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第２章 特許権侵害 

 第１節 特許発明の技術的範囲 

－ 技術的範囲の認定手法 

 権利一体の原則 Ａ  

特許請求の範囲に記載された構成要件全てを一体として実施し
た場合にのみ特許権の侵害が成立する原則をいう。 

 

－ プロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈 

 プロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈 
【百選 64】 

Ａ Ｈ26－１ 

プロダクト・パイ・プロセスクレームにおいては，特許請求の範
囲にその物の製造方法が記戦されていることから，特許発明の技
術的範囲を特許請求の範囲に記載された製法により製造された物
に限定すべきかが問題となる。 

↓ 
特許発明の技術的範囲を確定するに当たっては，特許請求の範

囲記載の文言を基準とすべきである。仮に，特定の文言が発明の技
術的範囲を限定する意味を有しないとすると，特許請求の範囲の
記載に従って行動した第三者の信頼を損ね，法的安定性を害する
からである。 

↓そうすると 
「物の発明」にその物の「製造方法」が記載されている場合，当

該発明の技術的範囲は，当該製造方法により製造された物に限定
されるものとして解釈すべきである。 

↓もっとも 
物の構造又は特性により直接的に特定す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には，その物の
製造方法によって物を特定することも許され，製造方法は物を特
定する目的で記載されたものとして，特許請求の範囲に記載され
た製造方法に限定されることなく，「物」一般に及ぶと解釈される。 

 
※ 物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時に

おいて不可能又は困難であるとの事情が存在するため，製造方
法によりこれを行っているクレームを「真正プロダクト・バイ・
プロセスクレーム」，そのような事情が存在するとはいえないク
レームを「不真正プロダクト・バイ・プロセスクレーム」と呼ぶ。
真正であることの立証は特許権者が負担すべきである。 

 

  論 証  
 

  論 証  
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－ 一部実施 

 方法の一部の第三者の実施 Ｂ  

方法の発明Ａについて特許権者は，方法Ａの一部のみを実施す
る第三者Ｙに対し，特許権を行使することができるか。 

↓ 
特許権の不当な拡張を許さないためにも，特許権の範囲を厳格

に解さなければならないことは確かだが，これを徹底すると，不当
な場合が生じる。すなわち，方法の発明は手順に沿って方法が構成
され，時的要素を含むから，一部を第三者が実施する場合も容易に
想定でき，この場合に一律に特許権行使が認められないとすると，
侵害者が特許権の行使を容易に潜脱することが可能となって，特
許権者に酷である。 

↓したがって 
侵害行為の一部が第三者により実施されている場合にも，侵害

者が第三者を道具として利用しており，規範的に見て第三者の実
施を含めた全体を侵害者の行為と評価できる場合には，構成要件
をすべて充足するものと解すべきである。 

↓これを本件についてみると 
Ｙ製品には，他の用途は考えられず，これを購入した文字盤等製

造業者において上記の方法により使用されることが，Ｙ製品の製
造時点から，当然のこととして予定されているということができ
る。したがって，Ｙが自らこれを実施していないが，Ｙは，この工
程を，Ｙ製品の購入者である文字盤製造業者を道具として実施し
ているものということができる。 

 

－ 特許発明の技術的範囲と発明の要旨 

 発明の要旨認定とクレームの記載 
― リパーゼ事件【百選 61】 

Ｂ  

特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当
たり，特許要件の審査における特許請求の範囲の語句の意味の解
釈作業を発明の要旨認定というが，発明の要旨認定の際に，特許請
求の範囲の語句それ自体は広範な上位概念を意味するが，明細書
を参照すると限定的な下位概念に見えるという関係の場合に，明
細書の記載を参酌して限定的に解釈し，特許要件を満たすと考え
てよいか。 

↓ 
特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当

たっては，特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならな
いところ，その要旨認定は，特段の事情のない限り，願書に添付し
た明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてなされるべきであ
る。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解す
ることができないとか，あるいは，一見してその記載が誤記である

  論 証  
 

  論 証  
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ことが明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許され
るにすぎない。 

 
 第２節 均等論 

－ 均等侵害の成否 

 均等侵害が認められる理由 特Ａ Ｈ18－１ 

特許権者Ｘは構成要件がＡ，Ｂ，Ｃからなる特許発明の特許権を
有している。Ｙは構成要件がＡ’，Ｂ，Ｃからなる製品を製造・販売
している。ＸのＹに対する特許権侵害に基づく差止請求は認めら
れるか。 

↓ 
（文言侵害が成立しないことを論じたうえで） 

↓しかし 
技術的範囲の確定に際して，特許請求の範囲の文言に厳格に拘

束されると不合理な結果を招く場合がある。そもそも発明という
無体の技術的思想を文言で現すということ自体が難しいことであ
るし，また出願時にあらゆる侵害形態を想定して特許請求の範囲
を記載することは困難であり，特に出願時に存在していなかった，
同様の効果を有する素材への置換について記載することは不可能
に近い。 

