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プロダクト・バイ・プロセスクレーム（以下「ＰＢＰクレーム」という。）事件の
最高裁判決が特許実務に与える影響は、どの程度のものであるか。判決文
（特に、裁判所が公開にあたって下線を付した箇所）を字句通りに解釈する限り、
特許実務に与える影響は大きい、と考えられる。本稿の脱稿寸前（7月6日）
に、特許庁HPで「PBPクレームに関する当面の審査の取り扱いについて」が
公表されたが、不明・未定のことも多々ある。この段階での考察は、突っ込
みどころ満載になるかもしれないが、特許実務に与える影響も含めて可能な
範囲で探ってみたい。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

プロダクト・バイ・プロセスクレーム

最高裁判決の影響についての
考察

芳樹

所長・弁理士

の平24（ 受）2658（以下「最判2658」

最高裁第二小法廷では、６月５

という。）では、技術的範囲に属す

日に２つのPBPクレームに関する

ることについて当事者間の争いは

判決が出ている＜表1参照＞。い

なかった。

ずれも、同一特許権に基づく差止

本稿の下段には、2つの最高裁

請求事件の判決であるが、差止請

判決のポイント（裁判所HPで下線が

求された当事者が異なる。発明の

付されている箇所）と、原審（知財高

技術的範囲の確定が争われて知財

裁）判決文の対応する箇所を整理

高裁大合議判決（平22(ﾈ)10043、以下

する。また、基本的な用語の意味

「大合議判決」という。） が破棄され

も本稿下段に整理しておくので、

たのが平24（ 受）1204 （以下「最判

参照されたい。

1204」という。） であり、もう一つ
＜表１＞
最高裁

平 24（受）1204

平 24（受）2658

知財高裁

特別部平 22(ﾈ)10043

第 1 部平 23(ﾈ) 10057

東京地裁
主な争点

民 29 部平 19(ﾜ)35324
技術的範囲の確定

民 47 部平 20(ﾜ)16895
発明要旨の認定

最高裁判決のポイントと原審判決

長谷川

《最高裁判決は２つある》

＊技術的範囲の確定について

・最高裁平 24( 受 )1204

（１）「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にそ
の物の製造方法が記載されている場合であっても，その
特許発明の技術的範囲は，当該製造方法により製造され
た物と構造，特性等が同一である物として確定される」
（最判 1204 判決文第 3 頁最終行〜第 4 頁第 2 行（裁判所 HP 公
開で下線を付した箇所））

（２）「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にそ
の物の製造方法が記載されている場合において，当該特
許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号にいう「発明
が明確であること」という要件に適合するといえるのは，
出願時において当該物をその構造又は特性により直接特
定することが不可能であるか，又はおよそ実際的でない
という事情が存在するときに限られる」
（最判 1204 判決文第 5 頁第 12 行〜第 16 行（裁判所 HP 公開で
下線を付した箇所））
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《PBPクレーム問題の経緯》

判長は 補足意見 で「不可 能、困

る物と同一の物に及ぶとする
（物同

これまでのPBPクレーム問題を

難、あるいは何らかの意味で不適

一説）立場があり、裁判所の判断が

整理すると、請求項に「製造方法

切（例えば、不可能でも困難でもない

分かれていた。ただし、物同一説

によって生産物を特定しようとす

ものの、理解しにくくなる度合が大き

で技 術的 範囲 を解 釈した 判決 例

る表現」を記載することが広く容

い場合など）」を「不可能・困難・不

は、真正（または真正に近い）PBPク

認されたのは、平成６年の特許法

適 切 事 情 」と 呼 ん で い る（ 最 判

レームのものが目立つように見受

改正（法36条の記載要件の改正）以降

1204、第8˜9頁、
「２
（１）」参照）。現在

けられる（東京高判平9.7.17「インタ

であり、特許審査基準第Ⅰ部第１

まで特許庁は、物として不明確に

ーフェロン事件」）。

章

ならなければPBPクレームの記載

2.2.2.4（2）には、PBPクレー

を容認する一方で、発明の要旨に

《大合議判決は

「発 明 の 対 象 と な る 物 の 構 成

ついてはPBPクレームに記載の製

バランスを取っていた》

を、製造方法と無関係に、物性等

法で限 定せずに 物同一説 で認定

大合議判決は、本件発明を不真

により直接的に特定することが、

し、どちらかと言えば、出願人に

正PBPクレームと認定した上で、

不可能、困難、あるいは何らかの

対して厳しい立場で新規性・進歩

技術的範囲の解釈では製法限定説

意味で不適切（例えば、不可能でも

性を審査してきた。要するに特許

をとることにより、権利者に過剰

困難でもないものの、理解しにく

庁は、PBPクレームの製法的な記

保護（第三者に過大な不利益）を与え

くなる度合が大きい場合などが考

載については出願人の意思を尊重

ないようにバランスをとった。そ

えられる。）であるときは、その物

する一方で、特許性の審査にあた

の一方で、法104条の3（ダブルトラ

の製造方法によって物自体を特定

っては製法的な記載によって進歩

ック規定）による無効の抗弁につい

することができる（プロダクト・バイ・

性等が緩く判断されることがない

て触れ、
「発明の要旨の認定に際し

（破線は筆者）。
プロセス・クレーム）。」

ようにバランスを取ってきた。

ても特許請求の範囲に記載された

ムについて次の記載がある。

一方、侵害訴訟における技術的

とおりの製造方法により製造され

437（異議決定取消請求事件「光ディ

範囲の解釈では、PBPクレームに

た物として、その手続きを進める

スク用ポリカーボネート形成材料」）

記載の製法で限定する
（製法限定説）

べき」
（大合議判決文74頁最終段落）

を受けたものであり、千葉勝美裁

立場と、その方法により製造され

として、こちらでも製法限定説を

これは、東京高判平11（ 行ケ）

・知財高裁平 22(ﾈ)10043
「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその
物の製造方法の記載がある場合における当該発明の技術
的範囲は，当該物をその構造又は特性により直接特定す

