
昭和６０年(ワ)第４２９７号　特許権に基づく侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日　平成１２年１２月１２日

　　　　　　　　　　　　　　判　　　　　　　決　　
              原　　　　　告          モービル・オイル・コーポレーション
              代表者代表取締役副社長  【Ａ】
　　　　      原告訴訟代理人弁護士    根　本　博　美

　　    同　　　　　      　　  西　山　安　彦
　　　　      同 　　　　 　　 　　　遠　藤　一　義

　　    同 　　  　　　　奥　山　　　量
　　    同補佐人弁理士　　　    吉　野　孝　親
　　    同     　　　　　青　山      葆
　　    同     　　　　　柴　田　康　夫

　　　        被　　　　　告       　 富士石油株式会社
              代表者代表取締役        【Ｂ】
              被告訴訟代理人弁護士    佐　藤  庄市郎
              同                      石　澤　芳　朗
              同                      佐　藤　順　哉
              同                      小　坂　志磨夫
              同                      小　池　　　豊
              同                      関　口　明　博
              同訴訟復代理人弁護士    神　　　安　彦
              同                      後　藤　　　出
              同補佐人弁理士          中　村　　　至
　　　　　　　　　　　　　　主　　　　　　　文　　
    １　原告の請求を棄却する。
    ２　訴訟費用は，原告の負担とする。
                            事実及び理由
第１  請求
　１　被告は原告に対し，３億１１１６万９０１６円及びうち１億４０３６万５５
９９円に対する昭和６０年５月１日から，うち１億７０８０万３４１７円に対する
平成元年２月１日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
  ２  訴訟費用は，被告の負担とする。
  ３　１項につき仮執行宣言
第２  事案の概要
  　　本件は，原告が，被告の行った石油の脱ロウ方法が，原告の有していた特許
権を侵害しているとして，被告に対し損害賠償を求めている事案である。
  １  争いのない事実等
    （1）　　原告は，以下の特許権を有していた（以下，「本件特許権」又は「本
件特許」といい，その発明を「本件特許発明」という。）。
    　特許番号　　第７７０１２２号
    　発明の名称　形状選択転化法
    　出願　　　　昭和４５年１０月９日（１９６９年〔昭和４４年〕１０月１０
日の米国特許出願に基づく優先権主張）
    　出願公告　　昭和４９年９月１３日
    　設定登録  　昭和５０年５月２３日
    　存続期間　　平成元年９月１３日満了
    (2)　原告は，平成２年２月１６日，上記特許権の願書に添付された当初の明細
書（以下「当初明細書」という。）について訂正審判の請求をし，特許庁は，平成
８年３月１４日付けで同訂正を認める旨の審決をした（以下，右訂正後の明細書を
「本件明細書」という。）。
      　本件明細書における「特許請求の範囲」の記載は，次のとおりである。
        「直鎖炭化水素および僅かに枝分れした炭化水素と他の異なる分子形状を
有する化合物との混合物を，一般に楕円形の形状を持ち転化条件の下で該楕円形の
長軸が６Åないし９Å短軸が約５Åの有効寸法を有する孔を有し，該直鎖炭化水素
および僅かに枝分れした炭化水素がその内部孔構造中に入ることができ，転化され
ることができる結晶性ゼオライト物質であって，酸化物のモル比の形で表わして一
般式



      　　　０．９±０．２Ｍ２／ｎＯ：Ａｌ２Ｏ３：５－１００ＳｉＯ２：ｚＨ２Ｏ
        　　（式中Ｍは水素イオンを含む陽イオンでｎは該陽イオンの原子価であ
り，ｚは０ないし４０の値である。）
　      で示され且つ下記に示す主要な線をもつＸ線回折図を有する結晶性ゼオラ
イト物質と接触させ前記混合物から直鎖炭化水素および僅かに枝分かれした炭化水
素を選択的にクラッキングすることを特徴とする脱ロウ方法。
      　　　格子面間隔ｄ（Å）
      　　　１１．１±０．２
      　　　１０．０±０．２
      　　　７．４±０．１５
      　　　７．１±０．１５
      　　　６．３±０．１５
      　　　６．０４±０．１
      　　　５．９７±０．１
      　　　５．５６±０．１
      　　　５．０１±０．１
      　　　４．６０±０．０８
      　　　４．２５±０．０８
      　　　３．８５±０．０７
      　　　３．７１±０．０５
      　　　３．６４±０．０５
      　　　３．０４±０．０３
      　　　２．９９±０．０２
      　　　２．９４±０．０２」
　　(3)　本件特許は，平成元年９月１３日をもって存続期間が満了した。
    (4)　被告は，昭和５８年１０月１日以降，被告袖ヶ浦製油所において，別紙物
件目録記載の脱ロウ方法（以下，「被告方法」という。）を実施している。
  ２  争点
    (1)　被告方法が本件特許発明の技術的範囲に属するかどうか（争点１）。
　　(2)　本件特許権が明白に無効で，本件特許権に基づく権利行使が権利濫用に該
当するかどうか（争点２）。
　３　争点に関する当事者の主張
    (1)　争点１（被告方法が本件特許発明の技術的範囲に属するかどうか。）につ
いて
　　　ア　原告の主張
        (ア)　被告が実施していた脱ロウ法は，以下のとおりである。
    　　　ａ　直鎖炭化水素及び僅かに枝分かれした炭化水素と他の異なる分子形
状を有する化合物との混合物を
　　　　　ｂ　下記ゼオライトを成分として構成された触媒と接触させて，
                　　　　　　　　　　　　　記
                酸型において，一般に楕円形の形状を持ち，転化条件の下で該楕
円形の長軸が約６Åないし約８Å内の有効寸法，短軸が約５Åの有効寸法を有する
孔を有し，直鎖炭化水素及び僅かに枝分かれした炭化水素（特にモノメチル置換さ
れた炭化水素）が選択的に前記ゼオライトの内部孔構造中に入ることができ，転化
されることができる以下の特徴を有する結晶性ゼオライト物質
　　　　　　　　①　化学組成式
　　　　　　　　　１±０．２Ｍ２／ｎＯ：Ａｌ２Ｏ３：ＸＳｉＯ２：ＹＨ２Ｏ
　　　　　　　　　　但し，Ｍは，水素，アルカリ金属，及び又は，アルカリ土類
金属。ｎはＭの原子価。Ｘは１５ないし６０，Ｙは０ないし２５
　　　　　　　　②　Ｘ線回折パターン
　　　　　　　　　　図１のＸ線回折パターン図と基本的に同じであり，その中に
次の主要な線を有する。
  　　　　　　　　　格子面間隔ｄ（Å）
      　　　　　　　１１．１±０．２
      　　　　　　　１０．０±０．２
      　　　　　　　７．４±０．１５
      　　　　　　　７．１±０．１５
      　　　　　　　６．３±０．１５



