁定した。 

 

侵害の証明を容易にするため、出願人には以下を助言する。 

1）クレームにおいて、各ステップ又は各機能ユニットの入力及び出力を明確に定義す

ること。 

2）明細書において、各ステップ又は各機能ユニットの技術的効果を明確に記述するこ

と。 

3）単一の当事者の観点からクレームを作成すること。 

 

原告は、被告にそのソフトウエアが機能する方法の反対証拠を提出させるために、

被告が同様の入力／出力を有し、同様の技術的効果を達成することを証明するプライ

マリーの証拠を提出する場合がある。 

 

（Q22）CS関連発明等の機能的クレームに関する参考文献について 

 

（Q22-1） 

貴国でのCS関連発明等の機能的クレームの特許保護の現状についての解説記事、総

説など、参考文献があれば教えてください。 

 

・特になし 

 

（Q23）CS関連発明等の機能的クレームに関する問題点等、全般について 

 

（Q23-1） 

全体を通じて、貴国においてCS関連発明等の機能的クレームで問題となっている

点、問題と思う点等がありましたら、教えてください。 

 

・特になし 
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 韓国 

 

（Q1）CS関連発明におけるクレームの機能的表現の定義 

 

（Q1-1） 

クレームの機能的表現の定義はありますか？ 

 

・韓国の特許法及び関連法規では、機能的クレームの定義を規定していない。韓国特

許庁の審査基準においても、「クレームに発明の機能や効果を記載した機能的表現が

含まれた場合、そのような記載によるとしても、発明の構成が全体として明確である

と見られる場合でなければ、許容できない（大法院、1998.10.18.言渡97フ1344参

照）。」として、機能的クレームの許否に関する内容を扱っているだけで、機能的ク

レームの定義については具体的に言及されていない。 

 

一方、「機能的クレーム」という表現は、発明を成す構成要素のうちの全部又は一部

を機能的表現で記載したクレームを意味するもの466で、学界で広く用いられている。

判例では、「機能的クレーム」という表現の代わりに「機能的表現で記載したクレー

ム」という表現を用いており、これは「特許クレームの範囲が通常の構造、方法、物

質などではなく、機能、効果、性質などの、いわゆる機能的表現で記載」されたクレ

ームを意味する467。 

 

（Q1-1-1） 

「はい」の場合、特許法、ガイドライン、又は判例法は、クレームの機能的表現の

定義について規定していますか？ 

 

・先に説明したとおり、韓国の特許法及び関連法規、韓国特許庁の審査基準では、機

能的クレームの定義を規定していない。 

 

（Q1-1-2） 

特許法、ガイドライン、又は判例法は、クレームの機能的表現をどのように規定し

ていますか？ 

 

・ただし、判例によると、「クレームの範囲が通常の構造、方法、物質などではな

く、機能、効果、性質などの、いわゆる機能的表現で記載」されたクレームが機能的

クレームに該当する。 

 

（Q1-1-3） 

何かご意見はありますか？ 

 

・先に説明した内容以外に追加のコメントはない。 

 

  

                                                 
466 パク・ワンギュ、機能的クレームの解釈、第3版特許判例研究(博英社、2017) 
467 大法院2009. 7. 23.言渡2007フ4977判決 
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（Q2）機能的クレームの保護について 

 

（Q2-1） 

機能的クレーム言語は許容されますか？ 

 

・韓国の特許法及び実務上、機能的表現を用いてクレームを記載することが可能であ

る。 

 

（Q2-1-1） 

「はい」の場合、特許法、ガイドライン、又は判例法は、クレームの機能的表現の

許容性を規定していますか？ 

 

・旧特許法第42条第4項第3号では「クレームの範囲は構成になくてはならない事項だ

けで記載しなければならない。」と規定することによって、発明を構成ではなく機能

で表現した場合には、当該規定に従って拒絶された。しかし、旧特許法下の判例によ

ると、機能的表現によるとしても、発明の構成が全体として明確であると認められる

場合、そのクレームの範囲の記載は適法であると判示して、その有効性を概ね認めて

いた468。 

 

2007.7.1.施行の改正特許法では、旧特許法第42条第4項第3号を削除し、「クレームの範

囲は、発明を特定するのに必要であると認められる構造・方法・機能・物質又はこれ

らの結合関係などで記載することができる。」と規定する第42条第6項を新設すること

により、機能的クレームに対する法的根拠を設けるようになった。 

 

韓国特許庁の審査基準でも、「技術が多様化するに伴って、物（装置）の発明に対し

て物理的な構造や具体的な手段よりは、その装置の作用や動作方法などによって発明

を表現することが望ましい場合があるので、発明が明確に特定され得るならば、出願

人の選択に応じて自由に発明を記載することができるという点を明確にしたものであ

る」と記述している。 

 

従って、クレームの範囲を機能的表現で記載できるという点は、現行特許法下でこれ

以上問題になっていない469。 

 

（Q3）機能的クレーム用語の要件 

 

（Q3-1） 

クレームの機能的表現の実施可能要件に関する何らかの態様はありますか？ 

（Q3-1-1） 

「はい」の場合、特許法、ガイドライン、又は判例法は、クレームの機能的表現の

実施可能要件の態様について規定していますか？ 

 

・先に説明したとおり、特許法には機能的クレームの実施可能要件に対する規定は特

に設けられていない。 

 

                                                 
468 大法院2001. 6. 29.言渡98フ2252判決、特許法院2006. 11. 23.言渡2005ホ7354判決など 
469 特許庁、「特許・実用新案審査基準」、2020年1月1日、2417～2418頁;イ・ジョンウ、「特許請求の範囲の解釈にお

ける機能的クレームの取扱」、特許訴訟研究第5集、特許法院、2011 
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機能的クレームの実施可能要件について特有の法理を説示した判例は確認されない

が、これについて、実施可能要件の一般的な判断法理に基づいて判示した判例が確認

される。 

 

一方、審査基準には機能的クレームの実施可能要件と関連した内容が記載されてい

る。 

 

（Q3-1-2） 

（1）特許法、（2）ガイドライン、又は（3）判例法は、クレームの機能的表現の実

施可能要件の態様についてどのように規定していますか？ 

 

・下記は、特許法院で実施可能要件の一般的な判断法理に基づいて、機能的クレーム

の実施可能要件を判断した判例である。  

 

『クレームの範囲や発明の詳細な説明に記載の通信分配器は、統制部の出力端に連結

されて、外部と通信信号を送受信できるようにするとのみ記載されているだけで、上

記のような記載だけでは、通信分配器がいかなる構成と制御機能を有するか、単純な

コネクタ（connector）にとどまるか、又は、その他の複数の制御機能を行うインター

フェース（interface）であるかすら不明確である。…本件登録発明の明細書には、発明

の目的と効果の記載が不明確であるだけでなく、その目的と効果を達成するための技

術的構成が記載されていない、又は明確に記載されておらず、統制部、通信分配器、

音源再生部、音楽選択部等、個別構成に関する機能と作用効果に関する説明及びその

各個別構成相互間の結合、作用関係が具体的に記載されておらず、発明の詳細な説明

の記載内容だけでは、平均的技術者が容易に本件登録発明を再現して実施することが

できないものであるといえるので、本件登録発明は特許法第42条第3項に違反して登録

されたといえる。 

 

一方、審査基準は、機能的クレームの実施可能要について、下記の内容を記載してい

る。 

 

発明の説明には特定実施形態のみが実施可能な程度に記載されており、クレームに関

連した発明の実施形態が発明の説明に記載されている特定実施形態と差があると認め

られる場合には、発明の説明に記載された実施例だけでは、クレームと関連した発明

を実施することができないという理由で、特許法第42条第3項第1号違反により拒絶理

由を通知する470。 

 

発明を実施するための具体的内容で発明の構成自体だけでなく、その機能に関しても

記載する必要がある。実際に技術分野に応じて機能を記載することが構成を詳細に記

載するよりはるかに適切であり得る。例えば、コンピュータ分野の場合、個々の技術

的手段がいかに機能するかと、これらが互いにいかなる関連性で作用し、その課題を

解決するかなどを記載することが有益である471。 

  

                                                 
470 特許庁、「特許・実用新案審査基準」、2020年1月1日、2308頁 
471 特許庁、「特許・実用新案審査基準」、2020年1月1日、2311頁 
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（Q3-1-3） 

何かご意見はありますか？ 

 

・先に説明した内容以外に追加のコメントはない。 

 

（Q3-2） 

クレームの機能的表現の記載要件又はサポート要件について何らかの態様はありま

すか？ 

 

・韓国特許法第42条第4項第1号では、クレームの記載要件と関連し、「発明の説明に

よってサポートされること」と規定している。 

 

（Q3-2-1） 

「はい」の場合、特許法、ガイドライン、又は判例法は、クレームの機能的表現の

記載要件又はサポート要件のいずれかの態様について規定していますか？ 

 

・しかし、特許法には機能的クレームのサポート要件に対する規定が特に設けられて

おらず、これに関する判例も確認されない。 

 

ただし、審査基準には、サポート要件の判断に対して、機能的クレームに関する内容

が記載されている。 

 

（Q3-2-2） 

特許法、ガイドライン、又は判例法は、クレームの機能的表現の記載要件又はサポ

ート要件のいずれかの態様についてどのように規定していますか？ 

 

・審査基準では、クレームに記載された発明が発明の説明によってサポートされない

類型（特許法第42条第4項第1号の違反）として、「クレームに記載された事項が特定

機能を行うための「手段（means）」又は「手順（step）」として記載されているが、

これらの手段又は手順に対応する具体的な構成が発明の説明に記載されていない場

合」を挙げている472。 

 

（Q3-2-3） 

何かご意見はありますか？ 

 

・先に説明した内容以外に追加のコメントはない。 

 

（Q3-3） 

クレームの機能的表現の明確性要件について何らかの態様はありますか？ 

 

・韓国特許法第42条第4項第2号では、クレームの記載要件と関連し、「発明が明確か

つ簡潔に記載されていること」と規定している。 

 

一方、Q2-1-1項で既に説明したとおり、特許法第42条第6項では「第2項によるクレー

ムには、保護を受けようとする事項を明確にすることができるように、発明を特定す

                                                 
472 特許庁、「特許・実用新案審査基準」、2020年1月1日、2404頁 
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るのに必要であると認められる構造・方法・機能・物質又はこれらの結合関係などを

記載しなければならない。」と規定しているが、本規定は拒絶理由や無効事由になら

ない。 

 

（Q3-3-1） 

「はい」の場合、特許法、ガイドライン、又は判例法は、クレームの機能的表現の

明確性要件に関する何らかの態様を規定していますか？ 

 

・特許法には機能的クレームの明確性要件に関する規定が特に設けられていない。 

 

ただし、機能的クレームの許否に関する第42条第6項が導入される以前の旧特許法下

で、機能的クレームが許容されるための記載要件に関する判例があり、審査基準に

も、機能的クレームの明確性判断と関連し、上記判例の内容を反映させた内容が記載

されている。 

 

（Q3-3-2） 

特許法、ガイドライン、又は判例法は、クレームの機能的表現の明確性要件の態様

をどのように規定していますか？ 

 

・まず、旧特許法下における判例は、特許法第42条第4項第2号の明確性要件につい

て、「機能的表現によるとしても、発明の構成が全体として明確であると認められる

場合というのは、①従来の技術的構成だけでは、発明の技術的思想を明確に示し難い

事情があり、クレームを機能的に表現することが必要な場合、②発明の詳細な説明と

図面の記載によって機能的表現の意味内容を明確に確定できる場合（大法院2001. 6. 29.

言渡98フ2252判決参照）」と判示したもの473と、「クレームの範囲が機能、効果、性質

などによる物の特定を含む場合、その発明の属する技術分野で通常の知識を有する者

が発明の詳細な説明や図面などの記載と、出願時の技術常識を考慮してクレームの範

囲に記載された事項から特許を受けようとする発明を明確に把握することができれ

ば、そのクレームの範囲の記載は適法である」と判示したもの474がある。 

 

また、審査基準は、旧特許法下での判例を引用して、下記のとおり記載している475。 

 

クレームに発明の機能や効果を記載した機能的表現が含まれた場合、そのような記載

によるとしても、発明の構成が全体として明確であると見られる場合でなければ許容

されない（大法院、1998.10.18.言渡97フ1344参照）。ここで機能的表現によるとして

も、発明の構成が全体として明確であると認められる場合というのは、①従来の技術

的構成だけでは、発明の技術的思想を明確に示すことが難しい事情があり、クレーム

を機能的に表現することが必要な場合（BM関連発明やCS関連発明など技術分野に応

じて発明の特性上、クレームを具体的な構造の記載だけで表現し難い場合がある）、

②発明の説明と図面の記載によって、機能的表現の意味内容を明確に確定できる場合

などを指す（特許法院2006.11.23.言渡2005ホ7354参照）。 

 

クレームが機能的表現を含む場合、審査官は、その発明の属する技術分野で通常の知

識を有する者の立場で発明の説明や図面などの記載と出願時の技術常識を考慮して、

                                                 
473 特許法院2006. 11. 23.言渡2005ホ7354判決 
474 大法院2007. 9. 7.言渡2005フ1486判決 
475 特許庁、「特許・実用新案審査基準」、2020年1月1日、2413頁 
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クレームに記載された事項から特許を受けようとする事項を明確に把握できるかを判

断し、そうでないと認められる場合、特許法第42条第4項第2号違反により拒絶理由を

通知する（大法院2007.9.6.言渡2005フ1486参照）。［2005フ1486］ 

 

（Q3-3-3） 

何かご意見はありますか？ 

 

・先に説明した内容以外に追加のコメントはない。 

 

（Q3-4） 

クレームの機能的表現の表現には他に何か要件がありますか？ 

（Q3-4-1） 

「はい」の場合、特許法、ガイドライン、又は判例法は、クレームの機能的表現の

表現に関するその他の要件について規定していますか？ 

（Q3-4-2） 

特許法、ガイドライン、又は判例法は、クレームの機能的表現の表現に関する他の

要件をどのように規定していますか？ 

（Q3-4-3） 

何かご意見はありますか？ 

 

・韓国の特許法及び実務上、先に説明した一般的な要件以外に、機能的クレーム乃至

は機能的表現に関する別途の要件は設けられていない。 

 

（Q4）コンピュータソフトウエア関連発明におけるクレームの機能的表現の審査基

準、マニュアル、又はガイドライン 

 

（Q4-1） 

コンピュータソフトウエア関連発明におけるクレームの機能的表現に関する特別な

審査基準、マニュアル、又はガイドラインはありますか？ 

 

・従来は「CS関連発明の審査基準」を別途に置いていたが、2014年7月の改正により、

「韓国特許・実用新案審査基準」に統合され、「第9部 技術分野別審査基準」のうち、

「第10章 CS関連発明」に含まれるようになった。 

 

審査基準では、明細書の記載要件と特許要件に分けて説明している。明細書の記載要

件では、発明の説明の記載要件と関連して、実施可能要件を説明しており、クレーム

の記載要件と関連して許容される発明のカテゴリーと、発明を不明確に記載した例を

説明している。また、特許要件では、発明の成立要件の具体的な判断方法と、新規性

及び進歩性の判断方法を説明している。 

 

しかし、CS関連発明において、機能的クレームに関する判断基準は特に設けていな

い。ただし、CS関連発明の実施可能要件違反の例で機能的クレームと関連した内容を

記載している。 
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（Q4-1-1） 

「はい」の場合、特別な審査基準、マニュアル、又はガイドラインは、コンピュー

タソフトウエア関連発明におけるクレームの機能的表現をどのように規定していま

すか？ 

 

・審査基準の「CS関連発明」部分では、下記のとおり実施可能要件違反の例を記載し

ている476。 

 

（1）機能を抽象的に記載しているだけで、その手順又は機能をハードウエア又はソフ

トウエアでどのように実行又は実現するか記載されておらず、出願時の技術水準を参

酌しても、通常の技術者が明確に把握することができないので、クレームに記載され

た発明を容易に実施できない場合。 

（例1）クレームにビジネス方法又はゲーム方法を実行する情報処理システムを記載し

ているにもかかわらず、発明の説明にこれらの手順や機能をコンピュータでどのよう

に実行又は実現するか記載されておらず、出願時の技術水準を参酌しても、通常の技

術者が明確に把握することができないので、クレームに記載された発明を容易に実施

できない場合。 

（例2）発明の説明にコンピュータの表示画面［例：GUI（Graphical User Interface）を

用いた入力形態］に基づいて、「コンピュータの操作手順」を記載しているが、その

記載された事項だけでは、その「コンピュータの操作手順」をコンピュータでどのよ

うに実行するか明確に把握できず、出願時の技術水準を参酌しても、通常の技術者が

明確に把握することができないので、クレームに記載された発明を容易に実施できな

い場合。 

（2）発明の説明でクレームに記載された発明の機能を実現するハードウエア又はソフ

トウエアを単純に「機能ブロック図（block diagram）」又は「フローチャート（flow 

chart）」だけで表現しており、その「機能ブロック図（block diagram）」又は「フロー

チャート（flow chart）」からどのようにハードウエア又はソフトウエアが具現化され

るか明確に把握することができず、出願時の技術水準を参酌しても、通常の技術者が

明確に把握できないので、クレームに記載された発明を容易に実施することができな

い場合。 

 

（Q4-1-2） 

コンピュータソフトウエア関連発明のクレームの機能的表現に関する特別な審査基

準、マニュアル、又はガイドラインを作成するための背景状況はありますか？ 

（Q4-1-3） 

何かご意見はありますか？ 

 

・韓国の実務上、機能的クレームで記載されたCS関連発明の記載要件や特許要件は、

一般的な判断基準に基づいて審査がなされている。 

  

                                                 
476 特許庁、「特許・実用新案審査基準」、2020年1月1日、9A02～9A03頁 
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（Q4-2） 

審査におけるクレームの機能的表現の解釈は、CS関連発明の裁判所での権利行使に

おける際の解釈と同じですか、それとも異なりますか？ 

 

・機能的クレームの特許要件の判断時の解釈と関連しては、定立されている大法院判

例はなく、これはCS関連発明等の機能的クレームについても同様である。 

 

機能的クレームの特許要件判断時の解釈に関する判例は、（1）機能的クレームに記載

された機能的表現を文言に記載された内容通り認めて、該当機能を行うことができる

全ての手段が含まれると解釈したもの477と、（2）機能的クレームに記載された機能的

表現を明細書に記載された詳細な説明と図面などにより限定解釈したもの478に分かれて

いる。 

 

侵害要件の判断においても、判例は（1）該当機能を行うことができる全ての構成を含

むと解釈した場合479と、（2）発明の詳細な説明により限定解釈した場合480に分かれて

おり、これはCS関連発明等の機能的クレームについても同様である。ただし、発明の

詳細な説明により限定解釈することが大多数の判例の見解である。 

 

（Q4-2-1） 

クレームの機能的表現の解釈が、審査における場面と裁判所での特許権行使におけ

る場面とで相違する場合、どのように異なりますか？ 

 

・機能的クレームの解釈に関する判例が定立されてはいないが、侵害要件の判断時に

は、明細書により限定解釈することによってクレームを狭く解釈したものが大多数で

ある一方、登録要件の判断時には、該当機能を行うことができる全ての構成を含むと

解釈して進歩性を認めなかった事例がある。 

 

（Q4-2-2） 

何かご意見はありますか？ 

 

・韓国の実務上、機能的クレームで記載されたCS関連発明の記載要件や特許要件は、

一般的な判断基準に基づいて審査がなされている。 

 

（Q4-3） 

AI関連発明のクレームの機能的表現に関する特別な審査基準、マニュアル、又はガ

イドラインはありますか？ここで言うAI関連発明には、AIに関連するあらゆる種類

の発明、例えばAIコアの発明（AIコンピュータ科学）、AI応用発明、及びAI技術に

よって予測されるあらゆる物質が含まれることに注意してください。 

 

・AI関連発明に対する審査基準は特に設けられていない。審査基準では、第4次産業革

命関連技術に関して、AI技術が適用された発明の進歩性の判断例として2件挙げている

                                                 
477 大法院2005. 4. 15.言渡2004フ1090判決、大法院2005. 4. 28.言渡2004フ1533判決など;イ・ジョンウ、「特許請求の範

囲の解釈における機能的クレームの取扱」、特許訴訟研究第5集、特許法院、2011 
478 大法院2001. 6. 29.言渡98フ2252判決、大法院2006. 10. 26.言渡2004フ2260判決、大法院2006. 11. 24.言渡2003フ2072

判決など;イ・ジョンウ、前掲論文 
479 大法院2002. 6. 28.言渡2000フ2583,大法院2011. 2. 10.言渡2010フ2032判決など;イ・ジョンウ、前掲論文 
480 大法院2007. 1. 12.言渡2005フ2465,大法院2007. 6. 14.言渡2005フ834、大法院2009. 4. 23.言渡2009フ92、大法院2003.

