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特許権行使戦略セミナー2018
〔開 会 の 挨 拶〕
総合司会：高林

龍（早稲田大学教授）

○総合司会（高林）：それでは、特許権行使戦略セミナー2018を開催させていただきます。
本日は、早稲田大学知的財産法制研究所と紛争交渉研究所という２つの組織の成果発表会を総合研究
機構の主催として開催させていただきます。私は総合司会をしております法学学術院の高林ですが、ま
ず３人の方からご挨拶いただきたいと思います。

〔開 催 者 挨 拶〕
花井

俊介

（早稲田大学総合研究機構長）

Christopher Yoo （ペンシルべニア大学 CTIC 所長）

須網

隆夫

（紛争交渉研究所／早稲田大学教授）

○総合司会：最初に本セミナーを主催しております早稲田大学総合研究機構の花井機構長からご挨拶を頂
戴したいと思います。それではよろしくお願いします。
○花井機構長：皆さん、こんにちは。ただいまご紹介に預りました総合研究機構の花井でございます。今
日はお忙しい中、このセミナーに参加いただきまして本当にありがとうございます。今もご紹介があり
ましたが、このセミナーは今年は我々総合研究機構の14回目になりますが、14回目の研究成果報告会と
いう形で、それを兼ねて開催されるということになっております。私は本日のテーマである特許につい
てまったく専門外ですので語ることはできないので、ここでは総合研究機構というのはいったい何を
やっているのかということに関してごく簡単に宣伝をさせていただいてご挨拶に代えさせていただけれ
ばと思っております。
今私たち総合研究機構のもとには110を超えます、正確には多分113だと思いますが、そういうプロ
ジェクト研究所があります。そして、それぞれがプロジェクトを持って、そのプロジェクトを推進して
おります。このセミナーを企画されている２つの先ほどご紹介がありました知的財産法制研究所、紛争
交渉研究所もそうした機構の傘下にありますプロジェクト研究所でございます。
早稲田大学には総合研究機構以外にもいくつか研究機構があります。ただし、総合研究機構以外はす
べて特定の研究の目標、プロジェクトを持って運営されております。それに対して総合研究機構の場合
には、我々総合研究機構自体が何か特定の研究の目的を持っているわけではありません。むしろ我々の
研究の具体的な中身というのは先ほど言った我々の傘下にある113のプロジェクト研究所が一所懸命進
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めていらっしゃるその研究の内容が我々の活動の中身ということになります。ですから組織上では我々
の方が上にあって下にプロジェクト研究所というのがあるということになりますが、実態としてはまっ
たく逆だということでして、プロジェクト研究所が上にあって我々は下からそれをサポートするという
のが私たちの役割であるというふうに思っております。
そして、大変ありがたいことというか、うれしいことに、我々がサポートした結果として最近傘下に
あるプロジェクト研究所が非常にたくさんの成果を出していただいております。論文も数え切れないぐ
らい出ていますし、それから著書に関しても数多く出版されておりますし、また今日のようなセミナー、
あるいはシンポジウムといった形で研究成果を外に対して発信するということも非常に盛んに行われて
おります。そういう意味で、我々総合研究機構というのはある意味私たち早稲田大学の研究という面で
早稲田大学をリードしている機関であるというふうに自負しているところでございます。
今日の研究成果報告会というのは、そうした我々総合研究機構のもとで進められた最も新しい、そし
てまた機構を代表するような研究の成果を外に対して発信するという、そういう趣旨で毎年毎年秋に
行ってきているものであります。今日が14回目ということなのですが、今年は知的財産法制研究所と紛
争交渉研究所の２つの研究所が中心になって、ペンシルベニア大学の CTIC などの学外の機関と協力し
て我々の成果報告会を開いてくださるということになりました。大変ありがたいことだと思って感謝し
ているところでございます。
今日のテーマですが、「特許権行使戦略」でございます。私は専門が経済学で、経済史というのを
やっておりましてまったく専門外なので中身については正確にはわからないのですが、プログラムを拝
見したところでは日本とアメリカの大学の研究者に加えまして、司法の関係の方々、あるいは企業の関
係の方々、あるいは税関の関係の方々等、いろんな立場から特許の問題、同じ特許の問題に取り組んで
いらっしゃる、そういう方々が一堂に会して包括して行われている、そういう研究セミナーであると
思っております。そういう意味では非常に内容の濃い、専門家にとっても実務家にとっても内容が濃い
企画になっているものと思っております。
情報化が急速に進展しているわけですけど、その進展に伴って確かに我々の知的財産権を守っていく
ことの重要性は加速度的に重要になり、大切になっていると思います。特許権ということですが、特許
などの知的財産権を保障するシステムはこれから我々が将来にわたって創造的な知的活動を行っていく
ことができるのかどうか、ある意味では一つの鍵を握る大切な問題であると理解しているところでござ
います。
最後になりましたが、今日のセミナーでそうした重要な問題に関して実りある議論が交わされて、そ
して研究の面、あるいは実務の面で大きな収穫が得られることを心から祈念しまして私のご挨拶に代え
させていただきたいと思います。
○総合司会：花井先生大変ありがとうございました。ただいま主催者側からのご挨拶でしたが、次に、先
ほどお話にも出ましたけれども、このシンポジウムはアメリカのペンシルベニア大学から多大なご協力
をいただいておりますので、次にペンシルベニア大学の Christopher Yoo 先生にご挨拶を頂戴したいと思
います。よろしくお願いします。

○ Yoo：ご紹介ありがとうございます、高林先生。ご丁寧なご紹介をいただきまして感謝申し上げます。
また、ペンシルベニア大学とのすばらしい友好関係に心から感謝申し上げたいと思います。重要、か
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つ、永続的な私どもペンシルベニア大学ロースクールと早稲田大学のロースクールとの友好関係にとっ
て本日はすばらしい機会となりました。皆さん覚えておられますでしょうか、早稲田大学のロースクー
ルが開講した時、私どもの学長が基調講演をさせていただきました。それがきっかけとなりまして、こ
の２つの大学の間の永年にわたる友好関係につながったわけです。
そして早稲田大学のロースクールの先生方がペンシルベニア大学を訪問されました。先ほどご挨拶が
ありました須網先生にも、２年前にお目にかかりました。私自身、そしてボルゲン先生も早稲田大学で
一職員として教鞭をとることができました。このようにお互いに教授を派遣するという永年にわたる伝
統があります。そのような意味で本当に双方のロースクールにとって大きな啓蒙の機会となりました。
また、日本人の学生の皆さんも、ペンシルベニア大学ロースクールの修士課程に多数お越しいただき
ました。歴史的に見れば、他の地域に比べて最も多い留学生が日本からの学生です。もちろん年々減っ
ておりますけれども、歴史的にはそういった傾向が続いていました。
さらに、今回のこの報告会を共催させていただくようになりまして３年目ですが、日本において最も
重要な知的財産権の会議の一つであろうと自負しております。私どもペンシルベニア大学は、知財法を
私どものイノベーション法律センターの中核としてとらえております。少々野心的ですが、我々として
は技術に関わる法律の分野で全米でも最も優れた大学になりたいと思っております。私どもが工夫をこ
らしているプログラムとしましては、法学部の学生が例えば工学の分野で修士課程を修了するものがあ
ります。従来とは違った形のプロフェッショナルの育成をロースクールとして行っております。そのよ
うなプログラムについても是非今後共有していきたいと思っております。
くわえて重要なのは、このような国際的な活動をすることであり、他の法域でどういった動きが行わ
れているのかを理解することが本当に重要であると思っております。特許訴訟はグローバルな現象に
なっており、技術は重要なものとなっております。したがいまして、他の法域における特許法を理解す
ることが重要です。私どもは本日のような取り組みにコミットしております。早稲田大学の皆様と本当
にこの時を共有できてうれしく思っております。ご参加いただいて感謝いたします。
私どもの修士課程についてご関心がある方、また私どもの他の試みについてご関心がある方は、どう
ぞ私１日おります。また、Polk Wagner 先生もプログラムの担当者でありますし、バルガネッシュ先生
も著作権の専門家として会場におります。我々のチームの誰でも結構ですので、お話をしたいというこ
とであればどうぞ個別にお話しいただければと思っております。多くのことを皆様から学びたいと思っ
ております。ぜひ意見交換をさせていただければと思います。以上です。
○総合司会：次にこのシンポジウムを共に成果報告会として行います紛争交渉研究所の須網隆夫先生、実
は須網先生もペンシルベニア大学と接点があると聞いておりますが、須網先生からご挨拶を頂戴したい
と思います。よろしくお願いします。
○須網：ただいまご紹介いただきました早稲田大学大学院法務研究科法科大学院に所属しております須網
隆夫でございます。紛争交渉研究所、本来であれば所長の和田仁孝教授が皆様にご挨拶申し上げるとこ
ろでございますが、本日和田先生ご出張のために出席がかないませんので、代わりに私の方からご挨拶
させていただきます。先ほどの Yoo 先生のご挨拶の中にもありましたけれども、早稲田大学のロースクー
ルとペンシルベニア大学のロースクールは非常に永い密接な協力関係の歴史がありまして、その中で私

も2016年にペンシルベニア大学のロースクールで１カ月ほど教えさせていただくことがございました。
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それから今日のスピーカーの中に知財高裁の髙部眞規子所長が来ていただいておりますけれども、髙
部所長は私と司法修習の同期であり、しかも実務修習の同じ班でございまして、１班14人しかいないと
ころですから、私と彼女を除けば残りは12人しかいないというような非常に小さなグループで１年４カ
月でしたかご一緒させていただきました。そういうわけですので、私がご挨拶させていただいても決し
て悪いことはないのではないかと思っております。
本日のこのセミナー、高林先生の知的財産法制研究所と和田先生の紛争交渉研究所の共催という形に
なっておりますけれども、もちろん対等のパートナーというよりは高林先生の研究所が主で、我々は従
の役割を担ってきているわけですが、若干我々の研究所の活動を紹介させていただきます。紛争交渉研
究所というのは、交渉とか紛争処理に関する理論研究、また教育プログラムの開発を目的としている研
究所でございます。
本当は知財についての紛争処理をやっていればまさに今日のテーマともぴったり合うわけですけれど
も、実は今まで主に行ってきたことは医療事故をめぐる裁判外紛争処理とか、紛争処理モデルの設計と
か、そういうことを考えておりました。また、東日本大震災の後は原発事故をめぐる補償交渉のあり方
といったことについても一定の検討を重ねてきております。今日は、ソフトウェアをめぐる特許訴訟や
特許権侵害品の水際措置など、知財に関する紛争がメインになるわけですので、我々は必ずしもこの分
野で十分な経験を持っているわけではないのですけれども、我々の研究所も決して紛争処理の対象を狭
く考えているわけではありませんので、今日のような知財分野での紛争という問題についてもこれから
さらに活動の中に取り込んでいきたいと考えております。そのような次第で問題対象を共有している研
究所としまして今日は本セミナーを共催させていただくことになりました。
本日、活発な議論が展開され、我々の研究所の今後の活動についてもさまざまな有益な示唆をいただ
けることを期待しております。以上で簡単ではございますがご挨拶に代えさせていただきます。どうも
ありがとうございました。
○総合司会：須網先生大変ありがとうございました。以上で主催者、共催者からのご挨拶を終わりにいた
しまして、これから第１部に入っていきたいと思います。第１部については「特許対象の適格性」とい
うテーマで、コーディネーターを国學院大学の中山一郎先生にお願いしておりますので、ここからはマ
イクを中山一郎先生に委ねたいと思います。それでは、中山先生よろしくお願いします。
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第１部
司

〈
〈

会：中山

特許対象の適格性

一郎 （國學院大学教授）

登壇者：Richard Linn （アメリカ合衆国連邦巡回区控訴裁判所判事）
髙部眞規子 （知的財産高等裁判所長）

Polk Wagner （ペンシルベニア大学教授）
前田
本多

健 （神戸大学准教授）

博昭 （ソニー株式会社統括部長）

○司会（中山）：それではただいまより第１部のパネルを始めさせていただきます。テーマは発明該当性、
特許適格性です。ご案内のとおり、アメリカにおきましては2014年のアリス最高裁判決が非常に大きな
インパクトを与えました。そこから４年経ちまして、現状がどうなっているのか、また今後どうなるの
かという点を、本日はアメリカの専門家の先生方をお招きしておりますので、まずお話をお聞きしたい
と考えております。
他方、我が国におきましては、アメリカと比較しますと実務的にはやや落ち着いており、安定してい
る状況であろうと思います。しかし、そうであるからといってそこに何らの問題も存在しないというわ
けでもないと思います。そこでアメリカの先生方に続きまして日本の専門家の先生方にも現状及び課題
についてお話をいただいた上で、全員でパネル・ディスカッションをしてみたいと考えております。
それでは早速でございますけれども、最初の登壇者をご紹介させていただきます。米国の連邦巡回区
控訴裁判所、Federal Circuit の Richard Linn 判事をお迎えしたいと思います。Linn 判事は1999年からフェ
デラルサーキットにおいて判事を務めておられまして、長い知見と経験をお持ちであります。先ほどお
聞きしましたところ、日本にもよくお見えになられるということで、再びこのような形で Linn 判事を