      　　　　　　　６．０４±０．１
      　　　　　　　５．９７±０．１
      　　　　　　　５．５６±０．１
      　　　　　　　５．０１±０．１
      　　　　　　　４．６０±０．０８
      　　　　　　　４．２５±０．０８
      　　　　　　　３．８５±０．０７
      　　　　　　　３．７１±０．０５
      　　　　　　　３．６４±０．０５
      　　　　　　　３．０４±０．０３
      　　　　　　　２．９９±０．０２
      　　　　　　　２．９４±０．０２
　　　　　　　　③　半吸着時間
          　 　　　摂氏約１００度及び分圧８０トールにおける２・２－ジメチル
ブタンの半吸着時間は，ｎ－へキサン，３－メチルペンタン又はシクロヘキサンの
それの少なくとも１０倍以上である。
　　　　　　　　④　吸着
　　　　　　　　　　１グラムの酸型ゼオライトを，静的条件下で摂氏約２５度，
圧力１２トールで２時間ベンゼンに接触させると，ベンゼンを３重量パーセント以
上吸着し，同様ゼオライト１グラムを静的条件下で摂氏約２５度，圧力０．５トー
ルで６時間メシチレンと接触させるとメシチレンを１．５重量パーセント以下吸着
する。
　　　　　ｃ　前記混合物から直鎖炭化水素及び僅かに枝分かれした炭化水素を選
択的にクラッキングする。
　　　　(イ)　被告使用のゼオライトがＺＳＭ－５型ゼオライトであることは，被
告提出の乙２２，２３の報告書のＸ線回折パターンが示している。
      　(ウ)　本件特許発明は，公知のＺＳＭ－５型ゼオライト物質を使用して脱
ロウを実施するといういわゆる用途発明であるから，被告使用のゼオライトが，Ｚ
ＳＭ－５型ゼオライトであり，被告実施の脱ロウ法が原告の特定する転化条件下で
行われている以上，本件特許権を侵害したものというべきである。
　　　　　以上により，被告方法が本件特許権を侵害することは，明らかである。
　　　イ　被告の主張
　　　　(ア)　被告方法は，以下に示すものである。
          　石油留分を，次に示す製法及び構成のゼオライトを原料として（常法
によりアルミナをバインダーとして成形する工程も含む。）製造された触媒と接触
させて，ロウ分を前記石油留分からクラッキングする脱ロウ法。
　　　　　　ゼオライト物質は，苛性ソーダ，酒石酸，アルミン酸ソーダ及びケイ
酸を含む水性反応混合物から結晶化することにより調製され，以下の①②の組成及
びＸ線回折図を有する。
　　　　　　①　組成式
　　    　　　ゼオライト組成式が脱水状態で次のとおりであり，含水率は，乾燥
条件，保存条件により変化する。
　　　　　　１．０±０．２Ｎａ２Ｏ：Ａｌ２Ｏ３：２５ＳｉＯ２

    　　　　②  Ｘ線回折図
　　　　　　　図２のＸ線回折パターンであって，格子面間隔ｄ（Å）５．８７～
６．１４の範囲には，ｄ（Å）＝６．０２の位置に１本だけの線を有するに止ま
る。
        (イ)　以下に述べるとおり，被告方法に用いるゼオライトは，本件特許発
明にいうＺＳＭ－５型ゼオライトではない。
          　当初明細書の記載，出願経過における補正及び訂正審判の内容などか
らして，本件特許発明の方法に使用しうるゼオライトは，ＺＳＭ－５型ゼオライト
とされ，かつ本件明細書に記載の製造方法によって製造されたゼオライトに限定さ
れる。
　　　　　ａ　被告のゼオライトのＸ線回折パターンは，少なくとも格子面間隔ｄ
（Å）６．１４±０．１及び５．８７±０．１という２本のピ－クを有することが
必要であるという，本件特許発明のＸ線回折パターンの必須要件を具備しない。ま
た，Ｘ線回折図の主要な１７本の線の存在は，ＺＳＭ－５系又は系列のゼオライト
のすべてに共通する構成要素であるが，被告のゼオライトは，右構成要素を充足し



