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特許法 第２条（定義） 

３ この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為を
いう。  
一 物の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等若しくは輸

入又は譲渡等の申出をする行為 

二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為 

 「使用」→作用効果を奏する使用 



特許法１０１条 

特許法１０１条 間接侵害 
次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。  

一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にの
み用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 

二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物で
あつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、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 

三 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用
にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 

四 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる
物であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、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 
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単一主体の実施の場合 

 権利一体の原則 
実施→特許発明の全部の実施 
特許発明の一部の実施は非侵害 
例：特許発明 a+b+c 
  実施行為 a+c (b：無) →非侵害 

 複数主体による発明の使用はどのように扱われるか? 
→ 各被疑侵害者は特許発明の構成要件の一部しか
行っていないので、原則非侵害 
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有体物の物クレームの場合(田村先生の整理) 

 クレーム：A部品+B部品+C部品 

 Xが「A」を製造→Yが「A+B」→Zが「A+B+C」 
Z→直接侵害者 
Y→間接侵害者の可能性 
X→非侵害(一太郎事件・「間接侵害の間接侵害」否定
論) 

C 

A 

B 



方法クレーム・ネットシステムの場合 

 クレーム：「Aステップ+Bステップ+Cステップ」の方法 
– Xが「A」を使用→Yが「B」を使用→Cが「C」を使用 

 クレーム：「 Aステップ+Bステップ+Cステップ」を備えるシステム 
– Xが「A」がインストールされているサーバ等を所有→Yが「B」がインストールさ

れているサーバ等を所有→Cがインストールされているサーバ等を所有 

 

→全体を実施する者(特許発明の実施者)がいない。 
しかし、全体としては特許発明が使用されている。 



（２）方法の特許の場合 

 「A工程＋B工程＋C工程」で構成される方法発明の場合 

 物の発明と違って，Yが「A工程＋B工程」を担当し、最終的
にZがC工程のみを実施する場合、物理的に単独で全工程
を実施する者がいない。 

→ 特許発明の直接実施に該当する行為が存在しない 

∴ 「A工程＋B工程」のみを担当する者を間接侵害とする構
成もとりえない＝間接侵害によるアプローチでは解決で
きない 

 

cf.  101条の「方法の発明」に関する規定 

  → 「物」の業としての生産、譲渡等若しくは輸入又は譲
渡等の申出をする行為  

 
１ 複数主体の問題 
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複数主体の議論の必要性 

 複数主体が介在することが不可避な場合 

– ネット・クラウド 

– BMP→セグメントに分けやすい 

– 分社化 

– 顧客・ユーザを巻き込むクレーム 
(彼らを対象に訴訟は出来ない) 
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複数主体事件→二つの類型 

（１）そもそも複数主体を前提としてる特許発明 
→加工レンズ供給システム事件 

 

（２）スタンドアロンの特許発明(装置)のクラウド化 
→パイオニア事件など 
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２ 複数主体の侵害に関する議論 

 （１） 共同遂行の意思に基づく共同実施 

 
– 複数主体によって方法の特許が実施されても、実施主体の間に

共同遂行の意思があれば、共同で特許を実施するものとして、共
同の直接侵害者としての責任を問うことができる 

 

 ただし、この理論で侵害を認めた裁判例はない？ 
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２ 複数主体の侵害に関する議論 

 （２） 第三者を道具とする実施 

 

  共同遂行の意思がない複数の主体によって方法の特許
が分担実施されている場合でも、そのうちの一方当事者
が他の当事者を道具として一部を実行しているにすぎな
いから当該当事者が全体を実施していると判断できる。  

 

   → 支配管理 
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２ 複数主体の侵害に関する議論 

 （３）間接侵害アプローチ 
– 特許法１０１条 

 

 発明の課題解決に不可欠 

 

 ただし、「使用」は除外されている。 

12 



 （４） 発明自体が複数主体が関与することが予定されて
いる場合は別段の解釈を行うべきとする見解？ 

 

 Cf. 加工レンズ供給システム事件（東京地判H19.12.14) 

 
– 特徴は 

 構成要件の充足について主体が単独であることは要求しない 

 権利行使の可否を、支配管理の要件で検討 

 

• ただし「支配・管理」の検討が甘く要件が定立されていない
ため、規範として有効ではない。 
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 （５）均等論 
– → 不完全実施にも均等論は適用される 

 単独の被疑侵害者が各構成要件全てを充足する必要はない 

 

 （６）クレーム・ドラフティング 
– もっとうまくクレームを書け 
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具体的な裁判例 

 道具としての第三者(最後の工程実施者を道具とする) 

– スチロビーズ事件(但し傍論、非侵害判断) 

– 電着画像事件 

 支配管理型(特許発明の使用と侵害者を切り離す) 

– 眼鏡レンズの供給システム事件 

 特許発明は複数主体前提 

– インターネットサーバアクセス事件 

 「アクセスを提供する方法」 

 -------------↑全ての工程を被告自身が実施したと同視↑---- 

 間接侵害型 

– 胃瘻に関する医療器具事件(第三者の医師に使用させる) 

– NTP v RIM事件(US・ユーザを直接侵害者として、RIMを寄与侵害者とする) 

 Joint Infringement型(例：スタンドアロン装置のクラウド化) 

