
 

 

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 

調査研究報告書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年２月 

 

 

一般財団法人 知的財産研究所



 

- 15 - 

入って完全に標的に着く瞬間のみコイルが瞬間電流を発生させることになり、ダーツとダ

ーツの間との妨害、混淆はない」と記載されており、したがって、当業者に唯一に得られ

るのは、本特許の技術方案における磁気誘導コイルが通常の状態で通電しないが、磁気ダ

ーツが標的に入る瞬間に、コイルより発生した誘導電流によってカウントすることになる。

もし通常の状態でコイルが通電することであれば、ダーツが標的内で静止した時にコイル

に依然として電流を通しているので、明細書に公開された上述の技術内容と矛盾する。明

細書からクレームに対する解釈効果によって、クレーム1より保護を求める技術方案におけ

るコイルは通常の状態で電流を通さないと認められる。 

 

（４） 質問票・ヒアリング調査 

 

専利法59条の規定は、欧州特許条約69条や日本の特許法70条の規定と表現はほぼ同じで

あり、クレーム解釈の折衷主義（中心限定主義と周辺限定主義の折衷解釈で、具体的には、

クレームの内容を基本としつつ、明細書の記載に基づいてクレームを解釈できるという考

え方）を導入しているので、実際の審査業務でも折衷主義が徹底されており、侵害裁判の

「 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」（2009年12月28日公布）14(以下、「司法解釈（2009年）」)でも折衷主義がとら

れているとの意見があった。 

 侵害訴訟におけるクレーム解釈における用語の定義については、明細書の記載を積極的

に参酌して、比較的審査経過等を含め実質的な判断・解釈されるが、実施例まで限定して

解釈されてはいない。 

クレームの技術的範囲が明瞭ならば、公知技術があっても狭く解釈することはしない。

中国では、侵害時のクレーム解釈は明細書、図面、審査経過の用語解釈が第１であり、用

語の辞書的意味より優先される。 

 

５． 韓国の運用について 

 

（１） 概要 

 

 韓国においては、請求項の記載が明確な場合、請求項に記載されたとおり発明を特定し、

発明の詳細な説明や図面の記載により制限解釈することはない。また、明細書中において、

請求項に記載の用語が明確に理解できるように明示的に定義した場合には、その用語はそ

の特定の意味を有するものとして解釈する。 

                         
14 「 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」

http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/interpret/20091228.pdf［ 終アクセス日：平成25年2月28日］ 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/interpret/20091228.pdf
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 なお、請求項に記載された用語の意味が不明確である場合には、明細書及び出願時の技

術常識を参酌して発明の把握が可能であるかを検討する。 

 

（２) 審査指針15 

 

審査指針 第二部 第二章 ４．新規性の判断（仮訳） 

4.1.1.発明の特定の一般原則 

(１)  請求項の記載が明確な場合、請求項に記載されたとおりに発明を特定する。 

請求項に記載された用語は、用語の意味が発明の詳細な説明に明示的に定義さ

れ、特定の意味を有する場合を除いては、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る意味及び範囲を有すると解釈する。文言の一般的な意味に