 7. 11.言渡2001フ2856、大法院2008. 7. 10.言渡2008フ57、大法院1998. 5. 22.言渡96フ1088等;イ・ジョンウ、前掲論文 
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ものの、当該判断例には機能的クレームの要件や解釈等に関する内容は言及されてい

ない。 

 

（Q4-3-1） 

上記のような特別な審査基準、マニュアル、又はガイドラインが存在する場合、AI

関連発明のクレームの機能的表現をどのように規定していますか？ 

（Q4-3-2） 

日本では、実施可能要件について、明細書で開示されているデータセットの入力と

出力との相関について定義する方法に関するガイドラインがあります。米国では、

このようなガイドラインはありますか？ 

 

・韓国の審査基準には日本の審査基準でのような内容が記載されていない。 

 

（Q4-3-3） 

何かご意見はありますか？ 

 

・先に説明した内容以外に追加のコメントはない。 

 

（Q4-4） 

IoT関連発明におけるクレームの機能的表現に関する特別な審査基準、マニュアル、

又はガイドラインはありますか？ 

 

・IoT関連発明に対する審査基準は特に設けられていない。審査基準では、第4次産業

革命県連技術に関して、IoT技術が適用された発明の進歩性の判断例として8件を挙げ

ているものの、当該判断例には機能的クレームの要件や解釈等に関する内容は言及さ

れていない。 

 

（Q4-4-1） 

上記のような特別な審査基準、マニュアル、又はガイドラインが存在する場合、IoT

関連発明のクレームの機能的表現をどのように規定していますか？ 

（Q4-4-2） 

何か意見はありますか？ 

 

・先に説明した内容以外に追加のコメントはない。 

 

（Q4-5） 

BM関連発明のクレームの機能的表現に関する特別な審査基準、マニュアル、又はガ

イドラインはありますか？ 

 

・BM関連発明に対する審査基準は特に設けられておらず、「CS関連発明」の審査基

準でBM関連発明を共に扱っている。 

 

しかし、「CS関連発明」の審査基準では、BM関連発明において、機能的クレームに

関する判断基準を特に設けていない。 
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（Q4-5-1） 

上記のような特別な審査基準、マニュアル、又はガイドラインが存在する場合、BM

関連発明におけるクレームの機能的表現をどのように規定していますか？ 

（Q4-5-2） 

何かご意見はありますか？ 

 

・先に説明した内容以外に追加のコメントはない。 

 

（Q4-6） 

AI関連発明では、審査におけるクレームの機能的表現の解釈は、裁判所での特許権

行使における解釈と同じですか、それとも異なりますか？ 

 

・AI関連発明の登録要件又は侵害要件の判断時の機能的クレームの解釈に関して具体

的に判断した韓国法院の判例は確認されていない。 

 

参考までに、AI関連発明の進歩性を判断した特許法院の判例481があるが、本判例で

は、機能的表現の解釈に関する法理を説示していない。 

 

（Q4-6-1） 

異なる場合、審査におけるクレームの機能的表現の解釈は、裁判所での特許権行使

における解釈とどのように異なりますか？ 

（Q4-6-2） 

何かご意見はありますか？ 

 

・先に説明した内容以外に追加のコメントはない。 

 

（Q4-7） 

IoT関連発明では、審査におけるクレームの機能的表現の解釈は、裁判所での特許行

使における解釈と同じですか、それとも異なりますか？ 

 

・IoT関連発明の登録要件又は侵害要件の判断時の機能的クレームの解釈に関して具体

的に判断した韓国法院の判例は確認されていない。 

 

（Q4-7-1） 

異なる場合、審査におけるクレームの機能的表現の解釈は、裁判所での特許行使に

おける解釈とどのように異なりますか？ 

（Q4-7-2） 

何かご意見はありますか？ 

 

・先に説明した内容以外に追加のコメントはない。 

  

                                                 
481 特許法院2013.9.5言渡2013ホ1788判決 
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（Q4-8） 

審査におけるクレームの機能的表現の解釈は、BM関連発明の裁判所での特許権行使

における解釈と同じですか、それとも異なりますか？ 

 

・BM関連発明の登録要件又は侵害要件の判断時の機能的クレームの解釈に関して具体

的に判断した韓国法院の判例は確認されていない。 

 

（Q4-8-1） 

異なる場合、審査におけるクレームの機能的表現の解釈は、裁判所での特許権行使

における解釈とどのように異なりますか？ 

（Q4-8-2） 

何かご意見はありますか？ 

 

・先に説明した内容以外に追加のコメントはない。 

 

（Q5）CS関連発明のクレームの機能的表現に関する実用的なヒント 

 

（Q5-1） 

CS関連発明の実施可能要件を満たすために、クレームの機能的表現に関する実用的

なヒントはありますか？ 

 

・関連判例と審査基準の内容を考慮すると、個々の技術的手段がいかなる機能をする

かと、これらが互いにいかなる関連性で作用して、その課題を解決するかなどを、当

業者が出願時の技術常識と発明の説明と図面の内容に基づいて容易に実施できるよう

に、具体的に記載することが望ましい。 

 

特に、発明の説明でクレームに記載された発明の機能を実現するハードウエア又はソ

フトウエアを単純に「機能ブロック図（block diagram）」又は「フローチャート（flow 

chart）」だけで表現しているだけで、他の具体的な記載がない場合には、実施可能要

件に違反すると判断され得るので、手順又は機能をハードウエア又はソフトウエアで

どのように実行又は実現するかと関連して、各機能部乃至は手順の具体的な機能と相

互関連性を発明の説明に具体的に記載する必要がある。 

 

（Q5-2） 

CS関連発明の記載要件又はサポート要件を満たすために、クレームの機能的表現に

関する実用的なヒントはありますか？ 

 

・審査基準の関連内容を考慮すると、機能的表現の意味が明確に理解できるように発

明の説明と図面に関連内容を具体的に記載することが望ましい。特に、発明の詳細な

説明に開示された内容をクレームの範囲に記載された発明の範囲まで拡張乃至一般化

することができない場合に該当し、そのクレームの範囲が発明の詳細な説明によって

サポートされると見られない場合には、特許法第42条第4項第1号の規定に違反すると

判断され得るので、発明の説明及びクレームを作成するとき、注意する必要がある。 
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（Q5-3） 

CS関連発明の明確性要件を満たすために、クレームの機能的表現に関する実用的な

ヒントはありますか？ 

 

・審査基準の関連内容を考慮すると、機能的表現の意味が明確に理解できるように、

発明の説明と図面に関連内容を具体的に記載することが望ましい。また、今後、機能

的表現が過度に広く解釈されることによって無効になる場合に備え、従属項には当該

機能を達成するのに必要な具体的な内容を限定して記載することが望ましい。 

 

また、発明のカテゴリーは、方法の発明又は物の発明として記載することができ、こ

こで物の発明の場合には、装置クレーム以外にプログラム記録媒体クレーム、データ

記録媒体クレーム、媒体に格納されたコンピュータプログラムクレームが許容される

点に留意し、多様なカテゴリーで発明を記載することが望ましい。 

 

（Q5-4） 

CS関連発明における他の要件を満たすために、クレームの機能的表現に関する実用

的なヒントはありますか？ 

 

・先に説明した内容以外に追加のコメントはない。 

 

（Q6）AI関連発明、IoT関連発明、及びBM関連発明のクレームの機能的表現に関する

実用的なヒント 

 

（Q6-1） 

学習方法以外の観点から学習みモデルを定義できない場合、AI関連発明のクレーム

及び明細書のドラフティングに関する実用的なヒントはありますか？ 

 

・現在、韓国にAI関連発明特有の審査基準は設けられておらず、関連判例も蓄積され

ておらず、機械学習に関するクレーム乃至は明細書の記載が許容されるか又はどのよ

うに解釈されるか不明確である。 

 

ただし、審査基準の「CS関連発明」部分では、発明の成立性が認められる事例として

下記のクレームを例示している。 

 

（例2）【クレーム】コンテンツに対する好み予測装置において、コンテンツと同種の

コンテンツについて収集されたコンテンツ使用情報を格納したサーバから使用者に対

する類似使用者目録を受信する類似使用者情報受信部と、類似使用者目録に含まれた

使用者らの好み情報を機械学習（machine learning）アルゴリズムの入力とし、機械学

習アルゴリズムにより好み情報に含まれたコンテンツの特徴集合を学習することによ

って、使用者のコンテンツに対する好みを予測する好み予測部を含むことを特徴とす

る好み予測装置。 

 → コンテンツの好みを正確に予測しようとする発明の目的を達成するために、好み予

測装置で類似使用者目録に含まれた使用者らの好み情報を機械学習アルゴリズムの入

力情報とし、機械学習アルゴリズムを用いて好み情報に含まれたコンテンツの特徴集

合を学習することによって使用者のコンテンツに対する好みを予測する特有の情報の

演算又は加工が具体的に実現されている。従って、クレームに記載された発明は、ソ

フトウエアによる情報処理がハードウエアを用いて具体的に実現されているため、自
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然法則を利用した技術的思想の創作であるので、発明に該当する。 

 

上記内容を参照すれば、クレームに機械学習に入力される情報と、その情報により機

械学習がなされる対象を具体的に記載し、明細書に機械学習のアルゴリズムについて

当業者が容易に実施できるように記載すれば、発明の成立性が認められ得る。 

 

一方、審査基準では、AI関連発明に対する進歩性の判断について下記の内容を記載し

ている482。 

 

クレームに記載された発明が先行技術又は周知慣用技術を人工知能技術で具現した場

合には、クレームに当該人工知能技術が特定の課題を行うように学習されたモデルで

得られる特有の情報処理について特定しており、発明の説明及び技術常識を参酌して

みるとき、先行技術又は周知慣用技術に比べてより良い効果がある場合には、その発

明の進歩性が認められる。しかし、発明で採択している人工知能技術が学習モデルで

得られる特有の情報処理について特定していないまま単に先行技術又は周知慣用技術

を人工知能技術で具現したものに過ぎず、先行技術又は周知慣用技術に比べてより良

い効果があると認められない場合には、クレームに記載された発明の進歩性があると

見難い。 

 

従って、クレームには、AI技術が特定の課題を行うように学習されたモデルで得られ

る特有の情報処理について特定してこそ発明の進歩性が認められる。 

 

（Q6-2） 

クレームが特定のデータセットの入力及び出力、ならびにそれらの関係によって定

義されている場合、AI関連発明のクレーム及び明細書のドラフティングに関する実

践的なヒントはありますか？ 

 

・韓国の実務上、CS関連発明の成立性が認められるためには、ソフトウエアによる情

報処理がハードウエアを用いて具体的に実現されたものでなければならない。特に、

使用目的に応じた各手順別情報の演算又は加工がどのように実現されるかについてク

レームに明確に記載されなければならない（大法院2008.12.11言渡2007フ494判決）。 

 

もしクレームが特定データの集合において、入力と出力及びその関係のみで記載され

ているならば、発明の成立性要件に違反すると判断される可能性がある。 

 

従って、クレームには、 入出力間の関係に基づいた出力データへの変換に関する具体

的な構成などを記載することが望ましい。また、必要であれば、入力データの収集な

どに関する具体的な構成を記載する場合、発明の成立性要件の判断時に役立つ。 

 

Q6-3：学習モデル以外の機能を備えたAI関連発明のクレーム及び明細書のドラフテ

ィングに関する実用的なヒントはありますか？ 

 

・通常のCS関連発明と同様に作成するものの、単純に先行技術又は周知慣用技術を人

工知能技術で具現したことに過ぎない場合には、進歩性が認められ難いという点に留

意しなければならない。 

 

                                                 
482 特許庁、「特許・実用新案の審査基準」、2020年1月1日、9A30～9A31頁 
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また、AI関連発明の特徴が学習モデルの学習方法にあるか、技術的課題に学習モデル

を適用することにあるか、訓練データの獲得又は前処理にあるか、学習モデルのアル

ゴリズム自体にあるか等、発明の細部カテゴリーを十分に判断して、当該カテゴリー

に適するようにクレーム及び明細書を作成することを考慮する必要がある。 

 

（Q6-4） 

学習済みモデルを機能的な観点から記載しているクレームに対して、審査官が機能

的であると指摘した実際の事例はありますか？ 

 

・弊所で処理した案件中には、学習済みモデルを記載している発明が機能的クレーム

と判断され、そのような判断に基づいた拒絶理由が発行された案件は確認されない。 

 

先に説明したとおり、韓国の審査実務では、機能的クレームに対する特有の審査基準

を特に設けていない。従って、韓国特許庁では、学習モデルを記載している発明が機

能的クレームに該当するか否かについて特に判断せず、一般的な判断基準に基づいて

判断している。 

 

（Q6-5） 

実際の審査に関する情報を開示することについて問題はありますか？問題がない場

合は、詳細を説明してください。 

（Q6-6） 

米国では、特定の学習方法で定義された訓練されたモデルを規定する装置クレーム

又はシステムクレームを審査官はどのように審査しますか？ 

 

・学習モデルを記載している装置又はシステムクレームが機能的クレームに該当する

か否かと関係なく、一般的な判断基準に基づいて判断している。 

 

（Q6-7） 

米国では、特定の学習方法を規定している方法クレームを審査官はどのように審査

しますか？ 

 

・学習モデルを記載している方法クレームについても同様に、機能的クレームに該当

するか否かと関係なく、一般的な判断基準に基づいて判断している。 

 

（Q6-8） 

米国では、学習済みモデルを準備する方法を規定する方法クレームを審査官はどの

ように審査しますか？ 

 

・学習済みモデルの準備手順を記載している方法クレームについても同様に、機能的

クレームに該当するか否かと関係なく、一般的な判断基準に基づいて判断している。 
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（Q6-9） 

データ処理を実行することによりクラウドコンピューティングシステムを最適化す

るためのエッジコンピューティング又はフォグコンピューティングに関連する発明

の機能的観点でのクレーム及び明細書のドラフティングに関する実用的なヒントは

ありますか？ 

 

・機能的クレームの作成方法を考慮してクレームを作成するものの、侵害行為の主体

を考慮する必要があり、クライアントクレーム、サーバクレーム、システムクレー

ム、方法クレームなどを多様に作成することが望ましい。 

 

（Q6-10） 

IoT関連発明について、装置又はシステムの代わりに、方法のドラフティングをする

ことがありますか？もしそうなら、方法クレームで規定された特定の機能を実行す

る主題を規定することを意図的に躊躇しますか？ 

 

・はい。IoT関連発明について装置クレーム、システムクレーム以外に方法クレームを

作成することもある。この場合、方法クレームの各手順を実行する機能主体をできる

だけ明確に記載するようにしている。機能主体はハードウエアであって、普通、当該

IoT関連発明のある主体（例：サーバ）乃至その主体の当該構成要素（例：サーバ内プ

ロセッサ）として記載する。IoT関連発明の各手順は、しばしばソフトウエア的な処理

と関連するが、CS関連発明に関する審査基準は、「ソフトウエアによる情報処理がハ

ードウエアを用いて具体的に実現」されていなければ、発明の成立性要件の違反、そ

して「発明の機能主体が明確でないので、発明を特定できない場合」には、クレーム

の記載要件の違反と規定している。実務的に方法クレームの各手順を実行する機能主

体を明確に記載することによって、このような要件違反を避けることができる。 

 

特に、米国で審査を受けることまで考慮されている場合、35 US.C. §101による保護適

格性の問題を考慮したとき、各手順を実行する機能主体を記載することがより望まし

いと見られる。即ち、IoT関連発明のソフトウエア的処理に関する内容が人間の精神活

動などと見られないように、各手順を実行する類型（tangible）として機能主体を記載

することが適切であると見られる。 

 

ただし、権利行使の側面を考慮したとき、IoT関連発明を記述する方法クレームの構成

全体要素は、単一の機能主体（例：サーバ又はIoT装置）により実施されるようにクレ

ームを作成することが適切であると見られる。例えば、方法クレームの一部手順の機

能主体はサーバであって、他の手順の機能主体はIoT装置とする方式でクレームを作成

するならば、いずれか一つの主体も全体方法クレームを実施していないため、権利行

使時に侵害を主張する相手方を特定することが難しい可能性がある。 

 

（Q6-11） 

BM関連発明のクレーム及び明細書のドラフティングに関する実用的なヒントはあり

ますか？ 

 

・まず、システムクレームの作成を控えることが望ましい。BM関連発明は本質的に複

数の主体（例：サーバ、決済サーバ、顧客端末等）が関与する場合が多い。このよう

なBM関連発明を記述するクレームを作成する際に、ある主体（例：サーバ）を明確に

特定し、その主体の立場でBM関連発明の処理過程を記述する方式で作成することが望
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ましい。1つのクレームの各構成要素が複数の主体に属していたり、各手順が複数の主

体により実施されたりするように作成される場合（即ち、システムクレーム）には、

Q6-10で説明したとおり、特許権利行使に制約があり得る。 

 

一方、クレームに人間の行為的要素が直接的に記載されることを控え、当該動作をハ

ードウエア乃至ソフトウエアの処理過程として記述することが適切である（例えば、

「商品取引者が会員登録する手順」よりは「サーバが使用者情報を受信して格納する

手順」と記載する）。BM関連発明でBM的な要素は単に人間の精神活動として見られ

ることによって成立性要件の違反に該当する余地があるためである。明細書でBM関連

発明について記述する時にも、人間の行為に該当する要素はできるだけ排除し、背景

技術項目を含む明細書全般でビジネス用語（購買、提携、納品、会社等）の使用を最

大限減らすことが望ましい。 

 

また、BM関連発明の各手順がソフトウエア的な処理と関連する場合、ソフトウエアに

よる情報処理がハードウエアを用いて具体的に実現されるようにクレームを作成する

ことが必要である。実務的には、方法クレームの作成時に、各手順別の機能主体を、

広く表現されたハードウエア構成要素（例：1つ以上のコンピューティング装置、1つ

以上のプロセッサ等）で明確に記述することが適切である。 

 

特に、BM関連発明の場合には、明細書に多様な実施例を豊富に記載することが望まし

い。BM関連発明に関する特許出願は全般的に低い特許登録率を示すので、審査過程で

拒絶理由に能動的に対応できるように、単にクレームに示された実施例を記述するよ

りは、多様な実施例を明細書に記載しておくことが適切である。 

 

（Q12）CS関連発明のクレームの機能的表現に関する韓国の実用的なヒント 

 

（Q12-1） 

韓国には35 U.S.C. §112(f)に相当する規定はないが、これに関連して米国出願との 

出願方式との相違点が存在する 

 

・韓国出願のためのクレーム／明細書の作成時の考慮事項は、米国出願でも同様に適

用され得うる。ただし、CS関連発明において主に考慮される発明の成立性と関連し、

米国の場合、判例により定立された法理があるので、これにより追加で考慮すべき事

項がある。 

 

代表的には、Enfish判例（Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327（Fed. Cir. 