も，その発明の要旨は，当該製造方法により製造された
物と構造，特性等が同一である物として認定される」
（最判 2658 判決文第 4 頁第 7 行〜第 13 行（裁判所 HP 公開で下
線を付した箇所））

ることが出願時において不可能又は困難であるとの事情
が存在するときでない限り，特許請求の範囲に記載され
た製造方法により製造される物に限定して確定されるべ
きである。」
（最判 1204 判決文第 3 頁第 1 行〜第 5 行における原審の要約）

・知財高裁平 23(ﾈ)10057
「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその
物の製造方法の記載がある場合における特許法１０４条の
３第１項に係る抗弁の判断の前提となる当該発明の要旨
は，当該物をその構造又は特性により直接特定すること

＊発明の要旨の認定について

・最高裁平 24( 受 )2658

「特許が物の発明についてされている場合には，その特
許権の効力は，当該物と構造，特性等が同一である物で
あれば，その製造方法にかかわらず及ぶこととなる。

が出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在
するときでない限り，特許請求の範囲に記載された製造
方法により製造される物に限定して認定されるべきであ
る。」
（最判 2658 判決文第 3 頁第 11 行〜第 15 行における要約）

したがって，物の発明についての特許に係る特許請求の
範囲にその物の製造方法が記載されている場合であって
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とっている。

