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クレームの文言の明確性に関する米国連邦巡回控訴裁判所（ＣＡＦＣ）判決の紹介
Eidos Display, LLC v. AU Optronics Corporation.
判決日 2015 年 3 月 10 日
裁判官：Wallach 判事、Taranto 判事、Chen 判事
１．事件の概要
Eidos Display 社は、AU Optronics 社と他のディスプレイ製造会社が、Eidos Display 社の所有する液晶
ディスプレイ等の電気光学装置用の製造プロセスに関する米国特許第 5,879,958 号（以下 958 特許）を侵害
していると主張して、テキサス州東部地区連邦地方裁判所に提訴した。
これに対して、地方裁判所は、マークマンヒアリング(Markman Hearing)1の手続きで、958 特許のクレーム
の文言である“a contact hole for source wiring and gate wiring connection terminals”「ソース配線
およびゲート配線接続端子部用のコンタクトホール」は米国特許法第１１２条第２段落により不明確である
とするサマリージャッジメント(Summary Judgement)2の申し立てを承諾した。
Eidos Display 社は、この判決を不服として、CAFC へ控訴した。
CAFCは、特許は当業者に対して書かれたものであると指摘した上で、958特許のクレームの文言を明細書と
審査経過を考慮して読んだ場合不明確ではないとして地方裁判所の判決を破棄し、地方裁判所へ差し戻した。
２．特許クレーム
958特許は、１個のクレームのみからなり、次の部分の文言が問題となった。
“a fourth photolithographic step G8 of patterning the passivation film to form a contact hole
reaching the gate wiring, a contact hole reaching the drain electrode and a contact hole for source
wiring and gate wiring connection terminals”
「前記パッシベーション膜をパターンニングしてゲート配線に達するコンタクトホールとドレイン電極
に達するコンタクトホールとソース配線およびゲート配線接続端子部用のコンタクトホールを形成する
第四のフォトリソグラフィ工程Ｇ８」
958 特許の FIG. 169 には、一般のアクティブマトリックス液晶表示素子の駆動回路が示され、ソース配線
接続端子とゲート配線接続端子の存在が示唆されていた。

1

クレーム解釈を行うためのヒアリング。クレーム解釈は、判事が権限をもつ法律事項であるとされている
ため、判事の前で原告・被告がそれぞれの解釈を主張し、判事がクレーム解釈を確定させる。
2
事実認定のためのトライアル(Trial)を経ることなく、判事が法律的判断として判決を言い渡すこと。
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一方、958 特許の実施例Ｇの工程Ｇ８（FIG. 61）には、ソース配線に通じるコンタクトホール 212 と、
ゲート配線に通じるコンタクトホール 211 が形成されることは記載されていたが、ソース配線接続端子部
用のコンタクトホールおよびゲート配線接続端子部用のコンタクトホールは記載されていなかった。