– ナビタイム事件 

– Golden Hour Data Systems 事件(US) 



裁判例１ 
 電着画像事件 東地判平13.9.20 判時1764号112頁 

特許 

① 金属板の表面に導電性被膜を形成し 

② 前記導電性被膜表面に電着画像を形成し 

③ 感圧接着剤層を設けた支持基材の該感圧接着剤層に前記電着画像
を前記導電性被膜とともに金属板から剥離転写し、 

④ 前記導電性被膜を前記電着画像から剥離し 

⑤ 電着画像の露出面に固定用接着剤層を形成し 

⑥ 前記支持基材から前記電着画像を剥離しつつ、前記固定用接着剤層
を介して前記電着画像を被着物の表面に貼り付けることを特徴とする 

⑦ 電着画像の形成方法 

 

①～⑤まではシールの作り方 

作ったシールを文字盤業者に売っていた（⑥を実施するのは文字盤業者） 
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電着画像事件 東地判平13.9.20 判時1764号112頁 

被告製品は・・・文字盤製造業者に販売されているところ、・・・
文字盤製造業者によって、裏面の剥離紙を剥がされて、文字
盤等の被着物に貼付されることは、・・・被告製品の商品の性
質および・・・構造に照らし、明らかである。被告製品には他の
用途は考えられず、これを購入した文字盤製造業者において
上記の方法により使用されることが、被告製品の製造時点か
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。・・・構
成要件⑥に該当する工程については、被告が自らこれを実施
していないが、被告は、この工程を、被告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。したがって、・・・・全構成要件に該当する全工程が被告
自身により実施されている場合と同視して、本件特許権の侵
害と評価すべきものである。 
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 判決 

   道具理論を採用 

 

  他の見解 
 間接侵害肯定説（松尾和子 判評521号27頁） 

 均等論肯定説（田村 cf 「特許法ガイド」第３版 201頁） 
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 注意点 本件は、特許法平成14年改正前の事案 
当時の条文 施行 平成７年７月１日 

（侵害とみなす行為）  

第101条  次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施
権を侵害するものとみなす。 

１ 特許が物の発明についてされている場合において、業と  
して、その物の生産にのみ使用する物を生産し、譲渡し、
貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの
申出をする行為  

２ 特許が方法の発明についてされている場合において、業
として、その発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡
し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し
の申出をする行為  
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 現行法は 

 

 「のみ」要件が外され 
– ＋ 

 主観的要件がプラスされている 

 
 → 間接侵害の無限定な適用への懸念は低下 
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裁判例２ 
加工レンズ供給システム事件（東地判平14.12.14) 

【F】眼鏡レンズの発注側に設置されたコンピュータと、この発 注側コンピュータへ
情報交換可能に接続された製造側コンピュータと、この発注側コンピュータへ接
続された３次元眼鏡枠測定装置とを有する眼鏡レンズの供給システムであって 

【G】前記発注側コンピュータは、眼鏡レンズ情報、３次元的眼鏡枠形状情報を含む
眼鏡枠情報、処方値、及びレイアウト情報を含めた枠入れ加工をする上で必要と
なる情報を入力し、発注に必要なデータを前記製造側コンピュータへ送信する処
理を含む眼鏡レンズの発注機能を有し 

【H】一方、前記製造側コンピュータは、前記発注側コンピュータからの送信に応じ
て演算処理を行い、眼鏡レンズの受注に必要な処理を備え 

【Ｉ】前記眼鏡枠情報は、前記３次元的眼鏡枠測定装置の測定子を前記眼鏡枠の形
状に従って３次元的に移動し、所定の角度毎に前記測定子の移動量を検出して
前記眼鏡枠の３次元の枠データを採取して得たものであり 

【Ｊ】前記発注側コンピュータは、前記３次元の枠データに基づいて前記眼鏡枠のレ
ンズ枠の周長、眼鏡枠の傾きＴＩＬＴ、及びフレームＰＤを求め、これを前記製造側
コンピュータへ送信する 

【Ｋ】ことを特徴とする眼鏡レンズの供給システム 
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加工レンズ供給システム事件 
 本件発明は「眼鏡レンズの供給システム」であって、・・・「発注側」と・・・「製

造側」という２つの主体を前提とし、各主体がそれぞれ所定の行為をし・・・
システムの一部を保有または所有する物の発明を、主として「製造側」の
観点から規定する発明である。・・・「発注側」は「製造側」とは別な主体で
あり、「製造側」の履行補助物的立場にもない。 

 特許請求の範囲の記載や発明の詳細な説明の記載は、２つ以上の主体
の関与を前提に実体に即して記載することで足りる。・・・構成要件充足の
点は、２つ以上の主体の関与を前提に、行為者として予定されている物が
特許請求の範囲に記載された各行為を行ったか、各システムの一部を保
有又は所有しているかを判断すれば足り、実際に行為を行った者の一部
が・・・履行補助者ではないことは・・・問題とならない。 

 ・・・だれに対して差止め及び損害賠償を求めることができるか、すなわち
発明の実施行為を行っている者はだれかは、構成要件充足の問題とは
異なり、当該システムを支配管理している者はだれかを判断して決定され
るべきである。 

