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知財情報はさまざまな先端技術情報の集約であり、製品開発段階でも十二分に活用され、
開発段階の技術的問題点の対策の手掛かりとしてもっと活用されるべきではないかと思われ
る。アプローチとしては、開発段階で問題となっているポイント（ノイズや熱等）や対象製
品などの単語をテキスト検索することにより、その単語が含まれた関連する特許情報をリス
トアップすることができる。特許情報に掲載されたものを活用することにより重複開発は勿
論のこと、開発時間や開発コスト及び登録されている特許は実際の製品に使用されている可
能性が高くその実績（品質）を考慮すれば単体検査などの検査工数のある程度の削減も可能
となり、総合的に製品開発の課題である品質・開発コスト・開発納期にも効果があるのでは
ないかと思われる。さらに特許情報の活用が同時に新たな知的財産権の発生にまで繋がれば
知的財産も増えて産業と知財業界がより活性化されると思われる。
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第１章

はじめに

特許情報はメーカーなどでは新製品の企画段階で重複研究防止の為にチェックするが、そ
の後は他社との権利侵害に係るかどうかのチェックで使用されている程度ではないかと思わ
れる。知財情報はさまざまな先端技術情報の集約であり、製品開発段階でも十二分に活用さ
れ、開発段階の技術的問題点の対策の手掛かりとしてもっと活用されるべきではないかと思
われる。これからの特許情報は活用されることにも注力したいという特許庁の新聞記事を先
日見かけた。現在特許情報は、インターネットの特許庁のホームページからアクセスできる
特許電子図書館（ＩＰＤＬ）により誰でもアクセスすることができる。特許情報の検索法と
しては単語単位で検索できるテキスト検索やインデックス検索といった方法がある。アプ
ローチとしては、開発段階で問題となっているポイント（例：ノイズや熱）や対象製品など
の単語をテキスト検索することにより、その単語が含まれた関連する特許情報をリストアッ
プすることができる。尚、本研究の特許情報の活用者としては、技術者及び次世代の知財部
員を対象としたものである。本研究では、知的財産情報を開発納期や機能の関係でそのまま
活用する方が良い場合（不可欠な部分含む）は、特許権者に専用実施権や通常実施権等のラ
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イセンス料を払うという活用も含みながら、開発納期に比較的余裕があり機能向上を望む場
合又は開発納期に余裕が無いが機能向上が必須である場合（この様な場合に比較的有効であ
ると考える）に発明の活用により知的財産情報の活用と同時に新たな知的財産権の発生にま
で導ける指針になれば幸いである。勿論基本開発段階レベルでもそのまま利用や活用するこ
とにより本質的部分への開発にリソースや時間が注力できれば有効であると考える。

第２章

法的問題点

ここでは上記の検索の結果リストアップされた特許情報を活用する際に留意が必要となる
法的問題について検討する。

第２章第１節

特許公報から活用した場合

第２章第１節第１項

直接侵害の対象になる可能性がある。

特許権の侵害とは権限なき第三者が特許発明を業として実施することであり「実施」とは、
特２条３項で「物（プログラム等を含む。以下同じ。
）の発明にあっては、その物の生産、
使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回
線を通じた提供を含む。以下同じ。
）
、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための
展示を含む。以下同じ。
）をする行為、方法の発明にあっては、その方法の使用をする行為、
物を生産する方法の発明にあっては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物
の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 この法律で「プログラム等」
とは、プログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように
組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。
）その他電子計算機による処理の用
に供する情報であってプログラムに準ずるものをいう。
」
第２章第１節第２項

間接侵害（特１０１条）の対象になる可能性がある。

特許請求の範囲に基づいて定められる特許発明の技術的範囲に属する侵害（直接侵害）に
対して、間接侵害と呼ばれる侵害態様であって、侵害形式が技術的範囲には属しないけれど
も、これをそのまま放置しておくと、特許権の保護が全うされないような場合を考慮して、
特許権の保護の万全を期するという趣旨から設けられた。（１）直接侵害も間接侵害も特６９
条により開発段階に関しては、研究段階と位置付けられ権利の及ばない範囲であると考えら
れる。開発段階で対象特許に関する発明を実施したとしても、開発のみで凍結してしまった
ものに関して、または製品レベルにはいたらなかったものは権利の及ばない範囲であると考
える。
第２章第１節第３項

差し止め請求権（特１００条）の対象になる可能性がある。

特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するお
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それがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。この場合は侵害の
行為を組成した物（物を生産する方法の特許発明にあっては、侵害の行為により生じた物を
含む。）の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求す
ることができる。したがって製造設備等が依然残っていた場合は特１００条に該当する可能
性がある。
第２章第１節第４項

損害賠償請求（民７０９条）の対象になる可能性がある。

民７０９条の要件としては、①故意又は過失②権利侵害（違法性）③損害（損害の発生＋
損害額）④因果関係（侵害と損害との因果関係）尚、過失の推定（特１０３条）
、生産方法
の推定（特１０４条）
、損害額の推定（特１０２条）が設けられている。また損害賠償請求
権の消滅時効は、損害及び加害者を知った時から３年である。
第２章第１節第５項

不当利得返還請求（民７０３、
７０４条）の対象になる可能性がある。

法律上の正当な理由なく、他人の損失によって財産的利益を得た者に対し、自己の損失を
限度として、その利得返還を請求できる権利。故意又は過失は問われず、消滅時効は損害及
び加害者を知った時から１０年であるため損害賠償請求の時効消滅後に実益があると思われ
る。
第２章第１節第６項

信用回復措置（特１０６条）の対象になる可能性がある。

故意または過失による特許権の侵害により、業務上の信用を害した際に、信用回復の措置
を請求できる権利である。

第２章第２節

公開公報から活用した場合

補償金請求権（特６５条）の対象になる可能性がある。補償金請求権は、出願人が出願公
開後、特許権の設定登録前に業として出願に係る発明（特許請求の範囲に記載された発明（リ
パーゼ事件（２））を実施した者に対して、警告することを条件として、警告後から特許権設
定登録迄の実施料相当額を請求し得る権利である（特６５条）
。補償金請求権は、警告後特
許権設定登録迄の実施について実施料相当額を請求することができるのみであり、差止や損
害賠償を請求することはできない。また、公開後に拒絶査定確定等によって登録されなかっ
た場合、あるいは、いったん登録されたものの無効審決確定により特許権が遡及消滅した場
合には、補償金請求権は初めからなかったものとみなされる。尚、警告することが原則であ
るが、特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定登録前に業としてその発明を実
施した者に対しては、警告をしていなくても補償金請求権を行使することができる。但し、
この場合、出願人は、相手方が知っていたことを立証しなければならない。尚、一度警告し
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た後に特許請求の範囲を拡張または変更する補正を行った場合には、再度あらためて警告す
ることが必要であると解されるが、変更のケースでは警告が無い場合は、逆に後から損害賠
償請求等される可能性があると考える。特許請求の範囲を減縮した場合は、改めて警告する
必要はないと解されている。ただし、アースベルト事件（３）にあるように請求の範囲を減縮
した場合で、補正の前後で請求の範囲に入っている場合は改めて警告する必要はないとして
いる。従って請求の範囲を減縮しただけでは警告が不要とまでは言えないのではないかと思
われる。ここで請求の範囲が補正等により変動する可能性があることに関して述べる。出願
段階では出願当初に願書に添付した明細書・請求の範囲・図面の範囲内で補正が可能なタイ
ミングが有るために公開公報では請求の範囲に入っていなかった事項が設定登録時には請求
の範囲に入っている可能性があり、場合によっては、拒絶査定を受けた後でも前置審査で拒
絶理由通知を受ける場合には出願当初に願書に添付した明細書・請求の範囲・図面の範囲内
で補正が可能なタイミングが発生するため出願者が拒絶査定を受けても請求の範囲が拡張ま
たは変更される可能性があることに留意すべきである。公開公報から活用するときは当初請
求の範囲に入っていなかったからといってもその後の動向に注意が必要である。補償金請求
権を行使できる期間は、特許権の設定登録後３年間である。特許権の設定登録後に限定した
のは、特許付与前は権利範囲が確定していないからであり、３年間に限ったのは不確定な期
間を長期間継続させるべきでないからである。一方、出願から間もなくその発明を出願人が
実施していて、その発明を第三者が模倣している場合、通常であれば、出願日から１年６月
が経過して出願公開がされるまで補償金請求権が発生しないが、出願公開の請求を行うこと
により、早期に出願公開され、補償金請求権を早期に発生されることがある。補償金請求権
の注意事項としては、補償金請求権の対象は、特許された後に特許請求の範囲に記載されて
いる発明（特許発明）の技術的範囲に属する物または方法、すなわち権利範囲に含まれる物
または方法に対してである。また、留意すべきは設定登録後に発生する特許権の行使に影響
しないため使用を中止していない場合は特許権の行使により差し止めや損害賠償が請求され
うる。