190:基板
192:ゲート電極
193:ゲート配線
205:ソース電極
206:ソース配線
207:ドレイン電極
208:チャネル部
209:パッシベーション膜
210：コンタクトホール
211：コンタクトホール（ゲート配線に通じる） 212：コンタクトホール（ソース配線に通じる）
３．連邦地方裁判所での経緯
マークマンヒアリングの手続きにおいて、
① Eidos Display 社は、この争点となっている限定は、ソース配線接続端子部およびゲート配線接続端子
部用の別個の異なるコンタクトホール(separate and distinct contact holes for the source
wiring connection terminals and gate wiring connection terminals)を要求しており、これは
業界の標準の慣行および明細書と一致していると主張した（第１の解釈）。
② ディスプレイ製造会社達は、争点となっている限定の明らかな文言は、全ての接続端子部用の共用のコ
ンタクトホール(a shared contact hole for all connection terminals)を要求していると主張し
た（第２の解釈）。
③ 下級判事(Majistrate Judge)3は、クレームの文言、明細書、それから現在進行中の査定系再審査内の記
録を再検討し、争点となっている限定は、クレーム解釈のために十分ではないと決定した。
④ 被告の一つである Innolux 社は、(1)ソース配線用のコンタクトホールと、(2)対応するコンタクトホー
ルがないゲート配線接続端子部という２つの異なる構造(two different structures be formed: 1) a
contact hole for source wiring and 2) the gate wiring connection terminals, with no
corresponding contact hole or holes)が形成されるという、争点となっている限定の第３の解釈を
主張して非侵害であると断言するサマリージャッジメントの申し立てを行った。
⑤ 地方裁判所は、Innolux 社の提案した解釈を採用することを拒否し、代わりに争点となっている限定が
明確であったかについての簡潔な報告を命じた。
⑥ ディスプレイ製造会社達は、その後、不明確を主張するサマリージャッジメントの申し立てを行った。
⑦ Eidos Display 社は、ディスプレイ製造会社達の申し立てに対して、限定に対する構造は、ディスプレイ
製造会社達が提案したような単独のコンタクトホールか、Eidos Display 社が最初に提案した別個のコン
タクトホールのいずれか（either a single contact hole as Display Manufactures proposed, or
as separate contact holes as Eidos originally proposed）として形成できるという、争点とな
っている限定の第４の解釈を提案した。
⑧ 下級判事は、争点となっている限定の４つの全ての提案された解釈を拒絶し、「クレームが明細書を考
慮して読まれた場合、何が主張されているか当業者が決定することを可能にする解釈に裁判所が達する
ことができない」ため、地方裁判所が不明確のサマリージャッジメントを求める申し立てを承諾するこ
とを勧告した。
⑨ 地方裁判所は、下級判事の勧告を採用し、不明確のサマリージャッジメントを求める申し立てを承諾し
た。
４．CAFC の判断
(1) CAFC は、Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc. (2014) 4を引用し、特許は弁護士に対して、又
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地方裁判所判事の任務を補助するために任命された司法官。個々の地方裁判所の判事の多数決により任命
される。
4
連邦最高裁判所がクレームの明確性について判示した 2014 年 6 月 20 日付の判決。CAFC が採用した「解釈