ラック規定）との関連である。特許

レームの製法的記載の解釈を製法

大合議判決は、不真正PBPクレ

の有効・無効の対世的な判断は特

限定説で統一することにより、こ

ームの技術的範囲の確定と発明要

許庁の無効審判手続で行なわれ、

の居心地の悪さを解消したのであ

旨の認定について、製法限定説で

裁判所は侵害訴訟の場面でその有

り、千葉勝美裁判長はこれを補足

解釈を統一させたわけだが、下記

効性を対世的に否定することはで

意見で「同法の原則と特許庁の審

の２点を指摘しておきたい。

きないが、法１０４条の３は、侵害

査実務とを踏まえた現実的な対応

第１は、大合議判決はPBP クレ

訴訟において特許無効の抗弁がさ

を模索した苦心の見解」と評して

ームの運用状況に鑑みて、権利者

れた時は、裁判所はその特許が無

いる（最判1204号判決文11頁18行）。

と第三者の利害調整をバランスさ

効にされるべきか否かを判断でき

せていた、と感じる。PBPクレー

る旨を規定している。

《最高裁判決は卓袱台返し?》

ムは、平成６年特許法改正から２０

このように、裁判所において特

最高裁は、技術的範囲の解釈に

年近くにわたる運用実績があり、

許権の侵害と特許の有効・無効性

よって権利者と第三者の利害調整

クレーム中に製法的記載がされた

の双方が争われるようになったた

を図るのをやめて、不真正PBPク

特許（出願中、審査中、登録済みのも

め、PBPクレームではダブルトラ

レームにおける製法限定の記載は

の）の件数は膨大である。

ックの下でのダブルスタンダード

明確性の要件（法36条6項2号）に適

そうであるなら、クレームに記載

という厄介な問題が発生した。す

合しないものとして、特許の有効

された製法的限定を記載通りに解

なわち、不真正PBPクレームに関

性そのものを否定した（法36条6項2

釈して発明要旨を認定し、かつ、製

する侵害訴訟において、技術的範

号は拒絶、異議および無効理由）。大

法的限定を記載通りに理解して技

囲の争いでは製法限定説でクレー

合議判決と真逆の方向でダブルト

術的範囲を確定すれば、これまで

ムが解釈される一方で、無効の抗

ラック規定の下でのダブルスタンダ

の運用実績にも馴染み、権利者を

弁における発明要旨の認定では物

ード問題を解決した、とも言える

過剰に保護したり第三者に過大の

同一説でクレームが解釈されるこ

損失を与えたりすることもない。

ととなると、居心地が良くない。

平成６年特許法改正から積み上

第２は、創英ボイス
（前号）でも

大合議判決は、発明要旨の認定と

げられてきた２０年間分のPBPクレー

取り上げた法１０４条の３（ダブルト

技術的範囲の確定におけるPBPク

ム特許については、クレーム中の

本件クレームと特許庁の判断
＊本件特許は不真正 PBP クレーム
本件特許（特許 3737801）の請求項 1 を要約すると、

（最判1204、第6頁、「１
（１）
」参照）。

文第 3 頁最終行〜）に相当する PBP クレームであるが、物（プ
ラバスタチンナトリウム）としての特徴は不純物の量にしかな

く、製法的な要件 a）〜 e）が蛇足的に付加されたに過ぎな
いという点でも、典型的な不真正 PBP クレームである。

「次の段階：
a）…（略）…を形成し、

出願経過を簡単に振り返ると、出願当初の請求項 1 は製

c）…（略）…を精製し、

法限定のない物のクレームであったが、進歩性欠如等によ

d）…（略）…に置き換え、そして

り拒絶査定された。その後、審判請求に際して物のクレー

e）…（略）…単離すること、

ムが削除されて、請求項１が製法要件 a）〜 e）を蛇足的に

を含んで成る方法によって製造される、プラバスタチン

付加した PBP クレームに補正された後、前置審査で進歩性

ラクトンの混入量が 0.5 重量 % 未満であり、エピプラバ

が認められて特許査定された。

の混入量が 0.2 重量 % 未満であるプラバスタチンナトリ

特許庁の運用では、前述の通り PBP クレームは容認しつ
つ、その発明の要旨については製法で限定せずに物同一説

ウム。」

で認定していたのであるから、本件のような不真正 PBP ク

となる。
これは「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲
にその物の製造方法が記載されている場合」（最判 1204 判決

06

＊出願経過と審決取消訴訟で示された特許庁の見解

b）…（略）…を沈殿し、
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レームは本来なら進歩性欠如により拒絶されるはずであ
る。

プロダクト・バイ・プロセスクレーム最高裁判決の影響についての考察

製法的記載が明確性の要件に適合

を要するなど，出願人にこのよ

しないため拒絶、異議、無効理由

うな特定を要求することがおよ

がある、とされるものが頻出する

そ実際的でない場合もあり得る

《判決の影響が及ぶ範囲と

可能性がある。さらに、明確性要

ところである」として，一見極

補正／訂正》

件違反を免れ得る真正PBPクレー

めて限定的ながらＰＢＰクレー

最高裁判決によれば、クレーム

ムは、不可能・非実際的事情（「用

ムを認めようとしているかのご

中に製法が記載されたPBPクレー

語の解説」を参照）が存在するとき

とくであるが，結局のところ

ムが明確性の要件（法36条6項2号）

に限られるとしているが、これは

「法３６条６項２号にいう『発明

に適合する場合は、「出願時にお

従前の不可能・困難・不適切事情

が明確であること』という要件

いて当該物をその構造又は特性に

の基準を遥かに厳しくしたもので

に適合するといえるのは，出願

より直接特定することが不可能で

あり、そのような事情が存在する

時において当該物をその構造又

あるか，又はおよそ実際的でない

場合は極めて少数であると考えら

は特性により直接特定すること

という事情が存在するときに限ら

れるので、事実上、PBPクレーム

が不可能であるか，又はおよそ

れる」。判決文を字句通りに解釈

を絶滅させてしまう判決である。

実際的でないという事情が存在

すれば、バイオ、化学、薬品等の

少し長くなるが、山本庸幸裁判

するときに限られると解する」

分野は不可能・非実際的事情の主

官の意見を引用する（最判1204号判

とする。しかしながらこれで

張が可能な場合もあるだろうが、

決文18頁17行〜19頁4行）。

は，ほとんどＰＢＰクレームが

これ ら以 外の 多く の分野 も含 め

認められる余地はないのではな

て、ごく一部を除く大半のPBPク

かろうか。

レームが拒絶、異議、無効の理由

て当該物の構造又は特性を解析

…（以上、判決文引用）…

を持つことになりそうだ。

することが技術的に不可能であ

これまでの特許庁の運用実績を

ったり，特許出願の性質上，迅

根本的に覆し、しかも、２０年間分

合に発明の明確性（法36条6項2号）

速性等を必要とすることに鑑み

のPBPクレーム特許を事実上絶滅

が問題となり、どのような補正／

て，特定する作業を行うことに

させかねないものとして、最高裁

訂正が認められるのか／認められ

著しく過大な経済的支出や時間

判決は卓袱（ちゃぶ）台返しに値する

ない のか 、と いう 点が問 題に な

…（以下、判決文引用）…
多数意見は，「出願時におい

本件特許の有効・無効性は特許無効審判とその審決取消

といっても良いのではないか。

実務の観点では、どのような場

るものと解して，新規性，進歩性の審査を行うこととなっ

訴訟でも争われ、大合議判決と同日に判決が言い渡されて

ており（上記（2）イ（ｲ）参照），最終生産物が同じであれば，

。その訴訟において、特許
いる（知財高裁平 21（行ケ）10284 号）

製造方法の限定のある請求項に係る発明も限定のない発

法 180 条の 2 の規定に基づく特許庁長官の意見聴取がなさ

明も同じ発明と解して審査を行うことになるから，製造

れ、特許庁は本件特許について以下のような意見を述べて

方法の限定の有無によって異なる判断をした審査は，審

いる。

査基準に則したものということはできない。そうすると，
製造方法の限定がされていることのみをもってその請求

「イ 審査についての審査基準との整合性
審査官は，拒絶査定において，拒絶理由がある請求項
として製造方法の限定のない請求項のみを挙げ，プロダ

項に係る発明の新規性ないし進歩性を肯定した本件特許
に係る審査は，少なくとも審査基準に沿うものではな
い。」（判決文 52 頁 5 〜 19 行）。

クト・バイ・プロセス・クレームを挙げておらず，さらに，
前置審査において，製造方法の限定のない請求項が削除

本件の特許査定が特許庁の審査基準に沿わない処分だっ

され，プロダクト・バイ・プロセス・クレームのみが特

たことは明らかだが、現実にはこのような処分事例は少な

許請求の範囲に記載されることとなった出願について特

くないだろう。

許査定をした事実が認められる。
しかし，審査基準では，プロダクト・バイ・プロセス・
クレームは，最終的に得られた生産物自体を意味してい
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る。これについては、次の「PBP