基づいて出願時の技術常識を考慮し、その文言により表現しようとする技術的な

意義を考察することにより、客観的・合理的に解釈しなければならない。 

(２) 請求項記載の発明の技術構成が明確に理解できる場合、発明の技術内容を特定

するにおいて、請求項の記載に基づかなければならないだけで、発明の詳細な説

明や図面の記載により制限解釈してはならない。 

発明の詳細な説明または図面に記載されているが、請求項に記載されていない

事項は、請求項には記載されていないものとして発明を特定し、反対に請求項に

記載されている事項については、必ず考慮して発明を特定する。発明の詳細な説

明または図面により請求項に記載された事項を理解するのに参酌しても、限定事

項を請求項に持ってきて特定しないことが重要である。例えば、請求項に記載さ

れた事項が実施例より包括的な場合に、詳細な説明の特定実施例で請求項の記載

を制限解釈して新規性、進歩性を判断してはならない。 

(３) 出願人がある用語を当該技術分野において通常の意味ではなく、特定の意味を

有するようにするために、詳細な説明でその用語の意味が当該技術分野で理解さ

れる通常の意味と異なるということが通常の技術者に明確に理解できるように

明示的に定義した場合には、その用語はその特定の意味を有するものと解釈する。 

この時、請求項に記載された用語の概念に含まれた下位概念のみを、単に発明

の詳細な説明または図面に記載したということだけでは、上記で述べる明示的な

定義に該当しないと見られる。 

(４) 請求項に記載された用語の意味が不明確な場合には、発明の詳細な説明または

図面及び出願時の技術常識を参酌して発明の把握が可能であるのかを検討し、詳

細な説明又は図面及び出願時の技術常識を参酌したときに発明の把握が可能で

                         
15 「審査指針書」http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm［ 終アクセス日：

平成25年2月28日］ 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
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ある場合には、明細書等の記載不備と新規性についての拒絶理由を一括して通知

することができる。 

(５) 発明の詳細な説明又は図面及び出願時の技術常識を参酌して解釈しても、請求

項に記載された用語の意味や内容が不明確で発明を特定することができない場

合には、新規性に対する審査を行わず、明細書等の記載不備を理由に拒絶理由を

通知する。 

 

（３） 審判決例 

 

（ⅰ）  韓国大法院2007年9月21日判決、2005フ520  

 

特許権の権利範囲は、特許請求の範囲に記載された事項によって定められるものである

ので、特許請求の範囲の記載が明確に理解できる場合に、出願明細書の発明の詳細な説明

や添付の図面などの記載によって、特許請求の範囲を補完又は制限して解釈するものでは

ない。しかし、特許請求の範囲に記載された発明は、本来出願明細書の発明の詳細な説明

や添付の図面を全く参酌しなければ、その技術的な意味が正確に理解できないものである

ので、出願発明に特許を受けることができない事由があるか否かを判断するにおいて、特

許請求の範囲の解釈は特許請求の範囲に記載された文言の一般的な意味に基づきながら、

同時に出願明細書の発明の詳細な説明や添付の図面を参酌して客観的、合理的に行わなけ

ればならない。 

 

（ⅱ）  韓国大法院2006年12月22日判決、2006フ2240 

 

「登録実用新案の権利範囲又は保護範囲は、実用新案登録の請求の範囲に記載された事

項によって定めるべきであるものの、そこに記載された文言の意味内容を解釈するにおい

ては、文言の一般的な意味内容に基づきながらも、考案の詳細な説明の記載及び図面など

を参酌し、客観的・合理的に行わなければならず…」と判示しているところ、請求の範囲

に記載された文言の解釈に関し「実用新案登録の請求の範囲の記載だけでは、登録実用新

案の技術構成は分からないか、又は技術的な範囲が確定できない場合」に限定しておらず、

実用新案の詳細な説明などが原則的に参酌されるべきであることを明らかにしているとい

う点で上記のような疑問を解消していると見られる。 
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（ⅲ） 韓国大法院91フ1908 

 

特許請求の範囲の記載事項のみでは特許の技術的構成が分からないか、分かるとしても

技術的範囲を確定することができない場合には明細書の他の記載により客観的・合理的水

準で補充を行うことができるが、上記のような場合にも明細書の他の記載により保護範囲

の拡張解釈は許容されないことはもちろん、請求の範囲の記載のみで技術的範囲が明白な

場合にも明細書の他の記載により請求の範囲の記載を制限的に解釈することはできない。 

 

（ⅳ） 韓国大法院2003フ2072 

 

