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Wiiliamson v. Citrix
判決日 2013 年 11 月 30 日
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１．事件の概要
２０１１年３月２２日、Wiiliamsonは、Citrix社等の製造、販売等が米国特許6,155,840号（以下８４０特許）を侵害
しているとしてカリフォルニア州地方裁判所に提訴した。２０１２年９月４日、地方裁判所は８４０特許の独立クレ
ーム１及び１７の限定
“graphical display representative of a classroom” and “first graphical display comprising . . . a classroom
region” (collectively, the “graphical display” limitations)
についてのクレーム解釈につき、地方裁判所は、当該限定は、
“a pictorial map illustrating an at least partially virtual space in which participants can interact, and that
identifies the presenter(s) and the audience member(s) by their locations on the map.”
を要求すると判断した。
また、クレーム８の限定“distributed learning control module”は、１１２条第６パラグラフのミーンズプラスファ
ンクション（ＭＰＦ）であるとし、そして、明細書はクレームの全ての機能を実現するための必要なアルゴリズムを
開示していないとして、クレーム８及びその従属クレームは、１１２条第２パラグラフの明確性の要件を具備して
おらず、無効であると判断した。
Williamsonは、８４０特許が地方裁判所のクレーム解釈ではＣｉｔｒｉｘ社等の製造等の行為を侵害しないこととな
ることから、これを不服として控訴した。後述するように地方裁判所の判断は誤りであると判断した。
Citrixは、大法廷（en banc）のレビューを求め、大法廷は2013年11月30日の判決のうち、ミーンズプラスファン
クションクレームに関する判断を覆した。
２．クレーム及び８４０特許の概要
８４０特許は、ネットワークを介して接続されたコンピュータハードウェアやソフトウェアを用いてバーチャル教
室環境を提供する方法やシステムに関するものであって、その目的は、遠隔地にある複数の発表者を接続す
ることであり、複雑なハードウェア等を用いずに、クラスルームの効果を実現することに関する。
主要な構成要素は、プレゼンターのコンピュータ、聴講者のコンピュータ、バーチャル教室を提供するサーバ
の３つである。プレゼンターのコンピュータは、プレゼンターによって、聴講者とコミュニケーションするために用
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いられ、聴講者のコンピュータ画面の表示される情報を制御する。聴講者のコンピュータは、プレゼンテーショ
ンを表示するために用いられるとともに、プレゼンターや他の聴講者とコミュニケーションするためにも用いるこ
とができる。
1. A method of conducting distributed learning among a plurality of computer systems coupled to
a network, the method comprising the steps of:
providing instructions to a first computer system
coupled to the network for:
creating a graphical display representative of a classroom;
creating a graphical display illustrating controls for selecting first and second data
streams;
creating a first window for displaying the first selected data stream; and
creating a second window for displaying the second selected data stream, wherein
the first and second windows are displayed simultaneously; and
providing instructions to a second computer system coupled to the network for:
creating a graphical display representative of the classroom;
creating a third window for displaying the first selected data stream; and
creating a fourth window for displaying the second selected data stream, wherein the third
and fourth windows are displayed simultaneously.
8. A system for conducting distributed learning among a plurality of computer systems coupled to
a network, the system comprising:
a presenter computer system of the plurality of computer systems coupled to the network and
comprising:
a content selection control for defining at least one remote streaming data source and for
selecting one of the remote streaming data sources for viewing; and
a presenter streaming data viewer for displaying data produced by the selected remote
streaming data source;
an audience member computer system of the plurality of computer systems and coupled to the
presenter computer system via the network, the audience member computer system comprising:
an audience member streaming data viewer for displaying the data produced by the selected
remote streaming data source; and
a distributed learning server remote from the presenter and audience member computer systems of
the plurality of computer systems and coupled to the presenter computer system and the
audience member computer system via the network and comprising:
a streaming data module for providing the streaming data from the remote streaming data
source selected with the content selection control to the presenter and audience member computer
systems; and
a distributed learning control module for receiving communications transmitted between the
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presenter and the audience member computer systems and for relaying the communications to an
intended receiving computer system and for coordinating the operation of the streaming data module.