第２章第３節

その他の知財情報についての検討

実用新案公報から活用した場合については、無審査で登録されているため無効理由を含ん
でいる場合もあり過失の推定（特１０３条）も不準用である。このため実用新案公報から活
用する場合には、技術評価の請求（実１２条）は何人も請求できるため技術評価の請求をす
ることによりその時点においての当該実用新案に対する評価を確認するべきである。もし無
効理由を持っている場合は、利用も可能である可能性もあると思われる。ただし、留意が必
要なのは特許法１０１条と同様に間接侵害（実２８条）も規定され同条１号及び２号からプ
ログラムに関しても間接侵害になることに留意する必要がある。
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意匠公報から活用した場合については、意匠の保護範囲には需要者からみた類似範囲も含ま
れ（意３８条）
、さらに部分意匠も非類似物品に及ぶため意匠公報からの活用の場合には活
用後の意匠が渾然一体となる場合でなければ侵害となる可能性が高いと思われる。

第３章 ［争点］直接侵害または間接侵害になるかの判断基準について
特許権の侵害とは、①権限なき第三者が、②特許発明を③業として実施すること、または
④一定の予備的行為をすることをいう。
（特６８条、特１０１条）
直接侵害については、権利一体の原則により、特許発明の発明特定事項の全ての実施をい
、その一部のみの実施をいうものではないため直接侵害の判断
い（アクリルアミド事件（４））
基準については、発明特定事項の全ての実施であるかどうかを検討する。
間接侵害については、間接侵害とは直接侵害（特６８条）ではないが、侵害の蓋然性が高
いとして侵害と擬制される一定の予備的行為を、正当権原なき第三者が行うことをいう（特
１０１条）。特１０１条１号 の「のみ」について、
「のみ」とは、特許発明にかかる物の生
産にのみ使用され、それ以外に実質的な「他の用途」がないこと。
「他の用途」とは、抽象的・試験的な単なる使用の可能性では足りず、現に社会通念上の
経済的・商業的・実用的な使用の事実があり、かつ特許発明の用途とは明確に区別しうる用
途があることを要する。
（交換レンズ事件（５））
尚、従来は、
「のみ」の解釈が厳格で実効性に薄かった。そこで、行為者の主観を新たに
要件として加え、
「のみ」という客観的要件の緩和を図った規定を加える改正がされた。
（平
成１４年改正）特１０１条２号の「課題の解決に不可欠なもの」には、物の生産や方法の使
用に用いられる道具、原料等も含まれるが、一方で発明の構成要素（発明特定事項）であっ
ても、その発明の課題解決とは無関係に従来から必要とされていたものは含まれない。
すなわち、「課題の解決に不可欠なもの」とは、それを用いることにより初めて「発明の解
決しようとする課題」が解決されるような部品、道具、原料等である。
尚、間接侵害の他の要件として、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の
実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等
の申出をする行為。
（特１０１条２号・５号）従って特許発明の請求の範囲の実施で無くて
も上記要件に該当する場合は間接侵害になることに留意すべきである。

第４章 ［分析］特定事項の実施または請求の範囲内の認定
第４章第１節

判定による分析

判定対象が特許発明の技術的範囲に属するか否か及び均等の範囲に属するか否かを特許庁
に対し、判定を求めることができる。
（特７１条）尚、判定の結果には法的拘束力がなく、
判定結果に対して不服を申し立てることもできないが、特許及び技術について特許庁がした
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判断として社会的に尊重され、裁判所においても有力な提出資料となると思われる。ただし
最低３か月を要する。判定の結果が出てから部品等を発注する場合を考えるとリードタイム
が必要となると考えられる。

第４章第２節

発明特定事項を全て含んでいるかを分析

直接侵害に該当するかどうかを分析する。特許請求の範囲の発明特定事項を精査して対象
物が特許請求の範囲の発明特定事項を全て含んでいるかを分析する。例えば発明特定事項が
Ａ、Ｂ、ＣならばＡ、Ｂ、Ｃを全て含んでいるかを分析する。尚、特許請求の範囲が設定登
録後に訂正審判（特１２６条）及び訂正の請求（特１３１条の２）で拡張又は変更されるこ
とはないが、特許査定の謄本の送達から３０日以内（前置審査や差し戻し審査後の設定を除
く）に分割が可能であり（H １８. 改正）
、このタイミングで直前の明細書等から分割出願さ
れる可能性があり、この場合は要件を満たすことにより分割出願が現出願時にしたものとみ
なされるため、結果的には特許の設定登録時に請求の範囲に無い事項により権利を行使され
る可能性があることに留意すべきである。逆に訂正審判や訂正の請求で請求の範囲が減縮さ
れて対象特許の請求の範囲から外れる場合がある。
（遊技機特許権侵害事件事件（６））例えば、
請求の範囲が筆記具でボールペンを実施していた場合に訂正審判や訂正の請求で請求の範囲
が鉛筆になった場合などが考えられる。
また、物の発明か方法の発明かにより構成要件が異なり侵害に該当しなくなる可能性があ
る。もっとも発明の多面的保護により物の発明と方法の発明の両方を請求の範囲に記載され
ているケースが一搬的と思われる。
クレーム部の同一性の判断については、プログラムのケースでは、ソースコードが公開さ
れていないため機能が同一ならば同一かという考え方もあるかと思われるが、特許はアイデ
アを保護するため、原理が同一ならば同一ではないかと解される。
（生海苔の異物分離除去
装置事件（７））

第４章第３節

利用となるか分析

「利用」とは、一方の発明を実施すると他方の発明を全部実施することになるが、その逆
は成立しない関係である。発明は、技術的思想の創作なので、先願特許発明を思想上利用す
る場合は利用関係が認められる。
（思想上の利用）例えば、先願が「Ａ・Ｂ・Ｃからなる時計」
で、後願が「Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ（Ｄは日付機構）からなる
時計」である時は、先願の技術的思想をそのまま利用しているといえる。
この場合、後願権利者は実施を制限されることになる。また、後願特許発明を実施すれば不
可避的に先願特許発明を実施してしまった場も、利用関係が認められる。
（実施上の利用）
例えば、先願が「物」の発明であり、後願がその「物」を製造する方法の発明である場合、

─7─

後願を実施すれば必ず先願の物を生産することになる。そのため、後願権利者は実施を制限
されることになる。
（特７２条）
一搬的に改良発明をしようと考えた場合には、それまでにあるある発明を利用して生まれ
た発明を連想してしまうのではないかと思われるが、この場合は利用した発明は進歩性等に
よっては、特許査定をされる可能性はある（利用して更なる発明の場合や利用することに技
術的阻害要件を排除する必要があった場合等）が、実施するときに利用された特許権者の許
諾が必要となる。その際、先願の特許権者からクロスライセンスの協議を求められた場合に
も設定した範囲内でのクロスライセンスとなる可能性もある。
（特９２条２項）
また、利用して改良発明をした場合の発明のライセンスについて制限されるのは、研究開
発の意欲を損ない新たな技術開発を阻害すること等により不公正な取引方法に該当するおそ
れが強いと解されている。

