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第Ⅱ部 発明の認定 （審査基準第Ⅱ部第２～４章より抜粋編集） 

１．請求項に係る発明の認定  

請求項に係る発明の認定は、請求項の記載に基づいて行う。この場合におい

ては、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

された発明を特定するための事項（用語）の意義を解釈する。 

請求項に係る発明の認定の具体的な運用は以下のとおり。 

 

(1) 請求項の記載が明確である場合は、請求項の記載どおりに請求項に係る発

明を認定する。この場合、請求項の用語の意味は、その用語が有する通常の

意味と解釈する。 

 

例１：発明の要旨の認定、すなわち特許請求の範囲に記載された技術的事項の確定は、

まず特許請求の範囲の記載に基づくべきであり、その記載が一義的に明確であり、

その記載により発明の内容を的確に理解できる場合には、発明の詳細な説明に記載

された事項を加えて発明の要旨を認定することは許されず、特許請求の範囲の記載

文言自体から直ちにその技術的意味を確定するのに十分といえないときにはじめ

て詳細な説明中の記載を参酌できるにすぎないと解される。 

（参考：平４（行ケ）116） 

 

例２：考案の要旨の認定は、出願に係る考案が登録を受ける要件を具備するか否かを判

断する手法として、当該考案の登録請求範囲に記載された技術的事項を明確にす

るために行われるものであって、登録請求範囲の記載からその技術的事項が明確

である限りその記載にしたがって考案の要旨を認定すべきであり、考案の詳細な

説明の記載事項や図面の記載からその要旨を限定的に解釈することはできないと

いうべきである。     （参考：平元（行ケ）42） 

 

例３：特許出願に係る発明の新規性及び進歩性の審理にあたっては、この発明を 29 条

１項各号所定の発明と対比する前提として、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、この要旨認定は、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できないとか、あるいは一見してその記載が誤記である

ことが明細書の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情のな

い限り、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。 

 （参考：昭 62（行ツ）3） 

 

(2) ただし、請求項の記載が明確であっても、請求項に記載された用語（発明
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特定事項）の意味内容が明細書及び図面において定義又は説明されている場

合は、その用語を解釈するにあたってその定義又は説明を考慮する。なお、

請求項の用語の概念に含まれる下位概念を単に例示した記載が発明の詳細

な説明又は図面中にあるだけでは、ここでいう定義又は説明には該当しない。 

また、請求項の記載が明確でなく理解が困難であるが、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請求項中の用語を解釈すれば請求

項の記載が明確にされる場合は、その用語を解釈するにあたってこれらを考

慮する。 

 

例１：明細書の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

することとされているから、明細書の技術用語を理解ないし解釈するについて、

辞典類等における定義あるいは説明を参考にすることも必要ではあるが、それの

みによって理解ないし解釈を得ようとするのは相当でなく、まず当該明細書又は

図面の記載に基づいて、そこで用いられている技術用語の意味あるいは内容を理

解ないし解釈すべきである。   （参考：平６（行ケ）78） 

 

例２：「特許請求の範囲」の記載に用いられている技術用語が通常の用法と異なり、そ

の旨が「発明の詳細な説明」に記載されているとか、「特許請求の範囲」に記載さ

れているところが不明確で理解困難であり、それの意味内容が「発明の詳細な説

明」において明確にされているというような場合等に、これら用語、記載を解釈

するに当たって、「発明の詳細な説明」の記載を参酌してなすべきであるのはいう

までもない。     （参考：昭 41（行ケ）62） 

 

例３：登録請求の範囲の記載を合理的に解釈するため、そこに表われている技術用語な

いし技術的事項で不明確なものの正しい意味内容を考案の詳細な説明の記載の参

酌によって確定することは当然許容される。  （参考：昭 47（行ケ）33） 

 

(3) 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係る

発明が明確でない場合は、請求項に係る発明の認定は行わない。 

 

(4) 請求項の記載に基づき認定した発明と明細書又は図面に記載された発明と

が対応しないことがあっても、請求項の記載を無視して明細書又は図面の記

載のみから請求項に係る発明を認定してそれを審査の対象とはしない。 

また、明細書又は図面に記載があっても、請求項には記載されていない事

項（用語）は、請求項には記載がないものとして請求項に係る発明の認定を

行う。反対に、請求項に記載されている事項（用語）については必ず考慮の
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対象とし、記載がないものとして扱ってはならない。 

 

例１：「特許請求の範囲」の記載が明確であって、その記載により発明の内容を的確に

把握できる場合に、この「特許請求の範囲」に何ら記載されていない、「発明の詳

細な説明」に記載されている事項を加えて当該発明の内容を理解することは、出

願発明の要旨認定においても許されないところである。（参考：昭 41（行ケ）62） 

 