「従前，出願審査の段階では

２６条）等を活用することも考え

クレーム問題の仮想事例による補

原則として不可能・困難事情の

られ，それらが現実にどのよう

正／訂正の可否の検討」で私見を

存否を実際上チェックしないま

に処理されるかは今後に残され

述べたので、参照されたい。

ま既に認められ登録されてきた

た問題であろう。」

なお、発明の明確性欠如を理由

ＰＢＰクレームについて，今

…（以上、判決文引用）…

に無効主張がされた場合の回避策

後，無効審判請求や侵害訴訟の

としては、PBPクレームの製法ク

過程での特許無効の抗弁の提出

千葉裁判長は、訂正要件を緩和

レームへの訂正が重要になるわけ

がされることも予想される。し

すべし、とまでは言っていないま

だが、その訂正要件については、

かし，出願時において不可能・

でも、一定の示唆は与えていると

これまでよりも緩やかに運用され

非実際的事情の存在を明らかに

読みたい。

ることになるのではないかと考え

できないのであれば（それは，

て（期待して？）いる。

構造等で特定できるのにそれを

《PBP クレームの仮想事例

その根拠は、発明の構成をPBP

せず，安易に製法により特定し

による補正／訂正の検討》

クレームで表現したことは出願人

たＰＢＰクレームとして出願し

請 求 項 A1、A2、B、C は、技

／権利者の自己責任ではあるが、

たということになる。），それ

術的思想としては共通性を有する

これまでは特許庁や裁判所で容認

が無効とされても止むを得ない

発明を、不真正 PBP クレームで物

されてきた記載形式であるから、

ところである。もっとも，この

の発明として表現したとき（請求項

記載要件を理由に特許が無効にさ

事態は，特許出願の審査が緩く

A1、A2）
、物品の製造方法の発明

れて しま うの は問 題だ から であ

ＰＢＰクレームを認めてきたこ

と し て 表 現 し た と き（請 求 項 B）
、

る。この点に関し、千葉勝美裁判

とに起因するものであり，この

PBP クレームではない物品の発明

長は補足意見の締め括りとして下

ことは出願人のみの責任ともい

として表現したとき（請求項 C）の

記のように述べており、示唆に富

えないところであって，これを

仮想クレームである＜表 2 参照＞。

む（最判1204第13頁第8〜18行、破線

避けるためには，特許無効審判

請求項 A1、A2 のようなクレー

は筆者）。

における訂正の請求（法１３４条

ムの記載は、これまで広く容認さ

の２）や訂正審判の請求（同法１

れてきたが、今回の判決が示す「不

…（以下、判決文引用）…

基本的な用語の意味

法限定説」、物が同じかどうかのみで判断すべきという説
を「物同一説」という。

＊PBP クレーム
製造方法（プロセス）によって物（プロダクト）を特定する請

＊真正・不真正 PBP クレーム

求項のこと。特許法上、発明は、物の発明、方法の発明、

PBP クレームには 2 つの類型があり、知財高裁大合議判

物を生産する方法の発明の 3 種類がある（特許法 2 条 3 項）が、

決はこれを「真正 PBP クレーム」および「不真正 PBP クレー

PBP クレームは物の発明に該当する。物の構造によって発

ムと名付けた。この名称を踏襲するならば、最判 1204 お

明を特定できない（特定しにくい）時、製造方法で発明を特定

よび最判 2658 判決文によれば、真正 PBP クレームは「出

したのが PBP クレームであり、特許性の判断（発明要旨の認

願時において当該物をその構造又は特性により直接特定す

定）や権利範囲の判断（技術的範囲の確定）において、製造方

ることが不可能であるか，又はおよそ実際的でないという

法で限定解釈されるのか否かが問題になる。

事情が存在する」場合（千葉裁判長、山本裁判官らはこれを「不
可能・非実際的事情が存在する場合」としている。）であり、不

＊製法限定説、物同一説
請求項に製造方法を記載しているのだから、当然に限定
解釈すべきだとも言えるが、物の発明である以上、製法が
異なっても製造された物自体が同一であれば同じとも考え
られる。製法によって限定して解釈すべきという説を「製
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真正 PBP クレームはそのような不可能・非実際的事情が存
在しない場合（本件クレームは典型的な不真正 PBP クレームと
言える。）である。