第４章第４節

均等論にて請求の範囲内か分析

以下均等論について述べる。特許発明と均等なものの実施は、技術的範囲（特７０条）に
属する。趣旨としては、特許発明の範囲は、特許請求の範囲の文言によって定められるため
（特７０条１項）
、均等物は本来、技術的範囲に入らない。 しかし出願当時に存在する全て
の物を記載することは出願人にとって酷である。また、将来のあらゆる侵害の態様を予想し
て請求の範囲を記載することは困難。第三者が請求の範囲を記載された発明特定事項の一部
をその特許出願後に明らかになった技術に置換することによって、権利行使を容易に免れる
ことができるとすれば、法目的（特１条）に反するばかりでなく、社会正義に反し衡平の理
念にもとる。そこで特許発明の保護が全うできない場合に均等論が適用される。
均等論の要件として、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が
あっても、以下①～⑤の全て満たす場合は、均等として技術的範囲に属する。
①当該部分が、特許発明の本質的ではなく、
②当該部分を、対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成することが
でき、同一の作用効果を奏するものであって、
③置換することに、当業者が第三者の対象製品の製造時点において容易に想到することがで
きたものであり、
④対象製品等が、出願時における公知技術と同一又は当業者がこれらから出願時に容易に推
考できたものでなく、
⑤対象製品等が出願手続において請求の範囲から意識的に除外されたものである等の特段の
事情もないこと。尚、①～③は特許権者側の主張事由、④、⑤は侵害被疑者が抗弁として主
張立証する事由である。
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第４章第５節

発明の請求の範囲内の実施か分析

発明の下位概念の実施かまたは発明の請求の範囲を限定したものか否かを分析する。例え
ば発明特定事項がＡ、Ｂ、ＣならばＡ、Ｂ、Ｃ’
（Ｃの下位概念）かどうかまたはＣ’がＣ
を限定した事項かどうかを分析する。この場合利用とは異なり文言上対象特許請求の範囲そ
のものの利用ではないため対象特許の実施ではない様に思われるが、特７０条により請求の
範囲内に属する行為の実施であり侵害となりうる。また、磁気リーダ事件（８）で示されてい
るように作用的・機能的クレームの場合の請求の範囲の判断については、実施例に限定する
ものでなく当業者が実施できる構成まで含まれる判例やアイスクリーム充填苺事件（９）での
判例より特許請求の範囲は明細書内に具体的に開示された内容に即して判断されるとあり、
請求の範囲よりは限定して解釈されることについて留意すべきである。

第４章第６節

間接侵害となるか分析

３章で述べた「のみ」に該当するかどうかを分析する。また、汎用品であったとしても仕
様により大きさや形状等が特定される物は「のみ」に該当すると解されている。従って汎用
品だから「のみ」に該当しないとは言えない。一方、その発明による「課題の解決に不可欠
なもの」
であっても日本国内において広く一搬に流通しているものを除く。
（特１０１条２号）
とある。この「課題の解決に不可欠なもの」は特許請求の範囲内にある発明特定事項である
必要はないと解されている。プログラムのモジュールに関して「不可欠なもの」として争っ
た裁判例（一太郎事件（１０））がある。一方、モジュールに関して見るとモジュールについて
進歩性が認められた判例としてインターネットナンバー事件（１１）がある。
「不可欠なもの」の同一性の判断について考える。システムのソフト部は本質的部分で均
等論により保護がなされる可能性があると思われる。
「生産にのみ」または「不可欠なもの」
で間接侵害の対象として保護がなされる可能性がある。
「不可欠なもの」について考えると、
「不可欠なもの」
とは、
そのものと実質的に同一のものが対象になるのではないかと解される。
なぜならこの「不可欠なもの」とは部品的・材料的な要素であると解されるためである。特
許庁編 H14 改正産業財産権法の解説２７頁から「それを用いることにより初めて発明の解
決しようとする課題が解決されるような部品、道具、原材料等が該当する。
」そうするとそ
の「不可欠なもの」の機能的に少しでも異なったもの（
「不可欠なもの」を利用したものを
除く）は実質的に同一なものとならない場合があると考えられるのではないかと思われる。
なぜなら機能的に少しでも異なったものに技術的阻害要素を解決している場合が考えられる
ため。機能的に同一で何ら技術的に変わりがない場合は同一となると考えられる。そこでプ
ログラムに関しては、
「不可欠なもの」としてモジュールが考えられるが、モジュールを明
らかに利用した構造となっているモジュールは間接侵害になりうる可能性があると考えられ
るが、モジュールのなかに他の機能が混在するケースもありうる。このケースのうち独立性
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のあるケースは別としてモジュール内に複数のモジュールが複数個所に挿入されている場合
はもはや渾然一体となった状態と見ることが出来る場合がある（一般的にハードウエアは物
理的に分離できると考えられる）が、このような場合には意匠法と同様に渾然一体となった
場合には間接侵害とはならない規定が準用されるかが問題になるかと思われるが、悪意的に
このケースは作られ得るためにモジュール作成を行った者の主観的要件が問題となる。ただ
し、先に述べたように他の機能を混在する過程のなかで技術的阻害要素を解決している場合
は「不可欠なもの」は、同一ではないと考えられる。
例えば、単に「不可欠なもの」に公知技術等を付加したケースでは無い場合で「不可欠な
もの」の効果が上がっている場合や渾然一体となってしまったようなケースは「不可欠なも
の」とは別のものと解されるのではないかと考えられる。
ここでプログラムの「不可欠なもの」について考える。プログラムは２面的な見方ができ
るのではないかと思われる。
①発明の使用方に特化した見方
②単なるデータのやりとりのモジュールと見た見方
単なるデータのやりとりのモジュールと見た場合は「不可欠なもの」に該当するモジュール
は少なくなる可能性があるのではないかと思われる。なぜなら特１０１条２号かっこ書きに
該当する可能性が出てくるのではないかと思われるためである。
「不可欠なもの」の検討と
してはハードウエアで置き換えが可能である場合や他のアルゴリズムにでも実施可能である
場合は「不可欠なもの」の要件から外れてしまう可能性があるのではないかと思われる。そ
うすると「不可欠なもの」に該当するモジュールはかなり絞られてくるのではないかと思わ
れる。ちなみにハードとは異なりソフトは最初からある定まった範囲内（言語仕様で定めら
れた単語や文法の範囲内）で構成するという制限がある。ここで１号との異なる点について
考えてみると、１号の場合は「のみ」の要件であるが、２号の場合はこの「不可欠なもの」
が他の用途があっても良い（多機能型）という点である。他で使用されていても構わないと
いう点である。

第５章

対応策

第５章第１節

特許情報の活用が侵害となる場合

第５章第１節第１項

特許原簿による権利者及び存続期間の確認

対象特許の権利者を確認する。対象特許に対して自社が共有に係る特許権を持っている場
合などの可能性もあり、
そうでない場合でも存続期間が切れている場合は権利行使されない。
第５章第１節第２項

実施権の設定

専用実施権の設定を受ける。
（特７７条）
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「専用実施権」とは、対象となる特許発明を独占的に実施することができる権利。
（特７７
条）専用実施権の範囲内の技術に関しては特許権者も実施することができない他、特許侵害
者に対して侵害行為の差し止めを請求できるなど、
特許権者と同様の権利を供給する。また、
「専用実施権」は契約締結後、特許庁における登録を行って初めてその効力を発揮する。出
願段階でも仮専用実施権（特３４条の２）を設定することにより、
補償金請求がなされない。
第５章第１節第３項

許諾を得る

通常実施権の設定を受ける。
（特７８条）
「通常実施権」とは、特許法の規定、または設定
行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利をいう。
（特７８条）
請求の範囲内の特定部分に対して部分的に設定できると解されている。全ての請求の範囲に
設定する場合と比べて費用等が軽減されるのではないかと解される。また、
「通常実施権」
は許諾による通常実施権、
法定通常実施権、
裁定通常実施権に大別される。
「通常実施権」は、
発明の実施を独占するものではなく、
単にその特許発明を実施することができる権利である。
「通常実施権」を設定しても、特許権者がその特許発明を実施することができる。特許権者
が他の者に「通常実施権」を重ねて設定することもできる。通常実施権は、その登録をした
ときは、その特許権もしくは専用実施権またはその特許権についての専用実施権をその後に
取得した者に対しても、その効力を生じる。また、出願段階でも仮通常実施権（特３４条の
３）を設定することにより、補償金請求がなされない。
第５章第１節第４項