「特許請求の範囲の解釈は明細書を参照して行われることに鑑みて、特許請求の範囲に

は発明の詳細な説明で定義している用語の定義と異なる意味で用語を使用するなど、結果

的に請求の範囲を不明瞭にすることも許容されない。」 

すなわち、請求の範囲に記載された用語の定義の参酌に対する韓国の大法院の態度は、

1)用語が有する一般的な意味で解釈し、2)明細書で特定な意味として異なるように定義し

ている場合にはその用語の一般的な意味にもかかわらず、これを参酌して用語の意味を解

釈すると理解することがでる。 

 

（ⅴ） 韓国大法院2011年７月14日判決、2010フ1107  

 

特許発明の保護範囲は、特許請求の範囲に記載された事項によって定められることが原

則であり、ただし、その記載だけで特許発明の技術的な構成が理解できないか、又は理解

はできるとしても、技術的な範囲を確定することができない場合には、明細書の他の記載

による補充ができるが、その場合にも、明細書の他の記載によって特許請求の範囲の拡張

解釈は許容されないことはもちろん、特許請求の範囲の記載だけで技術的な範囲が明白な

場合には、明細書の他の記載によって特許請求の範囲の記載を制限解釈することはできな

い。 

と判示した(関連判例：2008フ26、2010フ3639、2010フ2605)。 

 

（４） 質問票・ヒアリング調査 

 

請求項の記載が明らかな場合には、請求項に記載されたとおりに発明を特定するのが韓

国の審査指針及び判例の一般的な立場であり、特別な理由なしに請求項に記載された発明

を詳細な説明の記載に基づいて制限解釈することは許されない。 

しかし、用語の定義に関して、特許請求の範囲に記載された用語が明確であるにもかか
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わらず、詳細な説明において当該用語を新しく定義している場合、詳細な説明において当

該用語を当業界で一般的に通用することと全く違う意味で説明している場合などには詳細

な説明及び図面を参酌して解釈される。 

用語の意味を解釈するにおいては明細書及び図面を客観的・合理的に参酌していると理

解している。 

 侵害訴訟におけるクレーム解釈については、韓国は用語の定義については、明細書の記

載を積極的に参酌して狭く解釈される。 

 

６． 各国の運用の比較 

 

（１） 法令・審査基準・審判決 

 

日米欧中韓のいずれの庁も、クレームに係る発明の認定は、クレームの記載に基づいて

行う点で一致している。クレームに記載された発明特定事項は、必要に応じて詳細な説明

及び図面を考慮して解釈する。明細書中において、クレームに記載の用語が特別な意味を

持つものとして定義がされている場合は、いずれの庁も、当該明細書中の定義を考慮して

クレームを解釈する。 

クレームに記載された用語の解釈について、日本、欧州、中国及び韓国では、請求項の

記載が明確である場合は、請求項に記載の用語の意味は、その用語が有する通常の意味と

解し、請求項の記載とおりに請求項に係る発明を認定する。米国では、「明細書と一致する

も広く合理的な解釈」がされる。 

日本では、請求項の記載がそれ自体で明確でない場合は、明細書又は図面中に請求項の

用語についての定義又は説明があるかどうかを検討し、その定義又は説明を出願時の技術

常識をもって考慮して請求項中の用語を解釈する。また、韓国では、詳細な説明でその用

語の意味が当該技術分野で理解される通常の意味と異なるということが通常の技術者に明

確に理解できるように明示的に定義した場合には、その用語はその特定の意味を有するも

のと解釈する。欧州と中国は、できる限りクレームの文言のみで意味が明瞭になるよう、

クレームの補正を求めるべきであるとしている。 

米国には、特許商標庁が手続処理の過程で、裁判所が侵害訴訟においてクレーム解釈す

るように願書のクレームを解釈することを求めていないとした判例がある（In re Am. Acad. 

of Sci. Tech. Ctr.(367 F.3d 1359,1364)）。 

辞書の扱いに関して米国にはフィリップス判決があり、米国では、明細書､審査経過がク

レームに記載の用語の解釈に優先して使用され、辞書は補助的証拠として用いられる。ま

た、中国も司法解釈(2009年)により明細書、図面、審査経過より用語を解釈することが、

辞書による解釈より優先される。 
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明細書中における用語の定義の参酌 