プロダクト・バイ・プロセスクレーム最高裁判決の影響についての考察

可能・非実際的事情」が存在する
か否かという基準の下では容認さ
れることはない。

クレームであるとも言える。
請求項 A1 は不真正 PBP クレー

的特徴が付されており、樹脂層に
ついては「塗布して、硬化させて」

ムである。その理由は、発明の構

ということで動詞を能動態で２段

請求項 A1 または A2 で出願係

成をその物の構造・特性により説

階で使って経時的になっているの

続中／権利化済みの場合には、明

明するにあたって最判１２０４が示

で、請求項 A1 のような二重の意

確性要件（法 36 条 6 項 2 号）違反で

す不可能・非実際的事情が存在す

味ではないが、請求項 A2 も PBP

拒絶、異議申立、無効理由が指摘

るとは言えないからである。した

クレームである。

されることになるが、これを回避

がって、請求項 A1 は法３６条６項２

請求項 A1 の場合と同様の理由

するためにクレームの補正／訂正

号の明確性の要件を満足せず、拒

で、請求項 A2 も不真正 PBP ク

を行う場合の問題点を検討する。

絶、異議、無効理由を有している。

レームであるから、特許法３６条６
項２ 号の 明確 性の 要件を 満足 せ

＊請求項 A1；

＊請求項 A2；

ず、拒絶、異議、無効理由を有し

「物の発明についての特許に係

請求項 A1 と同様に PBP クレー

ている。参考までに付言すると、

る特許請求の範囲にその物の製造

ムであるが、「…亜鉛層を形成し、

請求項 A1 で明確性要件違反を指

（最判
方法が記載されている場合」

…樹脂層を形成し、…粗面化処理

摘されて請求項 A2 に補正／訂正

1204 判決文第 3 頁最終行〜）に相当

を施してなる物品」として、経時

しても、不真正 PBP クレームで

する PBP クレームである。その

的要素で発明の構成を特定するの

ある こと に変 わり はない ので 拒

理由は、①「…を形成し、…を形成

ではなく、「…形成された亜鉛層

絶、異議、無効理由は解消されな

し、…施してなる物品」として、

と、…形成された樹脂層と、を備

いと思われる。

経時的要素で発明の構成が特定さ

え、…粗面化されてなる物品」と

れ て お り、②各 段 落 に お い て も、

してプロセスが物の構成要件で説

《請求項A1から請求項Bへの

亜鉛層および樹脂層の製法や粗面

明されている。しかし、これら発

補正／訂正》

化の処理方法に関する技術的特徴

明の構成要件を説明する各段落に

請求項Bは、請求項A1のPBPク

が付されているからであり、①お

おいては、亜鉛層の製法や外周面

レームを製造方法のクレームに書

よび②という二重の意味で PBP

の粗面化の処理方法に関する技術

き換えたものであり、請求項A1

＊発明要旨の認定、技術的範囲の確定

訟の場面で無効の抗弁が認められるので、裁判所は発明の

クレームの解釈は、発明の要旨の認定と技術的範囲（権

要旨を認定して特許の有効性を判断する一方で、発明の技

利範囲）の確定の２つの場面でなされる。発明の要旨は特

術的範囲を確定して特許権侵害の成否を判断することにな

許審査、審判、審決取消訴訟で認定され、発明の技術的範

る。

囲は特許侵害訴訟で確定される。
＊ダブルトラック規定
特許の有効・無効の対世的な判断は特許庁の無効審判手
続で行なわれ、裁判所は侵害訴訟の場面でその有効性を対
世的に否定することはできない。しかし、特許法１０４条の
３は、侵害訴訟において「特許が無効審判により無効にさ
れるべきものと認められる」ときは、当該訴訟における特
許権の行使は許されない旨を規定している。このため、特
許の有効・無効の判断が特許庁（無効審判）と裁判所（侵害訴訟）
の双方で争われるというダブルトラックの問題が発生す
る。
特許法１０４条の３（ダブルトラック規定）によれば、侵害訴
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に対する明確性の要件違反を回避