無効理由による抗弁の検討（特１０４条の３）

対象特許について無効理由（特１２３条）があると判断した場合には特１０４条の３によ
り権利行使ができない。
（キルビー事件（１２））ただし、無効理由が訂正審判（特１２６条）
により無効理由が除かれる場合は対抗主張がなされる。
（ナイフ加工装置事件（１３））また、
禁反言の法理により出願から設定までの経過段階の意見書等とは異なる技術的範囲で権利行
使できないため、経過段階での意見書等も入手可能ならばチェックするべきである。尚、本
研究の趣旨からすると、公知技術の抗弁や先使用の抗弁権（特７９条）や作用不奏功の抗弁
に該当する可能性は低いと考えられるため記述を省略する。設計中止も趣旨から外れるため
省略する。
第５章第１節第５項

無効審判請求の検討（特１２３条）

対象特許について無効理由（特１２３条）がある場合には特許無効審判（特１２３条）を
請求する手段が有ると考えられる。この場合は、冒認出願及び共同出願違反以外は何人も請
求することができ、請求項ごとに請求することができる。効果としては後発的無効理由以外
では、はじめから特許権が発生しなかったものとみなされる。無効審判の請求の理由は根拠
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となる事実を具体的に特定且つ証拠との関係を記載することに留意すべきである。
第５章第１節第６項

特許権の譲渡

対象特許権者から当該特許権を譲渡して貰うことにより侵害に該当しなくなる。
一部の権利を譲渡して貰うことでも共有特許権者となり当該特許権を使用することが可能
となる。

第５章第２節

侵害とならない可能性のある場合

第５章第２節第１項

消尽の可能性のある場合

特許権利者が販売している対象特許権に関する製品を適法に購入してそのまま用いている
場合は、特許権が消尽している可能性がある。これは「課題の解決に不可欠なもの」につい
ても同様に考えられると思われる。ただし、
同一性を逸脱して使用すると侵害となる。
（キャ
ノンインクカートリッジ事件（１４））ちなみに方法の発明は一搬に消尽しないが、方法が１つ
である場合はその方法を使用する装置の販売により方法は消尽すると解されている。
第５章第２節第２項

善意の不完全利用の可能性のある場合

不完全利用論とは、例えば被疑侵害製品等Ｂが欠いている特許発明Ａの構成要件ａがＡに
とって重要なものではない場合には特許権侵害の成立は認められるべきである。という考え
方である。不完全利用論が否定された判例としては、Ｓ５８のノブ飾り事件（１５）、ドアヒン
ジ事件（１６）プレキャスト鉄筋コンクリート板に埋め込むインサートの取り付け方法事件（１７）、
耐風強化瓦事件（１８）、環状カッタ事件（１９）があり、特許権者の利害と特許権者以外の利害
を両立させる合理性の追求のために不完全利用論が否定されたと解される（２０）。ここで善意
の不完全利用とは、被疑侵害製品等Ｂが欠いている特許発明Ａの構成要件ａがＡにとって重
要なものではない場合であり、欠いている理由がやむおえない理由の場合（例えばスペース
的な問題により除かれた等）は侵害とならない可能性があると考える。従って善意の不完全
利用の場合は、最近の判例では非侵害となっているケースが多いが特許権者と話合い許諾が
最善策と考える。発明の特定事項を全て満たさない場合、侵害は否定される（アクリルアミ
ド事件（４）等）が、その場合に「不可欠なもの」にも当たらずに間接侵害にもならない場合
は特許権者にとって酷であるかと思われるが、登録前では補正等によりまた登録後において
は訂正審判によりその部分以外を削除して請求の範囲内とするという途が考えられる。
第５章第２節第３項

請求の範囲の本質的部分の構成を変えた活用の場合

請求の範囲の本質的部分の構成が変わったことにより直接侵害に対しては、請求の範囲内
から外れ新たな発明の可能性もあると考える。
（除法性ジクロフェナクナトリウム製剤事件（２１）
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や生海苔の異物分離除去装置事件（７））例えば、ソフトウエア関連発明の場合には、ハード
ウエアも特許発明の請求の範囲内に関わってくるため（審査基準）ハードウエアの構成が変
わったことで必然的にソフトウエアの構成も変わる。システム発明についてもシステム発明
の請求の範囲内になっている一部のシステムが変更されたことで特許発明の請求の範囲内か
ら外れ新たな発明にもなりうると考えられる。本研究においては、対象特許がそのまま直面
している技術的問題点にすっぽりあてはまるとは限られずある程度の変更等が発生する可能
性があるのではないかと考える。知財情報を活用する側も技術者集団であると考えているた
め上記のような構造を変えて改良して活用できる可能性は十分あると考える。この場合は発
明の範囲内でないことを主張・立証すべきであると考える。ただし、このケースだけでは無
いと考えられるが対象特許がある登録特許を利用している場合は、対象特許の請求の範囲内
では無いとしても、その登録特許を利用する可能性があることに注意する必要があると考え
る。広義では以下第５章第２節第４項や第５章第２節第５項も本項に含まれる可能性がある。
第５章第２節第４項

課題の解決に不可欠なものやそのものの生産にのみ使用されるものの

構成が改良され活用される場合
この場合は発明の請求の範囲内の発明の本質的部分または課題の解決に不可欠なものの構
成要素が改良されることで均等論から外れる可能性や新たな発明の可能性がある。例えばま
たソフトウエア関連発明の場合で発明特定事項に該当するモジュールがあった場合にそのモ
ジュールの一部を改良することによりそのモジュールの効果が上がった場合に、請求の範囲
内の発明特定事項または課題の解決に不可欠なものの構成要素が同一ではなくなり侵害に該
当しない可能性がある。この場合は発明の範囲内でないことを主張・立証すべきであると考
える。
ここで、そのモジュールの効果とはその発明の課題の解決に対する本質的な効果であり付
加的な効果（例えばコスト削減や安全性）ではない。
（負荷装置事件（２２））
第５章第２節第５項

ある程度の構成で同程度の効果を奏している場合

この場合は均等侵害になる可能性があると思われるが、対象特許に対して本来の構成より
構成項目は少ない（特１０１条に記載されたそのものの生産にのみ使用されるものや不可欠
なものは含まれない場合で、発明の本質的部分の構成が縮減されていることにより均等侵害
から除外された場合）が、効果としては同程度実現されるような場合は、構成項目の削減の
技術効果をある程度アピールできるのではないかと思われる。この場合は発明の範囲内でな
いことを主張・立証すべきであると考える。
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第５章第２節第６項