例２：発明の要旨の認定ないし解釈は、特許請求の範囲の記載に基づいて行うべきであ

って、その際、特段の事情がない限り、そこに記載された事項を無視したり、あ

るいは、記載されていない事項を付加することは許されないところである。 

（参考：昭 48（行ケ）62） 

 

２．特定の表現を有する請求項における発明の認定の具体的手法 

（１）作用、機能、性質又は特性（以下、「機能・特性等」という。）を用いて物を特定し

ようとする記載がある場合 

①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場合には、

１．(2)にしたがって異なる意味内容と解すべき場合（注）を除き、原則とし

て、その記載は、そのような機能・特性等を有するすべ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」は「断熱という作

用ないしは機能を有する層」という「物」を備えた壁材と解する。 

 

（注）例えば、「～の組成を有する耐熱性合金」という請求項について、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係る発明を認定した結果、

「耐熱性合金」との記載は「耐熱性を必要とする用途に用いる合金」の意味であ

ると解すべき場合には、下記(2)の用途により物を特定しようとする記載がある場

合の取扱いにしたがう。 

 

②ただし、その機能・特性等が、その物が固有に有しているものである場合

は、その記載は物を特定するのに役に立っておらず、その物自体を意味して

いるものと解する。 

 

例１：「抗癌性を有する化合物Ｘ」 

例１の場合、抗癌性は特定の化合物Ｘの固有の性質であるとすると、「抗癌性を有す

る」なる記載は、物を特定するのに役に立っておらず、化合物Ｘが抗癌性を有すること

が知られていたか否かにかかわらず、「化合物Ｘ」そのものを意味しているものと解す

る。したがって、化合物Ｘが公知である場合には新規性が否定される。（なお、「化合物
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Ｘを含む抗癌剤」の場合は、「（審査基準）第Ⅶ部第３章 医薬発明」の取扱いにしたが

う。） 

 

例２：「高周波数信号をカットし、低周波数信号を通過させる RC積分回路」 

例２の場合、「高周波数信号をカットし、低周波数信号を通過させる」点は「RC積分

回路」が固有に有する機能であるので、一般的な「RC 積分回路」を意味しているもの

と解する。しかし、「・・Hz 以上の高周波数信号をカットし、・・Hz 以下の低周波数信

号を通過させる RC積分回路」という請求項の場合は、一般的な「RC積分回路」が固有

に有する機能による特定ではなく、「一般的な RC積分回路のうち特定の周波数特性を有

するもの」を意味していることになるので、物の特定に役立つ記載であることに注意す

る。 

 

③また、出願時の技術常識を考慮すると、そのような機能・特性等を有するす

べての物のうち特定の物を意味しているとは解釈すべきでない場合がある。 

例えば「木製の第一部材と合成樹脂製の第二部材を固定する手段」という

請求項の記載においては、「固定する手段」は、すべての固定手段のうち溶

接等のようにもっぱら金属に使用される固定手段を意味していないことは

明らかである。 

 

（２）物の用途を用いてその物を特定しようとする記載（用途限定）がある場合 

請求項中に、「～用」といった、物の用途を用いてその物を特定しようとす

る記載（用途限定）がある場合には、明細書及び図面の記載並びに出願時の技

術常識をも考慮して、その用途限定が請求項に係る発明を特定するための事項

としてどのような意味を有するかを把握する。（請求項に係る発明を特定する

ための事項としての意味が理解できない場合は、第 36 条第 6 項第 2 号違反と

なり得ることに留意する。） 

ただし、「～用」といった用途限定が付された化合物（例えば、用途Ｙ用化

合物Ｚ）については、このような用途限定は、一般に、化合物の有用性を示し

ているに過ぎないため、以下の①、②に示される考え方を適用するまでもなく、

用途限定のない化合物（例えば、化合物Ｚ）そのものであると解される（例 1）

（参考判決：東京高判平 9.7.8（平成 7（行ケ）27））。この考え方は、化合物

の他、微生物にも同様に適用される。 

 

例 1：「殺虫用の化合物Ｚ」 

明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮すると、「殺虫用の」なる記

載はその化合物の有用性を示しているに過ぎないから、「殺虫用の化合物 Z」は、用途限
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定のない「化合物 Z」そのものと解される。したがって、この場合、「殺虫用の化合物Ｚ」

と、用途限定のない公知の「化合物Ｚ」とは、別異のものであるとすることはできない。 

 