ない。したがって，被告のゼオライトは，ＺＳＭ－５型の必要条件を充足しない。
　　　　　ｂ　被告のゼオライトの調製法は，原告のそれとは異なるものである。
被告のゼオライトは，被告及び訴外東レ株式会社（以下「東レ」という。）の共有
特許の発明の方法すなわち上記被告方法に記載されたとおりの方法によって調製さ
れたものであり，その詳細については，東レのノウハウに属する。　
      　　　　さらに，被告のゼオライトの調製法と，ＺＳＭ－５型ゼオライトの
調整法とは，結晶化の水性反応混合物の主原料を異にする。前者では酒石酸である
のに対し，後者では水酸化テトラプロピルアンモニウムである。
      　　　このように，被告ゼオライトは，本件特許発明に用いるゼオライトと
は異なるもので，被告方法は，本件特許発明の技術的範囲に属さない。
　　(2)　争点２（本件特許権が明白に無効で，本件特許権に基づく権利行使が権利
濫用に該当するかどうか）について
　　　ア　被告の主張
　　　　　次のとおり，本件特許権には，無効事由が存し，無効であることが明ら
かであるから，本件特許権に基づく損害賠償の請求は，権利の濫用に当たり許され
ないというべきである。
　　　　(ア)　新規性の欠如
　　　　　　本件特許発明の構成要素は，本件特許権の出願時（優先権主張時）以
前である１９６８年〔昭和４３年〕１０月１５日に公開されたオランダ公開特許公
報（出願第６８０５３５５号の特許に係るもの。昭和４３年１２月１６日特許庁資
料館受入れ。乙４。以下，「オランダ特許公報」といい，これに記載された発明を
「先行発明」という。）にすべて記載されており，本件特許発明と同一の発明が公
知であった。したがって，本件特許権は，特許法２９条１項３号に違反して特許さ
れたものであり，同法１２３条１項２号所定の無効事由を有することが明らかであ
る。なお，本件特許権につき東レの請求した無効審判について，特許庁は，平成１
０年７月３１日，「請求不成立」の審決をしたが，東京高等裁判所は，上記無効審
決の取消を求めた審決取消請求事件（平成１０年（行ケ）３０８号審決取消請求事
件）において，平成１２年７月１３日，本件特許発明と先行発明が同一発明である
として，特許庁の上記審決を取り消す旨の判決をしているものであって，本件特許
権については，無効の判断がされることが確実である。
　　　　(イ)　進歩性の欠如
　　　　　　仮に先行発明と本件特許発明との間に何らかの差異があるとしても，
英国特許公報（乙１）に記載されたモルデナイト（ゼオライトの一種）を触媒とす
る脱ロウ方法についての１９６８年１１月２０日当時の技術水準を参照すれば，当
業者が先行発明から本件特許発明に到達するのは容易である。したがって，本件特
許発明は，特許法２９条２項の要件を満たしておらず，同法１２３条１項２号によ
り無効である。
　　　　(ウ)　記載不備（特許法３６条違反）
　　　　    本件特許発明における「転化条件下での有効寸法」については，本件
明細書においてその意味が明らかにされておらず，また本件明細書に記載された各
種炭化水素の半吸着時間の測定に関する記載，及びベンゼンとメシチレンの吸着量
に関する記載は，転化条件下での有効寸法を決定する手段ではなく，本件明細書に
おいてはこの点で記載不備がある。Ｘ線回折図では「ゼオライト構造」が特定でき
るに止まり，この方法は，「ゼオライトの有効細孔径」を決めるのに必要十分な測
定法とはいえない。また，常温と転化条件下では，著しく環境が異なっており，有
効細孔径が一定であるとはいえず，常温での吸着試験結果から，「転化条件下での
有効細孔径」を推定することはできない。
　　　　　　したがって，本件明細書では，「転化条件下での有効細孔径」につい
て，その試験条件，判断基準が規定されておらず，いかなる測定方法に従って測定
したものであるかさえも記載されていないから，本件特許発明は，これを実施する
ことが不可能であり，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法３６条４項の
要件を満たしておらず，同法１２３条１項４号により無効である。
　　　イ　原告の主張
　　　　(ア)　被告は，オランダ特許公報（乙４）に，ＺＳＭ－５は，「選択的吸
着のみならず，クラッキング，ハイドロクラッキング‥‥‥等の如き炭化水素の触
媒転化の際の触媒又は触媒成分として有用である」との記載があるから，本件特許
発明の対象である炭化水素の選択的転化法が記載されていると主張する。しかし，
クラッキングという言葉は，もともと蒸留装置によりガソリンを回収した後の留分



から，更にガソリンを取り出すための工程に付された名称である。したがって，石
油工業においては，クラッキングは，「比較的大きな分子量を持つ炭化水素分子の
混合物を，低分子量を持つ炭化水素混合物に変換する操作」と定義され，また，ハ
イドロクラッキングは，「水素を，温度と圧力条件を変えてクラッキング操作に供
給して行う方法」と定義されている。これに対し，本件特許発明が対象とする選択
的脱ロウ法は，ロウ分を選択的に除去して流動点の低下した石油製品を得るもので
あって，原料油の分子量をできるだけ変化させずにその流動点を低下させるのが狙
いである。精製プロセス上，両者は全く別異のプロセスであって，先行発明と本件
特許発明は全く別の発明である。
　　    (イ)  被告が被告の主張(ア)で指摘する，東京高等裁判所の判決は誤って
いる。
　　　　　　２つの発明のうち，一方が上位概念で規定され，他方が下位概念で規
定されている場合，特許法２９条の規定の適用に当ってこれらを同一発明とみなす
か否かは，いずれが公知発明であるかによって異なる。公知発明が下位概念で規定
されていた場合には，両者は同一発明である。これは，後の出願にかかる発明が公
知発明を包含することから，特許出願の対象の少なくとも一部は公知発明を含むこ
とになるからである。これに対して，公知発明が上位概念で規定されていた場合に
は，原則として，両者は同一発明ではない。両者が特許法上の意味において同一と
されるのは，次の場合に限られる。
　　　　　　①　公知発明の実施例に具体的に記載された構成又はその自明な変形
が，後の出願の特許請求の範囲に含まれる場合。
　　　　　　②　後の出願において付加されている限定が自明な限定，技術的に無
意味な限定である場合。
　　　　　　以上のいずれでもない場合には，両者は同一ではないとして，進歩性
の検討が必要となる。しかるに，上記判決は，「先行発明の出発原料は，単に『炭
化水素』であり，そこには何らの限定もない。」と認定して，公知発明の方が上位
概念で規定されていることを認定しながら，前記①②の要件を検討することなく，
先行発明と本件特許発明とを同一発明と結論づけている。これは，特許法解釈の重
要な誤りであるか，理由不備である。以上の誤りが結論に影響を及ぼしたことは極
めて明らかである。先行発明の具体的な実施例を検討すれば，先行発明には，本件
特許発明の「脱ロウ法」が記載されていないことに容易に気づいたはずである。上
記判決は，触媒が同一であることに目を奪われて，「出発原科，反応，触媒を同じ
く，その結果，得られる目的物質も同じくしている」と認定しているが，上位概念
で「炭化水素」とひとくくりにしなければ，出発原料が異なることによって，反
応，目的物質も異なることに容易に気づいたはずである。以上のような理由によ
り，原告は，最高裁判所に上告したのであり，上記誤りが認定されれば，上記高裁
判決は取り消されることになるから，本件特許権が明白に無効であるとはいえな
い。
第３　当裁判所の判断
  １　争点２（本件特許権が明白に無効で，本件特許権に基づく権利行使が権利濫
用に該当するかどうか。）について
    (1)　オランダ特許公報の記載
　　　ア　証拠（乙４）によれば，本件特許権の出願時（優先権主張時）以前であ
る１９６８年〔昭和４３年〕１０月１５日に公開されたオランダ公開特許公報（出
願第６８０５３５５号の特許に係るもの。昭和４３年１２月１６日特許庁資料館受
入れ）には，次の記載があることが認められる。
　　　　「ある種のゼオライト物質は，一定の結晶構造を有する規則正しい多孔性
の結晶性アルミノシリケートであって，構造内には多数の空隙があり，これらの空
隙はそれより小さな多数の溝によって相互に連結されている。このような空隙及び
溝は，大きさが非常に均一である。これらの穴の大きさは，或る大きさの分子を吸
着することを許容するけれども，それより大きな分子は排斥するような大きさであ
る。従って，このような物質は“分子篩”として知られるようになり，これらの特
性を種々の方法に有利に利用して使用される。」（訳文１頁３行～９行）
　　　  「この結晶性ゼオライトは選択的吸着特性を示し，Ｈ２Ｏ及びｎ－ヘキサ
ンを吸着するが，シクロヘキサンの如き大きな分子は顕著に吸着しないのであ
る。」（同３頁２行～４行）
      　「本発明の合成結晶性ナトリウムアルミノシリケートゼオライト（ＺＳＭ
－５）は次の酸化物のモル比にて示される組成を有するものである。