22 



判決の特徴 

 基準 

 実施行為者は、システムを支配管理している者が誰かにを
判断して決定されるべき 

 → 支配管理の要件を検討せず 

 あてはめ 

 「被告が被告システムを管理しているのは明らかであ」る 
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裁判年月日  平成21年 7月10日  
裁判所名  東京地裁   
事件番号  平２０（ワ）１２９５２号 
事件名  特許権侵害差止等請求事件 〔携帯電話無線機事件〕 
「選択手段」の意義を、「携帯コンピュータ」自体が備える選択手段に限定されると解釈
して、被告製品が特許発明の技術的範囲に属しないとした事例 
 
裁判年月日  平成22年 3月30日  裁判所名  知財高裁   
事件番号  平２１（ネ）１００５５号 
事件名  特許権侵害差止等請求控訴事件 〔携帯型コミュニケータ事件・控訴審〕 
被告製品が特許発明の技術的範囲に属さず、均等侵害も成立しないとして控訴を棄
却した事例 

裁判例３ 

 携帯型コミュニケータ事件 
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Q2 事案の分析 

ア 本件特許発明１ 
  本件特許発明１の構成要件を分説すると，次のとおりである(以下，各構成要件を「構成要

件Ａ」のようにいう。なお，構成要件Ｅは欠番である。)。 
  【Ａ】 携帯可能な筐体と， 
  【Ｂ】 上記筐体内に設けられ，公衆通信回線に無線によって接続され，該公衆通信回線

を経由して発信，または受信を行う無線通信手段と， 
  【Ｃ】 上記筐体内に設けられ，該無線通信手段に対する制御指令の出力，上記無線通信

手段を経由して上記公衆通信回線からデータを入力，または上記無線通信手段を経由
して上記公衆通信回線にデータを送出する携帯コンピュータとを備え， 

  【Ｄ】 上記携帯コンピュータは，さらに上記筐体に保持された，又は該筐体外のＧＰＳ利用
者装置から位置座標データを入力する位置座標データ入力手段と， 

  【Ｆ】 上記位置座標データ入力手段の位置座標データに基づいて，所定の業務を行う複
数の個人，会社あるいは官庁の中から現在位置に最も近いものの発信先番号を選択す
る選択手段とを備え， 

  【Ｇ】 上記選択手段の選択した発信先と通信することを特徴とする携帯型コミュニケータ。
(争いのない事実) 

 イ 本件特許発明２ 
  本件特許発明２の構成要件を分説すると，次のとおりである。 
  【Ｈ】 ＧＰＳ利用者装置を備える携帯型コミュニケータの使用方法であって， 
  【Ｉ】 ＧＰＳ利用者装置から位置座標データを入力するステップと， 
  【Ｊ】 入力された位置座標データに基づいて，所定の業務を行う複数の個人，会社あるい

は官庁の中から現在位置に最も近いものの発信先番号を選択するステップと， 
  【Ｋ】 選択された発信先と通信するステップとを備えることを特徴とする携帯型コミュニ

ケータの使用方法。  
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Ａ携帯可能な筐体 

Ｂ 無線通信手段 

公衆通信回線 

無線によって接続 

Ｃ 携帯コンピュータ 

Ｄ 位置座標データ入力手段 

Ｆ 発信先番号を選択する 

  選択手段 

ＧＰＳ利用者 

装置 位置座標データ 

Ｇ 

選
択
し
た
発
信
先
と
通
信
す
る 

本件特許発明１ 
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被告製品 

(1) 現在地の地図の表示のフロー 

  ① 「ＮＡＶＩＴＩＭＥ」のメニュー画面が表示されている状態で，ユーザは「現在地    

    (ＧＰＳ)」を選択する。 

  ② ＣＰＵは，被告製品の現在位置情報を取得する。 

  ③ ＣＰＵは，取得した現在位置情報をナビタイムサーバに送信する。 

  ④ ナビタイムサーバは，受信した現在位置情報に基づいて現在位置を中心と 

    する所定範囲の地図画面データを作成し，被告製品に対し送信する。 

  ⑤ ＣＰＵは，受信した地図画面データをディスプレイに表示する。 

 (2)  周辺スポット検索のフロー 

 Ａ ユーザが，地図画面においてセンターボタンを押下することによって表示され   

   るメニュー画面で「ナビゲーションメニュー」を選択し，さらに「周辺スポット検索」  

   を選択すると， 

  ① ＣＰＵはその時点で取得されている現在位置情報とユーザの選択内容を 

    ナビタイムサーバに送信する。 

  ② ナビタイムサーバは，現在位置情報に応じた現在位置周辺の施設をカテゴ  

    リー別に検索することができるカテゴリー選択画面データを作成し，被告製 

    品に送信する。 

  ③ ＣＰＵは②で受信したカテゴリー選択画面を表示する。 
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Ｂ ユーザがカテゴリー選択画面で，施設種類を選択すると， 
  ① ＣＰＵは，前記現在位置情報とユーザの選択内容をナビタイムサーバに送信 
    する。 
  ② ナビタイムサーバは，サーバの有するデータベースにより，前記現在位置情報   
    を中心とする東西南北方向各２ｋｍ(４ｋｍ四方)の正方形エリア内に存在する  
    施設について，前記現在位置との直線距離をそれぞれ計算し，施設の名称及 
    び距離数を距離の近い順に表示したリスト画面データを作成し，被告製品に 
    送信する。 
  ③ ＣＰＵは受信した施設のリスト画面データを画面表示する。 
 
