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【要約 】
特許請 求の 範囲 の記載 から は、疑 問を 解決 する ことが でき ない として 、発 明の詳 細な 説
明を参 酌し 、誤 記を理 由と した 訂正 を認 容した 事案。

【事案 の概 要】
原 告 は 、 本 願 発 明 の 補 正 を 行 う 際 に 、「 水 酸 カ リ ウ ム ０ ． ５ 重 量 ％ 以 上 ５ 重 量 ％ 以 下 」
という クレ ーム の構成 要件 から、
「以 上５ 重量 ％」を 誤って 削除 し、
「 水酸 化カ リウム ０．
５重量 ％以 下」 という クレ ーム にて 特許査 定を 受けた 。原 告は、 出願 当初 の記 載に戻 す
内容の 訂正 審判 を請求 した が、 特許 庁は、 実質 上特許 請求 の範 囲を変 更す る（ １２ ６条
４項） とし て、 同請求 を不 成立 とし た。 本件は かかる 審決 に対 する取 消訴 訟で ある 。

【裁判 所の 判断 】
裁判所 は、
「以 上５重 量％ 」を 削除 した のは 、原告の 過誤（表 示上 の錯 誤）である こと を
前提と して 認定 した。そし て、
「 特許 請求 の範 囲の意 味内 容を 確定す る場 合に は、当該記
載の前 後の 単語 ・文章 、文 脈、 当該 請求 項の全 体の意 味内 容と の関係 で検 討す べき であ
り、被 告が 主張 するよ うに 、問 題と なっ た記載 を前後 から 切り 離して 取り 上げ て意 味内
容を把 握し 、そ の単純 な総 和と して 、確 定すべ きもの では ない 」と判 示し た。
かか る検 討基 準によ り特 許請 求の 範囲 の文言 の解釈 を行 うと、疑問 が生 じる ことか ら、
同疑問 を解 決す るべく 発明 の詳 細な 説明 を参酌 すれば 、「・・請 求項 １の『０.５重 量％
以下の 水酸 化カ リウム 』と の記 載は、
『０.５重 量％以 上５ 重量 ％以下 の水 酸化 カリ ウム』
の誤記 であ ると 容易に 理解 する に至 るこ とは明 らかで ある 。」と し、審 決を 取り 消し た 。
また 、裁 判所 は、１ ２６ 条４ 項違 反の 問題に 関し、 誤記 であ ること が明 らか であ るこ
とから 、特 許請 求の範 囲の 拡張 や変 更は されて おらず 、同 条項 違反の 問題 は生 じな いと
判示し た。
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