かかる場合に特許請求の範囲の厳格な文言解釈をすると，特許
は容易に迂回されてしまい，特許権の効力が著しく減殺され，特許
取得への意欲減退を招き，産業の発達という法目的（１条）にも反
することになる。 

↓よって 
文言的意味での同一だけでなく，法的観点から同一とみること

ができる範囲（均等の範囲）まで特許請求の範囲を拡張すべきであ
る。 

 
  

  論 証  
 



 18 

 均等成立の要件 
― ボールスプライン事件【百選 66】 

特Ａ Ｈ18－１ 

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
が存する場合であっても， 

①右部分が特許発明の本質的部分ではなく， 
②右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右のように置き換えることに，当該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（以下当業者という）が，対象
製品等の製造等の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，特許発明の特許出願時における公知技術と同
一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたもので
はなく，かつ 

⑤対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範
囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情も
ないとき 

は，右対象製品等は，特許請求の範囲に記載された構成と均等な
ものとして，特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相
当である。 

 

 均等の要件の証明責任 
― 負荷装置システム事件【百選 67】 

Ｃ  

事柄の性質上実質的同一にかかわる①ないし③の事実の証明責
任は，均等を主張する者が負担し，適用除外事由にかかる④及び⑤
の事実の証明責任は，均等を否定する者が負担するものと解する
のが相当である。 

 

 均等の第１要件の「本質的部分」の意義 
― 生海苔の異物分離除去装置事件【百選 68】 

Ｂ  

発明が各構成要件の有機的な結合により特定の作用効果を奏す
るものであることに照らせば，対象製品との相違が特許発明にお
ける本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たって
は，単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り
出すのではなく，特許発明を先行技術として対比して課題の解決
手段における特徴的原理を確定した上で，対象製品の備える解決
手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に
属するものかという点から判断すべきである。 

 

  論 証  
 

  論 証  
 

  論 証  
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第７章 著作隣接権 

第８章 著作権侵害とその救済手続 

 第１節 差止請求 
 
 第２節 損害賠償請求 
 
 第３節 名誉回復等の措置請求 
 
 第４節 侵害主体性 
 

 カラオケ法理 
― クラブキャッツアイ事件【百選 94】 

特Ａ  

Ｙらは，共同で経営するスナックにおいて，カラオケ装置を置
き，ホステス等従業員をしてカラオケ装置を操作し，客にマイクを
渡して歌唱をすすめ，又は歌唱させ，店の雰囲気作りをし，客の来
集を図って利益をあげることを意図していた。楽曲の著作権者Ｘ
は，Ｙに対し，演奏権侵害を主張することができるか。 

↓ 
①客のみが歌唱する場合でも，客は，経営者と無関係に歌唱して

いるわけではなく，経営者の管理のもとに歌唱していること，他
方，②経営者は，客の歌唱をも店の営業政策の一環として取り入
れ，これを利用していわゆるカラオケスナックとしての雰囲気を
醸成し，かかる雰囲気を好む客の来集を図って営業上の利益を増
大させている。 

↓したがって， 
経営者らは，規範的に侵害行為の主体として演奏権侵害の不法

行為責任を免れない。 
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 ロクラクⅡ事件最高裁判決 Ａ  

放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにお
いて，サービスを提供する者（以下「サービス提供者」という。）
が，その管理，支配下において，テレビアンテナで受信した放送を
複製の機能を有する機器（以下「複製機器」という。）に入力して
いて，当該複製機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が
自動的に行われる場合には，その録画の指示を当該サービスの利
用者がするものであっても，サービス提供者はその複製の主体で
あると解するのが相当である。 

↓すなわち 
複製の主体の判断に当たっては，複製の対象，方法，複製への関

与の内容，程度等の諸要素を考慮して，誰が当該著作物の複製をし
ているといえるかを判断するのが相当である。 

↓本件についてみると 
上記の場合，サービス提供者は，単に複製を容易にするための環

境等を整備しているにとどまらず，その管理，支配下において，放
送を受信して複製機器に対して放送番組等に係る情報を入力する
という，複製機器を用いた放送番組等の複製の実現における枢要
な行為をしており，複製時におけるサービス提供者の上記各行為
がなければ，当該サービスの利用者が録画の指示をしても，放送番
組等の複製をすることはおよそ不可能なのであり，サービス提供
者を複製の主体というに十分であるからである。 

 

 まねきＴＶ事件最高裁判決 Ａ  

Ｘは，離れた場所でもＴＶ番組を録画することのできるユーザ
所有の機器のうち，親機（ベースステーション）を預かってＸの管
理場所に設置し，ユーザは子機から親機にアクセスしてＴＶ番組
の複製を行い，子機に送信させて視聴していた。Ｘは送信可能化
権，公衆送信権（23 条１項）の侵害主体となり得るか。 