お迎えできることを光栄に思います。それでは Linn 判事にまずアメリカの現状についてご報告をいた
だきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○ Linn：まずありがとうございます。最初に早稲田大学の皆様、そしてペンシルベニア大学の皆様に御
礼を申し上げたいと思います。このような機会を与えていただいて本当にうれしく思っております。皆
様に特許適格性についてお話しできることを本当にうれしく思っておりますし、大変光栄なことだと
思っております。両大学の関係者の皆様に御礼申し上げます。
まず端的に申し上げますと、特許適格性はアメリカでは、現在、極めて不確実性に満ちた状況にあり
ます。
私は、知的財産法・特許法に、50年間のキャリアを通して関わってくることができました、最初は審
査官としてスタートをしました。そして弁護士として実際に相当の特許の出願や侵害訴訟を担当しまし
た。権利者を代弁して訴訟に関わったり、ライセンス契約も起案しました。クライアントに対する知財
コンサルタント的な業務もしたことがあります。そのような意味ではいかに企業が実際にその特許に関
わる保護を受け、またその発明に関して保護を得る上で苦労しているかをよく承知しているつもりで
す。実際に投資をする上で様々な事業面での判断を迫られている困難性も理解しております。したがっ
て、特許が実務的にそれだけ重要であるにもかかわらず、特許適格性についてこれだけ不確実性がある
ことは大変気がかりです。
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例えば先端コンピュータ技術、そして医療の診断に関わる重要な発明が効果的な法的な保護を得られ
ない可能性が出てきています。コンピュータゲームソフトについてのリスクはさらに高いと言わざるを
得ません。
しかし、マイナスのニュースだけではありません。実は、この分野でも、多くの発明に特許の適格性
が認められ、特許保護が米国で得られております。これらの発明の中には、例えばマルチイメージの
ゲームシステムであったり、マルチプレーヤーのゲーム端末であったり、また特別のジョイスティック
コントローラー、これは指やジェスチャーを使うもの、また、例えばそのゲームを自動的に保証してく
れるもの、さらに、VR、仮想現実もあります。もっとも、コンピュータゲームに関わる特許の適格性
について特別ルールがあるわけではありません。この分野における発明というのは実は他の発明と同じ
ようなものとして米国の法律で同等に扱われております。そうしますと、一般的な特許適格性の問題に
ついて理解を深めることが重要です。
そこで、まずその法律の条文からスタートしましょう。特許法101条によれば、新規かつ有用ないか
なるプロセス、機械、製造品、あるいは組成物、またはそれについて新規かつ有用ないかなる改良、発
明ないしは発見したものは特許を受けることができると定められています。これは極めて広範囲の内容
です。
もっとも、法律の条文は極めて広範囲な内容をカバーしながらも、最高裁は判例上の例外があるべき
だと述べています。これは、アメリカの裁判所として異例であると思います。アメリカの裁判官は法律
を定めるわけではなく、あくまでも法律の解釈をするわけです。議会で成立した法律を解釈するのが裁
判官の役割です。議会が極めて幅広い内容を持った法律を成立させたのにもかかわらず、裁判所がそれ
に対して例外を設けることは、本来的には異例といえるかと思います。
さて、判例上の例外の問題が顕在化したのは、1972年の Gottschalk v. Benson 判決です。この事案では、

裁判所は、特許適格性に関して、数学的な情報で二次元のものを純粋な二次元に変えることを汎用目的
のコンピュータで利用できるようにした場合、二次元の変換はあくまでも数学的な算定ないしはメンタ
ル・ステップにすぎないため、特許適格性のあるものではなかったと判示しました。
その際、３つのカテゴリーを判例上の例外として特定いたしました。自然法則、自然現象、そして抽
象的な概念です。これら３つを科学技術における基本的なツールとして定めたわけです。興味深いこと
に、ソフトウェアに関する明示的な言及はありませんでした。

さて、この判決から30年後、101条をめぐって関心が高まりました。コンピュータ、そしてその医療
診断の分野でこのテーマに関わる関心が高まり、特許件数が増えたからです。
そこで現在の状況を見ましょう。2010年代、Mayo 事件がありました。最高裁判所によれば、Mayo

Collaborative Services は体内の代謝物を測定し、標準的な場合と比較することにより薬の投与量を算定
するクレームを出願したが、これは自然法則であって特許適格性を満たしていないということです。そ
こで２段階テストが生まれました。それによれば、まず、クレームは、３つのカテゴリーのうちの１つ
に当たるかどうかを判断し、次に、自然法則を独占することがないようにクレームの性質を変換させる
ものがそのクレームの中に含まれているかどうか、を判断します。自然法則を先取り（preemption）す

ることがないように特許の保護から例外するということです。

次の事案は、2014年の Alice Corporation v. CLS Bank です。ここで裁判所は、いわゆる抽象概念に関わ

る例外に直面することになりました。３つの判例上の例外のカテゴリー、すなわち自然法則、自然現
象、そして抽象的な概念の中で、最初の２つのカテゴリーは比較的明確であり、常識的に見てこの２つ
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が何であるのかはある程度理解できるであろうと思います。これに対して、抽象的概念は厄介です。そ
もそも抽象的概念とは何を意味するのかが問題です。Alice 事件では、抽象的概念の例外という問題に
直面しました。裁判所は、一方では基礎的な構成要素（building block）の独占を認めるとイノベーショ

ンを抑制しかねないが、他方では全ての発明にはそのような基礎的な要素が使用され、何らかの抽象的
な概念が含まれているため、両者の間には緊張関係があることを認識しました。その上で最高裁は、問
題のクレームは仲介取引に向けられていることを踏まえ、ソフトウエア、インターネットに関する発明
に対して Mayo の２段階テストを適用しました。その結果、裁判所は、クレームされているものは特許

不適格であり、また、特許不適格なものに何かを追加する内容ではなかったと判断しました。

そもそもその２段階テストは何なのかということですが、まず、抽象的概念について、ステップ１で
は、クレームが先ほど言及した特許不適格なコンセプトに向けられているかどうかを判断します。もし
そうであれば、次にステップ２では、それ以外の内容はどういったものなのか、その特許は特許不適格
な概念を著しく越える（significantly more than）ものを含んでいるかを判断します。

皆さんもご想像いただけるかと思いますが、この２つのステップによって相当程度の混乱が生じまし

た。考えてみてください。第１ステップにおいては、まずそのクレームを見て、そのクレームがそもそ
も何に向けられているのかを理解しなければならない。ここでは、一定の文言を無視せよということな
のか、ないしは基本的なアイディアだけでいいのか、そのクレームの根底にある基本的なアイディアだ
け見ればいいのか、ということが問題となります。
その後、結局これは抽象的な概念にすぎないものだったとすれば、次に第２ステップです。その場合
どうなるのでしょうか、また戻ってもう一度クレームを見るのか、そしてステップ１の評価に当たって
無視したすべての要素を第２ステップにおいて再び考慮するのかという点が問題となります。私として
は、もしもそうであるならば全く意味をなさないと思っています。問題は、このような点を訴訟で私が
判断を下さなければならず、最高裁が何を語ろうとしているのかを理解するのに非常に苦労しました。
そうであるからこそ私は心配しています。裁判官としては、特許保護を訴える産業界のために、できれ
ば可能な限り明確にしたいと考えております。実際、ビジネス界、産業界からはより明確にしてほしい
という声が挙がる一方で、我々はそういった明確性を提供することはできませんでした。
そこで巡回区控訴裁判所では、Alice/Mayo のステップ２を見直してみたわけです。大体20ぐらいの事

案があったでしょうか。そうすると、指標となるものがあるのではないか、ある発明があったとして
様々な指標となるものと比較すればいいのではないかということがいわれるようになりました。一番近
い指標と比べて適格性がないと判断されれば問題ですが、一番近いガイドポストと比較することでその
適格性が認められれば問題がないということです。
恐らく私のプレゼンテーションの最後になるとおわかりになると思いますが、様々な判断を下したの
ですが、ガイダンスにはなりませんでした。一所懸命取り組みましたが、そうはなりませんでした。

さて Alice 事件に戻りますと、最高裁は２段階テストを採用し、ステップ１では、本件のクレームが

仲介取引に向けられたクレームであって、現代経済の基本的な要素であるため、抽象的な概念であった
と判断しました。ステップ２においては、クレームは特許適格な発明に変換させるようなものは特に加
えておらず、一般的なコンピュータの利用にすぎないと判断しました。つまり抽象的な概念であって、
単にコンピュータに実装したにすぎないと判断しました。
続いて、連邦巡回区控訴裁判所が扱った事案として、Affinity Labs v. Direct TV 事件（2016年）があり

ます。ここでは地域放送局の放送が届く範囲から外れたところにある携帯電話がそのコンテンツを受信
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することができるシステムに関わるクレームでした。ステップ１では先行技術に対してどの程度の進歩
がクレームされたのかということを見ました。これは、クレームと先行技術の比較のように見えます。
例えば102条、そして103条の非自明性の判断と似通っています。そのため、再び混乱となるわけです。
また、裁判所は、このクレームはその概念を実行する具体的な方法に制約されるものか否かとも言いま
した。要するに、裁判所としては、そのクレームがそのアイディアを実行する方法と関連性があるかど
うかを見定めようとしました。ステップ２においては、携帯電話の一般的な特徴を使っているにすぎな
いということになり、この発明は特許適格性なしとの判断となりました。
２つ目は、Enfish v. Microsoft という事案で、これは重要な訴訟でした。というのも、このクレームは

特許適格性を認められたからです。発明は何かというと、コンピュータ自体の改良に関わるものでし
た。裁判所は、汎用コンピュータで発明が用いられるからといって、それ自体自動的に特許適格性なし
とはいえないとして興味深いことを述べています。クレームがソフトウェア技術の問題の解決策の特定
の実行に向けられたものなのかどうかを判断しなければならないといったわけです。結局、コンピュー
タの機能の改良自体は抽象的ではなかったと判断したのです。単にツールとしてコンピュータが用いら
れているわけではなかったので抽象的ではないということです。
次の事案は、DDR Holdings v. Hotels.com です。これも重要な事案です。ｅコマースのホスト・ウェ

ブサイトに第三者の加盟店の商品の情報もあわせて提供しているというソフトウェア関連発明に関して
特許適格性があると判断しました。ステップ１では、このクレームは、単にインターネットにおいて既
存の事業を行ったものではなく、インターネット中心型の特定の課題を解決したとされました。また、
ハイパーリンクをただクリックすることにより起きる通常の事象の流れを超えるものとされまました。
次の例は、McRo v. Bandai でした。この事件の発明は、スピーチの最中の三次元モデルの顔の表情の

自動化に関わるクレームでした。裁判所は、ステップ１において、裁判所は、クレームが関連技術を改
良する具体的な方法に焦点を当てているのかどうか、それともあくまで一般的なプロセスや機械を使う
だけで、抽象的な概念である結果に注目しているものなのかを判断しなければならないと述べていま

す。そして裁判所は Mayo 事件で述べていたことと同様のことを述べました。101条における例外に関
わる懸念の根底にあるのは、先取り（preemption）であるということです。もっとも、私は、その内容

がよくわかりません。あらゆる特許に関わるクレームというのは、言うなれば、クレームにカバーされ

ていることを先取り（preemption）するわけです。もしかしたら、ある分野、例えば電力に関わる特許
であるとか、ある広範囲にわたる分野の特許を先取りしようとすることが妥当ではないということを述
べているのでしょう。あまりにも広範囲に過ぎるということであると思います。しかし、そのためのテ
ストとしてガイドラインを提供しようということであれば先取り（preemption）という概念はあまり参

考になりません。申し上げましたとおり、あらゆるクレーム、あらゆる発明は何らかの分野において特
許という形で先取りすることを目指そうとしているわけですから。
次のケースは、Finjan v. Blue Coat Systems 事件です。これはマルウェアを特定し、そして対策するこ

とに注目したものです。このクレームはコードベースのダウンロード可能なウィルススキャンであり、
具体的な解決策を提供したということで特許適格性が認められました。
さらに、Data Engine v. Google です。この判決は数日前に出されたばかりです。裁判所は、２つの異