不可能な（not amenable to construction）
」場合か「解決できないほど曖昧な（insolubly ambiguous）」場
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は、一般大衆に対してさえ書かれたものではなく、むしろ当業者に対して書かれたものであり、特許クレー
ムは、何がクレームされているのかを明確に公示できる程度に十分に正確なものでなければならず、それに
よって公衆は何が開放されているかを知らされる、と指摘した。さらに、クレームがこの法定の要求を満足
せず、よって、クレームの文言が明細書と審査経過を考慮して読まれた場合に、［出願時の］当業者に対し
て、主張された発明の範囲について合理的な確実性をもって、知らせることができなければ、不明確のため
無効であると指摘した。5
(2) CAFC は、地方裁判所の決定を初めから再検討した結果、Eidos の提案した争点となっている限定に対す
る解釈は、発明時の当業者が本質的な記録を読んだ後で限定をどのように理解できるかを反映していると認
め、地方裁判所の不明確の判決を破棄し、地方裁判所へ差し戻した。
(3) 理由は以下の通りである。
①
論争となっている限定「ソース配線およびゲート配線接続端子部用のコンタクトホール」はそれ自体
により、ディスプレイ製造会社達が主張しているように、ＬＣＤ製造の分野の知識がない誰かに、１つ
のコンタクトホールが全てのソース配線接続端子部およびゲート配線接続端子部用に形成されることを
示唆するかも知れない。しかし、限定はそれ自体により、多くのコンタクトホールが接続端子部用に形
成されることも示唆するかも知れない。
ここにある本質的な記録は、当業者‐ＬＣＤ製造の知識を有する誰か‐が、争点となっている用語が現
れる特定のクレームに照らして、および明細書を含む特許全体に照らして、限定を考慮した後で、１つの
共用のコンタクトホールよりはむしろ、ソース配線接続端子部およびゲート配線接続端子部用の別個の異
なるコンタクトホールを要求するための争点となっている限定を理解することを十分に明確にする。6
②
冒頭の問題として、当事者は、ＬＣＤパネルを製造するための最先端の技術は、常に、ゲート配線接
続端子部用のコンタクトホールから分離したソース配線接続端子部用のコンタクトホールを形成するこ
とであったという点について議論していない。確立した慣行と一致して、明細書は電気光学装置用のそ
れぞれの接続端子部は、それら自身のコンタクトホールを受けることを、２つの理由により教示してい
る。
③
第１に、958 特許は、当業者が全ての接続端子部用の新規な共用のコンタクトホールを形成するために、
既知の業界の慣行からどのように逸脱しているかについて記載していない。特許権所有者が標準の慣行
から逸脱し、新規な共用のコンタクトホールを主張したければ、共通の慣行から逸脱する方法のいくつ
かの教示が予期されるだけではなく、要求される。
④
第２に、明細書内の「ソース配線およびゲート配線接続端子部用のコンタクトホール」に対応する唯
一の記載は、別個のコンタクトホールが異なる接続端子部用に形成されることを教示している。この教
示は、958 特許の歴史、特に対応する特許出願第 08/459,925 号（以下 925 出願）を考慮した場合、明ら
かである。
925出願は、最初は１７個の独立クレームを含んでいた。925出願の明細書は958特許の明細書と実質的
に同じであり、１７個の実施例と１７個の独立クレームを含んでいた。論争となっている限定「ソース
配線およびゲート配線接続端子部用のコンタクトホール」は、最初の５個のクレーム内に現れていた。
最初のクレーム８（実施例Ｇ）が最終的に958特許のクレーム１になった。実施例Ｇを記載している明細
書の部分は、この特別なフォトリソグラフィ工程の詳細を説明していないが、同一のクレーム文言を使
用するこのステップを主張する、実施例Ｄを記載している部分は、
「ソース配線接続端子部用のコンタク
トホールおよびゲート配線接続端子部用のコンタクトホールを形成する」というこのフォトリソグラフ
ィ工程を明確に記載している。両当事者は、
（実施例Ｄに対応する）最初のクレーム５に列挙されている、