①用途限定がある場合の一般的な考え方 

用途限定が、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、

その用途に特に適した形状、構造、組成等（以下、単に「構造等」という。）

を意味すると解することができる場合のように、用途限定が付された物が、そ

の用途に特に適した物を意味すると解される場合は、その物は用途限定が意味

する構造等を有する物であると解する。 

したがって、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とが、用

途限定以外の点で相違しない場合であっても、用途限定が意味する構造等が相

違すると解されるときは、両者は別異の発明である（例 2、例 3）。 

一方、用途限定が付された物が、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術

常識をも考慮しても、その用途に特に適した物を意味していると解することが

できない場合には、その用途限定は、下記②の用途発明と解すべき場合に該当

する場合を除き、物を特定するための意味を有しているとはいえない。 

したがって、この場合、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事

項とが、用途限定以外の点で相違しない場合は、両者は別異の発明であるとす

ることはできない。 

 

例 2：「～の形状を有するクレーン用フック」 

明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、「～の形状を有するク

レーン用」なる記載が、クレーンに用いるのに特に適した大きさや強さ等を持つ構造を

有するという、「フック」を特定する事項という意味に解される場合は、請求項に係る

発明はこのような構造を有する「フック」と解される。したがって、「～の形状を有す

るクレーン用フック」は、同様の形状の「釣り用フック（釣り針）」とは構造等が相違

するから、前者と後者とは別異のものである。 

 

例 3：「組成Ａを有するピアノ線用Ｆｅ系合金」 

明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、「組成Ａを有するピア

ノ線用」なる記載が、ピアノ線に用いるのに特に適した、高張力を付与するための微細

層状組織を有するという、「Ｆｅ系合金」を特定する事項という意味に解される場合は、

請求項に係る発明はこのような微細層状組織を有する「Ｆｅ系合金」と解される。した

がって、「組成Ａを有するピアノ線用Ｆｅ系合金」は、このような微細層状組織を有し

ないＦｅ系合金（例えば、「組成Ａを有する歯車用Ｆｅ系合金」）とは構造等が相違する

から、前者と後者とは別異のものである。 
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②用途限定が付された物の発明を用途発明と解すべき場合の考え方 

一般に、用途発明は、ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該

物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明と解さ

れる。 

参考判決： 東京高判平 13.4.25（平成 10（行ケ）401）、東京地判平 4.10.23

（平成 2（ワ）12094）、東京高判平 12.7.13（平成 10（行ケ）308）、東京高判

平 12.2.10（平成 10（行ケ）364） 

 

そして、請求項中に用途限定がある場合であって、請求項に係る発明が、あ

る物の未知の属性を発見し、その属性により、その物が新たな用途に適するこ

とを見いだしたことに基づく発明といえる場合には、当該用途限定が請求項に

係る発明を特定するための事項という意味を有するものとして、請求項に係る

発明を、用途限定の観点も含めて解することが適切である。したがって、この

場合は、たとえその物自体が既知であったとしても、請求項に係る発明は、用

途発明として新規性を有し得る（例 4）。 

ただし、未知の属性を発見したとしても、その技術分野の出願時の技術常識

を考慮し、その物の用途として新たな用途を提供したといえなければ、請求項

に係る発明の新規性は否定される。また、請求項に係る発明と引用発明とが、

表現上の用途限定の点で相違する物の発明であっても、その技術分野の出願時

の技術常識を考慮して、両者の用途を区別することができない場合は、請求項

に係る発明の新規性は否定される。（例 5、例 6） 

 

例 4：「特定の４級アンモニウム塩を含有する船底防汚用組成物」 

「特定の４級アンモニウム塩を含有する電着下塗り用組成物」と、「特定の４級アン

モニウム塩を含有する船底防汚用組成物」とにおいて、両者の組成物がその用途限定以

外の点で相違しないものであったとしても、「電着下塗り用」という用途が部材への電

着塗装を可能にし、上塗り層の付着性をも改善するという属性に基づくものであるとき

に、「船底防汚用」という用途が、船底への貝類の付着を防止するという未知の属性を

発見し、その属性により見いだされた従来知られている範囲とは異なる新たな用途であ

る場合には、この用途限定が、「組成物」を特定するための意味を有することから、両

者は別異の発明である。 

 

例 5：「成分Ａを添加した骨強化用ヨーグルト」 

「成分Ａを添加した骨強化用ヨーグルト」が、骨におけるカルシウムの吸収を促進す

るという未知の属性の発見に基づく発明であるとしても、「成分Ａを添加したヨーグル
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ト」も「成分Ａを添加した骨強化用ヨーグルト」も食品として利用されるものであるの