なるクレームのグループについて判断し、１つには適格性を認めましたが、もう１つのグループのもの
には特許適格性を認めませんでした。ぜひ皆さん、この判決をごらんください。良い比較材料になりま
すので、ぜひごらんいただければと思います。特許適格性があるとされたグループ１は、三次元のスプ
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レッドシートに関する発明で特定のストラクチャー、ノートブックのタブに関して言及していました。
これに対して、グループ２の発明に関しては特許適格性を認めませんでした。このクレームはあくま
でもスプレッドシートの修正の追跡にすぎないからという理由です。私の同僚の判事がその審判に参加
していたのですけれども、ステップ２のテスト、そのクレームが何をカバーしていたのか、ステップ１
はどうだったのか、ステップ２において何か追加的なものがあったのかということについて真剣に検討
したと思います。しかしながら、この２つのグループのクレームの違いを見出すのは困難です。私が考
えてみるに、双方ともに特許適格性がある、あるいは同じ判断が出されるべきだったと思うのですね。
しかし、それは見方次第だったのかも知れません。私から見て、この判決に関しては不満があります。
いささか裁量的だったのではないかということが気がかりです。
一部の裁判官は、Alice/Mayo テストに関して懸念を抱いております。Lourie 判事、Plager 判事、そし

て私、この３名の判事がその懸念を表明しております。私自身は Smart Systems v. Chicago Transit 事件に

おいて一部同意、一部反対意見を述べています。Plager 判事は Interval Licensing 事件において意見を述

べています。また、Lourie 判事は Burkheimer 事件において大合議を認めない判断について同意意見を述
べています。

Smart Systems 事件ですが、クレームは、クレジットカードの利用方法、例えば VISA、マスターカー

ドといったルーティンのクレジットカードの利用法に関わるものでした。公共交通網へのアクセスにお
いてインターネットに接続せずにクレジットカードを利用する方法に関わるものでした。従来、クレ
ジットカードはその公共交通網にアクセスする上で使えませんでした。クレジットカードをスキャンす
ると、インターネットに接続しなければならず、そして金融決済をするには時間がかかります。ですか
ら、例えば30秒であったとしても、人々が駅で待つ必要があります。これを解決するために、この発明
は、ホワイトリストを作りました。VISA カードのナンバーを出して、その残高がプラスであれば、例
えばその地下鉄に乗って、残高照会をして金額がマッチすればそのクレジットカードは多分真性だろう
ということで地下鉄に乗れるということです。瞬時にその判断ができるわけですね。あとの段階になっ
て、そのシステムがビジーでない時に接続して料金を算定するというすばらしい発明だったのです。そ
のクレームは、効果的なクレジットカードのホワイトリストに向けたクレームであり、瞬時に比較する
ことにより通常のクレジットカードを持って地下鉄に乗ることができるシステムであったのです。とこ
ろが、抽象的概念であるとして特許適格性なしと判断されてしまいました。どうしてこれが抽象的概念
であるのか私には個人的に理解できませんでした。
そこで、私は反対意見を書き、この２段階テストの問題は、一貫性ある形で適用できないところだと
指摘しました。ステップ１は、そのクレームが何に向けられたものかというテストです。これはそのク
レームの特徴付けによって結局どのようにでも判断できます。すばらしい発明であるかも知れない、新
しい計算機かも知れない、新しいストラクチャーを持っているかも知れない。他方、このクレームは数
学的な計算にすぎない抽象的概念ではないかと片付けてしまうことも可能です。次にステップ２では何
が追加されているのかを見ます。ボタンがある、メモリー機能がある、ディスプレイもある。全て従来
のものであり、あまり意味はない。そこで特許適格性なしと判断されることになってしまいます。その
ような考え方は私に言わせれば全くナンセンスであると思っています。
さて、Plager 判事も興味深いコメントを先ほどの Interval Licensing 事件で述べております。また、

Lourie 判事は直接議会にその改革を求めております。多くの方が言ってることと同じで、裁判所はこの
ジレンマを解消する力がなく、明確性を確保することはできません。したがって、議会が法律を見直す
― 10 ―
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必要があり、シンプルでわかりやすい明確なテストにしましょう、そして安定性を確保しましょうと述
べています。
さて、これまでの判決から、一般的なルールが浮かび上がってきます。これが全部参考になるかど
うかわかりません。でも今はこれしかないのです。第一に、クレームは何か特定の、ないしは具体的
なアイディアの実行方法によって制約されるものか否か。また、クレームは、ソフトウェアないしコ
ンピュータ技術にかかる問題の解決を実行することに向けられたものなのか。また、その発明はコン
ピュータそのものの機能を改良することなのか。また、その発明はインターネット中心、インターネッ
ト指向型の特定の問題の解決に役立つのか。また、その発明は、コンピュータの通常のルーティン的な
作業手順を乗り越えるものなのか。また、そのクレームは特定の結果をもたらすために何か具体的なス
テップ、ストラクチャーに言及しているかどうかということです。
さて、最後に申し上げたいことがあります。米国の USPTO には新しい長官が着任しています。イア

ンク（Iancu）という方で業界出身の人であるため、新長官はこの問題についても十分知識があります。

そして不確実性が産業界にどういった問題を投げかけてるかもよくわかっており、したがって何とかし

たいと考えています。そこで USPTO の審査官に向けて新しいガイドラインを出そうと考えています。
彼の提案が何かというと、ザイコシャが出したより初期の段階の判決、1853年のドロイ対レイサムの事
案、そういったような初期の判決に立ち戻ろうということです。裁判所は新しい財産が、例えば有用な
商業の構築に活用される新しい物証にかかる発明であるならば、これは特許適格性があるということで
す。Mayo に関しても新しい有用なものに関して適用するものは特許の保護対象となるという趣旨のこ
とが書かれています。したがって、長官の考え方では、USPTO の審査官に対してクレームを解釈する

にあたって、実用的なアプリケーションに関する例外となるのかどうかということを見なさいと指示し
ようとしています。すなわち、アイディアを何らかの実用的な応用につなげているものなのかどうか、
が抽象的概念か否かの基準となるわけです。先ほど Smart Systems 事件について述べましたが、スマー

トトランジットがそのクレジットカードを利用するかどうかということでした。これは、アイディアが
実用的なアプリケーション応用ときちんとつながっています。ですから、これは新テストを満たすとい
うことです。
そうなりますとより多くの出願が登録されるでしょう。ただし、問題は、これは、あくまでも特許庁
レベルのテストです。ですから、これが裁判所の判断となるとまた脆弱な状況に置かれます。というの
も、裁判所は Alice/Mayo の２段階テストを適用しているからです。本発表でご紹介したとおり、これ
は、深刻な問題です。私の連邦巡回区控訴裁判所の同僚も、最高裁の判断を優先せざるを得ませんので
非常に苦労しています。ぜひ議会の方からアイディアを出していただきたいと思いますが、それもかな
り長期間の時間が必要でしょう。
私のプレゼンテーションが何らかの参考になれば大変幸いです。もっと朗報があればいいのですが、
残念ながらいいニュースはあまり共有できませんでした。ご静聴ありがとうございました。
○司会：Linn 判事どうもありがとうございました。次の登壇者をご紹介します。ペンシルベニア大学の

Wagner 教授です。Wagner 教授はペンシルベニア大学で2005年から知財法を教えておられます。このセ

ミナーにも既に３回目のご登壇ですが、毎年ユニークな視点を提供していただいております。本日も、
興味深い視点から、現状そして今後の展開をお話いただきます。それでは Wagner 教授にプレゼンテー

ションをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
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○ Wagner：ありがとうございます。早稲田大学に御礼申し上げます。高林先生も毎年すばらしいお仕事
をしてくださっています。そして光栄であることは、Linn 判事の後に話をさせていただけるというこ
とです。既に Linn 判事がお話されたことについては詳細を省き、代わりに特許法101条の変更をめぐり

何が今起きているのかについて私が思うところをお話しします。

Linn 判事が言われたように、101条のもとで抽象的なアイディアのクレームは特許性がないとされて

います。これを Alice/Mayo 枠組みと呼んでおり、2012年の Mayo 事件と2014年の Alice 事件という２件の
最高裁判決の結果です。特に Alice 判決が重要です。なぜかといえば、より最近の最高裁の見解である

からです。

では Mayo/Alice の枠組みを見てみましょう。これは、Linn 判事がおっしゃったように、２段階です。

まずステップ１でクレームを見て評価します。クレームは、抽象的なアイディアに対応するものを対象
としているか。そうでなければ、特許性があるかも知れません。しかし、そうはいっても別の判断が必
要です、102条の新規性、103条の非自明性、112条の開示要件などです。したがって必ずしも101条を充
足したからといって特許性があるというわけではありません。ただし、それがもし抽象的なアイディア
ということであれば、ステップ２を判断します。クレームに何か抽象的なアイディアを越えるものがあ
るのか、もしなかったら特許適格性なしということです。他方、クレームに何か超える内容があるとい
うことであれば、潜在的に特許性があるかも知れず、102条、103条、112条に照らして判断されます。
私は主にこれから Linn 判事と同じように、ステップ１、クレームが抽象的なアイディアであるか否

かという点について話していきます。

まずは、最初から問題があるということを理解すべきです。Alice 事件で最高裁が新テストを示した

ときに、正確な抽象的アイディアのカテゴリーについては明確に説明をしないということを述べている
わけです。つまり、枠組みが示された最初のときから、最高裁は、抽象的アイディアのカテゴリーが何
を意味するかとついての具体的なガイダンスを提供しないことを決めたわけです。最高裁が抽象的なア
イディアの定義は我々の仕事ではないと言ったわけですから、そこで Linn 判事とその同僚判示は何と

か対応しようとされたわけです。その後どうなったかといえば、抽象的なアイディアを探せという新し
いゲームを裁判官が2014年の半ばからずっとやってきました。
しかし、Linn 判事と私は多分同じ考えであろうと思いますが、これはあまり成功していないと思い

ます。では、やってみましょう。クレームがあります。例えば、コードのパーシング、タギングの分析
コードをタグによるソーティング結果を示すというクレームです。それを裁判所は何と言ったか。裁判
所には、他の抽象的なアイディアと似たように見える。パーサーはこの発明の前に何年も存在してきま
したから、この発明は抽象的なアイディアであるとなったわけです。でも、その理由を考えましょう。
抽象的なアイディアが何であるかを述べていないのです。単にこれは何か他のもの、前に見たものに似
てるとしか述べていない。特に新しいものに見えないとしか述べていない。抽象的アイディアが何かと
いうことに関して何も述べていません。これは Burkheimer のケースです。

次にいきましょう。これは投資データの統計サンプリングを作る方法、サンプルスペース、分布関数

作成のためのサンプリングデータにより作成し、分布関数のプロットを作るということです。統計のこ
とを知ってる人だったらこれはもう本当にこんな明白なものはない、本当にただ単に実証的なデータを
見てるだけです。これはどうなったか。このような形でアナライズ、解析、レポーティングするのは抽
象的である他のものと似ているように見える。情報は目に見えないといった考え方です。これは抽象的
なアイディアと判断されました。
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次は、データストレージシステムです。新たなデータコード分析に使える参照を含む表を作成すると
いうものですが、これに対して裁判所は何と言ったか。コンピュータのオペレーションの方法に改善を
加えるものであるため、これは抽象的アイディアではないと判断しました。他は抽象的と考えられたの
に、なぜこれが抽象的でないのか、あまり健全な答えではありません。これは Enfish のケースです。

次にインターネットコンテンツのフィルタリングシステムで、サーバベースのフィルタリングがで

き、カスタマイズ可能なものと不可能なもののフィルタリングの仕組みが含まれるものです。どうもこ
れを見ると前にもあったもののように見えるので、これは抽象的なアイディアとされました。
もう２つあります。これはリップシンク、口パク、これを自動化するコンピュータでやったアルゴリ
ズムを使ってリップシンクを同時化する、自動化するというものです。裁判所は、これは、アルゴリズ
ムを使ってソフトウェアのコードのフローを改善するものであって、コンピュータのオペレーションを
改善するものであるため、抽象的なアイディアではないということです。これは、McRo 事件です。

次の例は私がよく使うものです。主に縦方向に適用する力に十分対抗できるサポートを物体に提供

する方法です。縦方向に適用される力に十分対抗できるサポートというのは、かなり抽象的に見えま
す。力を提供する方法は何世代も前からありました。そして等価する機能は計算によります。そうしま
すと、我々が今まで抽象的と呼んでいたものに似てるように見えます。しかし、もしかしたらこれはサ
ポート機能に関しての改善に向けられているかもしれない。考え方によって、抽象的か抽象的でない
か、色々なゲームがあります。もっとも、これは、本当のクレームではありません。これは、単なる椅
子です。しかし、椅子の定義であっても、定義の仕方によっては抽象的なアイディアになり得るので
す。我々はこの作業の中で間違ったことをしてしまったのです。とはいえ、もしかしたらこのような考
え方はあまりにも安易過ぎるかも知れません。