      　　　　０．８～１Ｎａ２Ｏ：Ａｌ２Ｏ３：２０～６０ＳｉＯ２

      　　ゼオライトＺＳＭ－５はＸ－線回折によって組成が同定され，識別さ
れ，‥‥‥Ｎａ２Ｏ／Ａｌ２Ｏ３のモル比が０．８３である代表的なＺＳＭゼオライ
トのＸ－線回折格子のデータが下記の表Ａに示される。」（同４頁６行～１１行）
      　「本発明の結晶性ナトリウムアルミノシリケートゼオライト及びこれをイ
オン交換した型のものは選択吸着のみならず，クラッキング，ハイドロクラッキン
グ，異性化，アルキル化等の如き炭化水素の触媒転化の際の触媒として又は触媒成
分として有用である。」（同９頁７行～９行）
      　「実施例ＸＸＩ　実施例ＸⅤにて説明する如くして得られた生成物ＺＳＭ
－５が０．５Ｎの塩酸にてイオン交換され，ｎ－ヘキサンを使用して，クラッキン
グ活性が試験された。その結果は表Ｈに示される。」（同１８頁５行～８行）
      　「炭化水素原料を触媒転化条件下で上記特許請求の範囲１～１１の１また
はそれ以上の方法により得られる結晶性アルミノシリケートと接触させることを特
徴とする炭化水素原料の触媒転化方法」（特許請求の範囲１２項）
　    イ　「クラッキング」の意義
        　「クラッキング」とは，通常の用語例に従えば，「一般には有機化合物
を加熱して分解することをいうが，石油精製においては，石油の重質留分を分解し
てガソリン，灯油，軽油など付加価値の高い製品を増産するためのプロセスをい
う。」（「化学大辞典」６２７頁，東京化学同人１９８９年１０月第１版第１刷発
行），「熱，接触あるいは水素添加などの各分解法によって分子結合を壊し，炭化
水素の分子量を下げるのに用いられる工程」（「マグローヒル科学技術用語大辞
典」昭和５５年１月発行）などといった意味に用いられているものであることが認
められる。
    　ウ　上記ア及びイで認定したところを併せ考えると，オランダ特許公報に
は，ゼオライトＺＳＭ－５は，「分子篩」としての性質を有し，この性質のゆえ
に，選択吸着のみならず，クラッキング，ハイドロクラッキング，異性化，アルキ
ル化等のような炭化水素の触媒転化反応の際の触媒として有用であることが記載さ
れていることが認められる。したがって，そこには，ゼオライトＺＳＭ－５の種々
の利用方法の一つとして，炭化水素原料を出発原料とし，ゼオライトＺＳＭ－５を
触媒として，ある大きさの炭化水素を選択的にクラッキング，すなわち，分解して
転化する技術（先行発明）が記載されているということができる。
    (2)　本件特許発明と先行発明との対比
      ア　本件特許発明と先行発明との共通点について
　　　  　本件特許発明と先行発明とを対比すると，出発原料が，本件特許発明で
は「直鎖炭化水素および僅かに枝分かれした炭化水素と他の異なる分子形状を有す
る化合物の混合物」とされているのに対して，先行発明では，単に「炭化水素」と
されている点，反応について，本件特許発明では，「直鎖炭化水素および僅かに枝
分かれした炭化水素を選択的にクラッキングすることを特徴とする脱ロウ方法」と
されているのに対して，先行発明では，単にある大きさの炭化水素を選択的にクラ
ッキングするものとされている点で相違していることが認められる。
      　　一方，使用される触媒について見ると，本件特許発明において触媒とし
て使用される「結晶性ゼオライト物質」は，本件明細書の特許請求の範囲の記載で
は，「一般に楕円形の形状を持ち，転化条件の下で該楕円形の長軸が６Åないし９
Å短軸が約５Åの有効寸法を有する孔を有し，該直鎖炭化水素および僅かに枝分か
れした炭化水素がその孔構造中に入ることができ，転化されることができる結晶性
ゼオライト物質であって，酸化物のモル比の形で表わして一般式
      　　　０．９±０．２Ｍ２／ｎＯ：Ａｌ２Ｏ３：５－１００ＳｉＯ２：ｚＨ２Ｏ
　      　（式中Ｍは水素イオンを含む陽イオンで，ｎは該陽イオンの原子価であ
り，ｚは０ないし４０の値である。）
      　で示され且つ下記に示す主要な線をもつＸ線回折図を有する結晶性ゼオラ
イト物質」とされていて，必ずしも明確でないものの，証拠（甲３９。特許審判請
求公告。以下「本件公告」という。）によると，本件明細書の「発明の詳細な説
明」欄に，「すなわち本発明の触媒はＺＳＭ－５型ゼオライトであり，その内部孔
構造の中にノルマル脂肪族化合物および僅かに枝分れした脂肪族化合物特にモノメ
チル置換化合物が入ることができるが，しかし少なくとも４級炭素原子を含有する
すべての化合物すなわち４級炭素原子に等しいか或はそれより大きい分子寸法を有
するすべての化合物は実質上これを排除するのである。」（本件公告４欄３４行～
４１行），「本発明方法で使用しうるゼオライト物質はＺＳＭ－５型のゼオライト