 

第３部 特許要件 

 

第２章 新規性 

4．新規性の判断 

4.1.1．発明の特定の一般原則 

 

（1） 請求項の記載が明確である場合には、請求項に記載されたとおりに発明を特定する。 

請求項に記載された用語は、用語の意味が発明の詳細な説明に明示的に定義されていて特定の意味を

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を基礎とし、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により、客観的かつ合理的に解釈しなければならない。 

 

（2） 請求項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

にあたって、請求項の記載を基礎とすべきであり、発明の詳細な説明や図面の記載によって制限解釈

してはならない。 

発明の詳細な説明又は図面に記載されているが請求項に記載されていない事項は、請求項には記載

されていないものとして発明を特定し、反対に、請求項に記載されている事項については必ず考慮し

て発明を特定しなければならない。請求項に記載された事項を理解するために、発明の詳細な説明又

は図面を参酌はしても、請求項の一部でない限定事項を請求項に持ち込んで特定しないことが重要で

ある。例えば、請求項に記載された事項が実施例よりも包括的である場合に、発明の詳細な説明に記

載された特定の実施例に制限解釈して新規性、進歩性等を判断してはならない。 

（例１） 請求項には「クリーム」が記載されており、詳細な説明には実施例として「餡より水分含

量が少なく保全性に優れたクリーム」が記載されている場合、クリームという用語は通常、

水分の含量に関わらず、牛乳から分離した脂肪分を意味するものであり、当該技術分野にお

ける通常の知識を有する者にとって明確に理解できることであるから、詳細な説明の実施例

に制限解釈してはならない。 

（例２） 請求項には「薄膜型探針部材」とのみ記載されており、詳細な説明には「探針部材の尖部

に長手方向に特定のパターンが形成されている」と記載されている場合、「薄膜型探針部材」

のみでも発明が明確であるので、探針部材の尖部に詳細な説明における特定のパターンが形

成されたものと制限解釈してはならない。 

（例３） 請求項にはブラシローラの回転方向についての記載がなく、図面にのみブラシローラが回

転体の方向に回転するという内容が開示されている場合、請求項の記載のみでも発明が明確

であるので、ブラシローラの回転方向を図面に表示された回転方向に制限解釈してはならな
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い。 

 

（3） 出願人が、ある用語を当該技術分野における通常の意味でなく特定の意味を持たせるために、

詳細な説明において、その用語の意味が当該技術分野において理解される通常の意味と異なるという

ことを通常の技術者が明確に理解できるよう明示的に定義した場合には、その用語はその特定の意味

を有するものと解釈する。 

このとき、請求項に記載された用語の概念に含まれる下位概念のみを単に発明の詳細な説明又は図

面中に記載したということだけでは、ここでいう明示的な定義に該当しないものとする。 

（参考） 特許明細書に記載される用語は、それが有する普通の意味で使用すると同時に、明細書全

体を通じて統一するよう使用しなければならないが、しかし、ある用語を特定の意味で使用

しようとする場合には、その意味を定義して使用することが許容されるのであるから、用語

の意味が明細書において定義されている場合には、それによって解釈すれば足りるといえよ

う（大法院1998.12.22言渡97フ990判決参照）。 

 

（4） 請求項に記載された用語の意味が不明確である場合には、発明の詳細な説明又は図面及び出願

時の技術常識を参酌して発明の把握が可能であるのかを検討し、詳細な説明又は図面及び出願時の技

術常識を参酌したときに発明の把握が可能である場合には、明細書等の記載不備と新規性についての

拒絶理由を一括して通知することができる。 

 

（5） 発明の詳細な説明又は図面及び出願時の技術常識を参酌して解釈しても、請求項に記載された

用語の意味や内容が不明確で発明を特定することができない場合には、新規性に対する審査を行わず、

明細書等の記載不備を理由に拒絶理由を通知する。 

 