活用の実施例他

請 求 の 範 囲 の 本 質 的 部 分 の 構 成 を 変 え た 活 用 の 場 合 の 実 施 例 と し て 特 開 ２ ０ ０ ７１２３９５７「クロック信号入力方式および方法」を取り上げてみた。以下公報の一部を記
す。
【要約】
【課題】同期式ディジタル回路等へのクロック信号線上には、近くの配線との間の寄生容量
により不正パルスが発生することがある。それが同期式ディジタル回路等に入力して来て、
誤動作させることがあった。
【解決手段】クロック信号発生源より送出されたクロック信号９をクロック信号連発化回路
１３に入力し、個々のクロック信号９に対応させて所定の連発クロック１４，１５を発生さ
せる。クロック信号線２上は連発クロックの形で伝送し、入力先である同期式ディジタル回
路４の直前に配設した連発クロック検出回路１６に入力する。
連発クロック検出回路１６は、
前記連発クロックが入力されて来た時のみ検出クロック信号１７を出力し、これをクロック
信号として同期式ディジタル回路４に入力する。クロック信号線２上に生ずる不正パルス
１０，１１は所定の連発クロックではないから、検出クロック信号１７が出力されることは
なく、同期式ディジタル回路４を誤動作させることはない。
【特許請求の範囲】
【請求項１】
クロック信号発生源より送出されたクロック信号が入力され、個々のクロック信号に対応さ
せて所定複数個の連発クロックを出力するクロック信号連発化回路と、該クロック信号連発
化回路の出力側に接続されたクロック信号線と、該クロック信号線が入力側に接続され、前
記所定複数個の連発クロックが入力されたときに１個の検出クロック信号を出力する連発ク
ロック検出回路とを具えた構成とし、該検出クロック信号をクロック信号入力先回路のク
ロック信号として入力するようにしたことを特徴とするクロック信号入力方式。
【請求項２】
クロック信号連発化回路を、入力されて来るクロック信号を所定時間遅延させて出力する遅
延回路と、該遅延回路の出力と入力されて来たままのクロック信号とが入力される信号混合
回路とを具えた構成とし、該信号混合回路の出力をクロック信号連発化回路の出力としたこ
とを特徴とする請求項１記載のクロック信号入力方式。
【請求項３】
連発クロック検出回路を、入力されて来る連発クロックの内の最初のクロックにより、連発
クロックの最後のクロックが終了するまでは継続する所定時間幅のイネーブル信号を発生す
るイネーブル信号発生回路と、該イネーブル信号と入力されて来たままの連発クロックとが
入力される信号検出回路とを具えた構成とし、該信号検出回路の出力を連発クロック検出回
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路の出力としたことを特徴とする請求項１記載のクロック信号入力方式。
【請求項４】
クロック信号発生源より送出された個々のクロック信号に対応させて所定複数個の連発ク
ロックを生成し、該連発クロックの形でクロック信号線を伝送し、クロック信号入力先回路
の直前で前記連発クロックであるか否かを検出し、連発クロックを検出した時に発生させる
出力パルスを該クロック信号入力先回路のクロック信号として入力するようにしたことを特
徴とするクロック信号入力方法。
請求の範囲の構成要件としては、
１．クロック信号発生源より送出されたクロック信号が入力され、個々のクロック信号に対
応させて所定複数個の連発クロックを出力するクロック信号連発化回路と考えられる。
２．該クロック信号連発化回路の出力側に接続されたクロック信号線と、該クロック信号線
が入力側に接続され、前記所定複数個の連発クロックが入力されたときに１個の検出ク
ロック信号を出力する連発クロック検出回路と考えられる。
３．１と２を具えた構成とし、該検出クロック信号をクロック信号入力先回路のクロック信
号として入力するようにしたことを特徴とするクロック信号入力方式。であり２の連発ク
ロック検出回路は、連発クロックのうち先行クロックの立下りのタイミングでイネーブル
信号を出力して、連発クロックとＡＮＤをとっている。この連発クロック検出回路は、特
１０１条４号に該当するかどうかの検討としては、他でも用いられている可能性が高いた
め特１０１条４号に該当しないと解される。しかし特１０１条５号の課題の解決に不可欠
な部分の可能性がある。個々の回路自体は、日本国内において広く一搬に流通しているも
のではあるが、用いられる形状や大きさにより特定されたものとなった場合は汎用品でも
不可欠なものとして解される（２３）ため課題の解決に不可欠なものになる可能性もある。
このケースでは、同期式ディジタル回路を開発・設計している開発チームが開発段階で同
期式ディジタル回路等へのクロック信号線上には、近くの配線との間の寄生容量により不正
パルスが発生することがあり、それが同期式ディジタル回路等に入力して来て、誤動作させ
ることに対する対策を開発段階で検討している場合とした。そこでＩＰＤＬを用いて当該活
用対象となる可能性のある本発明の明細書を参考にして以下検討を行った。
当該発明の本質的部分は、クロック信号連発化回路と連発クロック検出回路とを具えた構
成を特徴としている。さらに明細書のなかで３個の連発クロックを発生しているケースを記
している。これは連続した不正パルスに対応させたものではないかと思われる。
ところでこの開発チームがより不正パルスの影響を受けないような回路設計を必要として
いる場合に当該発明の場合は、明細書内でも記しているようにクロック信号連発化回路と連
発クロック検出回路内では不正パルスの影響を受ける可能性はありこのことを考慮して以下
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のような活用をした場合を考える。活用したケースが知的財産権法において侵害行為に該当
するか検討を試みる。まず当該発明の本質的部分は、先に記したようにクロック信号連発化
回路と連発クロック検出回路とを具えた構成を特徴と考えられる。不正パルスを無視するか
たちととらえることができると思われる。今回活用したものは、クロック信号線を分岐させ
て、分岐させた１本にはそのままＡＮＤ回路への入力へ接続させてもう１本にはインバータ
を２個直列に接続させて上記ＡＮＤ回路のもう一方の入力へ接続させる。ＡＮＤ回路の出力
はデジタル回路の入力端子へ接続させる。尚、上記インバータは、分岐端子の近くとＡＮＤ
回路の近くに配置する方がノイズに対応する線路の距離が長くなると考えられる。また、Ａ
ＮＤ回路への入力信号の同期がとれない場合は、そのままＡＮＤ回路へ接続させた線側に遅
延回路を設ける策が考えられる。基本的な考え方は不正パルスを「打ち消す」という考え方
からなり回路構成を当該発明とは異なった形となった。しかし当該発明から試行錯誤して発
想されたものであることは間違いではない。そうすると活用したものが当該発明の直接侵害
には該当しないと思われるが、それでは間接侵害になりうるか検討を試みる。当該発明のな
かに「不可欠なもの」
（特１０１条２号）が存在するかどうかである。当該発明の特許請求
の範囲を含めた明細書等のなかには今回当該発明で課題を解決するために、はじめて使用さ
れたものに使われたものは見当たらず「不可欠」の要件にあてはまるものは無いと考える。
そうすると今回の活用したものは間接侵害にも該当する可能性は低いと考えられる。
ここでこの当該発明について確認を試みる。当該発明は明細書から審査請求が未請求とな
り、仮に補正を行うとすると明細書等の範囲になる。しかし明細書内には活用したものに該
当する記載は見当たらず、補正等により活用したものに権利範囲が及ぶ可能性は無いと考え
られる。
ここではソフトウエア関連発明の請求の範囲の本質的部分の構成を変えた活用の場合の実
施例として特４１０７４７０「ソフトウェア障害解析方法及び装置」を取り上げてみた。以
下公報の一部を記す。
【要約】
【課題】逆命令に基づく方法を改良し、命令の種類の情報と、命令が操作するメモリのアド
レス、およびデータ・サイズの情報を、逆方向プログラムの形でログから分離することで、
ログの記録に必要なメモリの量を削減し、同一メモリ量で逆方向実行が可能な範囲を拡大す
ることができるソフトウエア障害解析方法及び装置を提供する。
【解決手段】原始プログラム（ソースコード）の翻訳（コンパイル）時に、翻訳結果へのロ
グ生成処理の埋め込みと逆方向プログラムの生成を行い、プログラムの実行時に生成された
ログ情報を入力として逆方向プログラムを実行することでプログラムを逆向きに実行しプロ
グラムの過去の状態を復元する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】原始プログラム（ソースコード）の翻訳（コンパイル）時に、翻訳結果へのロ
グ生成処理の埋め込みと逆方向プログラムの生成を行い、プログラムの実行時に生成された
ログ情報を入力として逆方向プログラムを実行することでプログラムを逆向きに実行しプロ
グラムの過去の状態を復元することを特徴とするソフトウエア障害解析方法。
【請求項２】原始プログラム（ソースコード）の翻訳（コンパイル）時に、翻訳結果へのロ
グ生成処理の埋め込みと逆方向プログラムの生成を行うコンパイラと、プログラムの実行時
に生成されたログ情報を入力として逆方向プログラムを実行することでプログラムを逆向き
に実行しプログラムの過去の状態を復元する障害解析手段（デバッガ）とを備えたことを特
徴とするソフトウエア障害解析装置。当該発明の請求の範囲からは請求項１については、翻
訳（コンパイル）時に、翻訳結果へのログ生成処理の埋め込みと逆方向プログラムの生成を
行い、プログラムの実行時に生成されたログ情報を入力として逆方向プログラムを実行する
ことでプログラムを逆向きに実行しプログラムの過去の状態を復元する。請求項２では、逆
向きに実行しプログラムの過去の状態を復元する障害解析手段（デバッガ）を備えたことを
特徴とするソフトウエア障害解析装置としている。ただし、明細書から逆命令による方法が
既にあることから当該発明の本質的部分は命令の種類の情報と、命令が操作するメモリのア
ドレス、およびデータ・サイズの情報を、逆方向プログラムの形でログから分離することで、
ログの記録に必要なメモリの量を削減し、同一メモリ量で逆方向実行が可能な範囲を拡大す
ることを特徴としている請求項にある逆方向プログラムと解される。当該発明に対して「不
可欠なもの」に相当するものは無いと思われる。今回開発チームはプログラムのデバッグ方
法について、従来より長く記録ができるデバッガの開発に直面している。そこでＩＰＤＬに
より当該発明を見出して検討を試みている。従来の考え方としては、プログラム解析に要す
るログ情報はラムとして保持しているのが一搬的であると思われるが、当該発明の本質的部
分はそのログ情報（メモリのアドレス、およびデータ・サイズの情報）を逆方向プログラム
に埋め込むかたちと思われるが逆方向プログラムに埋め込まないまでにもデータの値が変わ
るタイミングのアドレス及び変わったデータをラムに保持させることで従来のものよりメモ
リの負担を減らして逆方向プログラムを実行させるデバッグ方法を検討した。この場合当該
発明はログ情報を逆方向プログラム内に持たせるのを発明の本質的な部分としているため、