2016））で、法院は特許発明が従来技術に比べ、コンピュータ機能に関する具体的な

改善（a specific improvement to computer functionality）をもたらす場合、発明の成立性

（保護適格性）を認めたことがある。 

 

過去には明細書に従来技術及びその問題を詳細に記載することは、その従来技術が

AAPA（Applicant Admitted Prior Art）と認められるか、権利範囲が狭く解釈されるおそ

れがあるため、勧められなかった。また、発明の効果乃至改善点に関する内容も、権

利範囲が狭く解釈されることを憂慮してその記載を最小化する傾向を示した。しか

し、最近の判例の見解によって、CS関連発明の明細書を作成する時に従来技術及びそ

の問題を記載し、当該CS関連発明が従来技術に比べていかにハードウエア（例：コン

ピュータ）に対する改善をもたらすかを具体的に作成することが必要である。 
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実務的に、クレームに対応する実施例を明細書に説明するとき、当該実施例が有する

特有の課題、作用及び従来技術に比べた改善点（効果）を記載することができる。た

だし、権利範囲が狭く解釈される副作用を防止するために、このような改善点はでき

れば複数記載することが望ましい。また、可能であれば、従属項に対応する実施例に

対しても、従来技術に比べた改善点を記載することが望ましい。 

 

（Q12-2） 

その他、韓国においてCS関連発明等の機能的クレームに適用される記載要件等につい

て留意点がある 

 

・まず、クレームに機能的表現を用いた場合、当該機能的表現に関する具体的な説明

を明細書に含めることが必要である。具体的には、当該機能的表現(例：投影部)に関す

る構造的記載(例：光源、レンズ、フィルタなどを含む構造)を明細書に例示的に記載す

る必要がある。このような例示は、できれば複数記載すればさらに望ましい。 

 

明細書の課題の解決方法項目に、クレームの内容を再度記載(書き写し)してサポート要

件を確実に補完する方法もある。ただし、権利範囲が限定解釈されることを防止する

ために、一部独立項に関する内容のみ再度記載することも考慮してみることができ

る。 

 

一方、CS関連発明の審査基準では、「発明の機能主体が明確でないので、発明を特定

できない場合」をクレームの記載要件の違反と規定している。従ってクレームの各動

作又は手順を実行する機能主体を明確に記載することが必要である。 

 

また、クレームと明細書間の用語を一致させ、明細書内でも同一の概念については用

語を一貫して用いる必要がある。少なくともクレームに用いられた用語は、その説明

がいずれも明細書に記載されていることが望ましく、当該用語が通常の意味と異なる

か、通常の意味より広い意味として用いられる場合には、その意味を明細書内で明確

に定義する必要がある。 

 

明確な意味の伝達及び海外出願時に明細書の誤訳を防止するために、明細書に用いら

れる文章は、複文ではなく、短文を用い、主語などをむやみに省略しないことが望ま

しい。 
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（Q12-3） 

・審査指針では、機能的クレームについて「原則としてその記載はそのような機能・

特性等を有する全ての物を意味していると解釈する」と記載があります。一方、大法

院では、「機能的クレームは、その機能を有する全ての構成を含むとする」判例と、

「機能的クレームは、明細書の説明によって限定解釈されるとする」判例があります

が、審査時のクレーム解釈は上記審査指南に沿っていますか 

・審査指針では、機能的クレームについて「原則としてその記載はそのような機能・

特性等を有する全ての物を意味していると解釈する」と記載があります。一方、大法

院では、「機能的クレームは、その機能を有する全ての構成を含むとする」判例と、

「機能的クレームは、明細書の説明によって限定解釈されるとする」判例があります

が、権利行使時のクレーム解釈は上記司法解釈に沿っていますか 

 

・指摘されたとおり、審査基準では「発明の説明で特定の意味を有するように明示的

に定義した場合を除いては、原則的にその記載は、そのような機能・特性などを有す

る全ての物を意味すると解釈する」と記載しており483、大法院判例は、（1）機能的ク

レームに記載された機能的表現を文言に記載された内容通り認めて該当機能を行うこ

とができる全ての手段が含まれると解釈したものと、（2）機能的クレームに記載され

た機能的表現を明細書に記載された詳細な説明と図面などにより限定解釈したものに

分かれている。 

 

特許要件の判断と関連し、特許庁の審査手順では、審査基準に基づいて、そのような

機能などを有する全ての物を意味すると解釈している。ただし、特許審判院や法院で

は、機能的表現で記載された構成がクレームの記載だけで特定され得るか否かを基準

として、個別ケースによって、そのような機能などを有する全ての物と解釈し、明細

書等により限定解釈している。 

 

侵害要件の判断と関連しては、当該機能を行うことができる全ての構成を含むと解釈

した場合と、発明の詳細な説明により限定解釈した場合とに分かれますが、発明の詳

細な説明によりクレームを限定解釈することが大多数の判例である。 

 

（Q12-4） 

その他、韓国においてCS関連発明等の機能的クレームに適用される記載要件等につい

て留意点がありますか 

 

・まず、明細書に可能な実施例を豊富に記載することによって、実施可能要件及びサ

ポート要件に違反しないようにすることが望ましい。 

 

クレームに過度に広く解釈され得る機能を記載する場合には、サポート要件に違反

し、新規性／進歩性が認められるのが難しくなるので、発明の目的と効果を考慮して

当業者が明確に理解することができる程度に機能を具体化して記載することが望まし

い。 

  

                                                 
483 特許庁、「特許・実用新案審査基準」、2020年1月1日、3217頁 
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（Q12-5） 

韓国の審査官が、機能的クレームの進歩性の決定において、発明の顕著な効果を考慮

する可能性があるかどうかについてについて、教えて下さい。 

 

・韓国の審査実務上、発明の効果の側面における差が進歩性の判断時に重要な要素と

して作用しているのが事実である。特に、機能的クレームの場合には、構成上の差を

主張するのは難しいことがあるので、明細書に発明の効果を多様に記載することが望

ましい。ただし、明細書に記載された発明の効果により発明が限定解釈される可能性

もあるので、広範囲な側面における効果と細部的な側面における効果をいずれも記載

する必要がある。 

 

（Q13）CS関連発明等の機能的クレームに関する法律や審査基準等の歴史的変遷につ

いて 

 

・下記には、機能的クレーム乃至はCS関連発明に関する内容を中心に特許法及び審査

基準の主要改正事項を要約した。 

 

（Q13-1） 

CS関連発明等の機能的クレームに関する、1970年以降の法律や審査基準等の改訂等

について、その「年」、「法律や審査基準等の名称及び記載箇所又は条文番号」、

「改訂等の内容（抜粋）」、「改訂等に影響を与えた判決等」及び「改訂された理

由や背景」を記入してください。 

 

＜特許法の主要改正内容＞ 

 

1 1974.1.1.施行改正法 1990.1.1.施行改正法 2007.7.1.施行改正法 

2 
特許法全部改正、法律

第2505号 

特許法全部改正、法律

第4207号 

特許法一部改正、法律

第8197号 

3 

全文改正 全文改正 第42条第3項、同条第4

項第3号、同条第5項、

同条第6項、第63条第2

項等 

4 

第5条の発明の定義規定

（「この法で発明と

は、自然法則を利用し

た技術的思想の創作で

あって、高度なものを

いう」）及び第6条第1

項本文の産業上の利用

可能性要件（「産業上

利用できる発明をした

者は次に掲記した発明

を除いてその発明に対

して特許を受けること

ができる」）を置き、

発明の成立性と産業上

第42条第4項第3号で

「発明の構成になくて

はならない事項だけで

記載されること」と規

定する。 

それ以外に、法律条文

の全体的な順序を変更

し、塊茎・球根植物発

明と、飲食物、嗜好物

の発明を特許対象に追

加し、国際予備審査に

関する規定を追加し、

国内優先権主張制度を

新設した。 

第42条第4項第3号を削

除し、同条第6項（「第

2項第4号の規定による

クレームの範囲を記載

するときには、保護を

受けようとする事項を

明確にできるように、

発明を特定するのに必

要であると認められる

構造・方法・機能・物

質又はこれらの結合関

係などを記載しなけれ

ばならない」）を新設

し、機能的クレームの
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の利用可能性要件を別

途に規定した。それ以

外に全体的な法律条文

を改正した。 

主要改正事項は、下記

のとおりである。 

①物質の用途発明と原

子核分裂及び変換によ

って製造された物質を

特許対象から除外す

る。 

②出願前に外国刊行物

に掲載されたものも新

規性がないと判断す

る。 

③公務員の職務発明に

対する補償と管理の根

拠規定を設ける。 

④輸出品に対しては特

許権侵害紛争中におい

ても優先輸出を履行す

るように許容する。 

⑤事業実施と実施報告

を義務化する。 

⑥無効審判請求除斥期

間を原則に廃止する。 

⑦審査官・審判官の資

格要件を大統領令で定

めるようにする。 

記載を許容する。 

それ以外に、発明の詳

細な説明の記載要件を

緩和し、クレームの範

囲の記載を猶予する制

度を新設し、拒絶理由

通知時に拒絶理由を具

体的に記載するように

する。 

5 
- - 特許法院2006.11.23.言渡

2005ホ7354判決 

6 

特許出願に対する審査

と審判機能の厳正を期

するようにすると共

に、権利の濫用を防止

することによって、企

業の自由な活動を阻害

する特許制度の副作用

を除去し、一方、新た

で有用な発明について

は、これを強力に保護

することによって国家

産業発展に寄与 

工業所有権制度が国際

化ないし統一化する趨

勢に応じて発明者及び

権利者の権益保護を強

化 

特許出願人の特許出願

の便宜を増進するため

に、特許出願明細書の

作成時の発明の説明に

関する記載要件を緩和

し、特許出願人が保護

を受けようとする特許

出願書のクレームの範

囲に対して、従前に特

許出願時に記載するよ

うにしていたのを、特

許出願後、出願公開ま

で十分な時間をもって

記載することができる

ようにし、特許審査官
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が本特許出願に対し、

その決定前に拒絶理由

を予め通知するときに

は、拒絶理由がある事

項を全て明示し、その

拒絶理由を具体的に記

載するようにする一

方、その他、現行制度

の運営上示された一部

の不備点を改善・補完 

 

＜CS関連発明の審査基準の主要改正内容＞484 

 

1 1984 1995 1998 

2 CS 関連発明の審査基準 CS 関連発明の審査基準 CS 関連発明の審査基準 

3 

最初の制定 発明の成立性に関する

内容などを変更 

発明の成立性と発明の

カテゴリーの記載に関

する内容などを変更 

4 

「コンピュータ応用技

術と関連した発明であ

って、プログラムの手

順に技術思想がある方

法の発明、コンピュー

タが機器と結合して特

定機能実現手段として

応用される時の応用機

器に関する装置発明」

を保護対象とする 

数式、数学的アルゴリ

ズム自体に対しては特

許保護対象から除外す

る 

自然法則の利用如何は

「ハードウエアリソー

スを用いたかどうか」

で判断するようにする 

「産業上利用できる具

体的手段」の有無によ

り発明の成立性を判断

する（営業方法は、事

業アイデアだけでは、

純粋な人間の精神的活

動に過ぎないので、そ

のアイデアを具現でき

る具体的手段としてコ

ンピュータ情報通信技

術を結合させた場合に

限って「営業方法」発

明として認めた） 

ソフトウエアを記録し

た記録媒体クレームも

発明のカテゴリーとし

て記載が可能になった 

5 - - - 

6 

CS 関連発明を特許とし

て保護するために関連

審査基準を制定する 

- - 

                                                 
484 イ・ウンドン、「ソフトウエア発明の特許適格性判断及び特許出願戦略に関する研究」、ソウル大学大学院法学修

士学位論文、2018年8月、67～68頁;イ・ヘヨン、「コンピュータのソフトウエア発明の特許適格性に関する研究」、

成均館大学法学専門大学院法学修士学位論文、2018年4月、46～47頁 
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1 2000 2005 2014 

2 電子商取引関連発明の

審査指針 

CS関連発明の審査基準 CS関連発明の審査基準 

3 

最初の制定 発明の成立性に関する

判例の内容を反映 

「電子商取引関連発明

の審査指針」を「CS関

連発明の審査基準」に

含める 

発明のカテゴリーの記

載に関する内容を変更 

4 

電子商取引関連発明

（BM関連発明）に関す

る別途の審査指針を設

けた 

発明の成立性が認めら

れるためには、「その

情報処理がハードウエ

アを用いて具体的に実

現」されなければなら

ず、ここで、「ハード

ウエアを用いた具体的

実現」というのは、ソ

フトウエアがコンピュ

ータに読み取られてハ

ードウエアと協同して

特定の目的達成のため

の情報の処理を具体的

に行うことをいうと規

定した 

特許要件と明細書の記

載要件を明確にし、発

明の成立性において

「発明であること」の

要件を明確に説明した 

発明のカテゴリーに記

録媒体に格納されたも

のであることを前提と

して、「コンピュータ

プログラム」及びそれ

に準ずる用語（アプリ

ケーション等）を記載

することを許容した 

5 

- 大法院2001. 11. 30言渡

97フ2507判決 

大法院2003. 5. 16.言渡

2001フ3149判決 

- 

6 

電子商取引関連発明の

出願が急増するに伴

い、それに関する明確

な審査基準を提示する

ことにした 

- コンピュータプログラ

ムの保護を強化するた

めにクレームに、「記

録媒体に格納されたコ

ンピュータプログラ

ム」を記載することを

許容した 

 

一方、CS関連発明の審査基準は、2014年6月付審査基準改正により、「韓国特許・実用

新案審査基準」に統合され、第9部 技術分野別審査基準に第10章 CS関連発明として含

まれている。 
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＜特許・実用新案審査基準の機能的クレーム関連の主要改正内容＞485 

 

1 2010.1.1. 

2 特許・実用新案審査指針書 

3 
機能的クレームの許否及び特許要件判断時の解釈に関する内容を変更、追加

する 

4 

従前の審査指針書で、「発明の構成になくてはならない事項」だけで記載さ

れていない類型に、「クレームに構成が記載されておらず、発明の目的、作

用、効果だけで記載されている場合又は発明の目的達成のための必須構成要

素が記載されていない場合」、「クレームに1つの技術的手段のみが記載され

ており、その技術的手段が機能的又は作用的に記載されている場合」などを

記載していたが、これに関する記載を削除し、「特許法第42条第6項はクレー

ムの範囲に保護を受けようとする事項を明確にするのに必要であると認めら

れる構造・方法・機能・物質又はこれらの結合関係などを記載するように規

定している。これは、技術が多様化することによって、物(装置)の発明に対

して物理的な構造や具体的な手段よりは、その装置の作用や動作方法などに

よって発明を表現することが望ましい場合があるので、発明が明確に特定さ

れ得るならば、出願人の選択に応じて自由に発明を記載することができると

いう点を明確にしたものである。上記規定は、拒絶理由や無効の理由になら

ないので、上記規定を理由として拒絶理由を通知したり、拒絶決定としたり

してはならない。」という内容を追加する。 

また、新規性／進歩性の判断と関連し、「作用、機能、性質又は特性（以下

「機能・特性等」という）を用いて物を特定する場合、クレームを記載する

ときには保護を受けようとする事項を明確にすることができるように、発明

を特定するのに必要であると認められる構造、方法、機能、物質又はこれら

の結合関係などを記載することができるので、クレームに記載された機能・

特性などが発明の内容を限定する事項として含まれた以上、これを発明の構

成から除外して解釈することはできない。クレームに機能・特性などを用い

て物を特定しようとする記載がある場合、詳細な説明で特定の意味を有する

ように明示的に定義した場合を除いては、原則的にその記載は、そのような

機能・特性などを有する全ての物を意味すると解釈する。ただし、出願時の

技術常識を参酌するとき、そのような機能・特性などを有する全ての物のう

ちで特定の物を意味していると解釈しては困る場合があり得るという事実に

留意しなければならない。」という内容を追加する。 

5 特許法院2006.11.23.言渡2005ホ7354判決 

大法院2007. 9. 7.言渡2005フ1486判決 

大法院2005. 4. 15.言渡2004フ1090判決 

6 改正法及び判例変更させて審査基準を改正した 

 

  

                                                 
485 パク・チャンス、「機能的クレームの比較法的観察と解釈基準」、特許法院知的財産訴訟実務研究会発表資料、20

10年6月16日、16頁 
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（Q14） 

CS関連発明等の機能的クレームに関する法律や審査基準等の今後の動向について 

（Q14-1） 

CS関連発明等の機能的クレームに関し、今後、法改正や審査基準等の改訂の予定が

ありますか。 

 