Mayo/Alice の枠組みに関して２つ考え方があると考えています。まず１つは、これまで申し上げてき

たとおり、これは恥ずかしいものであるという考え方です。米国の最高裁にとっても正直に言ってそう
ですし、CAFC の判事もこれと対応しなければならないことは恥ずかしい、明確な法的原則を提供しよ

うとする努力を放棄したようなものであって、改革が必要であるというのが一つ目の見方です。

２つ目は、ある特定の問題を解決しようとする試みとして、好意的に捉える見方です。とりわけ、コ
ンピュータ関連発明に関する問題を解決するため、多くの裁量を導入することによって、裁判所ではな
くて他のところにパワーをシフトしようとする考え方です。
つまり、現状のテストは、バグであるのか、それとも特徴（フィーチャー）なのか、といいう問題で
す。私は、２つ目の考え方、これはバグではなくてフィーチャーであることを皆さんに説得できたらと
考えています。
さて、Mayo/Alice テストについてです。コンピュータに基づく特許はご存知のように本当に問題を

抱えています。まず、特許性があるかどうかの審査が USPTO にとってもとても難しいのです。コン

ピュータの発明の技術というのは急速に進化していきます。どのような機関であっても追い付くのが大
変です。技術進歩があまりにも速いからであり、検索をきちんと機能させるのも大変です。それから先
行技術といっても、これはあまりに技術進歩が速いため、単に以前に存在したということだけで数カ月
とか数日、数週間だけでもある発明の前に存在したとか、出願日の前に存在したということであって、
その業界の外の人がアクセスすることが容易ではないのです。
ほとんどのソフトウェアのクレームを見ていただくと、これは機能クレームです。つまりクレーム
は、特定の機能をターゲットにしており、メカニズムとか構造ではないのです。このような種類のク
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レームは本来的に難しいのです。つまり、技術が急速に進化していくために先行技術を探すのが大変で
す。それから機能的クレームということになると、伝統的な特許性のスクリーニング、つまり102条の
新規性、103条の非自明性、それから112条の開示要件を使おうと思ってもこの分野では難しいといった
ことを実際に目にしてきました。コンピュータ分野で毎回新しい変化が技術的な分野で生じると、その
度に特許が洪水のように出願され、それが無効になります。USPTO が技術に追い付くのに多大な時間

を要するからです。

では、そのような状態であるということで、最高裁の見方を見てみると、わかった、101条を使った
らどうか、ということではないか、と思います。101条は、先行技術を持ち出す必要がないというメ
リットがあります。101条は102条、103条、112条とは違うわけです。
101条は米国法では、鈍い道具であると多くの裁判所が言っています。もちろん101条には短所がある
かも知れませんが、しかし、まさにそれが必要なのです。コンピュータ発明の場合には、このような鈍
い道具が必要です。鈍い道具というのはどういうことか。これによって、このような内在的な問題を克
服するために必要なのです。したがって、Mayo/Alice の枠組みは解決策なのです。この問題を解決する
ための解決策として、法的な構造を外して裁量的な決定にする試みなのです。USPTO の裁量に任せる

というものなのです。このシフトは裁判所から下の方へ−下の方といっても、後で述べますが、必ずし
も本当は下とは思っていませんが−パワーを USPTO にシフトする試みなんです。新しい101条のもと

でより裁量の余地が大きくなり、当初の判断がより尊重されやすくなります。当初の判断は USPTO が
最も多くするわけです。もちろん、裁判所は変更することはできますけれども、しかし裁量の余地が大
きくなるにつれて、そのようなことは減ってくるでしょう。ですから今までは CAFC が101条の判断に

おける中心的なプレーヤーだったのですが、それが USPTO に移ってくるということです。USPTO が
少なくとも101条ではより力を持つようになります。

では、これにより将来はどのようになるでしょうか、USPTO による抽象的アイディアの分析はどう

なるのでしょうか。USPTO は、特許を与えるのか、それとも拒絶するのかについて、裁判所からあま
り介入されずに裁量で決定することができます。同時に、ルールを一貫した形で多数の出願、年間40万
件ぐらいの出願に適用する必要があります。全部の出願ではなくても非常に多くの分析が必要となり
ます。そのため、Linn 判事が先ほどおっしゃったように、新しい USPTO の長官は、修正 Mayo/Alice フ
レームワークと呼ばれている考え方を有しています。どうなるかといえば、基本的に今までステップ１
と呼んでいたものが２つに分けられます。
１つ目に、まずクレームは既存の抽象アイディアと同じように見えるのかかということです。抽象的
なアイディアと従前言われたものに似ているか、もしそうであるということになったら今度は、その発
明はプラクティカルな、実際的な応用でアイディアを応用するものであるのか、が問題です。つまり、
実際的な応用に体現されているのであれば、発明は、USPTO のガイダンスに基づくと特許性が肯定さ
れる可能性が出てきます。むろん、102条、103条、112条の判断はありますが、しかし少なくとも101条
は充足します。この分析は USPTO が行うことになります。これは PTO にとってはメリットが大きい

です。なぜか。かなり明らかなカテゴリーのセットを持つことによって、ステップ１a と私は呼んでい

ますが、それによって分析ができます。そして、分析しなくてはいけないケースも減らすことができま
す。そして相対的にかなり明確に何をやっているか示すことができます。このアイディアを提供するこ
とによって、ステップ１b で実際的応用ということでロードマップを提供することができるのです。も

しかしたら特許権者になるかも知れない人たちに101条のテストを満たすためにはどのようにクレーム
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を作ればいいのか、ということが提供されているということです。
そうしますと、コンピュータに基づく発明の特許適格性が高まるということです。２ステップで１a

と１b、ここを合格しないともしかしたら特許性を持つかも知れないというところにいくということだ

とすると、かなりのものがここでドロップアウトすることになります。とはいえ、将来の特許権者は

新しいルールがどういうものかすぐ学ぶでしょう。そして、それに従った形でクレームを書いてくる
でしょう、実際的な応用ということをクレームに含むようになるでしょう。Linn 判事が提案されたよ
うに新しいことではありません。このような実際的な応用分析というのは前からありました、Alice 事

件の前、Mayo 事件であるとか、これまでも CAFC はこういった実際的応用のあるバージョンの分析を

やってきたのです。私の考えではそれなりにうまくいっていたと思っています。

では、将来どうなるか。毎年こちらに伺うために奇妙な予測をしています、今回もまた同じように奇
妙です。コンピュータに基づく発明はこれからますます特許適格性を認められるようになると思ってい
ます。振り子が振れ始めて、今度どんどん PTO がこの新しいガイダンスを適用すると振れ方が速まる

と思っています。いわゆる実際的な応用というところに振れていきます。そうすると特許性適格性を持
つということになり、それが経済の方向性でもあり、私は恐らくこれは良いことであると考えていま
す。Mayo/Alice テストは、今は恥ずかしいものに見えますが、いずれそうではないのであると考えられ

るようになると思います。ポジティブなシフトと捉えられるようになると考えます。特許システムの
パワーを裁判所から USPTO に移しているということです。私は、これまで、この点に関してかなり研

究して考えてきました。USPTO については、例えば付与後レビューなどもありますし、今回の新しい

101条のガイドラインもそうですが、裁量的な変更の結果、USPTO が米国の特許システムの中の中心
的な役割を担うようになっており、裁判所から USPTO へのシフトが生じているということです。これ

は、適切なステップになっていくと思っております。いずれ、またこの会議でその話ができたらと思っ
ています。ご静聴ありがとうございました。ご質問を楽しみにしております。
○司会：Wagner 教授、どうもありがとうございました。興味深いお考えについては後ほどパネルで議論
したいと思います。