このようなスタイルの活用のケースは発明の本質的な部分の構成を変えた活用とみることが
できるのではないかと思われる。またこのような構成に関しては明細書内で記載は見当たら
ない。そして当該発明が公開公報から見出した発明であることから明細書等から今回のよう
な活用スタイルに補正がなされる可能性は無いと考えられる。ここで検討をする必要がある
と思われるのは逆命令の方法によるデバッグ方法である。この点については当該発明におい
ても先行文献による記載も無いこと、且つ念のためにＩＰＤＬにて逆命令の方法によるデ
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バッグ方法を検索を試みたが該当する項目に対してヒットしなかったことから逆命令の方法
によるデバッグ方法は特許権により保護がなされていない可能性が高いことを確認した。
このようなデバッグ方法に関する発明に関しては、使用が開発段階のため特６９条により特
許権が制限されてしまう。勿論デバッグシステム自体の販売やデバッグシステムを抱いた組
み込みプログラム等の販売等は権利が及ぶ。
ここでは発明の請求の範囲内の本質的部分または課題の解決に不可欠なものやそのものの
生産にのみ使用されるものの構成が改良され活用される場合の実施例として特開２０１０１１７８３４「電源起動時間制御装置、情報処理装置、電源起動時間制御方法及び電源起動
時間制御プログラム」を取り上げてみた。以下公報の一部を示す。
【要約】
【課題】コンデンサへの突入電流を低減するとともに、電源起動時間が必要以上に長くなる
のを抑え、かつ、システム立ち上げにかかる時間の最適化を可能とする。
【解決手段】電子部品を搭載した１又は２以上の基板と、これら基板に電源電圧を供給する
電源手段と、各基板に搭載されたコンデンサの総容量にもとづいて、電源電圧の起動時間を
設定し、この設定した起動時間を電源手段へ送る管理手段（上位装置）とを備え、電源手段
が、起動時間にもとづいて、電源電圧を起動する。
【特許請求の範囲】
【請求項１】
電子部品を搭載した１又は２以上の基板と、これら基板に電源電圧を供給する電源手段と、
各前記基板に搭載されたコンデンサの総容量にもとづいて、前記電源電圧の起動時間を設定
し、この設定した起動時間を前記電源手段へ送る管理手段とを備え、前記電源手段が、前記
起動時間にもとづいて、前記電源電圧を起動することを特徴とする電源起動時間制御装置。
【請求項２】
前記管理手段は、前記コンデンサの総容量が所定量よりも多いときは、前記起動時間を長く
設定し、前記所定量よりも少ないときは、前記起動時間を短く設定することを特徴とする請
求項１記載の電源起動時間制御装置。
【請求項３】
前記電源手段が、前記電源電圧を起動して前記基板に供給するメイン電源部と、前記管理手
段から前記起動時間を受ける電源制御部と、前記起動時間にもとづいて、前記メイン電源部
で実行される前記電源電圧の起動を制御するソフトスタート回路部とを有したことを特徴と
する請求項１又は２記載の電源起動時間制御装置。
【請求項４】
前記電源手段が、前記基板にスタンバイ電源を供給するスタンバイ電源部を有し、前記基板
が、前記コンデンサの容量を記憶する記憶手段と、前記電源手段からスタンバイ電源を受け
ると、前記コンデンサの容量を示す情報を前記管理手段へ送る基板制御部とを有したことを
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特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の電源起動時間制御装置。
【請求項５】
前記基板が、中央処理装置を搭載したプロセッサカードを含むことを特徴とする請求項１～
４のいずれかに記載の電源起動時間制御装置。
【請求項６】
前記基板と前記管理手段との間が、データ通信バスで接続されたことを特徴とする請求項１
～５のいずれかに記載の電源起動時間制御装置。
【請求項７】
電子部品が搭載された１又は２以上の基板と、
これら基板に電源電圧を供給する電源手段と、
各前記基板に搭載されたコンデンサの総容量にもとづいて、前記電源電圧の起動時間を設定
し、この設定した起動時間を前記電源手段へ送る管理手段とを備え、前記電源手段が、前記
起動時間にもとづいて、前記電源電圧を起動することを特徴とする情報処理装置。
【請求項８】
前記管理手段は、前記コンデンサの総容量が所定量よりも多いときは、前記起動時間を長く
設定し、前記所定量よりも少ないときは、前記起動時間を短く設定することを特徴とする請
求項７記載の情報処理装置。
【請求項９】
１又は２以上の基板に搭載されたコンデンサの総容量にもとづいて、電源電圧の起動時間を
設定し、この起動時間にもとづいて、前記電源電圧を起動することを特徴とする電源起動時
間制御方法。
【請求項１０】
前記コンデンサの総容量が所定量よりも多いときは、前記起動時間を長く設定し、前記所定
量よりも少ないときは、前記起動時間を短く設定することを特徴とする請求項９記載の電源
起動時間制御方法。
【請求項１１】
１又は２以上の基板に搭載されたコンデンサの総容量にもとづいて、電源電圧の起動時間を
設定し、この起動時間にもとづいて、前記電源電圧を起動する処理を電源起動時間制御装置
に実行させることを特徴とする電源起動時間制御プログラム。
【請求項１２】
前記コンデンサの総容量が所定量よりも多いときは、前記起動時間を長く設定し、前記所定
量よりも少ないときは、前記起動時間を短く設定する処理を前記電源起動時間制御装置に実
行させることを特徴とする請求項１１記載の電源起動時間制御プログラム。
今回ある開発チームは、基板の起動時の電源電圧について負荷を最適なものにする必要があ
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りソフトスタート回路について検討をし、ＩＰＤＬを使用して当該発明を見つけ出した。し
かしこの開発チームは、より安定した動作を必要として次の点について検討をした。当該発
明では、基板に搭載されたコンデンサの総容量にもとづいて得られて起動時間の値を伝送す
る構成としているが、伝送する場合には例えばシーケンスエラーなどによる伝送エラーが考
えられ伝送に伴うリスクが考えられる。つまり伝送に関わるチェックやリカバリー機能など
も十分対応しておかなければ安定したシステムを構成することができない。そこで基板と電
源は物理的に距離が離れていない場合は、電源制御装置とコンデンサの総容量にもとづいて
得られた起動時間の値をデユアルポートラムによりメモリエリアを共有させて電源制御をす
る基板から直接コンデンサの総容量にもとづいて得られた起動時間の値を取得できるハード
ウエア構成にすることにより伝送によりデータの受け渡しをするリスクを軽減するように検
討を試みた。そこで当該発明を確認してみると当該発明の本質的部分は、基板に搭載された
コンデンサの総容量にもとづいて、電源電圧の起動時間を設定し、この設定した起動時間を
前記電源手段へ送る管理手段とを備え、この起動時間にもとづいて、前記電源電圧を起動す
ることを特徴とする電源起動時間制御装置。と考えることができると思われる。そして「不
可欠なもの」については、特別に当該発明の課題を解決する為にはじめて用いられたものは
無いと思われる。そうすると今回の活用は当該発明の本質的な部分の構成を変えて活用する
こととなる可能性がある。当該発明は登録前であることから補正がなされた場合は明細書等
の範囲、また登録後の訂正審判による訂正においても今回のような構成とすることは明細書
等には記載が無いことから侵害には該当しない可能性がある。
また、伝送をデユアルポートラムを使用する構成を変えることで伝送エラーや伝送に伴う
ハードウエアの部品点数も減らせるのではないかと思われる。ここでは発明の請求の範囲内
の本質的部分または課題の解決に不可欠なものやそのものの生産にのみ使用されるものの構
成が改良され活用される場合の実施例として特開２０１０- ２１１２９１「組み込み用プロ
グラム開発システム」を取り上げてみた。当該発明の本質的部分は複数の処理ブロックを組
み合わせてプログラムの作成を行う組み込み用プログラム開発支援システムにて同時に実行
されることの無いハードウエアを共有させて効率の良い開発環境を実現するものと解され
る。また、｢不可欠なもの｣も該当しそうな部分のプログラム性が低いことから見当たらない。
最近はブロック図からソースが作成されることを鑑みて今回ブロック図が何らかのかたちで
利用できないかというテーマでＩＰＤＬにて検索を試みたところ当該発明を見出した。まず
明細書内にブロック図を組み合わせてのプログラム作成に関する記述がある。従来では異
なった処理ブロック間での組み合わせに関するものは無いと記述があるが、この部分につい
ては創作性が低く「不可欠なもの」には該当しないと考えられる。また、
異なった処理ブロッ
ク間でもブロックを組み合わせることは当業者なら想到できる範囲ではないかと考えられ
る。そうすると少なくても異なった処理ブロック間でも組み合わせることができ、それは開
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発環境のひとつと成りうるのではないかと思われる。つまり当該発明からブロック図による
開発について得るものがあったのではないかと思われる。そしてこの部分については、当該
発明を侵害するものでは無いと思われる。また、当該発明から全体のブロックを選択してそ
の中から独立したハードウエアを表示させてそれを選択することにより選択されたハードウ
エアについてのプログラムを生成することができればハードを特定してプログラムを構成し
たい場合に有効な手法ではないかと思われる。この考えは当該発明の本質的部分の構成を変
えたようにも一見みえるが、明細書内を確認してみると第２の実施例にてこの考え方と類似
している記載がある。従って請求の範囲から発明の本質的部分の構成を変更した活用である
と思われたが明細書内に実施例として記載されているが、侵害となるか否かは請求の範囲内
の発明の構成要件を全て備えているかである。この場合は、当該発明の請求の範囲内の発明
の構成要件を全て備えていると考えら、それに当業者なら容易に考えられる事項を付加した
ものと考えられ当該発明の利用に該当するのではないかと思われる。
以 下 は そ の 他 の 分 野 の 公 報 に つ い て 本 質 的 部 分 等 の 検 討 を 試 み た。 特 開 ２ ０ １ ０２７９２５５「バイオマスの糖化方法」の公報に関しては、発明の構成要素としては請求の
範囲から加圧熱水処理工程と固体酸触媒に接触させる触媒単糖化工程とを備えたバイオマウ
スの糖化方法であると思われる。明細書内の課題を解決するための手段からバイオマウスが
オリゴ糖にまで加水分解された処理溶液を生成し、固体酸触媒による触媒単糖化工程は、固
体酸触媒が単糖の選択性が高いことから短い反応時間で高い収率の単糖を得ることができる
とあり、発明の請求の範囲の構成要素のうちの固体酸触媒に接触させる触媒単糖化工程が発
明の本質的部分と思われる。本発明において「不可欠なもの」については特にそれを用いる
ことにより初めて「発明の解決しようとする課題」が解決されるような部品、道具、原料等
は見