↓ 
法が送信可能化を規制の対象となる行為として規定した趣旨，

目的は，公衆送信のうち，公衆からの求めに応じ自動的に行う送信
が既に規制の対象とされていた状況の下で，現に自動公衆送信が
行われるに至る前の準備段階の行為を規制することにある。この
ことからすれば，公衆の用に供されている電気通信回線に接続す
ることにより，当該装置に入力される情報を受信者からの求めに
応じ自動的に送信する機能を有する装置は，これがあらかじめ設
定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっ
ても，当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるとい
えるときは，自動公衆送信装置に当たるというべきである。 

↓そして 
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自動公衆送信が，当該装置に入力される情報を受信者からの求
めに応じ自動的に送信する機能を有する装置の使用を前提として
いることに鑑みると，その主体は，当該装置が受信者からの求めに
応じ情報を自動的に送信することができる状態を作り出す行為を
行う者と解するのが相当であり，当該装置が公衆の用に供されて
いる電気通信回線に接続しており，これに継続的に情報が入力さ
れている場合には，当該装置に情報を入力する者が送信の主体で
あると解するのが相当である。 

↓これを本件についてみると 
各ベースステーションは，インターネットに接続することによ

り，入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的にデジタル
データ化して送信する機能を有するものであり，本件サービスに
おいては，ベースステーションがインターネットに接続しており，
ベースステーションに情報が継続的に入力されている。Ｘは，ベー
スステーションを，分配機を介するなどして自ら管理するテレビ
アンテナに接続し，当該テレビアンテナで受信された本件放送が
ベースステーションに継続的に入力されるように設定した上，ベ
ースステーションをその事務所に設置し，これを管理していると
いうのであるから，利用者がベースステーションを所有している
としても，ベースステーションに本件放送の入力をしている者は
Ｘであり，ベースステーションを用いて行われる送信の主体はＸ
であるとみるのが相当である。そして，何人も，Ｘとの関係等を問
題にされることなく，Ｘと本件サービスを利用する契約を締結す
ることにより同サービスを利用することができるのであって，送
信の主体であるＸからみて，本件サービスの利用者は不特定の者
として公衆に当たるから，ベースステーションを用いて行われる
送信は自動公衆送信であり，したがって，ベースステーションは自
動公衆送信装置に当たる。そうすると，インターネットに接続して
いる自動公衆送信装置であるベースステーションに本件放送を入
力する行為は，本件放送の送信可能化に当たるというべきである。 
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 カラオケリース業者の侵害主体性 
― ヒットワン事件【百選 100】 

Ｂ  

楽曲の著作権者の許諾を得ていないスナックに対し，通信カラ
オケ装置をリースした者は侵害行為の主体といえるか。 

↓ 
カラオケ装置のリース業者は，個々のカラオケ楽曲の演奏行為

に直接的な関わりを有するものではないから，リース業者が管理
著作物に係る歌詞・楽曲の演奏・上映行為の直接的な行為主体であ
るということはできない。 

 
では，幇助者に対して差止請求ができるか。「著作権を侵害する

者又は侵害するおそれのある者」（112 条 1 項）の意義が問題とな
る。 

↓ 
「著作権を侵害する者又は侵害するおそれのある者」とは，一般

には，侵害行為の主体たる者を指すと解される。 
↓しかし 

侵害の幇助行為を現に行う者であっても， 
①幇助者による幇助行為の内容・性質，②幇助者の管理・支配の

程度，③幇助者の利益と著作権侵害行為との結び付き等を総合し
て観察したときに，④幇助者の行為が著作権侵害行為に密接な関
わりを有し，⑤幇助者が幇助行為を中止する条理上の義務があり，
⑥著作権侵害の事態を除去できるような場合には，幇助行為を行
う者は侵害主体に準じるものと評価できる。 

 

 カラオケリース業者の注意義務 
― ビデオメイツ事件：上告審【百選 102】 

Ｃ  

カラオケ装置のリース業者は，リースの相手方に対し，著作権者
との間で著作物使用許諾契約を締結すべきことを告知するだけで
なく，著作物使用許諾契約を締結し，又は申し込みをしたことを確
認した上でカラオケ装置を引き渡すべき条理上の注意義務を負う
ものと解する。 

↓なぜなら 
①カラオケ装置は，著作権侵害を生じさせる蓋然性の高い装置 
②著作権侵害は刑罰にも触れる犯罪行為（119 条以下） 
③リース業者は，営業上の利益を得ている 
④著作権侵害が行われる蓋然性を予見すべき 
⑤著作物使用許諾契約を締結し，又は申し込みをしたことを確

認することは容易 
であることを考えれば，上記注意義務を肯定すべきだからであ

る。 
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