これからは話を日本の方に転じたいと思います。続いての登壇者をご紹介させていただきます。恐ら
く日本の方でご存知ない方はいらっしゃらないと思うのですけれども、髙部眞規子知財高裁所長に次の
ご講演をお願いしております。髙部所長は皆様ご案内のとおり、恐らく今日の日本において知的財産権
訴訟、知的財産訴訟において最も多くの知見、経験をお持ちの裁判官でいらっしゃると思います。今年
の５月から所長という重責を務められて大変お忙しいところ、本日はご無理を申し上げてご登壇いただ
きました。それでは髙部所長どうぞよろしくお願い申し上げます。
○髙部：皆さんどうもこんにちは。早稲田大学及びペンシルベニア大学の皆様には、本日お招きいただ
き、お話をさせていただく機会を与えていただきましたことに、お礼申し上げたいと思います。
それでは、早速、与えられたテーマである日本における発明該当性について、お話をさせていただき
たいと思います。今日は、私はごく短くお話をして、その後前田先生の方につなごうと思っているので
すけれども、今日のお話の内容としては、パワーポイントに従って、まず、発明とは何なのかという点
をお話します。そして、日本では、発明該当性についてあまり多くの裁判例があるわけではないのです
が、代表的な裁判例をご紹介したいと思っております。
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まず、「発明とは何か」というところですけれども、日本では特許法２条１項に発明の定義規定がご
ざいます。「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」という定義でございます。つま
り、発明の要件としては自然法則の利用という要件と、それから技術的思想の創作という、この２つの
要件が必要だということになります。
まず自然法則の利用についてですけれども、解説書などを見ますと、自然力の利用であると。自然力
を利用して一応の効果を反復継続して得ることをいうとの解説が多いように思います。ここでいう自然
法則というのは、単なる精神活動、純然たる学問上の法則、人為的な取り決め等を除外するものという
ふうにいわれています。
それから技術的思想の創作についてですけれども、その創作された技術的な思想の内容としては、最
高裁判決で次のように判示されています。すなわち、その技術分野における通常の知識・経験を持つ者
であれば何人でもこれを反復実施してその目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体化
され、客観化されたものでなければならないというものです。発明というのはある目的を達成するため
の合理的な手段であって、それによれば所期の一定の成果を生じるように仕組まれたもの、つまり、そ
の手段によれば当業者が同様の成果を挙げられるといったものでなければならないということで、個人
的な技巧だとか技量を要するものであってはならないという趣旨だと思います。この程度に具体性です
とか客観性を有していない技術の構想というのは、いまだ未完成ということで、発明には当たらないと
いうことになるわけです。知財高裁の裁判例でも、一定の課題を解決するための具体的な手段が提示さ
れたものでなければならないと判示されております。
先ほどアメリカからは、ソフトウェアの関係のお話もございましたけれども、日本では特許法２条３
項に、物にプログラムを含むという規定が置かれておりまして、２条４項で、プログラム等というの
は、プログラムその他電子計算機による処理用に供する情報であってプログラムに準ずるものという定
義がされています。そして実施行為の中にプログラムを電気通信回線を通じて提供することを含むとい
うふうな規定も置かれていますので、そういった意味ではプログラムのうち自然法則を利用した技術的
思想といえるものについては、物の発明と同様に扱われることになっています。
それでは、続いて、発明該当性についての日本の裁判例をご紹介します。裁判例として何を挙げよう
かと思ったのですけれども、私も20年ほど特許の関係の仕事をしておりますが、実は自然法則の利用で
すとか、発明該当性について、それが第一の争点になったという事件は、あまり担当しておりません。
今日ご紹介する中の２番目の「省エネ行動シート事件」はたまたま２回ほど担当したのですけれども、
それ以外はあまり経験がありません。なぜかというふうに考えてみた時に、先ほどのアメリカのお話と
ちょっと交差するところもあるのかもしれないのですが、日本では正面から発明でないというような争
点が出てくる事件が少なくて、その点はともかくとして新規性がないとか、進歩性がないというところ
で話が片付いてしまうような、そういった事件も多いといった感想をもっております。
ソフトウェアに関係する裁判例としては、まず、「双方向歯科治療ネットワーク事件」（知財高判平
成20・6・24判時2026号123頁）がございます。クレームは、スライド10に記載したとおりのものです。
ネットワークサーバとか、通信ネットワーク、コンピュータといったようなものがありまして、歯科修
復判定手段、治療計画策定手段、治療計画伝送手段といったものがあって、最終的には治療計画をネッ
トワークの中で歯科治療室に伝送するような、そういったコンピュータに基づいた歯科の治療システム
の発明であります。この事件では、まず特許庁では拒絶査定を受けまして不服審判を起こしたところ、
やはり特許性はないという審決の判断がされたのですけれども、裁判所では審決が取り消されました。
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そこでは裁判所が何といったかといいますと、「発明」は、一定の技術的課題の設定、その課題を解決
するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成し得るという効果の確認とい
う段階を経て完成されるものであり、人の精神活動それ自体は、「発明」ではなく、特許の対象となら
ないとし、精神活動が含まれている、又は精神活動に関連するという理由のみで、「発明」に当たらな
いということもできないと判示しました。その理由は、どのような技術的手段であっても、人により生
み出され、精神活動を含む人の活動に役立ち、これを助け、又はこれに置き換わる手段を提供するもの
であり、人の活動と必ず何らかの関連性を有するからというのであります。また、請求項に何らかの技
術的手段が提示されているとしても、請求項に記載された内容を全体として考察した結果、発明の本質
が、精神活動それ自体に向けられている場合は 特許法２条１項に規定する「発明」に該当するとはい
えないのに対し、人の精神活動による行為が含まれている、又は精神活動に関連する場合であっても、
発明の本質が、人の精神活動を支援する、又はこれに置き換わる技術的手段を提供するものである場合
は、発明に当たるという規範を示しました。
そして、本件のクレームの中にある「要求される歯科修復を判定する手段」「前記歯科修復の歯科補
綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段」には、人による行為、精神活
動が含まれ、そもそも、最終的に、「要求される歯科修復を判定」し、「治療計画を策定」するのは人で
あるから、本願発明は、少なくとも人の精神活動に関連するものであるということができるとしていま
す。しかし、請求項に記載された内容につき、精神活動が含まれている、又は精神活動に関連するとい
う理由のみで、特許の対象から排除されるものではないとして、「双方向歯科治療ネットワーク」に係
る発明が、全体として歯科治療を支援するための技術的手段を提供するものであると判断しました。そ
のようにして、その発明性を肯定したものです。
次の例は「省エネ行動シート事件」（知財高判平成28・2・24判タ1437号130頁）です。これは紙ベー
スの媒体をイメージするということになるのですけれども、特許請求の範囲の記載はスライドの15ペー
ジにあります。場所軸と時間軸ですね、場所軸というのは縦の方向で、時間軸というのが横の方向に
あって、それによって省エネ行動をする領域というものを考えようという発明です。そのクレームは、
その縦軸の場所軸と横軸の時間軸と、それによって省エネ行動配置領域というものができるということ
で、それを見て節約できる概略の電力量というものを示すことを特徴とする省エネ行動シートというク
レームでした。この事件でも特許庁では拒絶査定が出され、その後不服審判請求を起こしたけれども、
不成立の審決が出たわけでございます。裁判所ではこれについては請求を棄却いたしました。つまり発
明性がないという結論でございました。
この判決は、一般論としては、特許法２条１項に規定する「発明」といえるか否かは、前提とする技
術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義
に照らし、全体として考察した結果、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するといえるか
否かによって判断すべきものであるとした上、「発明」は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」で
あるところ、単なる人の精神活動、意思決定、抽象的な概念や人為的な取決めそれ自体は、自然法則と
はいえず、また、自然法則を利用するものでもないから、直ちには「自然法則を利用した」ものという
ことはできないと判示しています。そして、請求項に記載された特許を受けようとする発明が、そこに
何らかの技術的思想が提示されているとしても、その技術的意義に照らし、全体として考察した結果、
その課題解決に当たって、専ら、人の精神活動、意思決定、抽象的な概念や人為的な取決めそれ自体に
向けられ、自然法則を利用したものといえない場合には、特許法２条１項所定の「発明」に該当すると
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はいえないという規範を述べています。
そして、本願発明の技術的意義は、「省エネ行動シート」という媒体に表示された、文字として認識
される「第三省エネ行動識別領域に示される省エネ行動」と、面積として認識される「省エネ行動を取
ることで節約できる概略電力量」を利用者である人に提示することによって、当該人が、取るべき省エ
ネ行動と節約できる概略電力量等を把握するという、専ら人の精神活動そのものに向けられたものであ
り、本願発明は、その本質が自然法則、あるいは、これを利用するものとはいえないから、全体として
「自然法則を利用した技術的思想の創作」には該当しないとして、発明性を否定しています。
最後に、つい先週言渡された判決がございましたので、ご紹介をしておきます。「いきなりステーキ
事件」（知財高判平成30・10・17）です。日本の皆様はこのようなステーキ屋さんに行かれた方も大勢
いらっしゃると思うのですけれども、日本では非常に新しいステーキの提供の仕方だったのではないか
と思います。ステーキ屋さんを身近にしたといったようなものだったと思うのですけれども、クレーム
はスライド18に書いたようなクレームでございます。最終的にはステーキの提供システムということな
のですけれども、どうも当初のクレームはこの上の方の、要はどういう方法でステーキを提供するのか
という、「おいて」書きのところだけがクレームになっていたようなのですけれども、その後補正や訂
正が何回かされて今のようなクレームになっております。いろいろないきさつがあったようですけれど
も、最終的には一旦は特許査定がされたのですが、異議申立てによって特許庁では一旦特許が取り消さ
れました。その取消決定に対して知財高裁に不服が申し立てられて、知財高裁の方は取消決定を取り消
しました。
その理由としては、本件発明の技術的課題、それから課題解決のための技術的手段の構成、そして効
果などの技術的意義に照らすと、本件発明は札と計量機とシールという特定の物品、または機器を他の
お客様の肉との混同を防止して発明の課題を解決するための技術的手段とするものであって、全体とし
て自然法則を利用した技術的思想の創作に該当するということで発明性を肯定したものです。この判決
は出たばかりなのでこれからいろいろ議論がされることと予想しております。
最後に、日本の特許法は先ほど申し上げた発明の定義規定を有しておりまして、結局、人の精神的活
動の成果すべてに法的保護を与えるのではなくて、保護される成果と保護されない成果を区別するため
に自然法則の利用という、そういう要件を立てているわけです。例えば著作権の事件をやっています
と、著作物性、つまり著作物かどうかという出発点でものすごく議論があるにもかかわらず、特許の事
件は、先ほど申し上げたように、20年担当しても、それが争点になった事件には当たってないというぐ
らい、発明該当性については裁判所で議論されることが少ないようです。発明該当性とは別の要件で特
許の適格性が判断されていることが多いといった印象を受けております。特許法の保護の限界を画する
要件として、自然法則の利用という概念があるわけですので、こういった概念がどのような機能を果た
してきたのか、そしてまた果たすべきなのかということを今後議論されていくものと思っています。い
きなりステーキ事件の判決も出ましたので、日本でもこういったことについての議論がますます深まっ
ていくのではないかというふうに期待して、私の報告とさせていただきます。
ご清聴どうもありがとうございました。
○司会：髙部所長どうもありがとうございました。いきなりステーキ事件は皆様もいろいろご質問あるか
も知れませんので、時間が許せば、後ほど議論してみたいと思います。
それでは次の登壇者をご紹介させていただきます。神戸大学の前田健先生でいらっしゃいます。前田
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先生は2011年から神戸大学で教鞭をとっておられますけれども、若手ながら精力的に多数のご研究をご
発表になられております。範囲も特許法から著作権法まで幅広いですけれども、本日は発明該当性につ
きまして前田先生のお考えをお話しいただきたいと思います。それでは前田先生、よろしくお願いいた
します。
○前田：中山先生ご紹介をどうもありがとうございました。神戸大学の前田です。まず最初に早稲田大学
とペンシルベニア大学にこのような発表の機会をいただきましたことを感謝したいと思います。
スライドには英語のものが出てるんですけれども、お手元のスライドに日本語のものがあると思いま
す。なので、日本語のスピーカーの方はそちらを見ながらお話を聞いていただければと思います。
私からは日本における特許適格性ということで、日本の現状について私なりの整理でお話をしたいと
思います。先ほど髙部所長からもお話がありましたように、特許適格性というか、発明該当性に関する
裁判例というのは必ずしも多くなくて、特許庁の審査実務などによって主導されている部分もあるので
はないかと思います。なので、私の話では特許庁の審査基準などにも言及しながらお話をしたいと思い
ます。
私のプレゼンテーションは前半と後半に分かれておりまして、前半は特許適格性全般の話です。後半
はソフトウェア関連発明に絞ってお話をしようと思います。というのは、お話をしていけばわかると思
うのですけれども、ソフトウェア関連発明については少し特殊な基準が適用されているという実情があ
ります。
早速入ります。まず特許適格性という概念ですけれども、先ほど髙部所長からもお話がありましたと
おり、日本では請求頃にかかる発明が特許法２条１項に定義する「発明」というものに該当するのかど
うかというところで主に判断されております。他にも、他の国において特許適格性の中で判断されてい
るようなものが、別の要件で判断されているということもあるのですけれども、基本的に中心的な役割
を果たしているのはこの発明該当性ということなので、そこについてお話をしたいと思います。
発明該当性について日本の特許法はこのような条文を有しております。次にいきますと、特許法２条
１項によりますと、「発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されて
おります。このうち高度のものという部分は一応実用新案法の保護対象と区別するという意義はあるの
ですけれども、実際はあまり機能していないという指摘もありますので、今日は差し当たりここは無視
をしたいと思います。基本的には自然法則を利用した技術的思想の創作にあたるかどうかというのが日
本において特許適格性を考える基準になっているということです。
ここにちょっと裁判例をご紹介しておりますけれども、ここで言いたいことは発明の定義というのは
自然法則を利用した技術的思想の創作ということなのですけれども、今日はこれを２つに分けてちょっ
とお話をしたいと思います。そもそもまず発明であると言えるためには、技術的思想の創作であること
が必要です。それに加えて、よりこちらの方が重要なのかも知れませんけれども、自然法則を利用して
いるということが求められるわけです。この２つについて分けてお話をしたいと思います。
まず最初にその技術的思想の創作ということなのですけれども、ここもまた日本の知財高裁の判決を
紹介しております。この判決や、あと先ほど髙部所長が紹介された最高裁判決などもあるのですけれど
も、それらを総合してみますと、主に技術的創作というのは何かということですけれども、技術的創作
とは一定の課題を解決するための手段が具体的に提示されているものだというふうに考えられておりま
す。つまり、例えば単なる自然法則の発見といった解決すべき課題がそもそもないようなもの、こう
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いったものは発明に該当しません。また、仮に何らかの課題を解決するものとして構成されていたとし
ても、そのための手段が抽象的である場合には発明には該当しないということだと思います。
理屈の上ではそうなのですけれども、実際にこれは技術的思想の創作ではないからという理由で発明
該当性が否定される例というのは多くありません。例えば特許庁の審査基準を見ますと、天然物から人
為的に単離した化学物質は発明であるというふうに説明されております。こういう化学物質でも何らか
の課題を解決するものなんだというふうにとらえて発明だというふうに理解するわけです。また、課題
を解決する手段が抽象的すぎるということで発明該当性が否定されることも、後で述べますソフトウェ
アの話を除いて、あまり多くないと思います。なので、この要件についてはそこまで強く機能していな
いという面があると思います。
次に、自然法則の利用という点についてお話ししたいと思います。この判決は先ほど髙部所長がご紹
介された判決の１つです。詳細については私の方からは割愛させていただきますけれども、この判決の
意義は自然法則を利用しているかどうかをどのように判断するか、その基準を示しているという点に意
義があると思います。その中身ですけれども、そもそも自然法則というのは何なのかということです
が、特許庁の審査基準などを見ますと、例えば経済法則、人為的な取り決め、数学上の公式、人間の精
神活動、これらは自然法則ではないと説明されており、概ねこの理解は裁判例でも受け入れられている
と思います。したがいまして、こういう自然法則ではないものを専ら利用するだけのものは特許適格性
が認められないということになります。ただし、注意しなければいけないのは、自然法則でないものを
一部利用しているからといって、直ちに特許適格性が否定されるわけではないということです。
先ほどの裁判例などで示された基準によりますと、請求項にかかる発明を全体として見た時に、課題
解決のために自然法則を利用する部分が中心的な役割を果たしている時には自然法則を利用しているも
のとして特許適格性が認められるという、そういう判断基準になっております。
この事件も先ほど髙部所長が言及された判決ですが、この裁判例などはまさに今申し上げた基準を適
用して特許適格性を認めた例だと思います。この事件では人間の精神活動という自然法則ではないもの
を一部利用していたと思います。しかし、全体として見れば自然法則を利用している部分、技術的な
ネットワークとか、そういう部分ですけれども、そこが課題を解決するために中心的な役割を果たして
いるというふうに見られるので、これも発明に該当するという判断を下したものと思います。
前半のまとめです。以上によりますと、自然法則を利用した技術的思想の創作には該当しないと特許
適格性が認められません。具体的には例えば次のようなものが特許適格性が否定されます。まず、そも
そも何らかの課題を解決する手段として構成されていないもの、それから課題解決の手段が具体的では
ないもの、それから専ら自然法則ではないものを利用するにすぎないものというものの特許適格性が否
定されます。
私の理解では、こういう判断を通じて抽象的すぎるクレームのように、独占の範囲が広すぎるもの、
それから特許保護にふさわしくない分野についての創作、さらに類型的に他の特許要件を満たし得ない
と考えられるものの特許適格性を否定する機能を果たしているのではないかというふうに思います。
次にソフトウェア関連発明の特許適格性という話をしたいと思います。前半の話を踏まえて話をし
たいと思います。この条文も先ほど髙部所長がご紹介されましたけれども、こういう条文があるよう
に、日本ではプログラム及びプログラムに準ずるものが発明に該当し得るということが明文で規定され
ております。日本では特に特許庁の審査基準にそのようなことが書かれているわけですけれども、コン
ピュータソフトウェアを利用する発明、これのことをソフトウェア関連発明といいますが、これには特
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殊な判断基準が適用されると考えられております。その特殊な基準とは何かということですが、Ａ、Ｂ
のこの２段階で判断するということです。まず最初に先ほど述べた一般的な基準に従って自然法則を利
用した技術的思想の創作といえるかというのを判断します。もし仮にそれで自然法則を利用した技術的
思想の創作だと認められなかったとしても、ソフトウェアの観点に基づく考え方に従って自然法則を利
用した技術的思想の創作といえれば特許適格性が認められるというふうに説明されております。
具体的に言うと、ソフトウェアについては次のような基準で判断するべきだということです。それ
は、「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されているかどうか」
ということです。今申し上げたソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現
されているかということですけれども、審査ハンドブックなどではさらに次のように詳しく説明され
ております。「請求項にかかる発明がソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段または
具体的手順によって、使用目的に応じた特有の情報の演算または加工が実現されているものであるか」
と、そういうふうに説明されております。この基準を私なりに理解しますと、概ね２つのことをいって
いるのかなと思います。まず１つ目は、課題を解決するための手段というのがあると思うのですが、そ
れが具体的なものとして特定されている必要があるということをまず求めていると思います。さらに、
ソフトウェアとハードウェア資源とが協働していることというのを求めております。
それぞれの意味について簡単にご説明したいと思います。まず最初に、ソフトウェアとハードウェア
資源とが協働しているのかどうかということです。先ほど申し上げた一般的な発明該当性の判断基準に
従うと、課題解決のポイントが自然法則を利用する部分にあるということが求められることになってお
ります。ここでもしソフトウェアの本質というのは数学的な計算であるというふうにとらえたとする
と、それは自然法則を利用しているというふうには言えません。で、もし発明が課題を解決するにあ
たって、そのソフトウェアにかかる部分というのが中心的に利用されていたとすると、先ほど申し上げ
た基準に従うと、自然法則を利用しているというのはちょっと難しくなると思います。しかし、ソフト
ウェア関連発明の場合には、実際にそのハードウェア資源を利用していて、それがクレームの中の構成
要件に含まれていれば、ほとんどの場合においてソフトウェアとハードウェア資源とが協働していると
いうことが認められるように思います。つまり、ハードウェアを使っていることというのは求められる
のですけれども、そのハードウェア部分に発明の課題解決のための重要な部分があるということまでは
求められないということだと思います。
例えば審査ハンドブックを見ますと、ハードウェア資源として汎用のコンピュータが挙げられている
場合でも、すべてではありませんが、場合によっては発明該当性が認められる場合があるという説明が
されております。この下に、特許庁の審査ハンドブックに載っているポイントサービス方法という通信
販売におけるポイントの贈与処理に関する発明を挙げております。こういう発明であっても、その手順
がコンピュータを用いて実現されていれば発明該当性を満たすと説明されています。
次に、課題解決の手段が具体的に特定されているかどうかというところについてお話ししたいと思い
ます。ここでも特許庁の審査基準に載っている発明該当性が否定されるという例を挙げております。こ
れらは一応何らかの課題を解決するための手段として構成されていて、ハードウェアも挙がっているの
ですけれども、その課題を解決するための手段というのがあまりに抽象的であるという特徴がありま
す。恐らく課題を解決するための手段が抽象的すぎるということが特許適格性を否定される大きな理由
になっているのではないかと思います。実際、このスライドに示しました２番目の例がありますけれど
も、こういうタイプの発明でももう少し具体的にどういう手順を用いてこの結果を実現するのかという
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ことをきっちり特定していけば特許適格性が認められる可能性はあるということになります。
ここまで一応ソフトウェア関連発明についての特許適格性の判断基準についてはお話ししました。こ
こでプログラムとして日本の特許法ではどういった範囲のものまで保護されるのかという点についても
ちょっと言及したいと思います。先ほど申し上げましたとおり、日本ではプログラムやプログラムに準
ずるものもソフトウェア関連発明として発明該当性が認められます。ここにそのプログラムの定義を示
しております。この定義に当てはまればプログラム等ということで特許適格性が認められる可能性があ
ることになります。
例えば機械学習における学習済みモデルというのもこの定義を満たし、プログラム等にあたると考え
られております。あともう１つそれに関連して、日本の法律のもとでは、ここに例を挙げましたけれど
も、データ構造というものも、それがコンピュータの処理を規定するという意味でプログラムと同じ性
質を有するならば特許適格性が認められると説明されております。例えばここに示しました 3D 造形用
のデータとか、AI の学習用データというものも発明該当性が認められると考えられております。