である。ＺＳＭ－５型の物質は特許第６１９８２４号（特公昭４６－１００６４
号）に開示されている。ＺＳＭ－５型ゼオライトは下記の第１表に述べる特徴ある
Ｘ線回析図を有する。ＺＳＭ－５組成物は酸化物のモル比の形で下記の通り同定す
ることができる。
      　０．９±０．２Ｍ２／ｎＯ：Ａｌ２Ｏ３：５－１００ＳｉＯ２：ｚＨ２Ｏ
      　式中Ｍは水素を含む陽イオンでｎは（「陽イオン」とあるのは，「陽イオ
ンでｎは」の誤記と認める。）該陽イオンの原子価であり，ｚは０ないし４０の値
である。」（同６欄４４行～７欄４行）との記載があることが認められ，第１表に
は，特許請求の範囲に示されたＸ線回析図とほぼ同一の格子面間隔が示されている
ことが認められる。そうすると，少なくともゼオライトＺＳＭ－５は，本件特許発
明に使用される触媒であり，一方，先行発明において使用される触媒もまた，上記
のとおり，ゼオライトＺＳＭ－５であるから，両発明は，使用する触媒において共
通していることが明らかである。
    　イ　相違点の検討
　　　　(ア)  出発原料に関する相違点について
　　　　　　出発原料に関する本件特許発明と先行発明との相違点について検討す
る。
      　　ａ　１９５９年６月１日～５日に開催された第５回世界石油会議第Ⅴ部
門議事録（ＦＩＦＴＨ　ＷＯＲＬＤ　ＰＥＴＲＯＬＥＵＭ　ＣＯＮＧＲＥＳＳ，Ｉ
ＮＣ，１９５９年発行。乙２７）の２３８頁の第４図によれば，典型的な炭化水素
原料である石油留分は，混合物から特に分離精製しない限り，直鎖炭化水素，枝分
れ炭化水素，単環シクロパラフィン等の多数の炭化水素からなっており，ロウ分だ
けで構成されているものも，非ロウ分だけで構成されているものもなく，ロウ分及
び非ロウ分が混在しているのが普通であることが認められる。
      　　ｂ　本件特許発明の出発原料は，上記のとおり，「直鎖炭化水素および
僅かに枝分かれした炭化水素と他の異なる分子形状を有する化合物の混合物」であ
り，「他の異なる分子形状を有する化合物」については，「化合物」という極めて
抽象的な用語を用いているため，明確ではないものの，甲３９（本件公告）によれ
ば，本件明細書の「発明の詳細な説明」欄には，「本発明は結晶性ゼオライト性物
質の存在における新規な脱ロウ法に関する。更に詳しくは本発明は直鎖パラフィン
およびわずかに枝分れしたパラフィンと炭化水素供給原料中に一般に見出される他
の成分との混合物から前記パラフィンを選択的に（「パラフィン選択的に」とある
のは誤記と認める。）転化することによって炭化水素供給原料から前記パラフィン
を除去する方法に関する。」（本件公告２欄４９行～３欄３行）という記載がある
ことが認められ，同記載によれば，「他の異なる分子形状を有する化合物」とは，
炭化水素供給原料中に一般に見出される，「直鎖パラフィンおよびわずかに枝分れ
したパラフィン」（これらが特許請求の範囲にいう「直鎖炭化水素および僅かに枝
分かれした炭化水素」であることは明らかである。）以外の成分のことであること
が認められる。したがって，３種の混合物がいずれも炭化水素であることは明らか
である。そして，本件特許発明の「他の異なる分子形状を有する化合物」に何らの
限定もないことに，上記ａ認定の事実を考慮すると，ロウ分も非ロウ分も混在する
典型的な炭化水素原料は，本件特許発明にいう「直鎖炭化水素および僅かに枝分か
れした炭化水素と他の異なる分子形状を有する化合物の混合物」に該当するものと
認められる。
        　　　一方，先行発明の出発原料は，単に「炭化水素」であり，そこには
何らの限定もない。
        　　以上のとおりであるから，本件特許発明の出発原料と先行発明のそれ
とは，同一であるということができる。
    　　(イ)　反応について
　　　　　　次に，反応に関する本件特許発明と先行発明との相違点について検討
する。
      　　ａ　本件特許発明と先行発明とが，炭化水素をクラッキングするという
点で共通していることは，明らかである。
      　　　　本件特許発明では，「直鎖炭化水素および僅かに枝分かれした炭化
水素を選択的にクラッキングする」とされているので，先行発明との対比におい
て，その技術的意義について検討する。
      　　　　本件特許発明及び先行発明において触媒とされているゼオライトＺ
ＳＭ－５は，前記アに認定のとおり，本件特許発明の特許請求の範囲にいう「一般