17. A distributed learning server for controlling a presenter computer system and an audience
member computer system coupled to the distributed learning server via a network, the distributed
learning server comprising:
a module for providing a first graphical display on the presenter computer system, the first

graphical display comprising:
a first presenter content selection control for selecting a first source of streaming content
representative of graphical information;
a first presenter content display region for displaying the graphical information represented
by the streaming content from the first selected source;
a second presenter content selection control for selecting a second source of streaming
content representative of graphical information; and
a second presenter content display region for displaying the graphical information
represented by the streaming content from the second selected source, wherein the first and second
presenter content display regions are adapted to display simultaneously; and

a classroom region for representing the audience member computer system coupled to the
distributed learning server; and
a module for providing a second graphical display on the audience member computer system, the
second graphical display comprising:
a first audience member content display region for displaying the graphical information
represented by the streaming content from the first source selected by the content selection control;
and
a second audience member content display region for displaying the graphical information
represented by the streaming content from the second source selected by the content selection
control, wherein the first and second audience member content display regions are adapted to display
simultaneously.
４．CAFC の判断
４－１ “graphical display limitation” （クレーム１、１７）
クレーム自体の文言は、pictorial map について限定を含んでいない。明細書はマップ等としてバーチャルクラ
スルームを記載する実施例や実態態様を開示しているものの、明細書には graphical display を当該実施例等
に限定するような記載はない。マップ等については、より好ましい形態として一貫して開示されており、出願人
がクレームを地方裁判所が決定したようなクレーム範囲に限定する意図を示唆する内部証拠はない。
８４０特許は、クラスルームを少なくとも参加者が interact できる少なくとも部分的な仮想空間であると定義し
ているもので、それ以上の限定は、クレーム、明細書、出願経過にはない。
上記理由により地方裁判所のクレーム解釈は誤りであり、上記 graphical display についての限定は、クラスル
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ームを少なくとも参加者が interact できる少なくとも部分的な仮想空間であると解釈される。
４－２ “distributed learning control module” (クレーム８) （２０１３年１１月３０日判決）
地方裁判所の上記限定がＭＰＦであるとの判断は誤りである。
判例によれば、クレームに means という用語を用いていない場合は、１１２条第６パラグラフの不適用が推定
される。当該推定は、容易に覆えすことのできない「強い」推定（“strong” presumption）であり、当該強い推定
を覆すためには、当業者が特許の開示から、構造を欠き、明細書作成者が建設的にＭＰＦとしてクレームしたと
判断できることを示す必要がある(claim limitation is so devoid of structure that the drafter constructively
engaged in MPF claiming)。クレーム表現が、構造を特定する場合、当該用語がたとえ広いクラスの構造をカバ
ーし、当該用語が機能によって構造を特定したとしても、構造を欠く(devoid of structure)とは言えない。
地方裁判所は、means という用語がないことに基づく１１２条第６パラグラフが適用されない強い推定を重視
することを怠った。
更に、強い推定が覆されるかの判断するに当たっては、地方裁判所は、（１）moduleという用語が辞書におい
て構造の意味を含んでいる点(the word “module” has a number of dictionary meanings with structural