換える補正／訂正は、経時的要素

に、経時的要素を含まない製造方

するための補正案、訂正案の一例

の有無で請求項A1の場合に比べ

法へ の請 求項 の補正 が考 えら れ

である。

て困難性が増す。請求項A2は、

る。なお、当初明細書には「工程」

補正であれば請求項Bへの書き

「…形成された亜鉛層と、…形成

の用語を記載していなくても、自

換えは可能と考えられ、最後の拒

された樹脂層と、を備え、粗面化

明な範囲の補正として認められる

絶理由通知に対する補正であって

されてなる物品」とすることで、

と考えられる。ただし、訂正につ

も、明確性要件違反の指摘に対す

①亜鉛層形成⇒②樹脂層形成⇒③

いては、現行の特許庁の運用では、

る明瞭でない記載の釈明（法17条の

粗面 化処 理と いう ステッ プの 順

請求項A1から請求項Ｂへの訂正

2 5項4号）として認められると思わ

番、つまり経時的な要素を抜きに

と同様かそれ以上に困難である。

れる。

して発明の構成要件が特定されて

権利化後の訂正の場合は、これ

いるためである。

《請求項A1から請求項Cへの
補正／訂正》

までの特許実務に従えば特許請求

製法クレームで重要な役割を果

の範囲の変更（法126条4項）になるの

たす経時的な要素が、明細書の発

請求項Cは、請求項A1のPBPク

で認められない。しかし、物のク

明の詳細な説明や添付図面に記載

レー ムか ら、 ①経 時的要 素を 省

レーム（PBPクレーム）から製造方法

されていた場合は、その記載の範

き、②亜鉛層と樹脂層の製法的な

のクレームへのカテゴリーの変更で

囲内でのクレームの補正も可能に

説明を各層の状態を示す表現に改

はあるが、実質的には発明が変更

なる（訂正は難しいだろう。）が、そ

め、③外周面の粗面化の処理方法

されたとは言えないということに

のような記載がなければ製造方法

に関する記載を省くことにより、

なれば、訂正要件の解釈（緩やかな

のクレームへの書き換えは認めら

物の発明として構成要件を記載し

解釈）により訂正が認められる余地

れない。

たものである。

がある、と考える。

そ の対 応策 とし ては、 請求 項

請求項Cは、①経時的要素を省

A2での３つの処理を例えば工程

いたことで発明の範囲が実質的に

《請求項A2から請求項Bへの

と表現して、
「・・・亜鉛層を形成す

拡張するので、補正については、

補正／訂正》

る工程と、・・・樹脂層を形成する

最後の拒絶理由通知に応答する場

請求項A2のPBPクレームを請求

工程と、・・・粗面化する工程とを

合でも認められるとしても、訂正

項Bのような製法クレームに書き

含む物品の製造方法」というよう

については、現在の特許庁の運用

＜表２＞

【請求項 A1】
不真正 PBP

円柱形状の基体の一方の端面に無電解メッキで亜鉛層を形成し、
当該基体の他方の端面に樹脂を塗布して紫外線照射により硬化させた樹脂層を形成し、
当該基体の外周面に粒子状の研削材を衝突させて粗面化処理を施してなる物品。
円柱形状の基体の一方の端面に無電解メッキで形成された亜鉛層と、

【請求項 A2】
不真正 PBP

他方の端面に樹脂を塗布して紫外線照射により硬化させて形成した樹脂層と、
を備え、
外周面は、粒子状の研削材を衝突させることにより粗面化されてなる物品。

【請求項 B】
製造方法

【請求項 C】
物（非 PBP）

円柱形状の基体の一方の端面に無電解メッキで亜鉛層を形成し、
当該基体の他方の端面に樹脂を塗布して紫外線照射により硬化して樹脂層を形成し、
当該基体の外周面に粒子状の研削材を衝突させて粗面化させる物品の製造方法。
円柱形状の基体の一方の端面に形成された（無電解）亜鉛メッキ層と、
他方の端面に形成された（紫外線）硬化樹脂層と、
を備え、
外周面は、粗面化されてなる物品。
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では 認め られ るの は難 しい 。ま