に楕円形の形状を持ち，転化条件の下で該楕円形の長軸が６Åないし９Å短軸が約
５Åの有効寸法を有する孔を有し，該直鎖炭化水素および僅かに枝分かれした炭化
水素がその孔構造中に入ることができ，転化されることができる結晶性ゼオライト
物質」であることが明らかであるから，本件特許発明の出発原料である典型的な炭
化水素原料，すなわち，石油留分（直鎖炭化水素，枝分かれ炭化水素，単環シクロ
パラフィン等の多数の炭化水素からなっているもの）を，ゼオライトＺＳＭ－５に
よって転化反応を実施しようとした場合，上記ゼオライトＺＳＭ－５の性質によ
り，「該直鎖炭化水素および僅かに枝分かれした炭化水素がその孔構造中に入るこ
とができ」ることになり，「該直鎖炭化水素および僅かに枝分かれした炭化水素」
のみに対して転化反応が行われることになる。
      　　ｂ　次に，一般的な炭化水素を出発原料としている先行発明において，
ゼオライトＺＳＭ－５によって転化反応を実施しようとした場合，「該直鎖炭化水
素および僅かに枝分かれした炭化水素がその孔構造中に入ることができ」ることに
なる点において，本件特許発明の場合と同様であるから，「該直鎖炭化水素および
僅かに枝分かれした炭化水素」のみに対して転化反応が行われることになる。要す
るに，ゼオライトＺＳＭ－５を触媒としてクラッキングを行う限り，必然的に，直
鎖炭化水素及びわずかに枝分かれした炭化水素についての選択的なクラッキング
（分解による転化）が行われることになる。
      　　　このように，本件特許発明の「直鎖炭化水素および僅かに枝分かれし
た炭化水素と他の異なる分子形状を有する化合物との混合物」（典型的な炭化水素
原料）であろうが，先行発明の一般的な炭化水素であろうが，ゼオライトＺＳＭ－
５を触媒としてクラッキングを行う限り，必然的に，「該直鎖炭化水素および僅か
に枝分かれした炭化水素」のみに対して選択的なクラッキングが行われ，転化反応
が行われることになるから，結局，本件特許発明の「直鎖炭化水素および僅かに枝
分かれした炭化水素を選択的にクラッキングする」とされている点でも，本件特許
発明と先行発明との間には，差異がないものというべきである。
　      　以上によれば，本件特許発明と先行発明とは，出発原料，触媒及び反応
のいずれについても同一であるということができる。
  　(3)　「脱ロウ方法」の意義
　　　　本件特許発明は，「脱ロウ方法」の一つであるとされているので，先行発
明との対比において，「脱ロウ方法」の技術的意義について検討する。
      ア　「脱ロウ」が，通常の用語例に従えば，ロウ分を除去するということを
意味する語であることは，明らかであり，その定義として必ずしも決まったものが
あるとは認められないが，「物質や物体から蝋を除去すること。石油から個体炭化
水素を分離するのに用いられる工程。」（「マグローヒル科学技術用語大辞典」昭
和５５年１月３０日発行），「低温での流動性に富む潤滑油を得るために，石油留
分中から蝋分（パラフィン）を除去すること」（「大辞林」平成元年３月第８刷発
行），「石油から潤滑油を製造する際，冷却によりパラフィンを分離・除去するこ
と」（「広辞苑第４版」平成３年１１月第１刷発行）といった意味で使用されてい
ることは，当裁判所に顕著である。したがって，「脱ロウ」は，通常の用語例にお
いては，原料油中のロウ分のみを選択的に除去，すなわち，「除き去る」あるいは
「取り去る」というものであり，その手段を問わないものであるということができ
る。
      イ　先行発明は，炭化水素原料を出発原料とし，ゼオライトＺＳＭ－５を触
媒としてロウ分を選択的にクラッキング（分解）する技術であるから，ロウ分を
「除去」していない，すなわち，除き去ったり取り去ったりしていないので，先行
発明は，通常の用語例でいう「脱ロウ」を行うものではない。
      ウ　次に，本件特許発明にいう「脱ロウ方法」の意味について検討する。
        (ア)　甲３９（本件公告）を見ると，本件明細書の「発明の詳細な説明」
欄には，以下の記載があることが認められる。
　　　　　「本発明は結晶性ゼオライト性物質の存在における新規な脱ロウ法に関
する。更に詳しくは本発明は直鎖パラフィンおよびわずかに枝分れしたパラフィン
と炭化水素供給原料中に一般に見出される他の成分との混合物から前記パラフィン
選択的に転化することによって炭化水素供給原料から前記パラフィンを除去する方
法に関する。」（本件公告２欄４８行～３欄３行）
　　　　　「種々のゼオライト性物質および特に結晶性アルミノシリケ－トがこれ
まで種々の接触転化操作に使用されてきたが，しかしこれらの先行技術の操作は一
般に１種または２種の主要なカテゴリーに入るのである。１種の型の転化操作にお



いては装入原料中に通常見出される成分の大部分を受入れるのに充分な大きな孔の
寸法を有するゼオライトが使用された。すなわち，これらの物質は大きな孔寸法の
分子フルイと言われ，それらは６～１３オングストロームの孔の寸法を有すること
が一般的に述べられており，‥‥‥アルミノシリケートの他の型は約５オングスト
ロームの単位の孔の大きさを持ち，選択的にノルマルパラフィンに作用して他の分
子種を実質的に排除するのに使用される。」（同３欄２７行～４０行）　
　　　　　「あるクラスのゼオライト性分子フルイがそれらの内部の孔構造中にノ
ルマルパラフィンだけがなくて僅かに枝分れしたパラフィンをも出入りすることが
でき，しかも極度に枝分れしたイソパラフィンを排除する能力を有する点で独特の
フルイ性を有し，このゼオライト性分子フルイを使用することによって極めて効果
的な接触操作を行うことができることを見出した。こうしてノルマルパラフィンに
対して選択的だけでなくて僅かに枝分れしたパラフィン，そして特にモノメチル置
換されたパラフィンに対しても選択的な炭化水素転化操作を行うことがいまや可能
である。」（同３欄４６行～４欄６行）
　　　　　「これらの性質を示すゼオライト性物質をノルマルパラフィンを選択的
に除くことだけが従来望まれていた脱ロウ操作に使用すれば経済的価値が増した生
成物が得られる点で多くの増大した予期せざる利益があることが見出された。」
（同４欄７行～１１行）
　　　　　「本発明の新規な脱ロウ法は従来使用されてきた２種の型のアルミノシ
リケートの中間にあると一般的に言われるゼオライト性物質を使用することに基
く。すなわち本発明の触媒はＺＳＭ－５型ゼオライトであり，その内部孔構造の中
にノルマル脂肪族化合物および僅かに枝分れした脂肪族化合物特にモノメチル置換
化合物が入ることができるが，しかし少なくとも４級炭素原子を含有するすべての
化合物すなわち４級炭素原子に等しいか或はそれより大きい分子寸法を有するすべ
ての化合物は実質上これを排除するのである。」（同４欄３２行～４１行）
　　　　　「換言すれば本発明のゼオライトは転化条件下即ち脱ロウ反応条件下で
ノルマル脂肪族化合物及び僅かに枝分かれした脂肪族化合物特にモノメチル置換化
合物は入ることができるが４級炭素原子を含有する化合物は入ることができない有
効寸法，即ち楕円形でその長軸が６Åないし９Å，短軸が約５Åの有効寸法の孔を
有する。」（同６欄２１行～２６行）
　　　　　「先に述べたように本発明の新規な方法は炭化水素供給原料の脱ロウに
関する。本明細書および特許請求の範囲で使用する脱ロウとはその最も広義に使用
し，石油原料から容易に固化する（ロウ）炭化水素を除去することを意味する。更
に特定の例で説明するように処理することができる炭化水素供給原料には潤滑油並
に凝固点または流動点問題を有する原料すなわち約１７６℃（３５０ﾟF）以上で沸
騰する石油原料が含まれる。脱ロウはクラッキングまたはハイドロクラッキング条
件の下で行うことができる。」（同２１欄３２行～２２欄３行）
        (イ)　また，本件明細書の「発明の詳細な説明」欄における実施例につい
ての記載を見ると，以下の記載があることが認められる。
　　　　　「ＺＳＭ－５触媒を使用して同じロウ質アマールガス油の他の部分を形
状選択的転化処理に付した。‥‥‥流動点の降下はノルマルパラフィンの除去によ
るものであるけれども，それが流動点降下の完全な回答ではないことを知ることが
できる。本発明の新規な方法はノルマルパラフィンが全部除去されなくても流動点
の著しい降下を生ずる。‥‥‥本発明の新規な触媒は流動点に有害な作用を及ぼす
僅かに枝分れしたパラフィンをも転化するものと思われる。」（実施例３，本件公
告２５欄１３行～２６欄５行）
　　　　　「本発明の触媒を使用して得られる形状選択性と先行技術の形状選択的
物質との型の差異を例証するために，例２で使用したのと同じロウ質アマールガス
油をカルシウムＡ‥‥‥として同定された結晶性アルミノシリケートとＺＳＭ－５
の焼成試料とを用いて形状選択的クラッキングの比較を行った。同じ原料を分解し
て得た生成物の比較を下記の表に示す。本発明の新規方法によって得られたコーク
ス収量は先行技術の古典的形状選択的物質を用いて得たコークス収量よりも著しく
低いことが一見して明らかである。さらにガソリンの生成すなわちＣ５－Ｃ１２はカ
ルシウム－Ａ型触媒の場合に比してかなり高い。さらに先行技術による古典的形状
選択的触媒は常にＣ４炭化水素に富み，逆にＣ５－Ｃ１２炭化水素の少ない生成物を
生ずる。」（実施例例５，同２６欄３２行～２７欄４４行）
        (ウ)　本件明細書の上記記載によれば，本件特許発明は，従来の接触転化
操作において使用されていた約５Åの孔の寸法を有するゼオライト性物質よりやや