当たらないと思われる。また、明細書内の課題を解決するための手段において、加圧

熱水処理工程と触媒単糖化工程では、環境負荷物質を排出しないとの記載があり、この効果
は登録後に訂正審判等により外的付加による減縮の可能性もあるため活用する場合に留意す
る点ではないかと思われる。さらに請求項４，５では、第２加圧処理熱水処理工程で得られ
る残渣には加水分解あれなかったセルロースや C ６オリゴ糖 C ６単糖を含む水溶液を含水
しておりこのような残渣に対して固体酸触媒を用いて加水分解工程を実施することにより、
より多くの C ６単糖を得ることができる。とあり請求項１から３までよりもより多くの C
６単糖を得る仕組みが記載されている。従って本件のような発明の場合各請求項は多面的な
発明の保護というより、より効果が増す仕組みが記載されていると見ることができるのでは
ないでしょうか。単に請求項１を見て後の請求項は多面的な保護であると思い込んでしまい
より効果が出る活用をしたかに見えても後の請求項にしっかり記載されている場合が当然あ
りうることも留意する必要があると思われる。従って各請求項に対する本質的部分を精査す
る必要があると思われる。ちなみに発明５では、第１加圧熱水処理工程で得られた処理溶液
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と第２加圧熱水処理工程でえら得られた処理溶液とを合わせた溶液に対して触媒単糖化工程
を実施する。すなわち、Ｃ５およびＣ６オリゴ糖を同時に単糖化できる固体酸触媒を用いて
単糖化する。これによれば、プロセス全体で単糖化工程を削減できるという利点があるとし
ている。発明６では第１加圧熱水処理工程で得られる残渣には、結晶が崩れたセルロースを
含むため、固体酸触媒の加水分解効果が顕著に現れやすい。その結果、セルロースは結晶成
分を多く保つ未処理のバイオマスと接触させる場合より、C ６オリゴ糖や C ６単糖をさら
に多く得ることができるとしている。
当該発明は、構成要素としては請求の範囲から加圧熱水処理工程と固体酸触媒に接触させ
る触媒単糖化工程とを備えたバイオマウスの糖化方法であると思われるが、明細書の記載か
ら加圧熱水処理工程と固体酸触媒に接触させる触媒単糖化工程はそれぞれ公知であると考え
られるため、加圧熱水処理工程と固体酸触媒に接触させる触媒単糖化工程とを備えたバイオ
マウスの糖化方法とすることに対する技術的阻害要素については明細書の記載には見当たら
ず、技術的阻害要素が無い場合は単なる公知技術の組み合わせとして登録査定はこのままで
は為されない可能性があると考えられる。そうした場合に出願人が権利化を諦めたような場
合は公報にて公知な技術として自由技術として使用可能であると考えられる。
第５章第２節第７項