合にのみクレームが不明確なものとなるという基準は、米国特許法第１１２条第２段落の明確性の要件を満
たしていないと判示した。そして、最高裁判所は、明細書及び審査経過に照らしてクレームを解釈した場合
に、クレームが合理的な確実性を持って当業者に対して発明の範囲を伝えていない場合にクレームが不明確
なものとなると判示した。
5
地方裁判所は、Nautilus における最高裁判所のガイダンスの恩恵なしに、2014 年 1 月 12 日にサマリージ
ャッジメントを承諾した。下級判事は、主張されたクレームが “insolubly ambiguous” 「解決できない
ほど曖昧な」場合という、Nautilus 基準の前の CAFC 基準で決定したので、不明確のサマリージャッジメン
トが承諾されると勧告した。
6
958 特許の再審査において、審査官は、問題となっている限定は、「黙示的にソース配線およびゲート配線
接続端子部用の別個のコンタクトホール」を要求すると断定した。
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⑤

⑥

⑦

⑧

「ソース配線およびゲート配線接続端子部用のコンタクトホール」が、Eidos Display社の提案した解釈
と一致する、それぞれの接続端子部用の別個のコンタクトホールを要求することに合意している。特許
庁に最初に提出されたクレームだけでなく明細書も再検討したが、最初のクレーム８（すなわち、958特
許のクレーム１）内の同じ限定に対して異なる意味を抱かせる理由を見出せない。
たとえ出願書類を考慮しなくても、明細書は、論争となっている限定が別個のコンタクトホールの形
成を要求していることを明確にしている。実施例Ｄに関して、明細書は、
「第四のフォトリソグラフィ工
程Ｄ８」が「ソース配線接続端子部用のコンタクトホールおよびゲート配線接続端子部用のコンタクト
ホール」を形成することを必要とすることを明確にしている。明細書は、なぜ、クレームの「第四のフ
ォトリソグラフィ工程Ｇ８」に列挙された同一のフレーズを、明細書の「第四のフォトリソグラフィ工
程Ｄ８」と異なるように読むべきなのか何も示唆していない。その代わり、当業者は、特許の至る所で
繰り返し使用されるフレーズ「ソース配線およびゲート配線接続端子部用のコンタクトホール」が一貫
した意味を与えられることを理解する。
ディスプレイ製造業者達は、明細書の実施例Ｂ、Ｃ、ＦおよびＧに論争となっている限定に対する記
載がないことは、これらの実施例が実施例Ｄとは異なる証拠であると主張するが、同意しない。
地方裁判所は、925出願の最初のクレーム８および明細書に列挙された工程Ｄ８において形成された構
造は、クレームの工程Ｇ８に掲載された構造を正確に反映しないとして実施例Ｄの教示を却下した。し
かしながら、異なる実施例は相違点を有することが予期されるが、下級判事とディスプレイ製造業者達
のいずれも、実施例の構造における注目された相違点がどのような影響を及ぼすか、あるいは、限定を
理解する当業者にどのような影響を及ぼすか説明していない。その代り、全ての実施例は、先行技術よ
り少ない回数のフォトリソグラフィ工程を用いる電気光学装置用の製造工程を同様に記載しており、論
争となっている限定に対する構造は、それぞれの実施例の同じ文脈内‐パッシベーション膜をパターニ
ングするフォトリソグラフィ工程‐に形成されている。同様の実施例内の、この論争となっている限定
の同様の文脈は、当業者が958特許のクレーム１に列挙された同じ限定に対して同じ認識を採用するだろ
うという結論を支持する。
最後に、ディスプレイ製造会社達は、限定「ソース配線およびゲート配線接続端子部用のコンタクト
ホール」によって対象とされるべき別個のコンタクトホールを認めることは、ある一定の状況を除いて
許されない、限定の書き直しを要求すると主張している。しかしながら、当業者がどのように限定を理
解するかは、限定を書き直しすることとは異なる。なぜならば、当業者は、限定「ソース配線およびゲ
ート配線接続端子部用のコンタクトホール」は、ソース配線接続端子部およびゲート配線接続端子部用
の別個のコンタクトホールを意味すると理解し、そのような解釈を採用することはクレームの限定を書
き直ししていないからである。
958特許は、明細書と審査経過に記載されているように、「ソース配線およびゲート配線接続端子部用
のコンタクトホール」が、ソース配線接続端子部用およびゲート配線接続端子部用の別個のコンタクト
ホールをエッチングにより形成されることを、当業者に教示する。したがって、958特許のクレーム１の
限定「ソース配線およびゲート配線接続端子部用のコンタクトホール」は、米国特許法第１１２条第２
段落のもとで不明確ではない。不明確であるとする地方裁判所の判決を破棄し、この意見と一致するさ
らなる手続きを求めて地方裁判所へ差し戻す。

５．所感
Nautilus 判決によりクレームの明確性の要件がより厳しくなることが予想されていたが、本判決では当事
者が明細書と審査経過を考慮した上でクレームの文言を解釈できると判示している。
958 特許は、日本の出願（特願平 6-251052）を基礎として、米国出願したものである。仮に、日本語から
英語への翻訳時に、「ソース配線およびゲート配線接続端子部用のコンタクトホール」を、“a contact hole
for source wiring and gate wiring connection terminals”と訳さずに、“contact holes for source wiring
and gate wiring connection terminals”と訳しておけば、ここまで問題はこじれなかったかも知れない。
さらに、クレームの記述を最初から、
「ソース配線およびゲート配線接続端子部用のコンタクトホール」と
簡略化せず、
「ソース配線接続端子部用のコンタクトホールおよびゲート配線接続端子部用のコンタクトホー
ル」ときちんと記載していれば、このような問題は発生しなかったと思われる。
判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/14-1254.Opinion.3-6-2015.1.PDF
以上
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