で、「成分Ａを添加した骨強化用ヨーグルト」が食品として新たな用途を提供するもの

であるとはいえない。したがって、「成分Ａを添加した骨強化用ヨーグルト」は、「成分

Ａを添加したヨーグルト」により新規性が否定される。 

なお、食品分野の技術常識を考慮すると、ヨーグルトに限らず食品として利用される

ものについては、公知の食品の新たな属性を発見したとしても、通常、公知の食品と区

別できるような新たな用途を提供することはない。 

 

例 6：「成分Ａを有効成分とする肌のシワ防止用化粧料」 

「成分Ａを有効成分とする肌の保湿用化粧料」が、角質層を軟化させ肌への水分吸収

を促進するとの整肌についての属性に基づくものであり、一方、「成分Ａを有効成分と

する肌のシワ防止用化粧料」が、体内物質Ｘの生成を促進するとの肌の改善についての

未知の属性に基づくものであって、両者が表現上の用途限定の点で相違するとしても、

両者がともに皮膚に外用するスキンケア化粧料として用いられるものであり、また、保

湿効果を有する化粧料は、保湿によって肌のシワ等を改善して肌状態を整えるものであ

って、肌のシワ防止のためにも使用されることが、当該分野における常識である場合に

は、両者の用途を区別することができるとはいえない。したがって、両者に用途限定以

外の点で差異がなければ、後者は前者により新規性が否定される。 

 

（注 1）一般に、ある物の未知の属性の発見に基づき、その物の使用目的として従来

知られていなかった一定の目的に使用する点に創作性が認められた発明は、

用途発明として新規性を有し得るとされる。そして、この用途発明の考え方

は、一般に、物の構造や名称からその物をどのように使用するかを理解する

ことが比較的困難な技術分野（例：化学物質を含む組成物の用途の技術分野）

において適用される。他方、機械、器具、物品、装置等については、通常、

その物と用途とが一体であるため用途発明の考え方が適用されることはない。 

（注 2）請求項に係る発明が、その物の属性に基づく新たな用途を提供したといえる

ものである場合であっても、既知の属性や物の構造等に基づいて、当業者が、

当該用途を容易に想到することができたといえる場合は、当該請求項に係る

発明の進歩性は否定される（東京高判平 15.8.27（平成 14（行ケ）376））。 

（注 3）記載表現の面から用途発明をみると、用途限定の表現形式を採るもののほか、

いわゆる剤形式を採るものや使用方法の形式を採るものなどがある。上記の

取扱いは、用途限定の表現形式でない表現形式の用途発明にも適用され得る

が、１．(4)に示した趣旨から、その適用範囲は、請求項中に用途を意味する

用語がある場合（例えば、「～からなる触媒」、「～合金からなる装飾材料」、「～

を用いた殺虫方法」等）に限られる。 
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（３）製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合（プロダクト・バイ・プ

ロセス・クレーム） 

請求項中に製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合には、

１．(2)にしたがって異なる意味内容と解すべき場合を除き、その記載は最終的

に得られた生産物自体を意味しているものと解する（注）。したがって、請求項

に記載された製造方法とは異なる方法によっても同一の生産物が製造でき、そ

の生産物が公知である場合は、当該請求項に係る発明は新規性が否定される。 

 

（注）このように解釈する理由は、生産物の構造によってはその生産物を表現すること

ができず、製造方法によってのみ生産物を表現することができる場合（例えば単離

されたタンパク質に係る発明等）があり、生産物の構造により特定する場合と製造

方法により特定する場合とで区別するのは適切でないからである。したがって、出

願人自らの意思で、「専ら Aの方法により製造された Z」のように、特定の方法によ

って製造された物のみに限定しようとしていることが明白な場合であっても、この

ように解釈する。 

 

例１：「製造方法Ｐ（工程 p１，p２…及び pn）により生産されるタンパク質」 

例１の場合、製造方法Ｑにより製造される公知の特定のタンパク質Ｚが、製造方法Ｐ

により製造されるタンパク質と同一の物である場合には、方法Ｐが新規であるか否かに

かかわらず、新規性が否定される。 

 

例２：「溶接により鉄製部材Ａとニッケル製部材Ｂを固着してなる二重構造パネル」 

例２の場合、仮に溶接以外の方法で、溶接により固着した二重構造パネルと同じ構造

の物が得られるものとすると、それが公知である場合には、新規性が否定されることに

なるが、通常は溶接により固着された物と同一の構造の物は他の方法では得られないた

め、溶接という方法を使用した二重構造パネルの発明が公知でなければ新規性は否定さ

れない。 

 