4.4．新規性の判断時の留意事項 

 

(1) 請求項に記載された発明と引用発明が各々上位概念および下位概念で表現されている場合には、

次のように取り扱う。 

 

② 請求項に記載された発明が下位概念で表現され、引用発明が上位概念で表現されている場合、

通常、請求項に記載された発明は新規性を有する。ただし、出願時の技術常識を参酌して判

断した結果、上位概念で表現された引用発明から下位概念で表現された発明を自明に導き出

すことができる場合には、下位概念で表現された発明を引用発明と特定して、請求項に記載

された発明の新規性を否定することができる。このとき、単に、概念上において下位概念が

上位概念に含まれる、又は、上位概念の用語から下位概念の要素を列挙できるという事実の

みでは、下位概念で表現された発明が自明に導き出すことができるとはいえない。 
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(2）新規性の判断の際には、請求項に記載された発明を一の引用発明と対比しなければならず、複数

の引用発明を結合して対比してはならない。複数の引用発明の結合によって特許性を判断するのは

後述する進歩性の問題であり、新規性の問題でない。 

ただし、引用発明がさらに別の刊行物等を引用している場合（例：ある特徴についてより詳細な

情報を提供する文献）には、当該別の刊行物は引用発明に含まれるものとして取り扱い、新規性の

判断に引用することができる。また、引用発明に使用された特別な用語を解釈する目的で辞典又は

参考文献を引用する場合にも、辞典又は参考文献は引用発明に含まれるものとして取り扱い、新規

性の判断において引用することができる。 

 

第４部 特許出願 

特許請求の範囲の記載不備と発明の詳細な説明の記載不備との関係 

 

④ 用語が不統一である場合 

発明の詳細な説明と請求項に記載された発明の相互間で用語が統一されておらず、両者の対応関係

が不明瞭な場合、請求項に記載された発明が詳細な説明により裏付けられていないと判断し、特許法

第４２条第４項第１号違反による拒絶理由を通知する。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

資料Ⅱ 
審判決の内容 
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韓国の審判決 

 

明細書中における用語の定義の参酌 

 

[書誌事項] 

当事者:株式会社アドバンテスト(原告、上告人)v.特許庁長(被告、被上告人) 

判断主体:大法院 

事件番号:2005フ520拒絶決定(特) 

言渡日:2007年9月21日 

事件の経過:上告棄却 

 

[概要] 

特許権の権利範囲は、特許請求の範囲に記載された事項によって定められるものであるので、特許

請求の範囲の記載が明確に理解できる場合に、出願明細書の発明の詳細な説明や添付の図面などの記

載によって、特許請求の範囲を補完又は制限して解釈するものではない。しかし、特許請求の範囲に

記載された発明は、本来出願明細書の発明の詳細な説明や添付の図面を全く参酌しなければ、その技

術的な意味が正確に理解できないものであるので、出願発明に特許を受けることができない事由があ

るか否かを判断するにおいて、特許請求の範囲の解釈は特許請求の範囲に記載された文言の一般的な

意味に基づきながら、同時に出願明細書の発明の詳細な説明や添付の図面を参酌して客観的、合理的

に行わなければならない。 

 

[事実関係] 

原告は名称を「電子部品の試験方法及び電子部品試験装置」とする本件出願発明を特許出願したが、

特許庁から比較対象発明により容易に発明することができ、進歩性がないことを理由に拒絶決定を受

け、上記拒絶決定に対する不服審判手続で特許審判院は、本件出願発明の特許請求の範囲第8項(以下、

「本件第8項の発明」という)は、比較対象発明により進歩性が認められないことを理由に原告の審判

請求を棄却した。原告は、これについて審決取消訴訟を提起したが、特許法院は、本件第8項の発明は、

比較対象発明により進歩性が認められないことを理由に原告の請求を棄却し、原告はこれを不服とし

て大法院に上告した。 
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[判決内容] 