・2020年3月11日付で施行の特許法では、ソフトウエアなどを、情報通信網を通じて伝

送する行為による侵害から特許権者などを保護するために、方法の発明の場合にその

方法の使用を申し出る行為を、特許を受けた発明の実施に含まれるように改正し、こ

れによるソフトウエア産業の萎縮を防止するために、その効力を制限する規定を新設

した。 

 

一方、韓国特許庁は、2019年11月1日付で組織改編を断行し、融複合技術審査局を新設

した。該当審査局には人工知能・ビッグデータ審査課、モノのインターネット審査

課、バイオヘルスケア審査課、知能型ロボット審査課、自律走行審査チーム、スマー

ト製造審査チームの4課・2チームが設けられた。当該審査局で2020年10月発表を目標

として、AI関連発明に関する審査基準を設けるためにT/Fを運営しているが、まだ具体

的な審査基準の改正案は確定していない状態である。 

 

（Q14-2） 

YESの場合は、改正、改訂予定の「法律や審査基準等の名称」及びその「改正、改

訂の方向性」について記入をお願いします。特に、AI、IoT、BM関連技術の審査基

準等に関するトピックスがあれば、記入をお願いします。 

 

＜施行予定の特許法＞ 

 

1 2020.3.11.施行特許法一部改正、法律第16804号 

2 特許法第2条第1号ロ目、特許法第94条第2項 

3 

特許法第2条第1号ロ目を「方法の発明の場合：その方法を用いる行為又はその

方法の使用を申し出る行為」に改正し、「特許発明の実施が第2条第3号ロ目に

よる方法の使用を申し出る行為の場合、特許権の効力は、その方法の使用が特

許権又は専用実施権を侵害するということを知りながら、その方法の使用を申

し出る行為にのみ及ぶ」という規定を第94条第2項に新設する 

4 
本改正法は、CS関連発明全体に関する改正で、AI、IoT、BMの論点に限定され

たものではない 

 

  



- 596 - 

 

 

（Q15）CS関連発明等の機能的クレームに関する審決や判決の歴史的変遷について 

 

（Q15-1） 

CS関連発明等の機能的クレームに関する1970年以降（米国、欧州、英国及びドイツ

については、特に、2010年以降について）の代表的な審決や判決について、その

「年」、その「名称」（事件名及び番号）、「概要」（3行程度で審決又は判決のポ

イントを説明）、「判決文のURL」を記入してください。近年の審決や判決の動向

がわかる程度に、最近の審決や判決についても記入ください。また、その中で重要

と思われるもの（特に審査基準等や審査実務に影響を与えた／与えるものや近年の

動向を理解する上で必要なもの）には「重要」の欄にチェックをしてください。侵

害訴訟の判決についても、CS関連発明等の機能的クレームの解釈や技術的範囲の判

断で重要と考えられるものがあれば、ピックアップをお願いします。 

 

1 大法院2001.11.30.言渡97フ2507判決 

2 出願発明が基本ワードにサブワードを付加して命令語をなす制御入力フォーマッ

トを多様にし、ワードの数に応じて組み合わせられる制御命令語の数を増加させ

てハードウエアである数値制御装置を制御する方法に関するものであって、結

局、数値制御入力フォーマットを用いてソフトウエアであるサブワード付加加工

プログラムを駆動させ、ハードウエアである数値制御装置によって機械識別・制

御・作動を行うようにするだけでなく、ハードウエア外部での物理的変換を引き

起こしてその物理的変換によって実際の利用可能性が明細書に開示されていると

いう理由でその出願発明を自然法則を利用していない純粋な人間の精神的活動に

よるものとはいえないとして、コンピュータプログラム関連出願発明の自然法則

利用性を認めた事例 

3 https://casenote.kr/%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90/97%ED%9B%842507 

4 はい 

5 はい 

6 いいえ 

 

1 大法院2003.5.16.言渡2001フ3149判決 

2 特許法第2条第1号は、自然法則を利用した技術的思想の創作であって、高度なも

のを「発明」と定義しており、上記特許法第2条第1号が訓示的な規定に該当する

と見る何ら根拠がないので、自然法則を利用しないものを特許出願したときは、

特許法第29条第1項本文の「産業上利用することができる発明」の要件を満たし

ていないことを理由として特許法第62条によってその特許出願が拒絶されると判

示し、名称を「生活ゴミのリサイクル総合管理方法」とする出願発明は、全体的

に見れば、それ自体では実施することができず、関連法令などが備えられてこそ

実施できるもので、管轄官庁、排出者、収去者間の約束などによりなされる人為

的決定であるか、これによる上記管轄官庁などの精神的判断又は人為的決定に過

ぎないので、自然法則を利用したものといえず、その各手順がコンピュータのオ

ンライン(on-line)上で処理されるものではなく、オフライン(off-line)上で処理され

るものであり、ソフトウエアとハードウエアが連係するシステムが具体的に実現

されているものでもなく、いわゆる、ビジネスモデル発明の範疇に属するもので

もないので、本件出願発明は、第29条第1項本文の「産業上利用することができ

る発明」といえないと判断したケース 

3 https://casenote.kr/%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90/2001%ED%9B%843149 

https://casenote.kr/%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90/97%ED%9B%842507
https://casenote.kr/%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90/2001%ED%9B%843149
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4 はい 

5 はい 

6 いいえ 

 

1 大法院2006.11.24.言渡2003フ2089判決 

2 クレームの範囲には、語節を単語と語尾に、又は単語と助詞に分離する手順が記

載されているが、それに関する明細書の発明の詳細な説明と図面には、語尾や助

詞がない単語を処理するための分岐条件が欠落しており、語尾や助詞がない単語

を処理する場合には、無限ループ(end loop)状態に陥るようになるエラーがある

時、通常の技術者がその発明を容易に実施できるように明確かつ詳細に記すこと

を要求している明細書の記載要件を満たすか問題になった事案で、このようなエ

ラーは仮に本件特許発明を採択したプログラムを作成する過程で様々なデータを

適用して試験する通常のシミュレーション過程で発見されて治癒する可能性が高

いとしても、通常の技術者が当該発明を明細書の記載によって正確に理解でき、

再現できる程度に記載されているといえないのはもちろん、クレームの範囲と発

明の詳細な説明の各内容が一致し、その明細書だけでクレームの範囲に属する技

術構成やその結合及び作用効果を一目瞭然に理解できるといえないので、本件第

3項の発明、第6項の発明、第17項～第20項の発明は、特許法第42条第3項及び第4

項第1号に違反した記載不備があると判断したケース 

3 https://casenote.kr/%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90/2003%ED%9B%842089 

4 はい 

5 はい 

6 いいえ 

 

1 大法院2006.11.24.言渡2003フ2089判決 

2 クレームの範囲には、語節を単語と語尾に、又は単語と助詞に分離する手順が記

載されているが、それに関する明細書の発明の詳細な説明と図面には、語尾や助

詞がない単語を処理するための分岐条件が欠落しており、語尾や助詞がない単語

を処理する場合には、無限ループ(end loop)状態に陥るようになるエラーがある

時、通常の技術者がその発明を容易に実施できるように明確かつ詳細に記すこと

を要求している明細書の記載要件を満たすか問題になった事案で、このようなエ

ラーは仮に本件特許発明を採択したプログラムを作成する過程で様々なデータを

適用して試験する通常のシミュレーション過程で発見されて治癒する可能性が高

いとしても、通常の技術者が当該発明を明細書の記載によって正確に理解でき、

再現できる程度に記載されているといえないのはもちろん、クレームの範囲と発

明の詳細な説明の各内容が一致し、その明細書だけでクレームの範囲に属する技

術構成やその結合及び作用効果を一目瞭然に理解できるといえないので、本件第

3項の発明、第6項の発明、第17項～第20項の発明は、特許法第42条第3項及び第4

項第1号に違反した記載不備があると判断したケース 

3 https://casenote.kr/%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90/2003%ED%9B%842089 

4 はい 

5 はい 

6 いいえ 

 

1 大法院2008.12.11.言渡2007フ494判決 

2 「会員の加入と同時にオンラインコミュニティ空間で会員自身を個人ルームの形

https://casenote.kr/%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90/2003%ED%9B%842089
https://casenote.kr/%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90/2003%ED%9B%842089


- 598 - 

 

 

態で表現するミニルームをミニルーム格納空間(10)に自動生成するミニルーム自

動生成手順と；上記ミニルームを会員の特性に合わせて飾るように家具格納空間

(30)に展示された家具が会員により選択されれば、購買選択された上記家具をミ

ニルーム家具格納空間(20)に格納するミニルーム家具格納手順と；上記ミニルー

ム家具格納空間(20)に登録された上記家具を当該会員のミニルームの所望の位置

に指定すれば、会員のミニルーム格納空間(10)に配置する家具配置手順と；上記

オンラインコミュニティ空間上の掲示板に会員のメッセージが格納されれば、上

記掲示板にメッセージを格納した会員の上記ミニルーム格納空間(10)に格納され

たミニルームが上記コミュニティ掲示板に登録され、上記掲示板に上記会員のミ

ニルームが露出されるミニルーム露出手順；を有するインターネットコミュニテ

ィ上の個人ルーム形態のミニルームの生成及び管理方法。」において、情報技術

を用いて営業方法を具現する、いわゆる営業方法(business method)発明に該当する

ためには、コンピュータ上でソフトウエアによる情報処理がハードウエアを用い

て具体的に実現されていなければならず、出願発明が自然法則を利用したもので

あるか否かはクレーム全体として判断しなければならないので、クレームに記載

された発明の一部に自然法則を利用している部分があってもクレーム全体として

自然法則を利用していないと判断される時には特許法上の発明に該当しないと判

断した事例 

3 https://casenote.kr/%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90/2007%ED%9B%84494 

4 はい 

5 はい 

6 いいえ 

 

1 大法院2009.7.23.言渡2007フ4977判決 

2 縫製されたクレーム15(コンピュータゲームに登場するキャラクタが発声する音

声を制御するゲーム装置において、プレーヤの操作により、キャラクタの体型を

決定する決定手段と、外部から入力される音声又は事前に準備される音声の声質

を、上記キャラクタの体型に関する属性情報に基づいて変換する変換手段と、上

記変換された声質の音声を上記キャラクタの音声として出力する出力手段とを含

むことを特徴とするゲーム装置。」)の進歩性が問題になった事案で、特許出願

された発明のクレームの範囲に機能、効果、性質などによって発明を特定する記

載が含まれている場合には、クレームの範囲に記載された事項によってそのよう

な機能、効果、性質などを有する全ての発明を意味すると解釈することが原則で

あるが、ただし、クレームの範囲に記載された事項は、発明の詳細な説明や図面

などを参酌してこそ、その技術的意味を正確に理解できるので、クレームの範囲

に記載された用語の特別な意味が明細書の発明の詳細な説明や図面に定義又は説

明がされている等の他の事情がある場合には、その用語の一般的な意味に基づき

ながらも、その用語によって表現しようとする技術的意義を考察した後、用語の

意味を客観的、合理的に解釈して発明の内容を確定しなければならないという判

断法理を提示したケース 

3 https://casenote.kr/%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90/2007%ED%9B%844977 

4 はい 

5 はい 

6 はい 

 

1 特許法院2017.6.23.言渡2017ホ1502判決 

https://casenote.kr/%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90/2007%ED%9B%84494
https://casenote.kr/%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90/2007%ED%9B%844977
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2 出願発明の進歩性が問題になった事案で、クレーム3(「クレーム1の方法を用いる

中継サーバ」)で「中継サーバ」のクレームの解釈と関連し、片情報に該当する特

定情報を複数に分割したデータとして全て合わせれば特定情報に変わるデータの

伝達を受けて目標に伝達する方法を用いるいかなる中継サーバも本件第3項の発

明のクレームに含まれると判断し、出願発明の中継サーバはそのような機能・特

性などを有する全ての物を意味すると解釈した事例。 

3 https://casenote.kr/%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95%EC%9B%90/2017%ED

%97%881502 

4 いいえ 

5 いいえ 

6 はい 

 

1 特許法院2017.6.23.言渡2017ホ1502判決 

2 「韓英自動変換方法」に関する特許発明の侵害如何と関連し、クレームの範囲の

解釈が問題になった事案で、第6項の発明の第2手順は、第1手順で生成された語

節について韓・英モードの判定を行う手順であって、クレームの記載が機能的に

表現されており、その技術的範囲が明確であるとはいえないが、明細書には韓・

英判定方法として、①不要なシフトキーの使用如何を用いた判定、②韓国語組合

せ規則の充足如何を用いた判定、③許容されない4個以上の連続した英文子音の

存否を用いた判定、④文脈を用いた判定、⑤助詞の存否を用いた判定、⑥英文重

複語辞典を用いた判定、⑦韓国語重複語辞典を用いた事前、⑧非韓国語接頭語を

用いた判定、⑨英文接頭語を用いた判定、⑩英文に付けて用いられる韓国語語尾

の分離、⑪韓国語語尾で終わる英語単語辞典(語尾重複語辞典)の利用、⑫修正距

離を用いた判定、⑬使用者任意構成単語の使用者辞書による判定などが記載され

ているところ、上記判定方法は互いにある連関性があるわけではなく、例示的な

性格が強いので、第2手順の韓・英判定方法の権利範囲は上記方法とそれから通

常の技術者が容易に置換できる等価の方法のうち1つ以上が含まれている場合で

あれば、ここに全て含まれると見るべきであるといって、明細書の実施例とその

均等物に限定して判断した事例。 

3 https://casenote.kr/%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95%EC%9B%90/2017%ED

%97%881502 

4 いいえ 

5 いいえ 

6 はい 

 

  

https://casenote.kr/%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95%EC%9B%90/2017%ED%97%881502
https://casenote.kr/%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95%EC%9B%90/2017%ED%97%881502
https://casenote.kr/%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95%EC%9B%90/2017%ED%97%881502
https://casenote.kr/%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95%EC%9B%90/2017%ED%97%881502
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（Q15-2） 

代表的な審決及び判決のうち、重要な審決及び判決の解説 

上記回答にて「重要」にチェックをした審決又は判決について、「名称」（事件名

及び番号を再掲）、「選定理由」（審査基準等や審査実務に与える影響等、重要と

考えた理由）、「判決文の抜粋」（審決文又は判決文のうち重要な部分（判示事

項）を抜粋。複数ある場合は複数全て抜粋）を記入してください。また、背景、事

件の概要、判決の意義、今後の影響等の「解説」の記入をお願いします。侵害訴訟

の判決では、クレーム解釈や技術的範囲の判断で重要と考えられる部分についても

抜粋し、解説をお願いします。 

 

1 大法院2009.7.23.言渡2007フ4977判決 

2 本判例は、機能的クレームを取り上げながら、この解釈基準に関して具体的な法

理を初めて提示した判例486であって、韓国特許庁の審査基準は、本判例で提示し

た判断法理の原則的基準に従って、新規性/進歩性の判断時に発明を特定すると

き、「発明の説明で特定の意味を有するように明示的に定義した場合を除いて

は、原則的にその記載はそのような機能・特性などを有する全ての物を意味する

と解釈」すると記載している。 

3 名称を「音声制御方法」とする出願発明の補正されたクレーム１５に記載の「プ

レーヤの操作によりキャラクタの体型を決定する決定手段」(構成1)をいかに解

釈するかと関連し、構成1は機能、性質などによる用語が含まれている構成とし

て「プレーヤの操作によりキャラクタの体型を決定する作用乃至機能をする全て

の構成」と解釈するのが原則であるとしながらも、発明の詳細な説明や図面など

明細書の他の記載によると、キャラクタの体型についてはキャラクタの身長と体

重を意味すると定義又は説明されており、キャラクタの体型を決定する決定手段

については「プレーヤが任意に十字キーの操作によりキャラクタを縦方向及び横

方向に伸縮させることによって身長と体重を定める構成」及び「プレーヤがキャ

ラクタ選択画面でデフォルトキャラクタの体型を選択する構成」として説明され

ているので、構成1は上記のようにプレーヤの操作によってキャラクタの体型を

選択又は作成してキャラクタの体型を決定する構成を意味すると限定解釈した

が、実施例の構成が比較対象発明1から公知となっているので、進歩性が否定さ

れると判示した事例である。 

 

特許法院(原審)では、明細書の実施例に示された構成のうち1つである「プレー

ヤが任意に十字キーの操作によりキャラクタを縦方向及び横方向に伸縮させるこ

とによって身長と体重を定める構成」に限定解釈した後、構成1が周知慣用技術

をゲームプログラムに転用したことに過ぎないと判断したが、大法院では明細書

の特定実施例ではなく、種々の実施例に記載された構成に限定解釈した。 

4 本判例は、特許要件(進歩性)の判断に関するもので、機能的クレームで機能的表

現はそのような機能、効果、性質などを有する全ての発明を意味すると解釈する

のが原則であるが、発明の詳細な説明と図面によって限定して解釈できると明ら

かにし、「キャラクタの体型を決定する決定手段」を明細書に開示された実施例

の構成に限定して解釈した。 

 

  

                                                 
486 チョ・ヒョンレ、「機能的クレームの特許要件判断時の解釈」、法学研究第54巻第1号、釜山大学校、2013年2

月、175-203頁 
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（Q16）CS関連発明等の機能的クレームに関する主な論点と判断方法 

 

（Q16-1） 

貴国において、CS関連発明等の機能的クレームに関する特許審査の判断基準に関す

る論点はありますか？ 

 

・韓国では、機能的クレームの記載が立法的に許容された後、機能的クレームに関す

る論議が最近はほとんどない状態である。ただし、CS関連発明については、多様な側

面で論議されている。 

 

（Q16-2） 

論点があれば、解説をお願いします 

 

・特に、第4次産業革命と関連し、AI、IoTなどに関する発明を効果的に保護するため

の案に関する論議が活発であると理解される。これと関連し、韓国特許庁では、AI関

連発明などについて別途の審査基準を制定する予定である。 

 

（Q17）CS関連発明等の機能的クレームに関する最近の審査実務の傾向や変化につい

て 

 

（Q17-1） 

米国においては、2019年1月に米国特許商標庁が公表したクレームの機能的限定に

関する審査ガイダンスによって、CS関連発明等の記載要件等の明確化が図られよう

としています。 

貴国でのCS関連発明等の機能的クレームの最近の審査実務の傾向や変化につい

て、時期と傾向がわかるように教えてください。 

 

・CS関連発明に対する審査実務の最近の変化はない。 

ただし、審査基準の改正により発明のカテゴリーとして「媒体に記録されたコンピ

ュータプログラム」を許容する等、韓国特許庁でCS関連発明の保護範囲を拡大しよう

とする傾向がある。また、最近は、第４次産業革命と関連し、AI、IoTなどに関する発

明について新特許分類を別途に付与する一方、優先審査申請の対象とした。 

 

（Q17-2） 

また、上記の、貴国における最近の審査実務の傾向や変化のきっかけとなった判例

等について教えてください。 

 