ＩＰＤＬについての考察

インデックス検索の方が、例えるとしたら適切かどうか異論はあるかと思われるが、
「魚
の漁のように網で追い込んでいく」様なイメージで漏れのない検索ができる仕組みと思われ
る。ただ実際にインデックス検索を実施する際にはテーマコードの選定する場合では分類表
から分類をするよりも類似の公報をテキスト検索で幾つか選んでそのテーマコードを取得す
る方が効率的と思われるが、分類表から選ぶ場合と同様に技術者のアドバイスが無い場合に
は大本から的外れのテーマコードを選んでしまう可能性があるのではないかと思われる。そ
してテーマコードからＦＩを選ぶ際にも技術者のアドバイスがあった方が良いと思われる
が、ＦＩを選ぶ際にはある程度ＦＩの幅が広い為、少々的外れであったとしても求めている
ＦＩを得られるのではないかと思われるが、問題はＦタームの観点ではないかと思われる。
Ｆタームの観点を選定する場合にはどの様な技術的要素が入っているかを認識している必要
があると思われる。ここを間違えてしまうとやはり的外れな検索となってしまう可能性があ
るのではないかと思われる。従って、少なくても大本からずれないためにテーマコードの選
定及びＦタームの観点については、技術者のアドバイスが必要なのではないかと思われる。
技術者のアドバイスがあってこそインデックス検索のすばらしい威力が十分に発揮されると
思われる。そうするとむしろテキスト検索の方がピンポイントで検索でき改版等の意識も必
要無いので容易にある程度の検索ができるのではないかと思われる。テキスト検索も同類語
等は技術者のアドバイスが必要になるかと思われるが、担当するビジネスユニットについて
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技術者と会話をしていくなかで、その程度の用語レベルの話であれば認識できるとのではな
いかと思われる。特にプログラムのようなものの場合はモジュール単位での検索の必要性が
あると思われ、モジュールの場合はどのようなジャンルでも含まれる可能性が高いのでピン
ポイントでの検索の方が全てのジャンルの検索ができるのではないかと思われた。ソフトウ
エア関連発明の発明では、機能クレームの場合もありこの場合は、明細書内に限定された当
該発明の本質的部分があり、ピンポイントでの検索はこの「深さ」まで検索するためある意
味有効ではないかと考えた。また、公報検索する際に留意しておいた方が良い点としては、
日本を指定国とする国際出願では再公開までに時間を要するためこの公報もＩＰＤＬで確認
しておく方が探す範囲が少しでも広がるのではないかと思われる。

第６章

小括

「利用」については前述のように進歩性等が認められれば特許権が得られうる可能性ある
が実施は制限される。上記第５章２節第３項から第５項で発生した発明又は発明のレベルま
で到達していない「物」に関する考案レベルのものは、実用新案登録をまず出願することに
より知的財産権法による保護が得られる可能性があると考える。これにより特許性のあるレ
ベルのものである場合は、後から実用新案登録出願からの特許出願（特４６条）や実用新案
登録に基づく特許出願（特４６条の２）により特許出願へと切り替えることが可能となる。
また、後日研究等の継続により関連する発明をした場合には、包括的で漏れの無い特許出願
を特４１条により実用新案登録出願から優先権主張して権利化をすることも可能である。勿
論有効な効果が参酌されて上記第５章２節第３項から第５項で発生した特許出願による優先
権主張の可能性もありえる。当然先行技術文献への対象特許の記載は必要である。ただし、
プログラムはソフトウエア関連発明やビジネス方法特許に関しては、ソフトウエアの部分を
改良して活用したものが発明のレベルでない限り特許で保護をうけられず、実用新案ではプ
ログラムは保護されないため、せめて著作権法でのプログラムの登録に対して特許法の４１
条の様な優先権主張ができればソフトウエア関連発明やビジネス方法特許に関して新しい領
域ができるのではないかと思われる。
ただソフトウエアに関しては、当業者は一搬的にはソフトウエアを文章で認識するという
よりは、フローチャートで理解する習慣になっているかと思われるが、特許庁ソフト審査基
準１．２．２ではフローチャートで説明しなければならないという書きぶりにはなっていな
い。ソフトウエア全体に対するフローチャートまで載せるのは勿論無理なことではあるが、
物の特許では図面が必ず記載されていて図面をみることで当業者はその特許に対するある程
度の理解が得られる。従って図面は重要なアイテムとなっていると思われる。そうするとソ
フトウエアに対しても請求の範囲の特定事項に関する事項に関する核となる部分に関して
は、ある程度詳細なフローチャートが記載されていない場合はその特許の核となる部分を理
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解するのが難しくなり活用する意欲が薄れる可能性があるのではないかと思われた。
電子出願がなされる昨今ではＩＰＤＬに添付ファイルとして添付することも不可能ではな
く（著作権登録の際は SOFTIC（ソフトウエア情報センター）に複製物を提出している）
ソフトウエア関連発明やビジネス方法特許に関して特許公報の理解がより容易になることを
期待したいと感じた。

第７章

おわりに

特許情報に掲載されたものを活用することにより重複開発は勿論のこと、開発時間や開発
コスト及び登録されている特許は実際の製品に使用されている可能性が高くその実績
（品質）
を考慮すれば単体検査などの検査工数のある程度の削減も可能となり、総合的に製品開発の
課題であるＱ（品質）
・Ｃ（開発コスト）
・Ｄ（開発納期）にも効果があるのではないかと思
われる。さらに特許情報の活用が同時に新たな知的財産権の発生にまで繋がれば、産業と共
に知財業界も活用されるだけでは無く新たな発明が生まれることによってより活性化される
と考えられる。

［注］
（１）

中山信弘「注解特・上」２０００年（青林書院）９５５頁

（２）

リパーゼ事件

（３）

アースベルト事件

（４）

アクリルアミド事件

（５）

交換レンズ事件

最判平３・３・８. 判時１３８０号１３１頁、判タ７５４号１４１頁
最判昭６３・７・１９
東京地判

判時１２９１号１３２頁

昭和５１・ ５. ２６

東京地判昭５６・２・２５

無体集１３巻１号１３９頁、判時１００７

号７２頁
（６）

遊技機特許権侵害事件知財高裁判平２２・３・１０

（７）

生海苔の異物分離除去装置事件

（８）

磁気リーダ事件

（９）

アイスクリーム充填苺事件

（１０） 一太郎事件

東京高判平１２（ネ）２１４７判時１７３８号１００頁

東京地判平１０・１２・２２

判時１６７４号１５２頁

東京高判平１７・１・２５

知財高判平成１７・９・３０

（１１） インターネットナンバー事件
（１２） キルビー事件

平十９（ネ）１００５２

平１６・（ネ）第２０３３号

判時１９０４号４７頁

知財高判平２０・（行ケ）１０２９７号

最判平成１２・４・１１判時１７１０号６８頁

（１３） ナイフ加工装置事件

最判平２０・４・２４民集６２巻５号１２６２頁

（１４） キャノンインクカートリッジ事件
（１５） ノブ飾り事件東京高
（１６） ドアヒンジ事件

最判平１９・１１・８判時１９９０号３頁

東京地判昭５８・２・１６無体集１５巻１号４９頁

東京地判昭５８・５. ２５無体集２号３９６頁

（１７） プレキャスト鉄筋コンクリート板に埋め込むインサートの取り付け方法事件東京高判昭
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５９・４・２６
（１８） 耐風強化瓦事件

大阪高判平１１・ ７・２９ 平１１（ネ）２２１

（１９） 環状カッタ事件

大阪地判平１３・３・１

（２０） 永野 周志 「特許権侵害判断認定基準」２００６年（ぎょうせい）３２６頁
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知財情報を活用した開発について

As for development that uses the proprietary
information, it is Hiroyuki Shigeta for the private
law study major doctor course of latter term two
years.
SHIGETA, Hiroyuki
The intellect fortune information is the collection of various advanced technology
information and is inflected sufficiently at the development of products stage, and it is
thought whether it should be utilized as a clue of the measures of under development
technical problems more. I can list patent information to be related that the word was
included in by a text searching a point（a noise or heat）and the words such as target
products becoming the problem at a development stage as approach. Not to mention
overlap development, it is thought that some reduction of inspection man-hours such as
the simple substance inspection is enabled if development time and a development cost
and the registered patent are more likely to be used for a real product and consider the
results（quality）, and there may be an effect on quality, a development cost, the
development appointed date of delivery that is a problem of the development of products
by utilizing a thing placed in the patent information. Furthermore, it is thought that the
intellectual property information to be targeted of the utilization increases if inflection of
the patent information leads to the outbreak of new intellectual property rights at the
same time, and industry and the intellect fortune industry are activated more.
Key word: Intellectual property information development phase use quality, development
cost, and development delivery date right making
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