層の形成、樹脂層の形成および外

の最高裁判決は、これまで２０年間

た、②亜鉛層と樹脂層の製法的な

周面の粗面化プロセスの相互間で

にわたって容認されてきた不真正

説明について言えば、括弧（）で

経時的 な要素が 省かれて いるの

PBPクレームが、発明の明確性と

示し た「 無電 解」 およ び「 紫外

で、請求項Cのような物のクレー

いう記載要件（法36条6項2号）によ

線」は、物の構成要素「亜鉛メッ

ム形式に書き換えても、①経時的

って無効にされてしまうという卓

キ層」および「硬化樹脂層」の状

要素を省いたことで発明の範囲が

袱台返しの（異常な？）内容である

態を説明しているだけでPBPクレ

実質的に拡張することはない。

から、クレームの訂正要件につい

ームに該当しないとして記載が容

しかし、②亜鉛層と樹脂層の製

て今までの運用（波風の立っていな

認されると考えるが、この点に発

法的な説明を各層の状態を示す表

い平穏な状況下での運用）に、必要

明の特徴があるような場合は、そ

現に改め、③外周面の粗面化の処

以上にこだわり過ぎるのは実情に

のような記載は容認され難いと考

理方法に関する記載を省いている

合わない（いかがなものか）と考えて

えられる。

点に関しては、請求項A1から請

いる。杓子定規な運用ではなく実

請求項A1の要件「外周面に粒

求項Cへの書き換えの場合と同様

情に 鑑み た運 用が 求めら れて お

子状の研削材を衝突させて粗面化

に、発明範囲の拡張等の問題があ

り、その意味で、今後、多様な訂

処理を施してなる」については、

る。

正実務が積み重ねられて妥当なと

外周面の処理方法（サンドブラスト
法）の説明を外周面の状態に書き

ころに着地してくれることを願い

《仮想事例の検討のまとめ》

たい。

換えるのが難しく、請求項Cで

補正の場合には、明細書および

この点で参考となるのは、知財

は、③外周面の粗面化の処理方法

添付図面に記載された範囲がベー

高 裁 平１８
（ 行ケ）
１０２６８号（ 平

に関する記載を省き、単に「外周

スになるので、クレーム化されて

19.11.28判決）で示された判断であ

面は、粗面化されてなる」として

いなくても明細書等に記載がある

る。これは「自動食器洗浄機用粉

いるが、これは上位概念化に相当

限り、PBPクレームを製造方法に

末洗浄剤」の訂正審判の請求不成

するので、発明範囲の拡張になっ

書き換える補正によって明確性要

立審決に対する審決取消訴訟であ

て現在の運用では訂正は困難だろ

件違反（法36条6項2号）を克服可能

るが、請求項1の「…洗浄器用…」

う。また、外周面の処理方法に発

である。

の記載を拒絶理由通知での指摘に

明の 特徴 があ る場 合に は、 新規

最後の拒絶理由通知に応答する

応じて「…洗浄機用…」に補正す

性・進歩性（法29条1項、2項）の主

場合でも、明確性要件違反の指摘

る際に、誤って数値限定の範囲を

張が 困難 にな る。 なお 、例 えば

に対する明瞭でない記載の釈明を

異ならせてしまったというケース

「外周面は、粒子状の研削材の衝

目的とする補正（法17条の2 5項4号）

である（請求項1の「0.5重量%以上5重

突による粗面化面である」という

ということで拒絶を回避できるこ

量％以下」の記載を「0.5重量％以下」

表現形式を変えただけの記載が、

とが多い。

に誤記して補正し、特許査定されてし

単なる状態を示すものとしてＰＢ

権利化後の訂正の場合には、物

まった。）。訂正審判では「0.5重量

Ｐクレームに該当しないと認定さ

のクレームであるPBPクレームを

％以下」を「0.5重量%以上5重量％

れると、発明の明確性についての

別カテゴリーの製造方法のクレー

以下」とする訂正は発明範囲の変

問題は解消するので、今後の扱い

ムに書き換えること自体に問題が

更として認められなかったが、裁

に注目したい。

あり、また、発明範囲の変更等と

判所は、
「本件訂正のように、それ

なって問題になるが、今後の特許

が誤記であることが明らかである

実務の柔軟な運用を期待したいと

場合には、その実質を捉えて考察

ころである。

すると、特許請求の範囲の拡張や

《請求項A2から請求項Cへの
補正／訂正》
請求項A2では、もともと亜鉛

これについて付言すれば、今回

変更はされていないということが
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［視点］

でき、同法１２６条４項違反の問題

ても製法特許とPBPクレーム（物の

では、生じる結晶構造や表面状態

は生じ得ないものというべきであ

特許）の間で差異はなかった。

等が異なっている場合は、①結晶

る」として審決を取り消した。こ

しかし、実際には広くPBPクレ

構造については、その構成（例えば

の事例は、「手続きミスに対する

ームが使われてきたが、そこには

結晶格子の形状）で表現できない、

事後 回復 の可 能性 に関 する 一 考

以下のような事情があると思う。

②表面状態についても、その構成

察」として「知財管理」誌Vol.63

第１は、製法の特許よりも製品

（ 例 え ば 細 孔 密 度 ）で 表 現 で き な

No.2 2012でも紹介・分析されてい

の特許の方が強い、という俗説の

い。そういう場合は、物の構造等

るので参照されたい。

下で、特許庁や裁判所における処

を直接的に特定するのではなく、

分や判断のブレが出願人・権利者

製法的な記載で物の構造等を間接

に誤った期待を与えていたのでは

的に特定できるPBPクレーム形式

＋製法クレーム》

ないだろうか。本件においても、

が便利だったと言えるだろう。

製造方法に本質と特徴がある発

このブレが生じている。特許庁は

今後は、このような場合は発明

明については、無理に物の発明と

物同一説で発明要旨を認定するの

の構成を特定する用語の吟味によ

しての権利化をしようとせず、し

を審査基準としていたが、本件を

り、PBPクレームによらない物の

っかりした製造方法の発明として

特許査定した前置審査では製法限

クレームの記載が必要になる。例

権利化をすることが必要になる。

定説 で発 明要 旨を 認定し 、出 願

えば、仮想事例の請求項A2場合

実際には、製法記載を含まない物

人・権利者に有利となる結果を招

は、「無電解メッキで得られた亜鉛

のク レー ム化 にチ ャレ ンジ し つ

いていた（本稿下段の「本件クレーム

層」という言い方ではなく、漢字

つ、製法発明として過不足のない

と特許庁の判断」を参照）。

でつ なげ て「 無電 解亜鉛 メッ キ

《今後は物チャレンジ

12

（余分なプロセスを含まず、足りない

第２は、製法クレームを立てた

層」のような熟語のようにしてし