Ｃ ユーザが施設のリスト画面の中から特定の施設を指定すると， 
  ① ＣＰＵは，前記現在位置情報とユーザが指定した施設を特定する情報をナビタ 
     イムサーバに送信する。 
  ② ナビタイムサーバは，指定された特定の施設の詳細情報(名称，電話番号，住所)

の表示並びに現在地から当該施設へのルート地図，周辺スポット情報及び地点情報
(緯度経度) 等へのリンクからなる画面データをデータベースに基づいて作成し，被告
製品に送信する。 

  ③ ＣＰＵは受信した当該施設の詳細情報を含む画面データを画面表示する。 
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Ｄ ユーザが当該施設に電話をかける場合， 

  ① ユーザが詳細情報の中から「電話番号」を指定すると，
当該施設の電話番号が通常の形式でディスプレイに表
示される。 

  ② ユーザの発信ボタン押下により，ＣＰＵは，通常の電
話処理動作に入り，表示されている電話番号に対し電話
接続処理を行う。 

   ③ 通話が終了すると，当該施設の詳細情報表示画面に
戻る。  
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Q3 地裁判決 

 (1)  構成要件Ｆの解釈 
  ア 構成要件Ｆは，「位置座標データ入力手段の位置座標データに基づいて，所定の業務を行う

複数の個人，会社あるいは官庁の中から現在位置に最も近いものの発信先番号を選択する選
択手段とを備え」と規定されているところ，ここにいう「選択手段」とは，ＣＰＵ及びプログラムがな
し得る機能を意味するにすぎず，当然に特定の処理を指し示すものではないから，その意義は
特許請求の範囲からは一義的に明らかなものとはいえない。そこで，本件明細書の記載を参酌
すると，本件明細書には次のとおりの記載がある(甲２)。 

  【００２３】 …ＥＰＲＯＭコネクタ７６には，地図データＲＯＭ９６が差し込まれる。…地図データＲＯ
Ｍ９６は，道路地図や地名，施設名などの地図データと，公的施設の住所や電話番号などの地
図関連データとを備えている。例えば，ＪＡＦ等のロードサービスや，タクシ，警察署などの住所，
位置座標，電話番号などの地図関連データを備えている。電話番号は，１の名称に対して，課毎
や要件先毎に複数登録されている。  

  【００７０】 次いで，この現在位置から最も近い選択項目の名称の電話番号を地図データＲＯＭ９
６から入力する。地図データＲＯＭ９６から読み込んだ電話番号が複数の場合，例えば「○○警
察署の受付○○番，交通課○○番，防犯課○○番など」の場合には，図２２に示す電話メニュー
画面に選択枠２６６Ｂが表示される。選択枠２６６Ｂには，選択一覧２６６Ｃと，次ページ表示２６６
Ｄと，削除表示２６６Ｅと，実行表示２６６Ｆとが設けられている。選択一覧２６６Ｃには，「１ 受付
○○番」などのように表示される。」 

  イ 上記記載によれば，本件特許発明１においては，パーソナルコミュニケータ１内に内蔵された
ＣＰＵ２３が，最寄発信処理で現在位置から最も近い選択項目の名称の電話番号を，ＥＰＲＯＭ
コネクタ７６に差し込まれた地図ＲＯＭ９６から入力することによって現在位置に最も近い発信先
番号を選択する処理を行うことが開示されている。その一方で，本件明細書には，それ以外の
選択手段についての記載はない。  

 ウ 以上からすると，本件特許発明１の「選択手段」とは，現在位置の位置座標データに基づいて
最も近い施設を選択し，それと関連付けて記憶されている，同施設の発信先番号を取り出すこと
であり，また，「選択手段」による処理は，「携帯コンピュータ」自体のＣＰＵが実行するものであっ
て，「選択手段」は「携帯コンピュータ」自体が備えるものであると解釈するのが相当である。  
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  第三者（ナビタイムジャパン株式会社）が所有，運営するナビタイムサーバは， 
  (1)  ④ＣＰＵから受信した現在位置情報に基づいて現在位置を中心とする所

定範囲の地図画面データを作成して被告製品に対し送信し， 
  (2)  Ａ②現在位置情報に応じた現在位置周辺の施設をカテゴリー別に検索す

ることができるカテゴリー選択画面データを作成して被告製品に送信し， 
  (2)  Ｂ②ナビタイムサーバが有するデータベースに基いて，現在位置情報を

中心とする東西南北方向各２ｋｍ(４ｋｍ四方)の正方形エリア内に存在する施
設について，現在位置との直線距離をそれぞれ計算し，施設の名称及び距
離数を距離の近い順に表示したリスト画面データを作成して被告製品に送信
し， 

 (2)  Ｃ②ナビタイムサーバが有するデータベースに基づいて，施設の詳細情報
(名称，電話番号，住所)の表示並びに現在地から当該施設へのルート地図，
周辺スポット情報及び地点情報(緯度経度)等へのリンクからなる画面データ
を作成して被告製品に送信しており，現在位置に最も近い施設を含む施設
及びその電話番号の検索並びにその検索結果たるリストの作成は，データ
ベースを有するナビタイムサーバが行っている。 