・最近、審査実務においての変化は、特許庁の主導下になされており、関連した審決

や判決はない状態である。 
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（Q18）CS関連発明等の機能的クレームに関する拒絶理由とその解消方法について 

 

（Q18-1） 

CS関連発明等の機能的クレームの拒絶理由として、多いものは何ですか？（複数回

答可） 

☐発明該当性 ☐実施可能要件（相当する要件） 

☐サポート要件（相当する要件） 

☐明確性要件（相当する要件） 

☐その他（                               ） 

（Q18-2） 

発明該当性の割合： 

実施可能要件の割合： 

サポート要件の割合： 

明確性要件の割合： 

その他の記載要件の割合： 

 

・CS関連発明に関する拒絶理由の類型について、韓国特許庁や本回答を行った韓国特

許事務所で作成した統計はない。 

ただし、韓国の実務上、「コンピュータプログラム」は媒体に格納された場合に限

って許容されているが、外国出願の明細書をそのまま翻訳して提出した場合、単純に

「コンピュータプログラム」を請求する場合があり、記載要件に関する拒絶理由が頻

繁に指摘される。発明の機能主体が不明確であるという発明の成立要件に関する拒絶

理由も時々指摘され、それ以外には新規性/進歩性の拒絶理由が主なものである。 

 

（Q19）CS関連発明等の機能的クレームに係る特許明細書に関する留意点について 

 

（Q19-1） 

日本から貴国へ機能的クレームに係るCS関連発明等に関する特許を出願する場合、

クレーム、明細書、図面の記載について、特に注意する点があれば記載してくださ

い（PCTルートとパリルートで特に注意すべき点に違いがあれば、その点について

も記載をお願いします。）。 

 

・韓国では、発明のカテゴリーとして、媒体に格納されたものに限定されていないプ

ログラムそれ自体、データ構造それ自体、学習済みモデルそれ自体等は許容されない

ので、クレームのドラフト時に注意しなければならない。 
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（Q20）CS関連発明等の機能的クレームの制限及び留意点について 

 

（Q20-1） 

貴国において、CS関連発明等の機能的クレームについて制限がある場合、どのよう

な制限があるか、どのような点に注意すべきか、について記載をお願いします。 

（Q20-2） 

特に、日本から貴国へCS関連発明等に関する特許を出願する場合の注意点があれ

ば、記載をお願いします。CS関連発明等の機能的クレームについて、制限や注意点

がない場合は、その旨を記載してください。 

 

・韓国の特許法及び実務上、CS関連発明を機能的表現で記載することについて、特に

規制はない。 

 

（Q21）権利行使の観点からのクレームの書き方について 

 

（Q21-1） 

CS関連発明等の機能的クレームでは、例えば、クレームで、内部処理の技術的特徴

を細かく規定しないと権利がとれない場合や、サーバ側の内部処理を規定しないと

権利がとれない場合があり、権利行使の際の侵害立証が難しくなり、有効な権利に

ならないケースが想定されます。貴国では、そのようなケースで、どのような対応

が考えられますか？また、貴所で工夫していることがありますか？ 

 

・サーバ側で行われる構成に特徴がある場合には、侵害を立証するのが困難であるこ

とがある。従って、クライアントクレーム、サーバクレーム、システムクレーム、方

法クレーム、媒体クレームなどを多様に作成することが望ましい。 

 

韓国では、侵害訴訟で侵害に関する証拠提出命令制度があり、最近、「当事者が正当

な理由なく資料提出命令に従わない時には、法院は資料の記載に関する相手方の主張

を真実のものと認めることができる。」という規定(特許法第132条第4項)を導入するこ

とによって、特許権者の立証の困難を緩和しようとしている。 

 

（Q22）CS関連発明等の機能的クレームに関する参考文献について 

 

（Q22-1） 

貴国でのCS関連発明等の機能的クレームの特許保護の現状についての解説記事、総

説など、参考文献があれば教えてください。 

 

・先に言及した内容以外に他の論点はない。 

 

（Q23）CS関連発明等の機能的クレームに関する問題点等、全般について 

 

（Q23-1） 

全体を通じて、貴国においてCS関連発明等の機能的クレームで問題となっている

点、問題と思う点等がありましたら、教えてください。 

 

・先に言及した内容以外に他の論点はない。 
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国内ヒアリング調査の質問票 

 

１． 実施可能要件について 
 

（１） 日本における基準等 

 

ア 一般基準 

 

（1） 発明の詳細な説明は、請求項に係る発明について、当業者が実施できる程度に

明確かつ十分に記載されていなければならない。 

（2）当業者が、明細書及び図面に記載された発明の実施についての説明と出願時の

技術常識（注）とに基づいて、請求項に係る発明を実施しようとした場合に、どの

ように実施するかを理解できないときには、当業者が実施することができる程度に

発明の詳細な説明が記載されていないことになる。 

（3）当業者が発明を実施できるように発明を説明するためには、通常、「発明の実

施の形態」が用いられ、必要である場合には、発明の実施の形態として「実施例」

が用いられる（特許法施行規則第24条様式第29参照）。実施例とは、発明の実施の

形態を具体的に示したものである。 

 実施例を用いなくても、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識

に基づいて発明を実施できるように発明の詳細な説明を記載することができる場合

は、実施例の記載は必要ではない。 

 

イ 審査ハンドブック付属書第1章「コンピュータソフトウエア関連発明」 

 

(1) 請求項には、技術的手順又は機能が記載されているにも関わらず、発明の詳細な

説明には、これらの技術的手順又は機能がハードウエア或いはソフトウエアによっ

てどのように実行又は実現されるのか記載されておらず、しかもそれが出願時の技

術常識に基づいても当業者が理解できないため、請求項に係る発明を実施できない

場合 

(2) 請求項は機能を含む事項により特定されているが、発明の詳細な説明には、請求

項に係る発明の機能を実現するハードウエア又はソフトウエアが機能ブロック図又

は概略フローチャートのみで説明されており、その機能ブロック図又はフローチャ

ートによる説明だけでは、どのようにハードウエア又はソフトウエアが構成されて

いるのか不明確であり、しかもそれらが出願時の技術常識に基づいても当業者が理

解できないため、請求項に係る発明を実施できない場合 

 

  



- 610 - 

 

 

 

（２） 具体的な質問項目 

 

No. 国 大項目 項目 目的・理由 

A1 各国 実施可能要件 

CS関連発明等の機能的クレームについ

て各国で実施可能要件の判断が異なる

と感じることはありますか？ 

感じることがある場合、具体的な国と

内容をお聞かせ下さい。 

各国での記載要

件の判断の差を

把握する。 

A2 各国 実施可能要件 

第1国出願にて、CS関連発明等の機能

的クレームについて各国の実施可能要

件を考慮してクレーム、明細書の作成

を行っていますか？ 

行っている場合、具体的な国と内容を

お聞かせ下さい。 

各実務者が機能

的クレームの記

載要件等を充足

するために行っ

ている工夫を把

握し、集約す

る。 

A3 各国 実施可能要件 

外国出願、PCT出願、各国移行時補正

の際に、CS関連発明等の機能的クレー

ムについての各国の実施可能要件を考

慮してクレーム、明細書の補正を行っ

ていますか？ 

行っている場合、具体的な国と内容を

お聞かせ下さい。 

各実務者が機能

的クレームの記

載要件等を充足

するために行っ

ている工夫を把

握し、集約す

る。 

A4 各国 実施可能要件 

IoT発明又はAI発明の出願を行う際

に、各国の実施可能要件の基準を満た

すか不安に感じる／判断に迷う場合は

ありますか？ 

迷う場合、具体的な国と内容をお聞か

せ下さい。 

実施可能要件に

関する懸念事項

を把握する。 

A5 各国 実施可能要件 

その他、CS関連発明等の機能的クレー

ムに関して、各国の実施可能要件に対

する課題や要望等はありますか？ 

各国の実施可能

要件に関する課

題や要望を把握

する。 
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２． サポート要件について 
 

（１） 日本における基準等 

 

ア 一般基準 

 

（1） 特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たすか否かの判断は、請求項に係る

発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとを対比、検討してなされ

る。 

（2） 審査官は、この対比、検討に当たって、請求項に係る発明と、発明の詳細な説

明に発明として記載されたものとの表現上の整合性にとらわれることなく、実質的

な対応関係について検討する。 

（3）審査官によるこの実質的な対応関係についての検討は、請求項に係る発明が、

発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるよ

うに記載された範囲」を超えるものであるか否かを調べることによりなされる。請

求項に係る発明が、「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記

載された範囲」を超えていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳

細な説明に発明として記載されたものとが、実質的に対応しているとはいえず、特

許請求の範囲の記載はサポート要件を満たしていないことになる。 

 

（２） 具体的な質問項目 

 

No. 国 大項目 項目 目的・理由 

B1 各国 サポート要件 

CS関連発明等の機能的クレームについ

て各国でサポート要件の判断が異なる

と感じることはありますか？ 

判断が異なる感じることがある場合、

具体的な国と内容をお聞かせ下さい。 

各国での記載要

件の判断の差を

把握する。 

B2 各国 サポート要件 

第1国出願にて、CS関連発明等の機能

的クレームについて各国のサポート要

件を考慮してクレーム、明細書の作成

を行っていますか？ 

行っている場合、具体的な国と内容を

お聞かせ下さい。 

各実務者が機能

的クレームの記

載要件等を充足

するために行っ

ている工夫を把

握し、集約す

る。 

B3 各国 サポート要件 

外国出願、PCT出願、各国移行時補正

の際に、CS関連発明等の機能的クレー

ムについての各国のサポート要件を考

慮してクレーム、明細書の作成・補正

を行っていますか？ 

行っている場合、具体的な国と内容を

お聞かせ下さい。 

各実務者が機能

的クレームの記

載要件等を充足

するために行っ

ている工夫を把

握し、集約す

る。 

B4 各国 サポート要件 

その他、CS関連発明等の機能的クレー

ムに関して、各国のサポート要件に対

する課題や要望等はありますか？ 

各国のサポート

要件に関する課

題や要望を把握

する。 
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３． 明確性要件について 
 

（１） 日本における基準等 

 

ア 一般基準 

 

（1）請求項に係る発明が明確に把握されるためには、請求項に係る発明の範囲が明

確であること、すなわち、ある具体的な物や方法が請求項に係る発明の範囲に入る

か否かを当業者が理解できるように記載されていることが必要である。また、その

前提として、発明特定事項の記載が明確である必要がある。 

（2）明確性要件の審査は、請求項ごとに、請求項に記載された発明特定事項に基づ

いてなされる。 

（3）請求項の記載がそれ自体で明確であると認められる場合は、審査官は、明細書

又は図面に請求項に記載された用語についての定義又は説明があるか否かを検討

し、その定義又は説明によって、かえって請求項の記載が不明確にならないかを判

断する。 

 

イ 審査ハンドブック付属書第1章「コンピュータソフトウエア関連発明」 

 

1.2.1.2 留意事項 

（1）請求項の末尾が「プログラム」以外の用語(例えば、「モジュール」、「ライ

ブラリ」、「ニューラルネットワーク」、「サポートベクターマシン」、「モデ

ル」)であっても、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮すると、請

求項に係る発明が「プログラム」であることが明確な場合は、「プログラム」とし

て扱われる。この場合は、請求項の末尾が「プログラム」以外の用語であることを

もって明確性要件違反とはならない。 

 なお、請求項の末尾が「プログラム信号（列）」又は「データ信号（列）」であ

るときは、「物の発明」か「方法の発明」かが特定できないため、明確性要件違反

となる。 

（2）請求項の末尾が「プログラム製品」又は「プログラムプロダクト」であって

も、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮すると、以下の（a）から

（c）のいずれかを意味することが明確な場合は、その意味するとおりのものとして

扱われる。そうでない場合は、発明の範囲が明確でないため、明確性要件違反とな

る。 

（a）「プログラム」自体 

（b）「プログラムが記録された記録媒体」 

（c）「プログラムが読み込まれたコンピュータシステム」などのプログラムが読み

込まれたシステム 

（3）請求項の末尾が「方式」又は「システム」の場合は、「物」のカテゴリーを意

味する用語として扱われる(審査基準「第II部第2章第3節 明確性要件」の2.2(3)a参

照)。 

 

1.2.1.3 発明が明確でない例 

 以下の場合は、ソフトウエア関連発明は不明確であり、明確性要件違反となる。 

（1）請求項の記載自体が不明確である結果、発明が不明確となる場合 
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（2）発明特定事項同士の技術的な関連がないため、発明が不明確となる場合 

（3）請求項に係る発明の属するカテゴリーが不明確であるため、又はいずれのカテ

ゴリーともいえないため、発明が不明確となる場合 

 

（２） 具体的な質問項目 

 

No. 国 大項目 項目 目的・理由 

C1 各国 明確性要件 

CS関連発明等の機能的クレームについ

て各国で明確性要件の判断が異なると感

じることはありますか？ 

判断が異なると感じる場合、具体的な国

と内容をお聞かせ下さい。 

各国での記載要

件の判断の差を

把握する。 

C2 各国 明確性要件 

第1国出願にて、CS関連発明等の機能的

クレームについて各国の明確性要件を考

慮してクレーム、明細書の作成を行って

いますか？ 

行っている場合の具体的な国と内容をお

聞かせ下さい。 

各実務者が機能

的クレームの記

載要件等を充足

するために行っ

ている工夫を把

握し、集約す

る。 

C3 各国 明確性要件 

外国出願、PCT出願、各国移行時補正の

際に、CS関連発明等の機能的クレーム

についての各国の明確性要件を考慮して

クレーム、明細書の作成・補正を行って

いますか？ 

行っている場合、具体的な国と内容をお

聞かせ下さい。 

各実務者が機能

的クレームの記

載要件等を充足

するために行っ

ている工夫を把

握し、集約す

る。 

C4 各国 明確性要件 

機能的クレームを含むCS関連発明の各

国出願において、各ステップの機能主体

を明確に記載していますか？ 

記載している場合、その理由をお聞かせ

下さい。 

クラウドやイン

ターネットで、

機能主体が不明

又は複数国・複

数主体を想定し

た対策を把握す

る。 

C5 各国 明確性要件 

その他、CS関連発明等の機能的クレー

ムに関して、各国の明確性要件に対する

課題や要望等はありますか？ 

各国の明確性要

件に関する課題

や要望を把握す

る。 
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４． クレーム解釈等について 
 

（１） 日本における基準等 

 

ア 一般基準 

 

第2章 第1節 特許法第36条第5項 

（1）第36条第5項の前段には、「特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求

項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事

項のすべてを記載しなければならない」と規定されている。この規定は、出願人が

特許を受けようとする発明を特定する際に、全く不要な事項を記載したり、逆に、

必要な事項を記載しないことがないようにするために、特許請求の範囲には、特許

を受けようとする発明を特定するための事項を過不足なく記載すべきことを示した

ものである。 

 なお、どのような発明について特許を受けようとするかは出願人が判断すべきこ

とであるので、特許を受けようとする発明を特定するために必要と出願人自らが認

める事項の全てを記載することとされている。 

(3) この第36条第5項の規定は、請求項の性格を明らかにしたものでもある。 

 すなわち、出願人が発明特定事項を記載するものが請求項であることを明示する

ことにより、各請求項の記載に基づいて特許発明の技術的範囲が定められるべきこ

と(第70条第1項)、各請求項の記載に基づいて認定した発明が審査対象とされるべき

こと等が明らかにされている。 

 

イ 審査ハンドブック付属書第1章「コンピュータソフトウエア関連発明」 

 

1.2.1.1 ソフトウエア関連発明のカテゴリー 

 出願人は、ソフトウエア関連発明を、「方法の発明」又は「物の発明」として、

下記のように、請求項に記載することができる。 

（1）方法の発明 

 出願人は、ソフトウエア関連発明を、時系列につながった一連の処理又は操作、

すなわち「手順」として表現できるときに、その「手順」を特定することにより、

｢方法の発明｣（｢物を生産する方法の発明」を含む。）として請求項に記載すること

ができる。 

（2）物の発明 

 出願人は、ソフトウエア関連発明を、その発明が果たす複数の機能によって表現

できるときに、それらの機能により特定された「物の発明」として請求項に記載す

ることができる。 
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（２） 具体的な質問項目 

 

No. 国 大項目 項目 目的・理由 

D1 各国 クレーム形式 

機能的クレームを含むCS関連発明の各

国出願において、どの発明のカテゴリ

ー(情報処理装置、システム、方法、プ

ログラム、記録媒体、データ、学習済

みモデル等)を用いる等考慮している点

はありますか？ 

ある場合、具体的な内容をお聞かせ下

さい。 

発明のカテゴリ

ーについての考

慮事項を把握す

る。 

D2 各国 侵害立証性 

機能的クレームに係るCS関連発明は内

部的な処理の確認が必要になるため、

侵害立証性が低いと考えられますが、

この点についての見解や対策はありま

すか？ 

（機能的クレームにしない、入出力や

GUIをクレーム化する、国によって使

い分ける等。） 

侵害立証性につ

いての見解、対

策を把握する。 

D3 各国 クレーム解釈 

CS関連発明等の機能的クレームについ

て審査時のクレーム解釈が各国におい

て異なると感じることがありますか？ 

ある場合、具体的な内容をお聞かせ下

さい。 

各国での審査時

のクレーム解釈

の差を把握す

る。 

D4 各国 クレーム解釈 

CS関連発明等の機能的クレームについ

て権利行使時のクレーム解釈が各国に

おいて異なると感じることがあります

か？ 

ある場合、具体的な内容をお聞かせ下

さい。 

各国での権利行

使時のクレーム

解釈の差を把握

する。 

D5 各国 クレーム解釈 

各国において、CS関連発明等の機能的

クレームの解釈が審査時と権利行使時

で異なると感じることがありますか？ 

ある場合、具体的な内容をお聞かせ下

さい。 

各国における審

査時と権利行使

時のクレーム解

釈の差を把握す

る。 

D6 各国 クレーム解釈 

上記のクレーム解釈の差異をふまえた

具体的な対策（出願国の選定、クレー

ムの補正、権利行使国の選定等）を行

っていますか？ 

行っている場合、具体的な内容をお聞

かせ下さい。 

クレーム解釈の

差異に対する対

応内容を把握す

る。 
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D7 各国 クレーム解釈 

装置又はシステムのクレーム（物クレ

ーム）と、方法クレームとで実質的に

同じ内容を記載した場合、物クレーム

と方法クレームとで機能的クレームで

あるか否かの認定が異なった場合はあ

りますか？ 

ある場合、国と具体的な内容をお聞か

せ下さい。 

物クレームと方

法クレームとの

取り扱いの差の

有無を把握す

る。 

D8 各国 クレーム解釈 

その他、CS関連発明等の機能的クレー

ムに関して、各国のクレーム解釈に対

する課題や要望等はありますか？ 

各国のクレーム

解釈に関する課

題や要望を把握

する。 

 