ちょっと時間がなくなってきましたので、この判決については省略をしたいと思います。申し上げた

かったポイントは２つあって、まず１つは今まで説明していたような考え方というのは少なくともその
裁判例の発明該当もしくは発明非該当という結論そのものとは矛盾していないということです。ただ
し、いくつかの裁判例は、今まで説明してきました審査基準で説明されていたような考え方とは違う考
え方を示しているものもあります。したがってこの点においては日本の実務において必ずしも基準が完
全に安定しているというわけではないと思います。
最後にまとめですけれども、今お話ししてきたとおり、日本で特許適格性が認められるためには自然
法則を利用した技術的思想の創作に該当するかどうかということがポイントになります。課題を解決す
る手段を具体的に提示しなければそれは技術的思想の創作ではありません。それに自然法則を利用して
いる必要があります。自然法則を利用していると言えるには全体として見て自然法則を利用する部分が
課題解決に中心的な役割を果たしている必要があります。
ソフトウェア関連発明の場合には、この基準に従って必ずしも自然法則を利用した技術的思想の創作
と言えなかったとしても、別の考え方に従って自然法則を利用した技術的思想の創作だと認められれば
特許適格性が認められるとされております。例えばハードウェアが汎用機器の場合でもソフトウェアが
ハードウェアと関連付けられて具体的に課題解決手段が示されている場合には特許適格性を認められる
ことがあります。ただ、この基準というのは先ほど申し上げましたとおり、裁判例で一部違う考え方を
示しているものもあるので、安定した状況とは言えない部分があるということです。
以上、ちょっと駆け足でしたけれども日本の現状について私なりの報告をいたしました。これで報告
を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
○司会：前田先生、どうもありがとうございました。それでは最後の登壇者をご紹介します。ソニー株式
会社の知的財産センター本多博昭部長にお願いをしております。本多部長からは、日本の実務もお詳し
いのですけれども、アメリカでもどのようにこの101条の問題に取り組んでおられるかという日米双方
の実務を踏まえてご経験をお話しいただけると理解しております。それでは本多部長よろしくお願いい
たします。
○本多：ご紹介いただきましたソニーの本多と申します。今日は、このセッションでは唯一の企業からの
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参加ということで、こういった場でお話しさせていただけることになりまして感謝申し上げます。本日
は企業の立場から、制度を使う側の立場としてこの特許適格性の問題についてお話をさせていただきた
いと思います。
今回、この準備をするにあたり日米欧の同様の問題について何を話そうかと考えた時に、やはりアメ
リカの Alice 以降、この制度に関して大きな動きがあるところで、アメリカの問題を中心にお話をさせ
ていただきたいと思います。

ただ、日本は全然気にしなくていいかというとそういうことではなく、最初に中山先生がおっしゃら
れたように、日本では今落ち着いている状態だと。これは恐らくソニーのビジネスを考えた時には、そ
の領域については落ち着いているのだろうと思います。ただ、やはり今後の第４次産業革命の世界が広
がっていったことを考えたりとか、AI の進化だったり、あとビッグデータの知財的な保護とかを考え

ていくようになった場合には、恐らくこの問題のクリティカルな部分に関わる案件も発生してくるので
はないかなと思いますので、その点については注目していきたいと思っております。
では、プレゼン資料の方に入っていきます。まず、こちらソニーグループの事業領域について少しお
話をさせてください。これは別に会社の宣伝ということではなくて、あくまで今回の問題についてお話
ししたいと思いますが、その前置きとしてお聞きいただければと思います。
私ども旧来からあります例えばテレビであったりカメラであったり、そういった領域に加えまして、
スマートフォンのビジネスもあります、あと半導体のビジネスであったり、ゲームであったり、ロボッ
トのアイボ。あとはサービスとして生命保険とか銀行のビジネスもグループとしては行っております。
これらと特許適格性の問題を考えた時に、潜在的にこの問題が起こる領域としては、世の中よく言われ
ているビジネス方法であったり、ソフトウェアであったりというところにとどまらず、例えばスマート
フォンの画面表示のユーザーインターフェースであるとか、あとは画像とか音声の符号化の技術とか、
あとはゲームなどもありますし、今後はブロックチェーンの技術なんかも扱っていくことになると思い
ますが、そういったところでも関わりが出てくると考えています。今回、アメリカを中心に我々が実際
にこの問題でどのような経験をしているか、データや具体的な事例をご紹介していきたいと思います。
まず、こちらはソニーのアメリカの特許出願の中で101の拒絶を受けている案件の領域別のデータを
示したものになります。下にありますが、こちらはトップ３ワークグループと書かれており、知財関連
のブログで紹介されていた記事の引用になります。ここによりますと、US におけるトップ３はこの３

つの領域であるということが書かれているのですが、実際にソニーのケースを見てみるともっと広い範

囲に及んでおり、これはトップ10を挙げたものですが、この後紹介するテレビの技術であったり、ア
ミューズメント系のゲームの技術であったり、通信の技術であったりと、赤線は、Alice 前と後で比較

したときに、Alice 後にトップ10の外から入ってきた領域になります。

次に、Alice の前と後でこの状況というのはどういうふうに変わっているのかということを確認した

のがこちらのチャートになります。今回データを見た時に、101の拒絶案件の件数としては Alice の前

と後で実は顕著な差は見られなかったのですね。これは担当にもヒヤリングしてみたのですけれども、
実際以前から101の拒絶はあると。ただ、その拒絶の中身が変わっているということでした。横軸が年
で、101のファイナルオフィスアクションを受けた年ごとに件数を示しています。これを見ると、やは
り Alice の前と後で違いが顕著でして、Alice 前はノンファイナルのオフィスアクションの後、ファイナ

ルのオフィスアクションで101が維持されたケースというのが Alice 前は少ないのに対して、2014年の

Alice 以降はその数が顕著に増えているということが見られます。やはり101をオーバーカムするための
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ハードルは上がっていることがここからわかります。
以降は実際の事例を２つほどご紹介したいと思います。まず１つが、デジタル放送信号の伝送に関わ
る技術になります。こちらはデジタル信号のエラーの訂正の技術で、LDPC といわれる技術にかかる事

例になります。我々は2017年頃にこの関係の複数の出願で、同じように101の拒絶を受けました。それ
で、審査官にインタビューをしたりしたのですけれども、まったく埓が明かず、恐らく特許庁でもまだ
ガイドラインが明らかになってなかったのではないかと思うのですけれど、そういったこともあって通
してもらえないと。その後、特許庁の方にヒヤリングをしたりとか、そういうこともやってきたのです
が、今年に入りまして意見書、補正書、あと宣誓書を提出してめでたく登録の許可をもらうことができ
ました。
これはどういう発明かといいますと、オリジナルは左に挙げていますように、データプロセッシング

メソッド。下にはいろいろな数字が羅列されていて、パッと見は、単なる数字の羅列で101の拒絶を受
けるというのもわからなくはないようなものかなとは思います。実際にどういう経緯があったかといい
ますと、まず拒絶理由としては、このリコグニコープという判例を引かれまして、これがエンコーディ
ングであったりデコーディングの技術がアブストラクトアイディアであるということで拒絶をされまし
た。それに対してまず、もともとデータプロセッシングメソッドだったところを地上波の放送信号の生
成に関わる方法というふうに特定をしました。さらに、Alice のステップ１とステップ２の観点でそれ

ぞれ議論をしているのですが、ステップ１についてはまずはこの発明はテレビの放送信号ということを
考えた場合には、その特徴的な技術を付加するものだと主張いたしました。Alice のステップ２につき

ましては、これはちょうどいいタイミングで今年の４月19日付の特許庁が発行したメモランダムですが、
こちらに合わせて審査のガイドラインも変更になっていまして、そこで言われていることが、クレーム
がここにあるような、well understood routine or conventional ということをいうためには、審査官は証拠を