大きめの孔を有するゼオライトＺＳＭ－５を使用して接触転化操作を行うものであ
り，ゼオライトＺＳＭ－５が，直鎖炭化水素だけでなく，「僅かに枝分かれした炭
化水素」に対しても選択的にクラッキング（分解して転化）する作用に着目し，こ
の直鎖炭化水素及び「僅かに枝分かれした炭化水素」，すなわち，ロウ分を分解し
て消滅させる作用をしていることから，これを一方で「選択的にクラッキング」と
いい，他方で「新規な脱ロウ法」と称しているものと認められ，ここにいう「脱ロ
ウ」は，原料油中からロウ分を選択的にクラッキング（分解して転化）し，分子量
の低い（流動点の低い）生成物に変えることを意味するものである。そうすると，
本件特許発明にいう「脱ロウ」も，先行発明と同様に，ロウ分を「除去」していな
い，すなわち，除き去ったり取り去ったりしていないので，通常の用語例にいう
「脱ロウ」ではない。
      エ(ア)　ところで，乙１の英国特許公報（特許第１１３４０１４号明細書に
係るもの。１９６８年〔昭和４３年〕１１月２０日刊行。昭和４４年２月特許庁資
料館受入れ）には，次の記載がある。
　　　　　「選択的にクラッキングされるロウ質炭化水素はパラフィンロウである
ことも判明した。従ってクラッキングされる炭化水素はほとんどｎ－パラフィン類
であるが，例えば非常に僅かに枝分かれした炭化水素や枝分かれのないアルキル側
鎖を有する環状炭化水素のように，構造の一部として長い直鎖を有する炭化水素も
またクラッキングされ得るのである。」
　　　　　「分子構造中にｎ－パラフィン類自体を選択的にクラッキングするに当
り，高温と高圧とにおいて，水素の存在のもとで，周期律表第Ⅵ族又は第Ⅷ族の金
属またはその酸化物から選択された水添成分と少なくとも１４：１のシリカ：アル
ミナモル比を有する脱陽イオン化結晶性モルデナイトとより成る触媒に，前記炭化
水素類とその他の炭化水素類とを含有する供給原料を接触せしめることより成る炭
化水素の選択的クラッキング法。」（特許請求の範囲）
　　  　(イ)　また，乙１４の米国特許公報（特許第３３９５０９６号明細書〔１
９６８年〔昭和４３年〕７月３０日登録〕に係るもの。昭和４３年１１月５日特許
庁資料館受入れ）には，次の記載がある。
　　　　　「本発明は水素の存在下に選択的転化によって石油から得られた供給原
料からの直鎖状炭化水素の除去に関するものである。更に詳細には，本発明は直径
が約６オングストローム以下，好ましくは約５オングストロームの均一細孔を持ち
希土類金属を含有する結晶性金属アルミノ・ケイ酸塩ゼオライト触媒を用いて炭化
水素を転化し，その等級を上げることは技術分野では現在良く知られている。ハイ
ドロクラッキングのような目的のためのこれらの物質の用途は一般的に軽油などの
ような典型的な石油・誘導供給原料に向けられていて，これらは習慣上ガソリンと
して有用な低沸点生成物に変換される。」（訳文１頁１行～８行）
　　　　　「例えば，ナフサ留分のオクタン価の改良は低いオクタン価を製造する
傾向にある直鎖状炭化水素（例えば，オレフィン，パラフィン等）だけを選択的に
ハイドロクラッキングし，その後ハイドロクラッキング生成物を除去し，最後に，
高いオクタン価生成物を回収することによって果たすことができる。潤滑油または
軽油留分中に含まれる直鎖状炭化水素の選択的ハイドロクラッキングはまた，流動
点降下即ち脱ろうの目的のために有益である。」（同頁１２行～１７行）
          「脱ろうする目的のために，本発明による処理に適応される供給原料は
‥‥‥の範囲の炭化水素油として一般に限定される。‥‥‥本発明方法は流動点，
曇り点，霞点及び凝固傾向を減少するために中間流出物及び軽油留分から蝋及び同
様なｎ－パラフィン系成分を除去するために特に有効である。」（同７頁１２行～
１７行）
        (ウ)  他に，乙１６の英国特許公報（特許第１０８８９３３号明細書に係
るもの。１９６７年〔昭和４２年〕１０月２５日刊行。昭和４３年１月１０日特許
庁資料館受入れ）の「発明の詳細な説明」欄には，次の記載がある。
　        「この説明は炭化水素類，特に石油炭化水素類の水添接触転化法に関す
る。この発明による炭化水素類の接触転化法は，炭化水素類を，高温と高圧とに於
いて水素の存在下に，少なくとも直径が５Åの細孔を有する合成結晶モルデナイト
で鉱酸の直接脱陽イオン化処理により金属陽イオン含有量が２ｗｔ％を超えないも
のと，周期律表第Ⅵ族又はⅧ族の金属又はその酸化物から選択した水素添加成分と
より成る触媒に接触せしめることより成る。」（訳文２頁２行～７行）
          「この発明に使用する触媒の特徴は，ロウ質炭化水素類を分解する選択
性にある。ロウ質炭化水素成分が供給原料の流動点を左右するものであるから，沸