原告の主張、即ち、比較対象発明の場合は、テストヘッドの1つの端子に連結された2つの被試験IC

ソケットをスイッチング回路に分割して、1つのテストヘッドから出たテスト信号が被試験ICソケット

に時間差をおいて個別に入力されるのに対して、本件第8項の発明の「少なくとも2つのICソケットの

電子部品側の端子を『並列』に分割する構成」は、回路分野で入力信号を受け入れる回路部品がその

入力信号を同時に受けて処理する場合を並列に、時間差をおいて受けて処理する場合を直列に区分し

ている点に照らして、1つのテストヘッドから出た信号が各ICソケットの電子部品に「同時に」入力さ

れる場合に限定されるので、スイッチング回路によってテスト信号を時間差をおいて個別に入力する

比較対象発明から本件第8項の発明を容易に発明できないという主張について、原審は、本件第8項の

発明の「並列」という用語はその従属項である本件第11項の発明や発明の詳細な説明及び図面に照ら

してみると、テスト信号が「同時に」入力される場合に限定されず、端子が共通して連結されること

を意味する用語として用いられているので、本件第8項の発明は1つの母線から出た1つのテスト信号が

スイッチング回路によって時間差をおいて個別に入力される比較対象発明を含むと判断した。 

 

詳察すると、本件第8項の発明の「テストヘッドの少なくとも1つの端子に対して、少なくとも2つの

ICソケットの電子部品側の端子を並列に分割する回路を有すること」において問題になるのは「並列

回路」それ自体の意味というよりは「並列に分割する回路」という意味が何かというものであるとこ

ろ、仮に原告の主張のように「並列回路」という用語が電気信号が同時に入力されることを意味する

ものとして用いられる場合があるとしても、ここで問題になるのは「並列に分割する端子の分割方法」

であり、「1つの端子を並列に分割」するという用語の一般的な意味で分割された端子全部に、同時に

電気信号を印加する場合のみを限定して意味すると見ることができないので、本件第8項に記載された

事項はその文言の一般的な意味で見る時、原審が認めたことを排除するものでないだけでなく、本件

出願発明の出願明細書中の発明の詳細な説明には「本発明の分割回路は特に限定されず、上記ICソケ

ット側に設けても、あるいは上記テストヘッド側に設けてもよい。分割回路をテストヘッド側に設け

る場合には、上記分割回路に切替スイッチを備えることが好ましい」と記載されており、本件第8項の

発明の従属項である本件第11項の発明には「上記分割回路に切替スイッチが設けられていることを特

徴とする電子部品試験装置」と記載されており、本件第8項の発明の分割回路は切替スイッチを備える

ことによって、そのスイッチング回路によって時間差をおいて個別に入力される場合を含んでいると

見られるので、本件第8項の発明は、比較対象発明のような構成を権利範囲に含むと解釈しなければな

らないものである。 



 

 

 

 

 

 

資料Ⅳ 
質問票・ヒアリングの内容 
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に基づくだけで、その意味が分かるようにすべきである。」という規定があります。欧州特許庁にも類

似的な規定はありますが、日本と米国には、類似する規定はありません。 

・専利法59条の規定は、欧州特許条約69条や日本の特許法の規定と表現はほぼ同じであり、クレーム

解釈の折衷主義（中心限定主義と周辺限定主義の折衷解釈で、具体的には、クレームの内容を基本と

しつつ、明細書の記載に基づいてクレームを解釈できるという考え方）を導入しているので、実際の

審査業務でも折衷主義が徹底されており、侵害裁判の司法解釈でも折衷主義がとられていると思う。 

・中国の場合、発明を実施例の範囲に限定させられる傾向が他国よりも強く、厳しい運用である。比

較的実施例限定の審査のために、弱い権利の取得になるケースが多いようである。これを解消するに

は、できるかぎり多くの実施例を記載しておくことが必要である。すなわち、クレームの文言は狭く

解釈して審査されやすい。 

 