 

５． AI関連発明について 

 

（１） 日本における基準等 

 

ア 審査ハンドブック参考資料「AI関連技術に関する事例について」 

 

1. 発明の詳細な説明及び特許請求の範囲の記載要件の判断 

 AI関連技術の発明の実施可能要件及びサポート要件の判断についても、他の発明

の実施可能要件及びサポート要件の判断と同様に、“審査基準 第II部第1章第1節 実施

可能要件”及び“審査基準 第II部第2章第2節 サポート要件”に従って行う。 

 AI関連技術の発明は、AIを様々な技術分野に応用した発明や、AIによりある機能

を持つと推定された物の発明を含む。これらの発明について事例を作成した。 

 AIを様々な技術分野に応用した発明は、AIの機械学習に複数種類のデータを含む

教師データを用いることが一般的であるが、この場合、記載要件を満たすか否かの

判断において、発明の詳細な説明の記載に基づいて、当該複数種類のデータの間に

相関関係等の一定の関係（以下、「相関関係等」という。）が存在することが認め

られること、又は、技術常識に鑑みて当該複数種類のデータの間に何らかの相関関

係等の存在を推認できることが必要である。しかし、発明の詳細な説明に、複数種

類のデータの間の具体的な相関関係等が開示されている必要は無い。（事例46、事

例47、事例48、事例49、事例50）。 

 また、AIによりある機能を持つと推定された物の発明は、発明の詳細な説明に実

際に物を製造して当該機能の評価をした実施例を記載していない場合には、AIによ

る推定結果が実際に製造した物の評価に代わり得ない限り、記載要件を満たさな

い。（事例51） 
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（２） 具体的な質問項目 

 

No. 国 大項目 項目 目的・理由 

E1 各国 AI関連 

日本では、学習済みモデル、データ構造

等のAI関連発明について、審査基準等の

記載の充実化が図られていますが、他国

において審査基準等の記載に基づきAI関

連発明の取り扱いに関する懸念・不明点

等がありますか？ 

ある場合、具体的な内容をお聞かせ下さ

い。 

他国における審査

基準等の記載を踏

まえた懸念・不明

点を把握する。 

E2 各国 AI関連 

AI関連発明の審査について、各国で判断

が異なったケース（日本では許可された

が他国では拒絶された、日本の審査基準

に沿って作成したが、他国で記載要件違

反とされた等)がありますか？ 

ある場合、具体的な内容をお聞かせ下さ

い。 

AI関連発明の審

査について各国の

差異を把握する。 

E3 各国 AI関連 

日本では、発明のカテゴリーが「学習済

みモデル」や「学習済みモデルを生産す

る方法」のクレームが審査ハンドブック

や実際の出願でも存在していますが、他

国でも、このような発明のカテゴリーの

クレームで出願をしていますか？ 

また、「学習済みモデル」のクレーム

は、プロダクト・バイ・プロセスクレー

ムとも考えられますが、他国での有効性

について、どのようにお考えでしょう

か？ 

「学習済みモデ

ル」や「学習済み

モデルを生産する

方法」のクレーム

について、他国で

の対応を確認する 

E4 各国 AI関連 

AI関連発明の機能的クレームの取り扱い

について、日本及び他国において特に注

意している点、懸念点、不明点等があり

ますか？ 

ある場合、具体的な内容をお聞かせ下さ

い。 

AI関連発明の機

能的クレームの取

り扱いについての

問題を把握する。 

E5 各国 AI関連 

学習モデルを含むクレームに対して、機

能的クレームであるとの指摘を審査又は

その他で受けたことはありますか？ 

ある場合、国と具体的な内容をお聞かせ

下さい。 

学習モデルの記載

方法について潜在

するリスクを把握

する。 

E6 各国 AI関連 

学習モデルが学習方法でしか表現できな

い場合、クレームや明細書の記載で注意

していることはありますか？ 

ある場合、具体的な内容をお聞かせ下さ

い。 

各実務者がAI発

明の出願時に行っ

ている工夫を把握

し、集約する。 
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E7 各国 AI関連 

学習モデルが機能（入力に対する出力)で

しか表現できない場合、クレームや明細

書の記載で注意していることはあります

か？ 

ある場合、具体的な内容をお聞かせ下さ

い。 

各実務者がAI発

明の出願時に行っ

ている工夫を把握

し、集約する。 

E8 各国 AI関連 
その他、AI関連発明に関して、各国の課

題や要望等はありますか？ 

AI関連発明に関

し、各国の課題や

要望を把握する。 

 

 

６． IoT関連発明について 

 

（１） 日本における基準等 

 

ア 審査ハンドブック参考資料「IoT関連技術等に関する事例について」 

 

（1）“「モノ」がネットワークと接続されることで得られる情報を活用し、新たな

価値・サービスを見いだす技術”（IoT（Internet of Things）関連技術)に係る特許出

願、（2）AIが学習することによって生成される学習済みモデル等のAI関連技術に係

る特許出願、及び、（3）3Dプリンタに用いられるデータ等の3Dプリンティング関

連技術に係る特許出願について、特許・実用新案審査基準を適用したときの運用の

例示を充実させるため、以下1.～3.の観点から合計23事例を、特許・実用新案審査ハ

ンドブックの附属書A及び附属書Bに示す。（平成28年9月28日に、（1）IoT関連技

術として12事例を掲載。平成29年3月22日に、（1）IoT関連技術、（2）AI関連技術

及び（3）3Dプリンティング関連技術として11事例を追加掲載。） 

 また、これらの事例の特許・実用新案審査ハンドブックにおける掲載箇所が複数

箇所（附属書A3.、同4.、同5.、附属書B第1章3.）にわたることから、全事例を総合

的に把握できるよう、第4頁以降に事例集としてまとめて示す。 
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（２） 具体的な質問項目 

 

No. 国 大項目 項目 目的・理由 

F1 各国 
IoT 

関連 

日本では、IoT関連発明について、審査基

準等の記載の充実化が図られています

が、他国において審査基準等の記載やIoT

関連発明の取り扱いについて懸念・不明

点等がありますか？ 

ある場合の具体的な内容。 

他国における審査

基準等の記載を踏

まえた懸念・不明

点を把握する。 

F2 各国 
IoT 

関連 

IoT関連発明の審査について、各国で判断

が異なったケース（日本では許可された

が他国では拒絶された、日本の審査基準

に沿ってものが、他国で記載要件違反と

された等）がありますか？ 

ある場合、具体的な内容をお聞かせ下さ

い。 

IoT関連発明の審

査について各国の

差異を把握する。 

F3 各国 
IoT 

関連 

IoT関連発明の機能的クレームの取り扱い

について、日本及び他国において特に注

意している点、懸念点、不明点等があり

ますか？ 

ある場合の具体的な内容をお聞かせ下さ

い。 

IoT関連発明の機

能的クレームの取

り扱いについての

問題を把握する。 

F4 各国 
IoT 

関連 

エッジコンピューティングやフォグコン

ピューティングが普及する場合、発明を

機能的に特定しないといけない場面が増

えると感じますか？ 

増えると感じる場合、具体的な内容をお

聞かせ下さい。 

IoT発明の記載方

法について潜在す

るリスクを把握す

る。 

F5 各国 
IoT 

関連 

IoT関連発明について、機能主体を特定し

たくない場合、クレームや明細書の記載

で注意していること（方法クレームを用

いる等）はありますか？ 

ある場合、具体的な内容をお聞かせ下さ

い。 

各実務者がIoT関

連発明の出願時に

行っている工夫を

把握し、集約す

る。 

F6 各国 
IoT 

関連 

その他、IoT関連発明に関して、各国の課

題や要望等はありますか？ 

IoT関連発明に関

し、各国の課題や

要望を把握する。 
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７． BM関連発明について 

 

（１） 日本における取り扱い 

 

ア 「ビジネス関連発明の最近の動向について」（特許庁HP）における定義 

 

1-1 ビジネス関連発明とは 

 ビジネス関連発明（※）とは、ビジネス方法がICT（Information and Communication 

Technology:情報通信技術）を利用して実現された発明です。  

 特許制度は技術の保護を通じて産業の発達に寄与することを目的としています。

したがって、販売管理や、生産管理に関する画期的なアイデアを思いついたとして

も、アイデアそのものは特許の保護対象になりません。  

 一方、そうしたアイデアがICTを利用して実現された発明は、ビジネス関連発明と

して特許の保護対象となります。 

 

イ 審査ハンドブック付属書第1章「コンピュータソフトウエア関連発明」の発明該当

性の判断手順 

 

2.1.1 判断の手順 

 請求項に係るソフトウエア関連発明が、「自然法則を利用した技術的思想の創

作」であるか否かの判断の手順は以下のとおりである。 

 まず、審査官は、2.1.1.1の（1）及び（2）に記載されるように、審査基準「第III部

第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性」により、請求項に係るソフトウエア関連

発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるか否かを検討する。 

 審査官は、審査基準「第III部第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性」により、

請求項に係るソフトウエア関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」で

あるか否かの判断がされる場合は、「ソフトウエアの観点に基づく考え方」による

検討を行わない。 

 そうでない場合は、審査官は、2.1.1.2に記載されるように、「ソフトウエアの観点

に基づく考え方」による判断を行う。 

 審査官は、これらの判断に当たっては、請求項の一部の発明特定事項にとらわれ

ず、請求項に係る発明が全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」であ

るか否かを検討する。 
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（２） 具体的な質問項目 

 

No. 国 大項目 項目 目的・理由 

G1 各国 BM関連 

日本では、ICTを利用したビジネス関連発

明について、審査基準等の記載の充実化

が図られていますが、他国において審査

基準等の記載に基づきビジネス関連発明

の取り扱いについて懸念・不明点等があ

りますか？ 

ある場合、具体的な内容をお聞かせ下さ

い。 

他国における審査

基準等の記載を踏

まえた懸念・不明

点を把握する。 

G2 各国 BM関連 

ビジネス関連発明の審査について、各国

で判断が異なったケース（日本では許可

されたが他国では拒絶された、日本の審

査基準に沿って作成したが、他国で記載

要件違反とされた等)がありますか？ 

ある場合、具体的な内容をお聞かせ下さ

い。 

ビジネス関連発明

の審査について各

国の差異を把握す

る。 

G3 各国 BM関連 

ビジネス関連発明の機能的クレームの取

り扱いについて、日本及び他国において

特に注意している点、懸念点、不明点等

がありますか？ 

ある場合、具体的な内容をお聞かせ下さ

い。 

ビジネス関連発明

の機能的クレーム

の取り扱いについ

ての問題を把握す

る。 
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８． 米国における機能的に表現されたCS関連発明について 

 

（１） 米国における特許法・ガイドライン等 

 

 一般的には、構成や動作をクレームで限定すべきですが、特に、CS関連発明に関し

ては、アルゴリズムの視点での代替手法があることが多く、このため具体的な処理・

動作を特定せずに機能的視点での保護が望まれることがあります。 

35 U.S.C. §112(f)では、クレームの各要素は、構成、材料或いは動作を記載すること

なく、当該各要素の機能を特定して、その機能を果たす手段（means）或いはステップ

（step）と記載することが許されています。しかし、そのクレーム要素の解釈は、クレ

ームの機能的表現をその文言通りでなく、クレームで特定された機能を実現するため

の明細書中に開示された構成、材料或いは動作、及びそれらの均等物を含むものと限

定解釈することを規定しています。 

 クレームで特定された機能を実現するための構成、材料又は動作を、明細書中の開

示から特定できない場合には、クレームの範囲が定まらないため、35 U.S.C. §112(b)に

規定するクレームの範囲が不明確であるとして拒絶・無効理由になります。 

 35 U.S.C. §112(f)で規定する解釈を適用するか否かの判断基準は、構成、材料或いは

動作に関する十分な記載がクレームにあるか否かです。構成に関する一般的な用語で

あって、実体のない単語、例えば、手段、機構、デバイス、コンポーネント、装置、

システム等の単語を用いるだけでは不十分であり、構成、材料或いは動作を十分に記

載したことにはならず、35 U.S.C. §112(f)に基づくクレーム解釈をそのクレーム要素に

適用することが、判例及びその判例に従っている審査ガイドラインで示されていま

す。 

 

（２） 具体的な質問項目 

 

No. 国 大項目 項目 目的・理由 

H1 米国 
35 U.S.C.  

§112関連 

35 U.S.C. §112(f)のミーンズ・プラス・フ

ァンクションに該当することを避けるた

めクレームの記載を工夫している点

（means forは用いない等）はあります

か？ 

ある場合、具体的な内容をお聞かせ下さ

い。 

35 U.S.C. §112(f)回

避のための方策を

確認する。特に

Williamson判決

（2015年6月）以

降の対応を確認す

る。 

H2 米国 
35 U.S.C.  

§112関連 

35 U.S.C. §112(b)の適用を避けるため、又

は、35 U.S.C. §112(f)適用時のクレームの

範囲を確保するために、明細書の記載に

おいて留意している点（複数実施例の記

載等）はありますか？ 

ある場合、具体的な内容をお聞かせ下さ

い。 

明細書の記載内容

の観点から 35 

U.S.C. §112対策に

ついて確認する。 

H3 米国 
35 U.S.C.  

§112関連 

35 U.S.C. §112(f)の適用の基準が不明確で

あるり、審査官によってばらつきがある

と感じることはありますか？ 

ある場合、具体例をお聞かせ下さい。 

H24年調査にて左

記の意見があった

ため、近年の状況

についてあらため

て確認する。 
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H4 米国 
35 U.S.C.  

§112関連 

コンピュータにより実現される機能的限

定の審査に関するガイダンスが2019年1

月に米国特許商標庁より公表されました

が、2019年1月以降の実務で当該ガイダ

ンスの影響を感じること（35 U.S.C. 

§112(f)の適用が厳しくなった、審査官に

よる判断のばらつきが減ってきた等）は

ありますか？ 

ある場合、具体的な内容をお聞かせ下さ

い。 

2019年1月のガイ

ドライン公表後か

ら一年近く経過

し、OA件数も蓄

積されてくると考

えられるため、当

該ガイドラインの

影響を把握する。 

H5 米国 
35 U.S.C.  

§112関連 

審査段階においては、35 U.S.C. §112(f)項

に従って審査していることになっていま

すが、実際には、必ずしもそのような限

定的な解釈をせず、他のクレームと同様

に、最も広い合理的な解釈をしている場

合がありますか？ 

ある場合、具体例をお聞かせ下さい。 

H24年調査にて左

記の意見があった

ため、近年の状況

についてあらため

て確認する。 

H6 米国 
35 U.S.C.  

§112関連 

35 U.S.C. §112(f)にしたがって限定解釈さ

れることを承知で、又は積極的に、ミー

ンズ・プラス・ファンクションクレーム

を作成することはありますか？ 

H24年調査にて左

記の意見があった

ため、近年の状況

についてあらため

て確認する。 

H7 米国 
35 U.S.C.  

§112関連 

35 U.S.C. §112(f)にしたがって限定解釈さ

れることを承知で、又は積極的に、ミー

ンズ・プラス・ファンクションクレーム

を作成する場合、実施形態の記載に関し

て注意していることはありますか？ 

MPFと解釈される

前提で出願する場

合の明細書の工夫

を把握し、集約す

る。 

H8 米国 
その他 

／全般 

その他、米国でのCS関連発明等の機能的

クレームに関して、記載要件及びクレー

ム解釈についての問題点等はあります

か？ 

その他の問題点等

を探る。 
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９． 欧州特許庁における機能的に表現されたCS関連発明について 

 

（１） 欧州特許庁における特許法・ガイドライン等 

 

 欧州では、発明の技術的特徴（technical feature）が、進歩性を判断する際に考慮され

ます。進歩性の存在を評価されるためには、発明に最も近い先行技術と発明との相違

は、技術的課題を解決する技術的手段或いは技術的手法でなければなりません。 

欧州では、発明の技術的特徴（technical feature）に関して、機能的表現を含めて記述

することは許されていますが、機能的特徴それ自体（non-technical feature per se）は、

進歩性存在の根拠になりません。 

機能的表現をクレームで用いる場合には、実施形態及び実施例に基づき機能的表現

をする正当性が無くてはならず、かつ発明を実施する具体的な手法を少なくとも1つは

暗示されなければなりません。 

CS関連発明の場合、その発明の性質から特徴（feature）が非技術的事項のみ或いは

非技術的事項をその一部に含んでいることが少なくありません。そのような非技術的

特徴は、機能的表現であるか否か以前に、進歩性に寄与する限定事項として考慮され

ません。例えば、数学的手法に関連するクレームの記載或いはコンピュータアルゴリ

ズムの視点でより効率的になっただけでは、技術的な事項として考慮されない蓋然性

が高く、2019年11月の最新のガイドラインでは、人口知能或いは機械学習に関する発

明においても、単にコンピュータアルゴリズムを提供するだけでは、技術的事項と判

断されない蓋然性が高いとされています。アルゴリズムが、ある特定の技術的課題を

技術的視点で従来技術よりもさらに効率的に解決するものである場合には、クレーム

全体を考慮して進歩性が判断されます。 

 

（２） 具体的な質問項目 

 

No. 国 大項目 項目 目的・理由 

I1 EP 
35 U.S.C.  

§112関連 

EPでは35 U.S.C. §112(f)に相当する規定があり

ませんが、それに関連して米国出願との出願方

式の差異（means for等の機能的クレームを積極

的に作成する、米国と同様にミーンズ・プラ

ス・ファンクションクレームは避ける等）はあ

りますか？ 

ある場合、具体的な内容をお聞かせ下さい。 

35 U.S.C. §

112(f)との関連

で機能的クレー

ムの扱いの差異

を把握する。 

I2 EP 記載要件 

EPでは記載要件が比較的厳しいといわれてい

ますが、機能的クレームを含むCS関連発明に

おいて、明細書の記載で留意している点はあり

ますか？ 

ある場合、具体的な内容をお聞かせ下さい。 

記載要件が比較

的厳しいといわ

れているためそ

の対応を把握す

る。 

I3 EP 
ガイド 

ライン 

2018年11月及び2019年11月に審査ガイドライン

が改訂され、AI関連技術等の特許性判断に関

する説明が追加されましたが、その後のOAに

てAI関連発明の審査に変化を感じることはあ

りますか？ 

ある場合、具体的な内容をお聞かせ下さい。 

2018年11月及び

2019年11月の審

査ガイドライン

改訂の影響を把

握する。 
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I4 EP 
その他 

／全般 

その他、EPでのCS関連発明等の機能的クレー

ムに関して、記載要件及びクレーム解釈につい

ての問題点等はありますか？ 

その他の問題点

等を探る。 

 

 

１０． 中国における機能的に表現されたCS関連発明について 

 

（１） 中国における特許法・ガイドライン等 

 

（司法） 

 中国の最高裁判所にあたる最高人民法院の侵害事件に関する司法解釈によれば、機

能或いは効果の視点で記載されたクレームの技術的特徴は、明細書の発明の詳細な説

明及び図面に示された、実施形態及びそれと均等の実施形態における機能或いは効果

に関する記載を参酌して定めるとしています。当業者が直接かつ明確にクレームに記

載したその機能を達成するための実施形態を特定できる場合は、機能的表現が認めら

れます。 

 

（特許庁審査） 

 特許審査ガイドライン（Part II, Chapter 2, 3.2.1）によれば、クレームに記載の機能で

定められる技術的特徴は、その機能を実行することができる手段全てを包含するよう

に解釈されます。クレームした機能を実行する手法であって当業者が予見できない手

法、或いは技術的課題を解決できるか疑わしい手法まで含むような場合には、クレー

ムの範囲を機能的な視点で画定する記載は認められません。 

 

（２） 具体的な質問項目 

 

No. 国 大項目 項目 目的・理由 

J1 中国 
35 U.S.C.  