ウ 以上からすると，被告製品の「選択手段」による処理は，ナビタイムサーバ
が実行しているものであって，被告製品においては，「選択手段」を「携帯コン
ピュータ」自体が備えてはいないものと認められる。 

  したがって，被告製品は，構成要件Ｆを充足するものということはできない。 
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Q4 控訴審の審理の対象 
（判例タイムズＮｏ．１３２４ ２０１０．８．１） 

 

 原告は控訴審において、訂正後の特許権の請求項２に基づく請
求に変更するとともに、 

請求項５に係る特許権に基づく請求を取り下げたため、控訴審
では訂正後の請求項２ 

に係る発明のみが審理の対象となった。また、原告は均等侵害
の主張を追加した。 

 

なお、原告は，本件特許の請求項２につき，平成２１年３月３０日，
特許庁に対して訂正審判請求をし，特許庁は，同年５月１日に訂
正を認める旨の審決をし，同審決は原審口頭弁論終結後に確
定している。  
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訂正されたクレーム 

ｅ】  ディスプレイと， 
  【ｆ】  ＣＰＵと， 
  【ｇ】  上記ディスプレイに表示された所定の業務名を文字

画像で示す発信先一覧から選択された選択項目の名称
に基づき，上記位置座標データ入力手段の位置座標
データに従って，所定の業務を行う複数の個人，会社あ
るいは官庁の中から現在位置に最も近いものの発信先
番号を選択する選択手段と， 

  【ｈ】 上記選択手段の選択した発信先の発信先番号に電
話発信を実行して通信する電話発信手段と， 

  【ｉ】  上記電話発信処理によって電話が接続されて後，上
記通話中の文字画像を上記ディスプレイに表示する通話
中手段と，を備え， 

  【ｊ】  上記位置座標データ入力手段と，上記選択手段と，
上記電話発信手段と，上記通話中手段とは，上記ＣＰＵ
によって実行されることを特徴とする携帯型コミュニケータ。 
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Q5 控訴審判決 
 (1)  特許請求の範囲の記載 
   本件訂正発明の特許請求の範囲には，「上記携帯コンピュータは，・・・上記ディスプレイに

表示された所定の業務名を文字画像で示す発信先一覧から選択された選択項目の名称に
基づき，上記位置座標データ入力手段の位置座標データに従って，所定の業務を行う複数
の個人，会社あるいは官庁の中から現在位置に最も近いものの発信先番号を選択する選
択手段と，・・・を備え」と記載されている。上記特許請求の範囲の記載によれば，「選択」は，
「所定の業務を行う複数の個人，会社あるいは官庁の中から現在位置に最も近いものの発
信先番号」を対象としているが，「所定の業務を行う複数の個人，会社あるいは官庁」の発
信先番号等の情報取得態様及び選択態様について，必ずしも明確であるとはいえない。そ
こで，本件訂正明細書の発明の詳細な説明を参酌する。 

    
    以上によれば，本件訂正発明は，従来の無線電話装置と，携帯型コンピュータとＧＰＳ利

用者装置とをすべて携帯することができず，かつ相互を組み合わせてそれらを複合した機
能を得ることができないとの課題を解決するために，複合した機能を，実用的に得ることを
目的とするものである。そうすると，本件訂正発明は，携帯型の情報装置がこれらの装置
の機能を複合させた機能を有することに特徴があり，機能の一部を他のサーバ等に置くこ
とを想定したものということはできない。 

    そして，前記認定の本件訂正明細書の発明の詳細な説明の記載によれば，「携帯型コ
ミュニケータ」は，ＣＰＵを備えた携帯コンピュータと無線電話装置とＧＰＳ利用者装置とを備
えるとともに，地図情報を備えた地図データＲＯＭが接続されており，ＣＰＵにより実行され
る最寄発信処理においては，まず，現在位置の座標と発信先の名称が入力され，次に，地
図データＲＯＭから現在位置から最も近い発信先番号を選択する処理を行い，それは，現
在位置の座標と地図データＲＯＭから読み込まれた地図情報とに基づいて選択しているも
のと認められる。 

    したがって，「選択手段」による「発信先番号の選択」は，携帯コンピュータのＣＰＵが，携
帯型コミュニケータ自体で取得できるデータを用いて，発信先番号の選択に係る処理を実
行することを指すと解するのが相当である。 
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 争点２（構成要件ｇ の均等の成否）について 

  原告は，被告製品のＣＰＵにより実行される処理が「選択手段」に該当しないとし
ても，同処理は，構成要件ｇの「選択手段」と均等である旨主張する。 

   しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。 
  (1)  置換可能性の有無について 
    本件訂正発明は，従来技術において，無線電話装置と携帯型コンピュータとＧ

ＰＳ利用者装置とをすべてを携帯することができず，かつ相互を組み合わせてそ
れらを複合した機能を得ることができないという課題を解決するために，それらを
複合した機能を，実用的に得ることを目的としたものである。本件訂正発明は，
上記の解決手段として，「携帯コミュニケータ」の「携帯コンピュータ」が，「位置座
標データ入力手段の位置座標データに従って，所定の業務を行う複数の個人，
会社あるいは官庁の中から現在位置に最も近いものの発信先番号を選択する
選択手段」によって，発信先番号の選択に係る処理を実行することとしたもので
ある。 