示さなければいけないというガイドラインになっています。これに対して実際はっきりと証拠というの
は示されていませんでしたので、それを主張した結果、今年登録にもっていくことができました。
もう１つの事例ですが、こちらはゲームに関する事例になります。この絵にありますように、これは
ゴルフゲームに関する発明で、ユーザーがゴルフのスイングで、どこで球を打つかを操作するわけです
が、そのスイングの状態を赤色のゲージで示すゲーム画面に関わります。ここのゲージの部分は画面表
示を非常に高速にアップデートしないと、実際にユーザーがボタンを押した時の状態でスイングして球
を打つことになるのですが、ここが高速に処理をしなければいけない部分になります。ただ一方で、画
面の他の部分についてはそれほど画面の状態を切り換える必要がありませんので、画面の場所によって
画像の切り換えのレートを変える発明になります。これにつきましても当初は単なる汎用のコンピュー
タを超えるようなものはないという判断で拒絶理由が出されたのですが、それに対してこちらはエン

フィッシュという判例に基づいて議論をしまして、こちらも登録にもっていくことができた事例になり
ます。
こちらも同様に、もともとはゴルフゲームだということはクレームでは特定されておらず、まず補正
書でそれを特定する限定を加えました。さらに技術的な特徴として、ユーザーの操作の精度に影響を与
えないようにしつつコンピュータ処理の負荷を低減できるということを限定して、その結果として登録
にすることができました。
ここからの学びとしては、やはり発明の本質をうまくとらえて、技術的な課題や効果を明確にすると
ころが重要だということを学びました。出願や特許の権利化にあたって、最初発明者からインタビュー
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をするのですけれども、その時に発明をどういうふうにとらえて明細書を作っていくかが非常に大事な
ポイントとなると思っていますし、放送信号の事例のように、場合によっては実験データ等を補足する
ということもあるのではないかと思います。
もう１つは、これ Linn 判事のプレゼンや、Wagner 教授の話でもありましたが、practical application と

いう言葉が出てきましたが、やはりその発明の対象を適切に設定することももう１つ大きなポイントだ
と考えます。
最後にまとめですが、2014年の Alice 判定の直後、我々も非常に混乱しました。特に第２ステップに

ついて significant more という基準がありますが、どうしたら significant more だということが証明できる
のかというところは社内でもいろいろ議論しましたが、やはり全然わからないという状況だったとこ

ろ、先ほどのプレゼンテーションにもありましたように、その後判例が積み重ねられてきたり、ガイド
ラインが整備されたりして、我々として歓迎すべき点だと考えております。
さらに、２番目のポイントですが、101の運用が少し緩やかになってきているというふうに書いたの
ですが、これはよくよく考えてみますと、緩やかになっているというよりも、ガイドライン、基準が明
確になることによってグレーゾーンが狭まってきているのかなと個人的には感じているところです。そ
うなると、やはり何をやっていいのか、よくないのかが明確になりますので、より適応しやすくなって
きているというところはあるかなと思っています。ただし、今後も動向は注視していく必要があると
思っております。
私のプレゼンテーションは以上となります。どうもご静聴ありがとうございました。
○司会：ありがとうございました。それではこれからパネルディスカッションに移りたいと思いますの
で、第１部のパネリスト、登壇者の先生方は前のテーブルの方にお越しいただければと思います。
【パネルディスカッション】
○司会：それでは、お待たせいたしました。これからパネルディスカッションを始めさせていただきます。
最終的にフロアからのご質問も受け付けたいと思いますけれども、まずは我々パネリストの間で議論
したいと思います。
まずアメリカ側の問題、状況につきましていくつか確認をさせていただこうと思います。最初の点と
いたしましては、Alice/Mayo テストのステップ１とステップ２について Linn 判事に改めて確認してお

きたいと思います。Linn 判事は、プレゼンテーションの中でステップ１とステップ２の区別は意味を
持たないのではないかといった趣旨のことをおっしゃっておられました。確かに Linn 判事が最後のス

ライドで一般ルールと挙げておられるとこを見ても、同じような内容を判断しているようにも思えま

す。とはいうものの、Linn 判事がおっしゃったように、Alice 事件最高裁判決があり、実務的にはこの
ステップ１及びステップ２というのがそれぞれ独立したテストとして存在しているということは否定し
がたいわけです。本日ここで区別はあまり意味がないとおっしゃったとしても、法廷ではそういうわけ
にはいかないわけだろうと思います。改めまして、では何故に最高裁はこのステップ１とステップ２を
独立したテストという形で設けたのだろうかということについて Linn 判事のお考えをお聞かせいただ

ければと思います。

○ Linn：まず、そもそも最高裁が何を考えているのか推測することについて、私は本当は避けたいので
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す。できればやりたくありません。とはいうものの、最高裁はおそらく次のようなことをしようとして
いたのではないでしょうか。何らかの形で101条の広範囲にわたる条文に対する例外をどこで線引きす
るか、それをしようとしていたのであろうと思います。100年前に遡って、根本的な自然の法則という
ものを受け入れる、例えば E=mc2 というのは変えられないとみんな合意していたわけです。最高裁が
何をしようとしていたのか、といえば、例外の範囲をどこまでにするかということをおそらく明確にし
ようとしたのであろうと思います。そこで、この２つのステップのプロセスを策定したのではないかと
思います。一見合理的に見えます。
例えば、そのクレームは何に向けられたものなのかという点です。何を対象としているのか、そのク
レームは誰でも読めるはずです。そして、実際に評価できるはずです。そもそもそのクレームの内容が
何なのか、何を請求しているのか、それを読めば大体わかるはずです。例えば、Benson 事件がそうだっ

たわけですけれども、数字を変換するようなものは抽象的な概念に過ぎないというわけです。しかしな
がら、もし抽象的な概念であるとしても、クレームを再度精査して、もしかしたらその中に追加的な、
付加的なものがあるかも知れないということです。ですから最初から自動的に拒絶しません、単にそう
いう抽象的な概念に見えるからといってすべて一律的に最初の段階で拒絶はしません、ということで２
段階にしたんじゃないかと思うわけです。

Wagner 先生もおっしゃいましたけれども、彼らは具体的なガイドラインを一切与えてくれなかった

わけです。すなわち、何か例えばこの２つのステップの範疇に収まるかどうか、それを判断するための
明確なガイドラインを与えてくれませんでした。しかし、実際に事件が我々の目の前にやってきて、具
体的な事件に２段階テストを適用しようとした段階になりますと、境界線を引くことがなかなか難しい
ということがわかったわけです。例えばステップ１、そしてステップ２を本当に掘り下げて解釈すれば
するほど、結局重複があるということに気がつきました。ですから最初は第１ステップにおける分析が
どうやら、どう見てもこれは第２ステップの分析のように見えてきてしまいましたし、逆のこともあて
はまりました。
私の意見なのですけれども、これはやはり不満の残る結果です。本当に不満があります。確かにガイ
ドラインはあります。今まで出した判決に関わるガイドラインというものは確かに存在します。でも、
どうしてもそれは恣意的になってしまうのですね。２段階テストに書かれたものに従ったらどうしても
恣意的な判決にならざるを得ません。そうなると判決が明確な具体的な指標となり、それに則って意思
決定の今後の基礎ができるはずなのに、そうではなく、判決の結果出てきた指標というのはかなり恣意
的なテストに由来したものになってしまいます。テストが恣意的なので、出てきた指標も恣意的になっ
てしまうということです。ですから恣意的な指標、恣意的なテストということで、不満が残るわけで
す。そこで USPTO の新長官は何とかガイダンスを審査官に対して提供しようとしており、その取り組
みは讃えたいと思います。本当にそれは良い仕事であると思います。

彼の出したガイドラインによって、USPTO の審査についてより明確な状況になったと思います。

Wagner 先生がおっしゃったとおりかも知れません。もしかしたら、それによって従来と違った判断が

裁判所の場でも示されるかも知れません。ただし、そうなるかどうか私自身はまだ納得していない部分
もありますが、最終的には何らかの形で米国の法律の今の状況をより明確にするための唯一の方法は、
議会が関わって何らかの法律面での明確性、明瞭性を与えることしかないのではないでしょうか。とは
いえ、我々の国の議会が何かを合理的にしようとしても、最高裁よりも議会の方が本当に合理的である
のかについてはあまり期待できませんよ。
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○司会：ありがとうございました。確かに Alice/Mayo テストは恣意的との評価もできようかと思います

が、ここで Wagner 先生にお聞きしたいと思います。恣意的という言い方もできれば、Wagner 先生は、
これはむしろ裁量を認めたものであるとして、少し異なる見方をされておられたと思います。Wagner

先生によれば、裁判所から USPTO へのパワーシフトが生じて、USPTO がより大きな裁量をもって判
断する結果、コンピュータに基づく発明がより特許されるだろうということまでおっしゃいました。

若干気にかかりますのは、最高裁との関係がどうなるのであろうか、という点です。つまり、Alice

事件により、ステップ２で significant more というスタンダードが示されたわけです。文言だけを見ます

と、単なる more ではなくて significantly more ですから、スレッシュホールドはかなり高いようにも思え
るわけです。

そこで Wagner 教授に質問です。より大きな裁量が USPTO に与えられて、より多くの特許がコン

ピュータ関連発明に与えられるだろうという予測が正しいとして、そのような事態については、フェデ
ラル・サーキットだけではなくて、アメリカ最高裁も満足して、もはや介入しないであろうと考えてよ
ろしいのでしょうか。
○ Wagner：興味深いご質問をいただきました。私の予測ですけれども、最高裁は、101条のケースはし
ばらく御免だと思っているのではないでしょうか。おそらくできる限り、この議論に再度介入すること
を回避しようとするでしょう。これは、Alice 事件を見てもかなり明らかです。これを見て、直ぐに101
条を見直すプロジェクトは、彼らがその時信じていたほど簡単ではないことを理解したのだろうと思い
ます。そして今までのスタンダード、何十年も CAFC で順調に機能していたものを変えようといって

もそんなに容易い仕事ではなく、したがって、基本的にはそのようなことを止めることになったという
のが、現在の我々の置かれている状況であると私は見ています。したがって、もし最高裁が再びこの議
論に介入してきたら私は本当に驚くでしょう。

最高裁は、どの発明が特許になって、どの発明が特許を与えられないかを USPTO が行うことを喜ん

でいるのではないでしょうか。このような技術的な課題に対応するには裁判官は十分に良い仕事をして
いない−それが正しいかどうかは別として−と最高裁は見ていますので、USPTO がこのプロセスに一
層深く関与することを最高裁は喜んでいると思います。その結果、USPTO がスタンダードを多少変え

たからといって米国最高裁は気を悪くしたりはしないと思います。新しい USPTO ガイドライン、提案
されているそのガイドラインはそれほど Mayo/Alice テストから大きく外れたものではないのです。実

際的な応用という文言ですけれども、確かにそのような文言は従来の最高裁の判決にもある文言です。

Bilski 事件は、Alice よりも前ですが、裁判所自身が実際的な応用とその重要性ということを言ってい

たわけですから、最高裁が何か大きく抵抗することはないと考えています。CAFC については、新しい

ガイドラインを受け入れるのかどうか、これから見ていく必要がありますが、おそらく CAFC は受け

入れるだろうと私は考えています。もっとも、それはもう少し難しい質問になります。

○司会：数年後に Wagner 教授の予言が正しかったかどうか改めて検証する機会を持ちたいと思います。

もう１つ Wagner 教授にお聞きします。101条の問題というものを102条、103条、その進歩性などとど

う切り分けるのか、という点は従来から議論になっていたと思います。今日のお話ですと、Wagner 教

授はコンピュータ発明については先行技術の調査が困難である等の理由から、非自明性はあまり機能し
ないため、101条の判断がより重要になってくるというお話でした。ただし、考えてみますと、特許法
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においては、先行技術調査は、state of art である最新技術を必ず調査しなければならず、そのことはい

かなる技術でも同じである気もいたします。なぜコンピュータ技術だけが特別に他の技術と異なって、
103条ではなく、101条が重要な役割を果たすべきなのかという点について改めてお考えをお聞きしたい
と思います。
○ Wagner：すばらしいご質問をいただきました。なぜコンピュータの発明は他と違う扱いをしているの
か、いくつか理由があると考えます。まず１点目として、最高裁は、Linn 判事がおっしゃったように、

何十年とコンピュータ関連発明に関して懸念を抱いていました。それは、極めて広くクレームを記載す
ることできるという、広すぎるクレームの問題です。そうすると、社会と特許権者との取引という観点