点が供給原料と同一で而も供給原料の流動点よりも低い流動点を有する物質の生成
を主目的とするハイドロクラッキングに於いては，前記のような触媒の選択性が特
に有用である。従ってこの発明の方法によってハイドロクラッキングする適当な供
給原料は，いわゆるワックス留分である。ワックス留出物類は特に適当な供給原料
ではあるが，この方法は，例えば軽油類‥‥‥のような低沸点留分にも適用しう
る。供給原料は，原油から直接誘導したものでも，或いは熱分解又は接触分解の過
程を経て誘導した生成物でも差し支えない。‥‥‥前述のような固有流動点低下接
触処理に於ける前記触媒の有用性の他に，前記触媒は，ワックス分解選択性を利用
して，例えば潤滑油留分のような供給原料の脱ロウ処理にも使用し得る。」（同４
頁１３行～２５行）
　　　オ　上記エ(ア)ないし(ウ)の文献の各記載は，「選択的にクラッキングされ
るロウ質炭化水素はパラフィンロウである」，「ｎ－パラフィン類自体を選択的に
クラッキングする」，「クラッキング」し，又は「ハイドロクラッキング」して
「蝋及び同様なｎ－パラフィン系成分を除去する」とか，「ロウ質炭化水素類を分
解する」などと述べ，「クラッキング」又は「ハイドロクラッキング」して，生成
物の流動点を低下させる，すなわち脱ロウする技術を表しているものということが
できる。つまり，上記エ(ア)ないし(ウ)の文献の各記載は，原告の本件特許権の優
先権主張の時点である１９６９年〔昭和４４年〕１０月１０日においては，ロウ分
を除去するのでない，ロウ分を分解する接触脱ロウ法の技術が公知であったことを
示している。したがって，同時点で，「脱ロウ」の概念には，「接触脱ロウ法によ
りロウ分を分解する」という意義も含まれるというべきである。このように解する
と，「クラッキング」又は「ハイドロクラッキング」の概念は，これにより「脱ロ
ウ」を行う場合をも広く含むものということができる。
　　　　　本件特許発明は，特許請求の範囲に「脱ロウ方法」と記載しているが，
これは，これらの文献と同様に，ゼオライトＺＳＭ－５によりロウ分を選択的に
「クラッキング（分解して転化）」し，分子量の低い（流動点の低い）生成物に変
えるというプロセスについて，上記の各文献同様，ロウ分を分解して消滅させて別
の生成物に変えることを「脱ロウ方法」と称しているということができる。したが
って，本件特許発明と先行発明とは，この点に関し，実体において，何ら変わると
ころはないというべきである。
    (4)　以上のとおり，本件特許発明と先行発明とは，出発原料，反応及び触媒の
いずれにおいても同一であり，他にも実体において相違するところは認められない
から，同一の発明というべきである。したがって，本件特許発明は，特許法２９条
１項３号に反して特許されたものである。
　　(5)　さらに，本件特許発明が，「脱ロウ方法」，すなわち脱ロウプロセスの発
明であり，触媒から見ると，用途を脱ロウプロセスに限定した一種の用途発明とい
うことができるかどうかにつき，一応検討する。
      　講学上，「用途発明」とは，物の有するある一面の性質に着目し，その性
質に基づいた特定の用途でそれまで知られていなかったものに専ら利用する発明を
いうものとされ，物が公知であっても，用途が新規性を有する場合には，特許性の
認められる場合があることを示す用語である。
      　しかしながら，上記認定のとおり，本件特許発明と先行発明とは，出発原
料，反応，触媒を同じくし，その結果，得られる目的物質も同じくしているのであ
るから，本件特許発明は，先行発明と異なり，「脱ロウ方法」を内容とするもので
あることを明示するものではあるが，そこには何らの新規な用途の追加を見ること
もできないのであって，特許性の認定と結び付けられる上記の意味での用途発明と
なり得ないことは明らかである。したがって，本件特許発明が，用途発明として新
たな用途を追加したものとして上記(2)ないし(4)に説示した理由による無効を免れ
ることもできない。
　　(6)　以上によれば，原告の本件特許権は無効であることが明らかであり，原告
の本訴請求は，権利の濫用に当たり許されないものというべきである。
　　(7)　なお，証拠（甲４０，乙２５）によれば，東レによる無効審判請求（昭和
６０年審判第２３４４９号事件）について，特許庁は請求は成り立たないとの審決
をしたが，右審決に対する取消訴訟（東京高裁平成１０年（行ケ）第３０８号事
件）について，東京高等裁判所は，平成１２年７月１３日，上記説示したところと
おおむね同様の理由により，本件特許は，特許法２９条１項３号に違反して特許さ
れたものであり，無効であるとの判断を示し，審決を取り消したものである。
  ２　よって，原告の本訴請求は，その余の点について判断するまでもなく，理由



がないというべきであるから，主文のとおり判決する。
        東京地方裁判所民事第４６部

                      裁判長裁判官　　　　三　　村　　量　　一
                    
                    
                            裁判官        村　　越　　啓　　悦
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　被告袖ヶ浦製油所における改造接触脱ロウ装置による脱ロウ方法（ＦＴＺ－Ⅰ接
触脱ロウプロセス）

別紙　図１・図２