    これに対して，被告製品は，ナビタイムサーバがそのデータベースを用いて検
索処理を実行するものであり，被告製品は，ナビタイムサーバに現在位置情報と
施設カテゴリーの選択内容を送信することにより，ナビタイムサーバから検索結
果として施設の情報を取得し，通信を行うものである。 

    したがって，本件訂正発明における「携帯コンピュータ」が，「位置座標データ入
力手段の位置座標データに従って，所定の業務を行う複数の個人，会社あるい
は官庁の中から現在位置に最も近いものの発信先番号を選択する選択手段」と
の構成を被告製品における上記処理手段に置換することは，解決課題及び解決
原理が異なるから，置換可能性はないものというべきである。 



裁判例４ インターネットサーバーアクセス管理事件 

 知財高裁H22.3.24 一部認容 

 Cf 地裁は、無効の抗弁を認めて請求棄却 

 

特許： インターネットサーバーのアクセス管理およびモニタ 
システム（３７６２８８２号） 

 

 主な争点： 特許無効の抗弁のうち、進歩性欠如 

        本件特許権の侵害主体 

        損害発生の有無 

        損害額 

36 



クレーム 

A  インターネットよりなるコンピュータネットワークを介したクライアン
トからサーバーシステムへの情報ページに対するアクセスを提供
する方法であって 

B  前記クライアントにおいて記述子を提供する段階と、 

C ディレクトリサーバーが，前記記述子を前記ディレクトリサーバー
に存在する翻訳データベースを用いてURLにマッピングする段階
と、 

D 前記ディレクトリサーバーが，REDIRECTコマンド中の前記URLを
前記クライアントに返送する段階と、 

E  前記クライアントに前記URLを用いて情報を要求させる段階と 

F  前記URLにより識別されたページを前記クライアント側で表示す
る段階と 

G  を備えた情報ページに対するアクセス方法。 
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 被告の対象サービス 

 
– インターネットに接続されたパソコンのユーザーに対し、当該パソ

コンのウェブブラウザのアドレスバーに任意の文字（語呂合わせ
等）を記述することで目的のウェブページへのＵＲＬを取得させ、
当該ウェブページへのアクセスを提供する「Japan NLIA System」
に係る方法 
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１ インターネットサーバーアクセス管理事件  

 侵害主体に関する争点 

１ 被控訴人（被疑侵害者）の主張 

   本件発明のアクセス方法はクライアント（ユーザー）に
よるアクセスによって実現するものである。 

２ 権利者側主張） 

・道具理論（ユーザーの行為を道具として利用） 

・共同侵害行為（ユーザーと共同） 

・間接侵害 

  ４号 REDIRECT コマンド送信が「物」の「譲渡」 

  ５号 REDIRECTコマンドは「発明による課題の解決に不
可欠」       
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裁判所の判断 

  本件特許に係る発明の名称は「インターネットサーバーのア
クセス管理およびモニタシステム」とされており，上記2（1）アの
とおり，本件発明に係る特許請求の範囲の記載から，本件発
明における「アクセス」が「インターネットよりなるコンピュータ
ネットワークを介したクライアント」による「サーバーシステムの
情報ページ」に対するものであることが明らかである上，構成
要件BないしFに規定される各段階は，本件発明において提供
される「アクセス」が備える段階を特定するものであると解され
るから，このような本件発明の実施主体は，上記のような「ア
クセスを提供する方法」の実施主体であって，被控訴人方法を
提供して被控訴人サービスを実施する被控訴人であると解す
るのが相当である。 

１ インターネットサーバーアクセス管理事件  
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  しかしながら，上記のとおり，本件発明は「アクセス」の発明ではな
く，「アクセスを提供する方法」の発明であって，具体的にクライアント
によるアクセスがなければ本件発明に係る特許権を侵害することが
できないものではない。また，本件発明に係る「アクセスを提供する
方法」が提供されている限り，クライアントは，被控訴人方法として提
供されるアクセス方法の枠内において目的の情報ページにアクセス
することができるにとどまるのであり，クライアントの主体的行為に
よって，クライアントによる個別のアクセスが本件発明の技術的範囲
に属するものとなったり，ならなかったりするものではないから，クラ
イアントの個別の行為を待って初めて「アクセスを提供する方法」の
発明である本件発明の実施行為が完成すると解すべきでもない。 

  そうすると，被控訴人による「アクセスを提供する方法」が本件発明
の技術的範囲に属するのである以上，被控訴人による被控訴人方
法の提供行為が本件発明の実施行為と評価されるべきものである。 

１ インターネットサーバーアクセス管理事件  
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 飯村判事のコメント 

 
– 形式的にはクレーム解釈に依拠しているが、実質的には支配管

理論である。 

– 方法の発明であるが、あたかも、システム発明のような理解 
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裁判例５ 
 パイオニアvナビタイム 知財高判平23・11・30 

 【請求項１】 目的地を設定しその設定した目的地を示す目的地座標デ
―タ及び車両の現在地を示す現在地座標デ―タに基づいて現在地か
ら目的地に至る航行情報を表示する車載ナビゲ―ション装置であって、 