侵害訴訟におけるクレーム解釈について 

・中国は用語の定義については、明細書の記載を積極的に参酌して、比較的審査経過等を含め実質的

な判断・解釈される。ただし、実施例まで限定して解釈してはならない（ 高人民法院（2011）民提

字第64号） 

・中国では侵害事件において、特許の有効性の判断を行わない。クレームの技術的範囲が不明瞭であ

れば、公知資料を参酌して適正に解釈する可能性はあるが、明瞭ならば、公知技術があっても狭く解

釈することはしない（つまり、クレームを解釈することによって、公知技術に該当する発明をクレー

ムの技術的範囲から除外することはしない）が、公知技術の抗弁はある。 

・クレームには上位概念と下位概念が並列に記載されていて、審査段階で出願人が下位概念は上位概

念に属さないと主張した場合、侵害訴訟でも上位概念は当該下位概念を含まないと解釈される。 

侵害訴訟に関する司法解釈は審査では完全適用されない。機能的表現についても審査と侵害では異な

る。 

・日本では、審査基準と異なる判例が確定したら、審査基準を改訂するが、中国でも、裁判所は審査

指南と異なる判断をすることは可能であるが、SIPOは判例と異なる審査を行うことは可能である。SIPO

が判決を妥当と認めた場合は、次回の改訂時に審査指南を改訂するが、認めない場合は、審査指南を

改訂しない。審査指南を改訂しない場合は、裁判所は審査指南に一致する判断をする可能性が高い。

中国では、審査指南は特許法の運用規定と考えられているので、裁判所が判決で審査指南を引用する

ことはある。行政訴訟に関する司法解釈はまだない。 

・明細書・図面でクレーム中の用語が定義されている場合、審査官は堅く、審判官は厳しい。一方、

訴訟において裁判官は緩やか、という印象である。 

 

 

（韓国について） 
 

・先ずは、クレームで判断し、不明な場合は詳細な説明を参酌する、用語の定義があるときは定義を

参酌する。 

・クレームに記載されている事項を解釈するに際しては2006フ2240で「特許請求の範囲は、請求の範
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囲に記載された事項によって定めるべきであるものの、そこに記載された文言の意味内容を解釈する