プ ロ セ ス も な い）ク レ ー ム を 立 て

ときに、必要以上に製造プロセス

まえば、時間軸が消失するように

る、という当たり前の出願実務を

を開示してしまって製造ノウハウ

思える（7月6日に公表された審査基準

することである

が漏れてしまうリスクに対する危

案を参照）。

特許に関しては、「製法の特許

惧から、PBPクレームが利用され

よりも製品の特許の方が強い。製

やすい傾向があったと感じる。こ

にチャレンジしつつ、対応する製法

法の特許は弱いから価値が低い」

のリスクについては、製造の結果

クレームを立てる、という出願実

という風説があるが、これは誤っ

物に製造プロセスの痕跡が残らな

務が望まれる。繰り返すが、その

た俗説であることを指摘しておき

い製造工程を発明の詳細な説明等

際に大事なことは、製造方法の発

たい。製法特許の効力はその製法

で記載する必要が生じたときに記

明として過不足のない（余分なプロ

により製造された結果物（製品）に

載の程度に留意する、という実務

セスを含まず、足りないプロセスもな

及ぶから（法2条3項3号、法68条）、

対策で十分に回避可能である。

い）クレームを立てる、という当

以上のような観点で「物クレーム」

製法クレームの特許の効力と製法

第３は、製法的記載により構造

的記載を含んだPBPクレームの特

等が説明しやすく便利な場合が少

許の効力は、本質的に異なるとこ

なくないところから、比較的多く

《知財高裁・設楽所長の

ろが なか った 。よ り正 確に 言え

PBPクレーム形式による物のクレー

筋書きがあった？》

ば、大合議判決は発明要旨の認定

ムの記載がなされてきた。例えば、

でも技術的範囲の確定でも不真正

仮想事例の請求項A2は、「無電解

に与える影響は甚大であり、すで

PBPクレームについて製法限定説

メッキで亜鉛層を形成」することを

に権利化されている不真正PBPク

をとっていたから、特許性の判断

発明の要件としているが、無電解

レーム特許については、現状では

においても権利範囲の解釈におい

メッキとそれ以外（電解メッキ等）と

訂正要件が厳しいことも相俟って
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たり前の特許出願実務である。

今回の判決が日本の特許実務

プロダクト・バイ・プロセスクレーム最高裁判決の影響についての考察

権利者に不利になるのは間違いな

（いずれも侵害訴訟では、相手方の

余談だが、破棄・差し戻しとい

い。無効審判で明確性要件（法36条

製造方法の立証が必要となり、特

う多数意見に賛成しつつも、
１０頁

6項2号）違反が指摘されたとき、特

許法2条3項の実施の規定からみて

にわたる意見を述べている山本庸

許庁審判および知財高裁はどのよ

も、その権利内容に差異がない）。

幸裁判官は内閣法制局長官から最

うな判断を示すのか、また、特許

これらのことからすると、本判

高裁判事に就任しているが、山本

侵害訴訟の中で法１０４条の３（ダブ

決を契機として、特許庁の前記

氏は特許庁で工業所有権制度改正

ルトラック規定）に基づく無効の抗

審査基準を改訂するなどして、

審議室長を務めた経歴があり、知

弁がされたとき、東京・大阪地裁

物の特定を直接記載することが

財制度の趣旨や意義に通じた方で

および知財高裁はどのような判断

不可能ないし困難である場合に

あろ うと 推察 する 。山本 裁判 官

を示すのか、判決の動向が注目さ

のみ、PBPクレームを特許する

は、最高裁判例が示した不可能・

れる。

との実務に変えていくのも、事

非実際的事情がいささか厳しすぎ

態の解決方法の一つであるよう

る基準ではないのか、また、明確

に思える。」

性の要件を発動して最初から特許

知財高裁の現所長である設楽隆
一判事は、今回の最高裁判決で破
棄・差し戻しされた２つの知財高

を認めないとする解釈は行き過ぎ

裁大合議判決の５人の合議体には

PBPクレームにおける製法的記

ではないのか、等々の趣旨の意見

加わっていない。その設楽氏は、

載は、従前は「不可能、困難、ある

を述べており、法１０４条の３（ダブ

別冊ジュリスト№209（特許判例百

いは何らかの意味で不適切」な事

ルトラック）の問題にも千葉裁判長

選・第4版）で知財高裁大合議判決の

情があれば認められるとされてき

の補足意見とは違ったスタンスで

判例 評釈 を行 って おり 、ま た、

たが、これを設楽氏は「不可能な

言及している。

いし困難である場合にのみ」容認

山本裁判官の意見は、意見であ

利秋先生傘寿記念論文集、青林書院）

されるよう厳格化することを提言

って、法廷意見を構成するもので

でも「PBPクレームの要旨認定とク

していたわけだが、今回の最高裁

はないから、判決を理解するにつ

レーム解釈についての考察（知財高

判例が「不可能であるか，又はおよ

いて、その直接的な根拠となるも

裁特別部平成24年1月27日判決を契機

そ実際的でないという事情が存在

のではないが、このような意見が

として）」というタイトルの論文を

す るときに限られる」としたこと

最高裁第二小法廷の４人の合議体

発表している。

で、設楽氏の意図は実質的に達成

の中に存在すること自体が、PBP

されたと言えるのではないだろう

クレーム問題は一筋縄では解釈で

か。

きない難しいテーマであることを

「知的財産権

法理と提言」
（牧野

設楽氏の両論文は、いずれも大
合議判決に対して批判的なスタン
スで書かれているが、別冊ジュリ

最高裁が知財高裁判決を破棄・

スト№209、131頁の最終段落には

差し戻ししたことにより、年内に

下記の記述がある（破線は筆者）。

は再び知財高裁で審理が始まるこ

最後に、本稿の執筆に当たって

「これまでの裁判例を見る限

とになる。知財高裁で合議体を構

は、創英在籍の弁護士、弁理士ら

り、不真正PBPクレームに関す

成する裁判官は判決当時とは入れ

と種々議論して得た知見を取り込

る事例が多く、これがこの問題

替わっているので、新たな合議体

んでいるが、本稿で示した多少の

を複雑にしている大きな要因に

で審理されることになるが、設楽

見解は筆者の見解であり、創英と

なっていると思われる。また、

隆一所長がどのようなお立場で、

しての統一見解のようなものでは

不真正PBPクレームについて

上述したご見解をどのように展開

ないことを念のため申し添えるも

は、製造方法の特許発明のほか

されていくことになるのか、注目

のです。

に、PBPクレームの物の発明を

したい。

暗示している。

以上

特許として認める実益もない
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