 目的地座標デ―タを記憶するための記憶位置を複数有するメモリと、 

 目的地が設定される毎にその目的地を示す目的地座標デ―タを前記
メモリの少なくとも前回の目的地座標デ―タの記憶位置とは異なる記
憶位置に書き込む手段と、 

 目的地の設定の際に前記メモリに記憶された目的地座標デ―タを読
み出す読出し手段と、 

 読み出された目的地座標デ―タのうちから１の目的地座標デ―タを操
作に応じて選択し前記１の目的地座標デ―タの選択によって目的地を
設定する手段とを含むことを特徴とする車載ナビゲ―ション装置。 
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論点 
特許第2891794号(平成３年（１９９１）４月１２日出願) 

• 【請求項１】 目的地を設定しその設定した目的地を示す目的地座標デ
―タ及び車両の現在地を示す現在地座標デ―タに基づいて現在地か

ら目的地に至る航行情報を表示する車載ナビゲ―ション装置で

あって、 

• 目的地座標デ―タを記憶するための記憶位置を複数有するメモリと、 

• 目的地が設定される毎にその目的地を示す目的地座標デ―タを前記
メモリの少なくとも前回の目的地座標デ―タの記憶位置とは異なる記
憶位置に書き込む手段と、 

• 目的地の設定の際に前記メモリに記憶された目的地座標デ―タを読
み出す読出し手段と、 

• 読み出された目的地座標デ―タのうちから１の目的地座標デ―タを操
作に応じて選択し前記１の目的地座標デ―タの選択によって目的地を

設定する手段とを含むことを特徴とする車載ナビゲ―ション装置。 
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被告装置の構成 

目的地情報 

現在位置情報 

GPS・現在位置情報 
現在位置→ 
目的地までの 
ルート地図描画データ 

ナビタイムサーバ 運転手等の携帯電話 
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複数主体論点：実施(2条3項) 

 使用 
→本件被告と携帯電話機を操作しているユーザ
の複数主体 

 生産 
→サーバ・ソフトウェアの生産行為と携帯電話機
の生産行為の合体 
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原告主張 

 「使用」→「支配管理型」の侵害 
「カラオケ法理」の転用 

 

 「生産」→「共同直接侵害」 
先行判例→スチロールビーズ事件 
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知財高裁(飯村コート)の判断 

 「車載」とは、車両が利用されているか否かを問わず、車両
に積載されて、常時その状態に置かれていることを意味する
ものと解するのが合理的である。 
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判断の根拠 

• 本件各明細書の記載によれば， 
• ①本件各特許発明は，「車載ナビゲーション装置は，出願前に公

知であった従来型の「車載ナビゲーション装置」と比較して，本件
各特許発明の特徴たる新たな技術上の工夫を付加したものであ
るが，そのような技術上の工夫がされたことにより，常時設置する
との態様について，必然的に変更を伴うと理解すべき理由がない
こと， 

• ②常時設置するとの態様に変更を加えたと解されるに足りる記述
は，明示的にも黙示的にも存在しないこと， 

• ③ユーザが，車両を利用しないときに，ナビゲーション装置を車外
に搬出することの利便性等を示唆するような記述も見あたらない
こと， 

• ④ユーザが，車両を利用しないときに，ナビゲーション装置を車外
に持ち出すことを含む趣旨であれば，特許請求の範囲に，「車両
用ナビゲーション装置」ないし「ナビゲーション装置」等の語が選択
されるのが自然であること等の事実を総合すれば～→非充足論 

• しかし、ネット利用の車載ナビが無かった時代の技術の記載は、
ネット利用車載ナビに合うものは存在しないはず。 
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原告主張に対する平嶋評釈(L&T) 

 「使用」→「支配管理型」の侵害 
「カラオケ法理」の転用 
→著作権の支分権相当行為がどこかの局面で
為されていることが出発点 

 本事件は権利が及ぶ行為の存在の有無がPoint 
of issue 

 「生産」→「共同直接侵害」 
先行判例→スチロールビーズ事件 
→複数主体間における主観的意思の共同に相
当する要件は最低限必要  
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US事例 

 寄与侵害・誘引侵害(§271(b)(c))には
直接侵害者の存在が必須(JPにおける
従属説・BMC Resources事件(FC2007)  
→”Who is the infringer?”が極めて重要 
ネット発明は方法でクレームしたい 

– クリック一回ごとのロイヤルティ徴収可能 
システムクレームは一品物→低額 

– クレーム作成(発明特定)が簡単 

– 装置の縛りがない。 



NTP, Inc v. RESEARCH IN MOTION, LTD., 
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BB Server 

 (Interface SW) 
RF Net 

BB 
Receiver 

Pop 

BB Soft 

Rec  PC 

SMTP 

Send  PC 

米国 

カナダ 

メール送信者 
BBユーザではない 

Pop 

BB Soft 

Pop 

BB Soft 

プロバイダA 

プロバイダB 

プロバイダC 



 システムクレームについて  
端末ユーザ(Infringer)について直接侵害を認定 
→RIMに対して誘引侵害成立 

 方法クレームについて 
非侵害と認定(全てのステップが米国内で行われている
ことが要件) 
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NTP, Inc v. RESEARCH IN MOTION, LTD., 



Golden Hour Data Systems v. 
emsCharts and Softtech(FC2010) 