§112関連 

中国では35 U.S.C. §112(f)に相当する規定

がないが、それに関連して米国出願との出

願方式の差異（means for等の機能的クレー

ムを積極的に作成する等）はありますか？ 

ある場合、具体的な内容をお聞かせ下さ

い。 

35 U.S.C. 

§112(f)との関連

で機能的クレー

ムの扱いの差異

を把握する。 

J2 中国 記載要件 

中国では記載要件が比較的厳しいとの意見

もあるが、機能的クレームを含む CS関連

発明において、明細書の記載で留意してい

る点はありますか？ 

ある場合、具体的な内容をお聞かせ下さ

い。 

記載要件が比較

的厳しいといわ

れているためそ

の対応を把握す

る。 



- 626 - 

 

 

J3 中国 
クレーム 

解釈 

審査指南では、機能的クレームの範囲は、

その機能を実現できる全ての実施形態をカ

バーしていると解釈されるとの記載があ

り、最高人民法院より公表された侵害事件

の司法解釈（2009年）4条によって、機能

的クレームは、明細書に記載された実施例

とその均等物に限定されることになってい

ます。審査時にはどちらのクレーム解釈が

されていると思いますか？ 

また解釈のばらつきがあると感じることは

ありますか？ 

審査時と権利行

使時のクレーム

解釈の差異やば

らつきを把握す

る。 

J4 中国 
その他 

／全般 

その他、中国でのCS関連発明等の機能的

クレームに関して、記載要件及びクレーム

解釈についての問題点等はありますか？ 

その他の問題点

等を探る 

 

 

１１． 韓国における機能的に表現されたCS関連発明について 

 

（１） 韓国における特許法・ガイドライン等 

 

（司法） 

韓国特許法では、機能式クレームをどのように解釈するかに関する特別規定を設け

てはいません。機能式クレームの特許要件の判断時の解釈と関連し、定立されている

大法院の判例はなく、（1）機能式クレームに記載された機能的表現を文言に記載され

た内容通り認めて、当該機能を行うことができる全ての手段が含まれると解釈したも

のと、（2）機能式クレームに記載された機能的表現を明細書に記載された詳細な説明

と図面などにより限定解釈したものに分かれています。 

 

（特許庁審査） 

韓国特許庁の審査基準では、「技術が多様化するに伴って、物（装置）の発明に対

して物理的な構造や具体的な手段よりは、その装置の作用や動作方法などによって発

明を表現することが望ましい場合があるので、発明が明確に特定され得るならば、出

願人の選択に応じて自由に発明を記載することができる」と記述されています。クレ

ームに機能・特性などを用いて物を特定しようとする記載がある場合、発明の説明で

特定の意味を有するように明示的に定義した場合を除いては、原則的にその記載は、

そのような機能・特性などを有する全ての物を意味すると解釈されます。 

  



- 627 - 

 

 

（２） 具体的な質問項目 

 

No. 国 大項目 項目 目的・理由 

K1 韓国 クレーム解釈 

審査基準では、機能的クレームにつ

いて「原則としてその記載はそのよ

うな機能・特性等を有する全ての物

を意味していると解釈する」と記載

されています。一方、大法院では、

「機能的クレームは、その機能を有

する全ての構成を含むとする」判例

と、「機能的クレームは、明細書の

説明によって限定解釈されるとす

る」判例があります。 

実務上、審査段階及び権利行使段階

でいずれの解釈が採用されていると

いう印象がありますか？ 

また、クレーム解釈のばらつきがあ

ると感じることはありますか？ 

審査時と権利行

使時のクレーム

解釈の差異やば

らつきを把握す

る。 

K2 韓国 その他/全般 

その他、韓国でのCS関連発明等の機

能的クレームに関して、記載要件及

びクレーム解釈についての問題点等

はありますか？ 

その他の問題点

等を探る 
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１２． 英国／ドイツにおける機能的に表現されたCS関連発明について 

 

（１） 英国／ドイツにおける特許法・ガイドライン等 

 

ドイツ特許庁は、欧州特許庁と調和を取っており、ドイツ固有のガイドラインの発

行はありません。 

英国特許庁実務マニュアルによれば、クレーム解釈の一般原則が機能的表現のクレ

ームにも等しく適用されるとしています。機能的表現が如何に不明確性に影響を与え

るかに関する規定はありません。 

 

（２） 具体的な質問項目 

 

No. 国 大項目 項目 目的・理由 

L1 英国 
35 U.S.C.  

§112関連 

英国では35 U.S.C. §112(f)に相当する規

定がないが、それに関連して米国出願

との出願方式の差異（means for等の機

能的クレームを積極的に作成する等）

はありますか？ 

ある場合、具体的な内容をお聞かせ下

さい。 

35 U.S.C. §112(f)と

の関連で機能的ク

レームの扱いの差

異を把握する。 

L2 英国 
その他 

／全般 

英国でのCS関連発明等の機能的クレー

ムに関して、記載要件及びクレーム解

釈についての問題・懸念等はあります

か？ 

ある場合、具体的な内容をお聞かせ下

さい。 

その他の問題点等

を探る 

L3 ドイツ 
35 U.S.C.  

§112関連 

ドイツでは35 U.S.C. §112(f)に相当する

規定がないが、それに関連して米国出

願との出願方式の差異（means for等の

機能的クレームを積極的に作成する

等）はありますか？ 

ある場合、具体的な内容をお聞かせ下

さい。 

35 U.S.C. §112(f)と

の関連で機能的ク

レームの扱いの差

異を把握する。 

L4 ドイツ 
その他 

／全般 

ドイツでのCS関連発明等の機能的クレ

ームに関して、記載要件及びクレーム

解釈についての問題・懸念等はありま

すか？ 

ある場合、具体的な内容をお聞かせ下

さい。 

その他の問題点等

を探る 
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１３． CS関連発明に関する審査全般（記載要件以外も含む） 

 

No. 国 大項目 項目 目的・理由 

M1 各国 その他要件 

記載要件以外の要件に関して、2017年

以降で、CS関連発明に関して、注目す

べき特許法の条文改正、審査基準の改

訂、審判決はありますか？ 

H29年調査以降、

記載要件以外の要

件についても、注

目すべき改正・判

決等がないか、確

認する。 

M2 米国 全般 

CS関連発明に関して、近年の米国特許

庁での審査に関して、問題・懸念等は

ありますでしょうか？ 

ある場合には、具体的な内容をお聞か

せ下さい。 

CS関連発明に関す

る近年の審査に対

する出願人として

の問題・懸念等を

聞く 

M3 EP 全般 

CS関連発明に関して、近年の欧州特許

庁での審査に関して、問題・懸念等は

ありますでしょうか？ 

ある場合には、具体的な内容をお聞か

せ下さい。 

CS関連発明に関す

る近年の審査に対

する出願人として

の問題・懸念等を

聞く 

M4 中国 全般 

CS関連発明に関して、近年の中国特許

庁での審査に関して、問題・懸念等は

ありますでしょうか？ 

ある場合には、具体的な内容をお聞か

せ下さい。 

CS関連発明に関す

る近年の審査に対

する出願人として

の問題・懸念等を

聞く 

M5 韓国 全般 

CS関連発明に関して、近年の韓国特許

庁での審査に関して、問題・懸念等は

ありますでしょうか？ 

ある場合には、具体的な内容をお聞か

せ下さい。 

CS関連発明に関す

る近年の審査に対

する出願人として

の問題・懸念等を

聞く 
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資料Ⅱ 
海外質問票調査項目票 
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II． 海外質問票調査の質問票 

 

Q1 CS関連発明等の機能的クレームの定義等について 

 

No. 項目 発明の定義 

1 CS関連発明等の

機能的クレーム

の定義 ［Q1-1］ 

有る： ☐YES 

名称及び記載箇所又は条文番号［Q1-2］：  

定義（抜粋）［Q1-3］： 

コメント［Q1-4］： 

☐NO 

 

Q2 機能的クレームは特許として保護されるかについて 

 

No. 項目 発明の定義 

1 機能的クレーム

は特許として保

護されるか［Q2-

1］ 

保護される： ☐YES 

名称及び記載箇所又は条文番号：  

記載内容（抜粋） 

［Q2-1-1］： 

コメント： 

☐NO 
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Q3 機能的クレームに適用される記載要件等について 

 

No. 項目 記載要件等が適用されるか 

1 実施可能要件 

［Q3-1］ 

機能的クレームに適用される実施可能要件
（又は相当する要件）が、特許法、審査
ガイドライン又は判例に存在する 

名称及び記載箇所又は条文番号 

［Q3-1-1］： 

記載内容（抜粋）［Q3-1-2］： 

コメント［Q3-1-3］： 

☐YES ☐NO 

2 サポート要件 

［Q3-2］ 

機能的クレームに適用されるサポート要件
（又は相当する要件）が、特許法、審査
ガイドライン又は判例に存在する 

名称及び記載箇所又は条文番号 

［Q3-2-1］：  

記載内容（抜粋）［Q3-2-2］： 

コメント［Q3-2-3］： 

☐YES ☐NO 

3 明確性要件 

［Q3-3］ 

機能的クレームに適用される明確性要件
（又は相当する要件）が、特許法、審査
ガイドライン又は判例に存在する 

名称及び記載箇所又は条文番号 

［Q3-3-1］：  

記載内容（抜粋）［Q3-3-2］： 

コメント［Q3-3-3］： 

☐YES ☐NO 

4 その他の記載要

件 

［Q3-4］ 

機能的クレームに適用されるその他（上記
の3要件以外）の記載要件が、特許法、審
査ガイドライン又は判例に存在する 

名称及び記載箇所又は条文番号 

［Q3-4-1］：  

記載内容（抜粋）［Q3-4-2］： 

コメント［Q3-4-3］： 

☐YES ☐NO 
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Q4 CS関連発明等の機能的クレームの審査段階での判断基準について 

 

（1）CS関連発明等の機能的クレームに関する特別な審査基準等の存在［Q4-1］ 

CS関連発明等（全般）に関する機能的クレームの特別な審査基準やガイドライン又

はCS関連発明等の機能的クレームに関する特別な記載の存在についてお伺いします。

CS関連発明等（全般）に関する特別な審査基準等が存在するかどうか、下記、

YES/NOにチェックの上、YESの場合は「審査基準等の名称及び記載箇所又は条文番

号」、及び「記載内容（抜粋）」をご記入ください。また、可能であれば作成された

背景等について「コメント」欄にご記入ください。 

 

No. 機能的クレームの特別な審査基準等 

1 CS関連発明等（全般）に関する特別な審査基準等［Q4-1-1］： 

名称及び記載箇所又は条文番号［Q4-1-2］： 

記載内容（抜粋）［Q4-1-3］： 

コメント［Q4-1-4］： 

 

（2）CS関連発明等の機能的クレームに関する審査段階でのクレームの解釈［Q4-2］ 

CS関連発明等（全般）に関する機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈につ

いてお伺いします。CS関連発明等全般に関する機能的クレームの審査段階でのクレー

ムの解釈は、権利行使時のクレームの解釈と同じであるか否か、下記、YES/NOにチェ

ックしてください。NOの場合には、審査段階及び権利行使時のクレーム解釈の相違点

を具体的に「コメント」欄にご記入ください。 

 

No. 審査段階でのクレーム解釈 

1 CS関連発明等（全般）に関する機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈
は、権利行使時のクレームの解釈と同じである 

［Q4-2-1］：           ☐YES           ☐NO 

コメント［Q4-2-2］： 
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（3）CS関連発明等のうち、特に、AI関連発明、IoT関連発明、及びBM関連発明の機

能的クレームに関する特別な審査基準等の存在［Q4-3～4-5］ 

CS関連発明等のうち、特にAI関連（例えば、AIコア発明、AI応用発明、AIによる成

果物）、IoT関連、及びBM関連発明の機能的クレームに関する特別な審査基準やガイ

ドライン又は特別な記載の存在についてお伺いします。各々に関して特別な審査基準

等が存在するかどうか、下記YES/NOにチェックの上、YESの場合は「審査基準等の名

称及び記載箇所又は条文番号」、及び「記載内容（抜粋）」をご記入ください。ま

た、可能であれば作成された背景等について「コメント」欄にご記入ください。 

 

No. 機能的クレームの特別な審査基準等 

1 CS関連発明等のうち、AI関連発明の機能的クレームに関する特別な審査基準等

が存在する［Q4-3］：          ☐YES  ☐NO 

名称及び記載箇所又は条文番号［Q4-3-1］： 

記載内容（抜粋）［Q4-3-1］： 

コメント［Q4-3-3］： 

2 日本では、審査ハンドブックで、AI関連発明の記載要件として、データ間の相関
関係が示されました。貴国では、同様の審査ガイドはありますか？ 

［Q4-3-2］：                 ☐YES  ☐NO 

コメント： 

3 CS関連発明等のうち、IoT関連発明の機能的クレームに 

関する特別な審査基準等が存在する［Q4-4］：  ☐YES  ☐NO 

名称及び記載箇所又は条文番号［Q4-4-1］： 

記載内容（抜粋）［Q4-4-1］： 

コメント［Q4-4-2］： 

4 

 

CS関連発明等のうち、BM関連発明の機能的クレームに 

関する特別な審査基準等が存在する［Q4-5］：  ☐YES  ☐NO 

名称及び記載箇所又は条文番号［Q4-5-1］： 

記載内容（抜粋）［Q4-5-1］： 

コメント［Q4-5-2］： 
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（4）CS関連発明等のうち、特に、AI関連発明、IoT関連発明、及びBM関連発明の機

能的クレームに関する審査段階でのクレームの解釈［Q4-6～4-8］ 

CS関連発明等のうち、特にAI関連発明、IoT関連発明、及びBM関連発明に関する機

能的クレームの審査段階でのクレームの解釈についてお伺いします。AI関連発明、IoT

関連発明、及びBM関連発明に関する機能的クレームの審査段階でのクレームの解釈

は、権利行使時のクレームの解釈と同じであるか否か、下記、YES/NOにチェックして

ください。NOの場合には、審査段階及び権利行使時のクレーム解釈の相違点を具体的

に「コメント」欄にご記入ください。 

 

No. 機能的クレームの特別な審査基準等 

1 CS関連発明等のうち、AI関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの

解釈は、権利行使時のクレームの解釈と同じである 

［Q4-6］：                  ☐YES    ☐NO 

（違いがある場合）どのような違いか？［Q4-6-1］： 

コメント［Q4-6-2］： 

2 CS関連発明等のうち、IoT関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの
解釈は、権利行使時のクレームの解釈と同じである 

［Q4-7］：                  ☐YES    ☐NO 

（違いがある場合）どのような違いか？［Q4-7-1］： 

コメント［Q4-7-2］： 

3 CS関連発明等のうち、BM関連発明の機能的クレームの審査段階でのクレームの
解釈は、権利行使時のクレームの解釈と同じである 

［Q4-8］：                  ☐YES    ☐NO 

違いがある場合）どのような違いか？［Q4-8-1］： 

コメント［Q4-8-2］： 
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Q5 CS関連発明等の機能的クレームに記載要件等についての工夫 

 

CS関連発明等の機能的クレームに記載要件等が適用される場合についての工夫（明

細書の記載、クレームの記載、クレームのカテゴリー選択、補正の際の対応等）につ

いてお伺いします。CS関連発明等の機能的クレームに、「実施可能要件（又は相当す

る要件）」、「サポート要件（又は相当する要件）」、「明確性要件（又は相当する

要件）」、及び「その他の記載要件」が適用される場合に、何らかの実務上の工夫が

可能であるかについて下記YES/NOにチェックしてください。適用されない場合には、

NOをチェックしてください。YESの場合は、具体的にどのような実務上の工夫が可能

であるかについて「コメント」欄にご記入ください。 

 

No. 項目 記載要件等が適用される場合の工夫 

1 実施可能要件に関す

る工夫（明細書の

記載、クレームの

記載、補正の際の

対応等）［Q5-1］ 

CS関連発明等の機能的クレームに実
施可能要件（又は相当する要件）
が適用される場合に実務上、経験
上の工夫はありますか 

コメント： 

☐YES ☐NO 

2 サポート要件に関す

る工夫（明細書の

記載、クレームの

記載、補正の際の

対応等）［Q5-2］ 

CS関連発明等の機能的クレームにサ
ポート要件（又は相当する要件）
が適用される場合に実務上、経験
上の工夫はありますか 

コメント： 

☐YES ☐NO 

3 明確性要件に関する

工夫（明細書の記

載、クレームの記

載、補正の際の対

応等）［Q5-3］ 

CS関連発明等の機能的クレームに明
確性要件（又は相当する要件）が
適用される場合に実務上、経験上
の工夫はありますか 

コメント： 

☐YES ☐NO 

4 その他の記載要件に

関する工夫（明細

書の記載、クレー

ムのカテゴリー選

択、補正の際の対

応等）［Q5-4］ 

CS関連発明等の機能的クレームにそ
の他の記載要件（又は相当する要

件）が適用される場合に実務上、
経験上の工夫はありますか 

コメント： 

☐YES ☐NO 
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Q6 CS関連発明等のうち、特に、AI関連発明、IoT関連発明、及びBM関連発明に係る

クレームに関する実務上、経験上の工夫 

 

CS関連発明等のうち、特に、AI関連発明、IoT関連発明、及びBM関連発明に係る機

能的クレームに関する実務上、経験上の工夫の有無や留意点の有無について具体的に

お伺いします。下記の各質問についてYES/NOにチェックの上、YESの場合は「具体的

な内容」をご記入ください。また、ご意見等を「コメント」欄にご記入ください。 

 

No. 機能的クレームに関する実務上、経験上の工夫 

1 学習モデルを含むAI関連発明のクレームに関し、学習モデルが学習方法でしか
表現できない場合、クレームや明細書の記載で可能な工夫がある 

［Q6-1］                     ☐YES  ☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 