においては、文言の一般的な意味内容に基づきながらも、発明の詳細な説明の記載及び図面などを参

酌し、客観的・合理的に行わなければならない」この判例以前は、クレーム解釈が不明瞭な時に限っ

て詳細な説明を参酌するとの論議があったが、一般的に参酌できるとされた、上記判決が現時点での

韓国で有効である。 

・韓国における、明細書中の定義の参酌については以下のとおりである。 

１．請求範囲解釈の原則 

判例は、特許権の権利範囲ないし保護範囲は特許出願書に添付した明細書の特許請求範囲に記載され

た事項によって定められることなので(特許法第９７条)、発明が特許を受けることができない事由が

あるか否かを判断するにおいて特許請求の範囲の記載だけで権利範囲が明白になる場合には特許請求

範囲の記載自体のみを基礎とすべきであり、発明の詳細な説明や図面など他の記載によって特許請求

の範囲を制限解釈することは許容されないと判示した（大法院2009年7月9日宣告2008フ3360判決)。 

２．発明の詳細な説明の参酌 

しかし、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た上で、その技

術的な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事項はその文言の一般的な意味を

基礎としながらも発明の詳細な説明及び図面などを参酌してその文言によって表現しようとする技術

的意義を考察した後、客観的・合理的に解釈すべきであると判示しました（大法院2007年10月25日宣

告2006フ3625判決)。 

３．慣用的に使われない技術用語などを明細書に定義して使用する場合 

特許明細書に記載される用語はそれが有している普通の意味として使用し、かつ明細書全体を通じて

統一させて使用すべきであるが、但し、ある用語を特定の意味で使用したいと思う場合にはその意味

を定義して使用することが許容されるので、用語の意味が明細書で定義された場合にはそれによって

解釈すれば充分だと判示しました（大法院2005年9月29日先刻2004フ486番決)。 

４．結び 

すなわち、韓国の審査、審判、訴訟段階では、明細書に技術用語などが明確に定義されており、特許

請求の範囲にこのような技術用語が含まれている場合、明細書に定義された意味によって解釈してい

ます。但し、慣用的に使われない技術用語又は学術用語について発明の詳細な説明で定義せず使用し

ていてその意味が不明確な場合は特許法第４２条第３項に違背します。 

・請求項の記載が明らかな場合には、請求項に記載されたとおりに発明を特定するのが韓国審査基準

及び判例の一般的な立場であります。よって、特別な理由なし請求項に記載された発明を詳細な説明

の記載に基づいて制限解釈することは許容されません(2003フ496判決)。 

しかし、用語の定義に関しまして、例えば(i) 特許請求の範囲に記載された用語が明確であるにも

かかわらず、詳細な説明において再び当該用語を新しく定義している場合、(ii) 詳細な説明において

当該用語を当業界で一般的に通用することと全く違う意味で説明している場合などには詳細な説明及

び図面を参酌して解釈すべきであると理解されます。 

よって、前記韓国審査指針書の規定及び判例の立場は、互いに矛盾するものではないと言え、特許請

求の範囲に記載された用語、文言の意味を解釈するにおいては明細書及び図面を客観的・合理的に参

酌していると一般的に理解されることができます。 
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・侵害訴訟におけるクレーム解釈については、韓国は用語の定義については、明細書の記載を積極的

に参酌して狭く解釈される。 

 

・韓国大法院は、「特許権の権利範囲は特許出願書に添付した明細書の特許請求の範囲に記載された事

項により定められ、請求の範囲の記載のみ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

により請求の範囲の記載を制限解釈することができないが、請求の範囲に含まれる文言的に解釈され

ることのうちの一部が発明の詳細な説明の記載により裏付けられていないか、出願人がそのうちの一

部を特許権の権利範囲から意識的に除外していると思われる場合などのように請求の範囲を文言その

ままで解釈することが明細書の他の記載に鑑みて明白に不合理である時には、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3者に対する法的安定性を全て参酌して特許権の権利

範囲を制限解釈することができる」と判示し(2007フ2186参照)、特許請求の範囲が文言上、広い権利

範囲を包括している場合でも特別な事情がある場合には原則にも拘らず、これを制限的に解釈するこ

とができるという立場を取っています。 

 

 

 

 

機能・特性等により表現されたクレーム 
 

（日本について） 
 

（ａ）出願段階 

・基本的には、機能･特性等により表現されたクレームはたてない。 

・第一クレームは、物・剤を作り後の従属クレームで機能クレームをつくる場合がある。 

・第一クレームに登録性があれば、機能クレームが登録される場合がある。 

・機能クレームは基本的に使用しないのが原則で、使う必要性を感じない。 

・機能的クレームは、原則使用しないようにしている。 

・明細書で、バリエーション、具体例等をできるだけ準備しておくことで審査に対処している。 

・機能等では記載しないよう、できるだけ物として特定するようにしている。 

・化学分野の出願が全体に占める割合が少ないので、あまり例がない。 

・基本的に、できる限り物で特定する明細書作成を心掛けている。 

・機能・特性は使うが、具体的な構成をクレームに記載するようにしている。 

・発明によっては、新規の物を機能・特性クレームで記載する必要があるが、物性・構造・成分・プ

ロセス等と組み合わせることが適切である。 

・原則、機能クレームはできるだけたてないようにしている、権利行使が難しいから。 

・機能クレームは、サーチ範囲も広くなり先行技術が増える可能性があり、予期せぬ先行技術が引用

されることがある、具体的実施例を多く記載して、 悪の場合には下位概念で認められるようにして

いる。 
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