connotations)、（２）クレームのdistributed learning control moduleという用語から離れて、moduleという用語を不
当に重視している点、（３）明細書作成者がＭＰＦとしてクレームしたという点に関し、他のクレームの限定や明
細書のサポートを重視することを怠ったという点で、判断を誤った。
以上より、破棄差し戻す。
４－３ “distributed learning control module” (クレーム８) （２０１５年６月１６日判決）
大法廷は、上記クレームに means という用語を用いていない場合は、１１２条第６パラグラフが適用されないと
いう、「強い」推定（“strong” presumption）の基準(Lighting World, Inc. v. Birchwood Lighting, Inc., 382 F.3d 1354,
1358(Fed. Cir. 2004)) は正当化されるものではなく、その意味や適用において不明確であり、特許権者に機能
的限定を許容する一方で明細書に記載された構造等に範囲を限定する立法趣旨等に反する。したがって、
Lightning World 以前の基準を適用する。
基準は、クレームの文言が当業者にとって、その構造の意味が十分明確に理解されるか否か(whether the
words of the claim are understood by persons of skill in the art to have a sufficiently definite meaning as the
name for structure) (Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc., 91 F.3d 1580, 1583 (Fed. Cir. 1996))である。 ク
レームの文言が means で記載されていない場合であっても、クレームに十分に明確な構造が記載されていな
いか、その機能を実現するための十分な構造を記載することなく機能が記載されていることが証明されれば、
１１２条第６パラグラフが適用されることとなる。
当該基準によれば、“distributed learning control module”には１１２条第６パラグラフが適用される。具体的に
は、“distributed learning control module”についての限定は、全体としてみて、ミーンズプラスファンクションクレ
ームのフォーマットであり、means を module に置換して“distributed learning control module”によって実現され
る３つの機能を記載したものにすぎない。module という文言は、特定の機能を実現するソフトウェアまたはハ
ードウェアの一般的な表現にすぎず、means と同じである。
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１１２条第６パラグラフが適用されることから、次に明細書がクレームされた限定に対応する十分な構造を開
示しているか否かにつき判断する。
明細書は、クレームされた機能を実現するためのアルゴリズムを開示することなく、単に“distributed learning
control module”を開示しているにすぎない。したがって、８４０特許は“distributed learning control module”の
coordinating 機能についての構造を開示しておらず、クレーム８－１６は１１２条第２パラグラフに基づき不明確
であり無効である。
５ 所感
２０１５年６月１６日判決前の２０１３年１１月２０日判決においては、ＭＰＦとして解釈を望んでいないにも関わ
らず MPF と判断された場合の反論の１方法が提供されたという意味で実務的意義があると考えることができた。
具体的には、例えば、当該判決では、辞書等から、module とは、“packaged functional hardware unit designed
for use with other components” and a “part of a program that usually performs a particular function of related
functions,” “self-contained hardware or software component that interfaces with a larger system”等であると
定義し、これらは、構造的意味を含むと判断している（the term “module” has a structure connoting meaning to
persons of ordinary skill in the computer arts）。したがって、module についての限定につき、意図せずしてＭＰ
Ｆとして解釈された場合には、上記辞書的意味を引用した上で、構造的意味を含む点を指摘することが考える
ことができた。同様に、unit という用語を用いる場合も多いが、unit は例えば、Merriam-Webster 辞書によれば、
a piece or complex of apparatus serving to perform one particular function と定義されており、構造的意味を含
んでいることから同様に反論することも考えることができた。しかしながら、２０１５年６月１６日判決において、
上記のように新たな基準（Lighting World 以前の基準）が適用されることとなったため、このような反論は困難で
あることとなった。
２０１５年６月１６日判決の基準によれば、十分な構造の記載がない限り１１２条第６パラグラフが適用され、
例えば、ソフトウェア分野の機能的クレームにおいて、対応するアルゴリズムの記載が明細書にないような場
合には１１２条第２パラグラフにより無効になり得る。したがって、対応するアルゴリズムの記載が重要であると
いえる。例えば、２０１５年６月１６日判決においては、Williamsonは、図４や図５でユーザに示される画面の図が
アルゴリズムを示していると主張しているが、アルゴリズムの開示ではないと判断されている。
判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/13-1130.Opinion.11-3-2014.1.PDF
http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/13-1130.Opinion.6-11-2015.1.PDF
以上
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