2 学習モデルを含むAI関連発明のクレームに関し、学習モデルが機能（入力に対
する出力）でしか表現できない場合、クレームや明細書の記載で可能な工夫
がある［Q6-2］                   ☐YES  ☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 

3 その他のAI関連発明のクレームに関し、クレームや明細書の記載で可能な工夫
がある［Q6-3］                 ☐YES  ☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 

4 IoT関連発明の機能的クレームに関し、エッジコンピューティングやフォグコン
ピューティングを機能的に記載する際に留意点がある 

［Q6-4］                     ☐YES  ☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 

5 （AI関連発明、BM関連発明、IoT関連発明について）審査の実例をご存知で、
開示可能であれば、その実例の詳細を教えてください［Q6-5］ 

6 貴国では、審査官は、機械学習の方法で特定された学習済みモデルの装置クレ
ームやシステムクレームを、どのように審査しますか？［Q6-6］ 

7 貴国では、審査官は、機械学習の方法のクレームを、どのように審査します
か？［Q6-7］ 

8 貴国では、審査官は、学習済みモデルを生産する方法のクレームを、どのよう
に審査しますか？［Q6-8］ 

9 IoT関連発明の機能的クレームに関し、エッジコンピューティングやフォグコン
ピューティングを機能的に記載等で、実務的な工夫がある 

［Q6-9］                     ☐YES  ☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 
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10 IoT関連発明の機能的クレームに関し、クレームや明細書の記載等で可能な実務
的な工夫(例えば、方法クレームを用いて機能主体を敢えてぼかす等) 

がある［Q6-10］                  ☐YES  ☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 

11 BM関連発明の機能的クレームに関し、クレームや明細書の記載等で 

実務的な工夫がある［Q6-11］            ☐YES  ☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 

 

Q7～12 各国でのCS関連発明等の機能的クレームの保護について 

 

各国でのCS関連発明等の機能的クレームの保護状況について、具体的に調査したく

思います。 

 

Q7 米国 

 

No. 米国特有の機能的クレームの記載要件の留意点等 

1 35 U.S.C. §112(f)の適用（Means-Plus-Function（MPF）クレームの適用）を回避す
る為のクレーム及び明細書の記載方法が存在する［Q7-1］   ☐YES  
☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 2 35 U.S.C. §112(f)の適用による限定解釈を承知の上で（又は積極的に）ミーンズ・
プラス・ファンクションクレームを作成したケースが存在する［Q7-2］           
☐YES  ☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 3 35 U.S.C. §112(f)の適用に関し、基準の不明確さ及び審査官によるばらつきがある
と考える［Q7-3、Q7-4］                  ☐YES  
☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 4 2019年1月に米国特許商標庁から公表されたコンピュータにより実現される機能
的限定の審査に関するガイダンスにより35 U.S.C. §112(f)の適用大きな変化があ
る 

［Q7-5］                      ☐YES  ☐NO 

具体的なケース(存在する場合)： 

コメント： 5 35 U.S.C. §112(b)の適用を回避する為のクレーム及び明細書の記載方法が存在する 

［Q7-6］                      ☐YES  ☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 

6 特に、112(f)と関連した35 U.S.C. §112(b)の適用を回避する為のクレーム及び明細
書の記載方法の工夫がある［Q7-7］             ☐YES  
☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 
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7 2019年1月に米国特許商標庁から公表されたコンピュータにより実現される機能
的限定の審査に関するガイダンスにより35 U.S.C. §112(b)の適用大きな変化があ
る 

［Q7-8］                      ☐YES  ☐NO 

具体的なケース(存在する場合)： 

コメント： 8 その他、米国においてCS関連発明等の機能的クレームに適用される記載要件等に
ついて留意点がある［Q7-9］          ☐YES  ☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 

9 CS関連発明で、35 U.S.C. §101の特許不適格を回避する為、クレームや明細書の記
載等で実務的な工夫がある［Q7-10］            ☐YES  
☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 10 2019年1月と10月に最近公開された特許適格性に関する審査ガイドラインは、PTO

審査実務にどのように影響しますか？［Q7-11］ 

 

Q8 欧州 

 

No. 欧州特有の機能的クレームの記載要件の留意点等 

1 欧州には35 U.S.C. §112(f)に相当する規定はないが、これに関連して米国出願との
出願方式との相違点が存在する［Q8-1］        ☐YES  ☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 

2 欧州では他国に比べて、記載要件が比較的厳しいとの意見もあるが、CS関連発明
等の機能的クレームに関し、明細書の記載等に留意点がある［Q8-2］ 

                      ☐YES  ☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 

3 その他、欧州においてCS関連発明等の機能的クレームに適用される記載要件等に
ついて留意点がある［Q8-3］          ☐YES  ☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 

4 G3/19の欧州特許庁長官による拡大審判部へ付託は、過去の決定に影響を与え、
実質的な変化がありそうですか？［Q8-4］          ☐YES  
☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 5 CS関連発明等に関し、欧州委員会と特許統一裁判所について、最近の傾向や変化
について、具体的に教えてください［Q8-5］     ☐YES  ☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 

 

  



 

- 642 -  

Q9 英国 

 

No. 英国特有の機能的クレームの記載要件の留意点等 

1 英国には35 U.S.C. §112(f)に相当する規定はないが、これに関連して米国出願との 

出願方式との相違点が存在する［Q9-1］        ☐YES  ☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 

2 CS関連発明等の機能的クレームに関して、英国の記載要件等及びクレーム解釈
は、欧州との相違点が存在する［Q9-2］      ☐YES  ☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 

3 その他、英国においてCS関連発明等の機能的クレームに適用される記載要件等に
ついて留意点がある［Q9-3］          ☐YES  ☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 

 

Q10 ドイツ 

 

No. ドイツ特有の機能的クレームの記載要件の留意点等 

1 ドイツには35 U.S.C. §112(f)に相当する規定はないが、これに関連して米国出願と
の出願方式との相違点が存在する［Q10-1］       ☐YES  ☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 

2 CS関連発明等の機能的クレームに関して、ドイツの記載要件等及びクレーム解釈
は、欧州との相違点が存在する［Q10-2］     ☐YES  ☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 

3 その他、ドイツにおいてCS関連発明等の機能的クレームに適用される記載要件等
について留意点がある［Q10-3］         ☐YES  ☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 
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Q11 中国 

 

No. 中国特有の機能的クレームの記載要件の留意点等 

1 中国には35 U.S.C. §112(f)に相当する規定はないが、これに関連して米国出願との
出願方式との相違点が存在する［Q11-1］        ☐YES  ☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 

2 中国では他国に比べて、記載要件が比較的厳しいとの意見もあるが、CS関連発明
等の機能的クレームに関し、明細書の記載等に留意点がある 

［Q11-2］                      ☐YES  ☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 

3 

 

審査指南では、機能的クレームの範囲は、その機能を実現できる全ての実施形態
をカバーしていると解釈されるとの記載があり、最高人民法院より公表された
侵害事件の司法解釈（2009年）4条によって、機能的クレームは、明細書に記
載された実施例とその均等物に限定されることになっていますが、審査時のク
レーム解釈は上記審査指南に沿っていますか［Q11-3］      ☐YES  
☐NO 

コメント： 4 その他、中国においてCS関連発明等の機能的クレームに適用される記載要件等に
ついて留意点がある［Q11-4］          ☐YES  ☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 

5 審査指南の改訂について、情報があれば教えてください。［Q11-5］ 

具体的な内容： 

コメント： 
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Q12 韓国 

 

No. 韓国特有の機能的クレームの記載要件の留意点等 

1 韓国には35 U.S.C. §112(f)に相当する規定はないが、これに関連して米国出願との
出願方式との相違点が存在する［Q12-1］        ☐YES  ☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 

2 その他、韓国においてCS関連発明等の機能的クレームに適用される記載要件等に
ついて留意点がある［Q12-2］          ☐YES  ☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 

3 

 

審査指針では、機能的クレームについて「原則としてその記載はそのような機
能・特性等を有する全ての物を意味していると解釈する」と記載があります。
一方、大法院では、「機能的クレームは、その機能を有する全ての構成を含む
とする」判例と、「機能的クレームは、明細書の説明によって限定解釈される
とする」判例がありますが、審査時のクレーム解釈は上記審査指南に沿ってい
ますか［Q12-3］               ☐YES  ☐NO 

コメント： 

審査指針では、機能的クレームについて「原則としてその記載はそのような機
能・特性等を有する全ての物を意味していると解釈する」と記載があります。
一方、大法院では、「機能的クレームは、その機能を有する全ての構成を含む
とする」判例と、「機能的クレームは、明細書の説明によって限定解釈される
とする」判例がありますが、権利行使時のクレーム解釈は上記司法解釈に沿っ
ていますか［Q12-3］             ☐YES  ☐NO 

コメント： 

4 その他、韓国においてCS関連発明等の機能的クレームに適用される記載要件等に
ついて留意点がある［Q12-4］          ☐YES  ☐NO 

具体的な内容： 

コメント： 

5 韓国の審査官が、機能的クレームの進歩性の決定において、発明の顕著な効果を
考慮する可能性があるかどうかについてについて、教えて下さい。［Q12-5］ 

具体的な内容： 

コメント： 
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Q13 CS関連発明等の機能的クレームに関する法律や審査基準等の歴史的変遷について 

 

CS関連発明等の機能的クレームに関する、1970年以降の法律や審査基準等の改訂等

について、その「年」、「法律や審査基準等の名称及び記載箇所又は条文番号」、

「改訂等の内容（抜粋）」、「改訂等に影響を与えた判決等」及び「改訂された理由

や背景」を記入してください。 

 

［Q13-1］ 

No. 年 CS関連発明等の機能的クレームに関する 

法律や審査基準等の歴史的変遷 

1  名称及び記載箇所又は条文番号： 

改訂等の内容（抜粋）： 

 

改訂等に影響を与えた判決： 

改訂された理由や背景： 

 
2  （以下、No.1と同様に記入ください） 

 

 

Q14 CS関連発明等の機能的クレームに関する法律や審査基準等の今後の動向について 

 

CS関連発明等の機能的クレームに関し、今後、法改正や審査基準等の改訂の予定が

ありますか。予定の有無について、YES/NO にチェックの上、YESの場合は、改正、改

訂予定の「法律や審査基準等の名称」及びその「改正、改訂の方向性」について記入

をお願いします。特に、AI、IoT、BM関連技術の審査基準等に関するトピックスがあ

れば、記入をお願いします。 

 

No. CS関連発明等の機能的クレームに関する法律や審査基準等の最新動向 

1 CS関連発明等の機能的クレームに関する法改正等の予定がある 

［Q14-1］：                     ☐YES  ☐NO 

法律や審査基準等の名称： 

改正、改訂の方向性： 

AI、IoT、BM関連技術の審査基準等に関するトピックス： 
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Q15 CS関連発明等の機能的クレームに関する審決や判決の歴史的変遷について 

 

米国においては、2015年のWilliamson判決487によって、手段（Means）又は工程

（Step）の用語を用いなくても、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームと認定

される場合が存在し、機能的現クレームが新規性の判断において限定的に解釈される

ケースや、実施可能要件が認められないケースが存在すると考えられる。また、2019

年1月には、米国特許商標庁がCS関連発明等関連のクレームの機能的限定に関する審査

ガイダンスを公表し、その運用が注目されています。このようなCS関連発明等に関す

る、審査基準や審査実務に影響を与えた代表的な審決や判決の歴史や近年の動向につ

いて、調査したく思います。 

（1）代表的な審決及び判決の一覧［Q15-1］ 

CS関連発明等の機能的クレームに関する1970年以降（米国、欧州、英国及びドイツ

については、特に、2010年以降について）の代表的な審決や判決について、その

「年」、その「名称」（事件名及び番号）、「概要」（3行程度で審決又は判決のポイ

ントを説明）、「判決文のURL」を記入してください。近年の審決や判決の動向がわ

かる程度に、最近の審決や判決についても記入ください。また、その中で重要と思わ

れるもの（特に審査基準等や審査実務に影響を与えた/与えるものや近年の動向を理解

する上で必要なもの）には「重要」の欄にチェックをしてください。侵害訴訟の判決

についても、CS関連発明等の機能的クレームの解釈や技術的範囲の判断で重要と考え

られるものがあれば、ピックアップをお願いします。 

 

No. 年 CS関連発明等の機能的クレームに関する審決又は判決のリスト 重要 

1  名称： 

概要： 

 

判決文のURL： 

☐ 

2  （以下、No.1と同様に記入ください） ☐ 

 

  

                                                 
487 Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339, 1349 (Fed. Cir. 2015) 
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（2）代表的な審決及び判決のうち、重要な審決及び判決の解説［Q15-2］ 

上記回答にて「重要」にチェックをした審決又は判決について、「名称」（事件名

及び番号を再掲）、「選定理由」（審査基準等や審査実務に与える影響等、重要と考

えた理由）、「判決文の抜粋」（審決文又は判決文のうち重要な部分（判示事項）を

抜粋。複数ある場合は複数全て抜粋）を記入してください。また、背景、事件の概

要、判決の意義、今後の影響等の「解説」の記入をお願いします。侵害訴訟の判決で

は、クレーム解釈や技術的範囲の判断で重要と考えられる部分についても抜粋し、解

説をお願いします。 

 

No. CS関連発明等の機能的クレームに関する最近の代表的な審決又は判決 

1 名称： 

選定理由： 

判決文の抜粋： 

 

解説： 

2 （以下、No.1と同様に記入ください） 

 

 

Q16 CS関連発明等の機能的クレームに関する主な論点と判断方法 

 

貴国において、CS関連発明等の機能的クレームに関する特許審査の判断基準に関す

る論点があれば、解説をお願いします。 

 

No. 論点［Q16-1］ 論点の解説［Q16-2］ 

1   
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Q17 CS関連発明等の機能的クレームに関する最近の審査実務の傾向や変化について 

 

米国においては、2019年1月に米国特許商標庁が公表したクレームの機能的限定に関

する審査ガイダンスによって、CS関連発明等の記載要件等の明確化が図られようとし

ています。 

貴国でのCS関連発明等の機能的クレームの最近の審査実務の傾向や変化について、

時期と傾向がわかるように教えてください。 

 

No. CS関連発明等の機能的クレームに関する最近の審査実務の傾向や変化［Q17-

1］ 

1  

 

また、上記の、貴国における最近の審査実務の傾向や変化のきっかけとなった判例

等について教えてください。 

 

No. 最近の審査実務の傾向や変化のきっかけとなった判例等［Q17-2］ 

1  

 

 

Q18 CS関連発明等の機能的クレームに関する拒絶理由と解消方法について 

 

Q10のCS関連発明等の機能的クレームに関する最近の審査実務の傾向や変化につい

て、具体的に教えてください。 

CS関連発明等の審査における最近の傾向として、貴所の経験から拒絶理由として多

いものは何ですか？（複数回答可） 

また、上記で、発明該当性、実施可能要件、サポート要件、明確性要件、その他の

記載要件のおおよその割合はどれくらいですか？ 

 

No. CS関連発明等の機能的クレームの拒絶絶理由 

1 CS関連発明等の機能的クレームの拒絶理由として、多いものは何ですか？（複

数回答可） 

☐発明該当性 ☐実施可能要件（相当する要件） 

☐サポート要件（相当する要件） 

☐明確性要件（相当する要件） 

☐その他

（                               ）

［Q18-1］ 

 2 発明該当性の割合： 

実施可能要件の割合： 

サポート要件の割合： 

明確性要件の割合： 

その他の記載要件の割合： 

［Q18-2］ 

Q19 CS関連発明等の機能的クレームに係る明細書に関する留意点について 
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日本から貴国へ機能的クレームに係るCS関連発明等に関する特許を出願する場合、

クレーム、明細書、図面の記載について、特に注意する点があれば記載してください

（PCTルートとパリルートで特に注意すべき点に違いがあれば、その点についても記

載をお願いします。）。 

 

No. CS関連発明等の機能的クレームに係る明細書の記載に関する留意点 

［Q19-1］ 

 1  

 

Q20 CS関連発明等の機能的クレームの制限及び留意点について 

 

貴国において、CS関連発明等の機能的クレームについて制限がある場合、どのよう

な制限があるか、どのような点に注意すべきか、について記載をお願いします。特

に、日本から貴国へCS関連発明等に関する特許を出願する場合の注意点があれば、記

載をお願いします。CS関連発明等の機能的クレームについて、制限や注意点がない場

合は、その旨を記載してください。 

 

No. CS関連発明等の機能的クレームの制限及び留意点［Q20-1、Q20-2］ 

1  

 

 

Q21 権利行使の観点からのクレームの書き方について 

 

CS関連発明等の機能的クレームでは、例えば、クレームで、内部処理の技術的特徴

を細かく規定しないと権利がとれない場合や、サーバ側の内部処理を規定しないと権

利がとれない場合があり、権利行使の際の侵害立証が難しくなり、有効な権利になら

ないケースが想定されます。貴国では、そのようなケースで、どのような対応が考え

られますか？また、貴所で工夫していることがありますか？ 

No. 権利行使の観点からのCS関連発明等の機能的クレームの書き方［Q21-1］ 

 1  

 

Q22 CS関連発明等の機能的クレームに関する参考文献について 

 

貴国でのCS関連発明等の機能的クレームの特許保護の現状についての解説記事、総

説など、参考文献があれば教えてください。 

 

Q23 CS関連発明等の機能的クレームに関する問題点等、全般について 

 

全体を通じて、貴国においてCS関連発明等の機能的クレームで問題となっている

点、問題と思う点等がありましたら、教えてください。 

 

No. CS関連発明等の機能的クレームに関する問題点等 

1  

 

Q24 CS関連発明等のうち、学習済みモデルを含むAI関連発明の限定について 
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CS関連発明等のうち、学習モデルを含むAI関連発明の機能的クレームに関し、「学

習モデルを規定する限定が機能的表現である」との指摘を審査等で受けた経験がある

か否かを教えてください。YESの場合は、具体的な内容について記入をお願いしま

す。 

 

No. 欧州特許庁の実務との相違点と一致点（類似点） 

1 「学習モデルを規定する限定が機能的表現である」との指摘 

を審査等で受けたことがある：           ☐YES  ☐NO 

具体的な内容： 

 

Q25 CS関連発明等の機能的クレームに関連するEU（欧州委員会等）や欧州統一特許

裁判所等の動向について（欧州、英国、ドイツのみ） 

 

CS関連発明等に関連して、EU（欧州委員会等）や欧州統一特許裁判所等での議論や

動きについて、歴史的変遷も交えて、教えてください。特に、最近の動きがあれば、

できるだけ詳しく教えてください。また、英国のEU離脱の影響等について何かあれば

教えてください。 

 

No. EU等での議論や動き（歴史的変遷） 

1  
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