Ｚ 

emsCharts 

Ｚ 

Softtech 

特徴：emsCharts製ソフトとSofttech製ソフトをパッケージで販売 

    共同事業的契約が存在した(“strategicpartnership”) 



非侵害 

 地裁：EDTexas・陪審は侵害→JMOLで非侵害 

 CAFC：地裁判断を支持 
 方法クレーム：複数主体事件においては、一の当事者が管
理又は指揮(Control or Direction)を全体のプロセスに対して為
し、方法の全ステップが当該当事者に帰することが必要と判断。 
 システムクレーム：判断せず。侵害の可能性には言及 

 本判例は50-50Joint Partner Relationshipに近づくほど非侵害
→クレームを分析し、ちゃんと設計分担すれば共謀の意思が
あっても非侵害となる。おかしいのでは?(Newman判事の
Dissenting Opinion) 



McKesson v. Epic Systems 



Akamai v Limelight 





McKesson v. Epic Systems 

McKesson patent 

Epic’s software 

特徴：Epicは第三者のステップの履行をInduceしただけ 



McKesson’s Method Claim 1 

1. A method of automatically and electronically communicating between 
at least one health‐care provider and a plurality of users serviced by 
the health‐care provider, said method comprising the steps of: 

  initiating a communication by one of the plurality of users to the 
provider for information, wherein the provider has established a 
preexisting medical record for each user; 

  enabling communication by transporting the communication ...; 

  electronically comparing content of the communication ...; 

  returning the response to the communication automatically ...; 

  said provider/patient interface providing a fully automated 
mechanism for generating a personalized page or area within the 
provider's Web site for each user serviced by the provider; and 

  aid patient‐provider interface service center for dynamically 
assembling and delivering customer content to said user. 

Patient 

Health 
Care 
Provider 



CAFC→地裁の非侵害・SJを差戻し 

 地裁→複数主体間に”Control or Direction”の関係なし 

 CAFC・パネル→地裁維持(Agency relationship or contractual 
obligationが証明されていない) 

 CAFC・en banc→寄与侵害認定の前提問題としての直接侵害 
→「事実として特許を使用している」で足りるとして差戻し。 
– 要件(1) 被告の認識 

– 要件(2) 特許発明のステップの実施を誘引 

– 要件(3) それらのステップは実際に実施された(主体は不問・ここが従来
のUS判例と異なる。) 

 但し、直接侵害における「Divided Infringement」の議論は回避。 

 現在上告中 

 CAFC判断は危なしとの評有り(DCの特許弁護士(複数)談) 
– en banc判決は6対5の僅差 

– 二事件ともにパネルの決定は変化していない 

 



将来的課題1 Joint Infringement論の必要性 

 本質的問題は「Joint Infringement型の解決」 
– 道具論型・支配管理型・間接侵害型全てが「メインの部分がJoint 

Infringement型で構成されていたら?」の問題がつきまとう 

 飯村判事コメント 
 コンピュータ関連、ネット関連、ビジネスメソッド関連の技術では複数主体の関
与が通常→ クレーム・ドラフティングのみでは解決できない 

(出願・事業サイドからの津田私感 
・クレーム・ドラフティングだけではとても無理 
特許クレームを見た後なら、 一サーバの動作をJoint Infringement型の主体複
数化で設計することが容易なはず 

・判例は完全な50-50共同事業なら、それだけで非侵害の方向 

・過去の特許はクラウドになると自動的に非侵害か?→過去資産の不良債権化) 
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将来的課題1 Joint Infringementの要件論 

 共同の意思の要件 

 各単独主体は特許発明の全てを実施しているわけではない（原
則として非侵害） 

 →これを侵害としたいのは他人の行為についても責任を負わせた
いから 

 他人の行為について責任を負わせるに十分な関与が必要 

実質的にも 

 非侵害行為を行っているのに不意打ちで差止めが飛んでくる。 
– しかし、不意打ちは絶体に回避しなければならないのか?(津田・後述) 
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将来的課題2 共同の意思の立証 

 「共同の意思」は客観的で足りるか主観的が必要か。 
– 現在両論有り(八木) 

– 客観論→「示唆」だけでは駄目で一般的。 

– 主観論→特許権の存在・内容の認識、同一認識の共有の要否、相手方
の行為の認識の相互性・侵害の認識の要否・各人の業要件等が論点。 

– 主観的共同が認められない→道具理論・間接侵害構成(八木) 

– 第三者がユーザ→道具理論・支配管理論の登場(水谷) 

– 典型的には継続的取引関係(水谷) →(津田注:良いのか?業者は客の中
のことはわからないはず)。 

– 継続的取引関係とシステム全体に対する支配管理性の関係は? (水谷)  

 ・一部の者の管理 



将来的課題2 侵害の救済 

 差止め 
– 誰を? 

 侵害の救済の場を考えると、一の単独主体の行為が差止められると、
他の単独主体の行為も自動的に止まる→そもそも不意打ち的差止め 

 ネット発明の場合には、アクセス禁止等の機能差止めで、サーバの動作
を大きく損なわない一部差止めの措置が可能。 
(Cf.一般の差止めは事業の停止・工場ラインのストップ等全面差止) 

 複数主体・一部差止めの理論構成が未成熟 

 「主観的共同が不可欠」とする要件論に戻る議論(尾崎) 

 損害賠償 
– 誰から? 

– いくら? 
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