からみて、社会にメリットがないということです。あまりに特許権のクレームの範囲が広すぎるので、
社会が十分な価値を特許から得られないという点が１つ目の理由です。
次に私が今日お話しした理由ですが、私もこれは特に必ずしもコンピュータ発明だけではないという
ことには同意しますが、さらに次のことを申し上げたいと思います。審査官が良い仕事をするために
は、先行技術が目の前にある必要があります。102条、103条、112条の判断では、適切な情報を適時に
適切な人の前に出せるようにしておかなくてはいけないことが基本的に必要です。一部の技術に関して
は、コンピュータの発明もそのうちの１つですが、他にもあるとは思いますが、それが実際に難しいの
です。そのため、優れた意思決定ができるように用意することが大変なのです。私は必ずしも根本的に
何か問題が102条や103条にあるということを言っているのではありません。コンピュータの発明に関し
て必要ではないと言っているではなくて、なかなか先行技術を必要な形でタイムリーに準備するのが難
しいということを申し上げているのです。そのため、最高裁が101条を特に魅力的な代替的な手段と捉
えているだろうということです。
○司会：今の点も議論はあろうかとは思いますが、時間の関係で日本の方に少し議論をシフトしていきた
いと思います。
日本とアメリカを比べてみますと、共通している点もあれば違う点もあります。日本の方が基本的に
緩やかと思うのですけれども、とはいえ、日本でも単にクレームにコンピュータと書けば発明該当性が
認められるわけではないという点はアメリカとも同じだろうとは思います。ただし、日本とアメリカの
違いでいいますと、アメリカでは今日の Linn 判事のご説明にありましたように、コンピュータの機能
の改良、技術的な改良といったような要素が求められるというのに対して、日本では前田先生のご説明
にあったとおり、必ずしもハードウェアの方に技術的な特徴が、あるいは発明の本質がなくてもいい
と。ビジネス関連発明でいいますと、ビジネスの方に特徴があっても、全体として自然法則を利用して
いればよろしいということになるのだろうと思います。そういう意味で日本とアメリカに違いはあるの
だろうと思いますが、ここで少し本多部長に確認のためにお聞きしたいのですが、日本とアメリカの両
方で実務をやられてきたと思いますけれども、アメリカの今の現状をベースにしますと、日本よりはや
やハードルは高いように思われるものの、そのハードルの高さはどのぐらい高いものなのだろうかとい
うところを少しお聞かせいただきたいと思います。
○本多：そうですね、アメリカは確かにハードルは高いと思います。それで、我々も結構苦労はしていま
す。ただ、これもガイドラインが明確になってくれば、我々としては先ほど紹介した事例のように、適
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応はできると期待しておりますし、そうせざるを得ないと。どうやったらその適応できるかというこ
とをやっぱりいろいろ頭を悩ませながら考えていきたいと思っておりまして、今日 Linn 判事にしても、

Wagner 教授にしても、非常に心強いお言葉をいただきましたので、今日本当にこの場にいてよかった

なと思っているところです。

○司会：ありがとうございました。そこでちょっと日本の方に質問を移したいと思います。前田先生にお
聞きしたいと思うのですけれども、前田先生のご説明の中で、日本では２つの基準があるというお話が
ありました。ソフトウェア関連発明の場合は、ハードウェアとソフトウェアが協働していればいい。そ
の場合、発明の本質は必ずしもハードウェア部分になくてもいいが、これに対して、それ以外の場合に
は発明の本質というものが自然法則を利用しているのか否かといったところが問われるというお話しで
した。このような２つのスタンダードの存在について、本日は取りあえず中立的に現状をご説明いただ
いたのだと思うのですが、前田先生ご自身はこれが合理的な区別だとお考えになるのか、それとも不合
理なダブルスタンダードだとお考えになるのか、そこをお聞きしたいと思います。
○前田：大変難しい質問をありがとうございます。この件について私確たる考えがあるわけではないので
すけれども、ちょっと整理して考えていることをお話ししたいと思います。先ほどもお話ししましたよ
うに、日本の特許法ではプログラムについて保護するということが明文で明らかにされているわけです
ね。ここの規定の意味をどうとらえるかというところにかかってるんだと思います。もし、その日本の
特許法がここにプログラムを保護するということを明記することによって、プログラムとか、あるいは
ソフトウェア関連発明についてなるべく広く特許適格性を認めて、特許性の審査は進歩性とか新規性と
か別の要件でやるべきだという、そういう考え方に立っていると理解できるのであれば、プログラムに
ついては保護するというふうにした以上は、自然法則を利用していないとか、そういう理由で簡単に切
ることはせずに、取りあえず特許適格性はクリアさせましょうと。そのために特別な基準を採用したん
だという説明は一応できるとは思います。
ただ一方で、今、日本の特許がこのプログラムというものを保護の対象として認めた時に、そこまで
考えていたのかと言われると、それはそうではないのではないのかなと思います。そうだとすると、ダ
ブルスタンダードというのは理屈の上では説明が難しいということになるのかなと思います。ダブルス
タンダードがあるとして、通常の基準の方が正しいのか、それとも今コンピュータに適用されている基
準の方こそが正しくて、すべてのものについてもっと緩やかに見ておくべきなのかというのは、これは
両方またあると思うのですね。これについてもちょっと私は立場を決めかねてはおります。
ただポイントは、特許法というものは基本的には科学技術と一般的に言われるものを念頭に置いて
作られている制度であるわけです。ここで問題になっているビジネス方法の発明とか、もしくはコン
ピュータ関連発明もそうですけれども、それらが特許制度が保護するものとして想定していたようなも
のなのかどうかというところ、そこを考える必要があるのかなと思います。以上です。
○司会：ありがとうございました。今の話と若干絡むのですけれども、せっかくですので、いきなりス
テーキ事件に少し触れておきたいと思います。日本の方は既にご存知かも知れません。この発明は、ス
テーキを提供するシステムで、タグ、札があり、座席番号が書いてあります。そして、ステーキを注文
するときに何グラム、この例ですと362グラムのステーキは私のものであって、あなたのものではない
― 29 ―

というために、このシールがテーブル番号とともにこの肉に貼られて運ばれてきます。これは果たして
発明でしょうかというのが問題です。知財高裁は、この発明は札、シール、それからここには出ていま
せんけれども計量機という技術手段を使っていると述べています。技術的意義は何かというと、肉の注
文が間違えられないことであり、そのような課題をこのような技術的手段を使って解決したのであるか
ら、これは発明であるというわけであります。
ここでの技術というものは、おそらく有体物、何らかのハードウェアを使用しているという意味で捉
えられていると思います。いずれにしても技術というものの解釈はかなり広いだろうというのが１つ目
のポイントです。それから自然法則の利用についてですが、この判決ではどうもその点には触れられて
いないようです。皆さんはどうお考えになるでしょうか。これは自然法則を使っているのでしょうか。
パネリストの先生で、では前田先生、お願いします。
○前田：確かにこの判決、自然法則を利用したかどうかについて十分に検討していないと思います。先ほ
ど申し上げましたように、人為的取り決めとか、あるいは人間の精神活動といったものは自然法則ではな
いというふうにされています。そういった部分に発明の本質がある時には自然法則を利用していないと
認めるというのが通常の基準だというわけですね。それに則って考えますと、これは人によって考え方
は違うかも知れませんが、私には人為的な取り決めとか、そういったようなところが課題解決の本質的
な部分にあるように思います。そうだとすると、これは発明ではないという判断になるのだと思います。
一方で、さっきコンピュータ関連発明については特別な基準があるのではないかという話をしたと思
うのですけれども、そちらの方でいくと、その本質的な部分がどこにあるかというのはわりと緩やかに
判断されるわけですね。そちらの基準の方に寄せて考えたときには、これは決しておかしい判決ではな
いということになってしまうのだと思います。ですから、さっきもちょっと言いましたけど、日本にこ
の２つの基準があるときに、どちらか片方に統一していくということもあり得るのではないかと。この
いきなりステーキ判決はそこまで考えてたかどうか知りませんけれども、もしかしたらより緩やかな方
に統一するという方向を指向しているのかも知れません。
○司会：ありがとうございました。私なりに前田先生のお考えを忖度しつつ、荒っぽくまとめて申し上げ
ますと、知財高裁は間違っているかも知れないけれども、一貫はしているのかもしれないということに
なるでしょうか。
残念ながら時間が押しておりますが、せっかくでございますので、フロアからのご質問を受け付けた
いと思います。どなたかご質問がございましたら挙手をお願いします。
奥山先生、どうぞ。
○奥山：Wagner 教授に質問ですけれども、特許庁により多くのディスクレッションが与えられるとする

と、それは大変良いことだと思うのですけれども、そのことは、最高裁が今後101条に触れないだろう
ということなのか、それともどこかの判決にそのことが明確に書かれているのか、その辺が少しわから
なかったので、もう少しご説明いただけるとありがたいと思います。

○ Wagner：ご質問ありがとうございます。私の予測は、最高裁は少なくとも今のところ101条からはで
きる限り離れていようとすると思います。これは私の予測です。USPTO の改定されたガイドライン、
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101条あたりのところは、それほど大きく最高裁がこれまで言ってきたことと離れているとは思いませ
ん。したがって、私の予測では、新しいガイドラインをおそらく最高裁は受け入れるだろうと見ていま
す。少なくとも今のところは受け入れるでしょう。これから10年とか15年たてば、それはまたもう１回
再検討したいと思うかも知れませんが、今のところはそうならないだろうと思います。
○ Linn：一つだけ Wagner 先生がおっしゃったことに付言させてください。私自身まったくそのとおりだ

と思っています、最高裁判所は、101条については随分長い間苦しんだと思っております。したがって、
最高裁としても、Mayo 事件、Alice 事件、Bilski 事件など、ソフトウェア関連発明について、プログラ
ムですとか、あるいは一般目的のデジタル機器が特許可能だということまではいけないというところ

まで、とても近いところまできていると思います、ただし、はっきり明言はしませんでした。つまり、

Alice/Mayo のルールでもって多くのソフトウェア関連発明の適格性がないとあまりに判断されたという

ことであったので、もう、そのようなタイプの発明を安心して行うということは少なくなってきたた
め、しばらくは特許庁に任せると思います。したがって、必要でない限り最高裁としても介入してこな
いだろうと思います。
現在、Burkheimer 事件に関して、最高裁に対して興味深い申し立てが行われています。ステップ２に

ついて、something significant more という点について、この問題は事実に基づくものであるのか否かと

いう問題です。この問題はこのゲームを大きく変えることになるかも知れません。そして、もしかした
ら最高裁としても、少なくともその問題については介入する意欲を持つかも知れません。しかしながら
それ以上に介入するという意欲はまったく持っていないと思います。現在の取組みで十分に満足してい

ると考えているのではないかと思います。
○司会：まだご質問もあったかも知れませんけれども、残念ながら時間の関係で、第１部のパネルはここ
で終了させていただきたいと思います。最後に、パネリストの方々に盛大な拍手をお願いします。あり
がとうございました。
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第２部
司

〈
〈

特許権侵害と水際措置

会：ラーデマッハ

クリストフ（早稲田大学准教授）

登壇者：Charles Schill

（元 ITC シニア・カウンセル）

坂田

誠

藤本

晋也

（東京税関業務部総括知的財産上席調査官）

熊倉

禎男

（弁護士）

Brett Bachtell

Anthony Del Monaco

（財務省関税局業務課知財調査室長）

（Qualcomm Inc.）
（米国弁護士）

○司会：時間になりましたので第２部を開催したいと思います。早稲田大学のラーデマッハと申します。
第２部では、特許権侵害に対する水際措置に焦点を当てました。このような国境措置、水際措置は特
許執行の手続きの中ではマイナーな部分かも知れませんが、米国では過去10年くらい非常に重要視され
るようになってきました。本日は米国と日本における水際措置について専門家を招いて講演をお願いし
ています。
それでは最初のスピーカーを紹介させてください。オープニングのスピーカーとして Charles Schill 氏

を米国からお迎えすることができました。Schill 氏のキャリアとしては最初1970年代から ITC 国際貿易
委員会で、シニアカウンシルとしてお仕事をされました。その後民間で弁護士としてお仕事をされまし
た。いくつかの著名な法律事務所で ITC 関連のお仕事をされ、ITC 関連の訴訟150件以上担当されとい

うことで、米国でこんなに ITC 関連の仕事をされた方は他にいらっしゃらず、この分野での実践に関
してご経験の豊富な方です。ということで、今日のまさにうってつけのスピーカーです。それではよろ
しくお願いいたします。
○ Schill：早稲田大学、そしてペンシルベニア大学法学部、本日お招きいただきましてうれしく思います。
今年退職した後にどうやってその一番好きな、世界中で一番好きな東京に戻ることができるかと思って
いたところですので、幸運にもこの場所にいられること、すばらしい文化と食べ物とにも触れられるこ
とにも大変感謝しています。
さて、今日の話ですけれども、関税法（tariff act）337条につきまして、どうやって337条のケースを

申し立てたらいいのか、そして、どれだけお金がかかるのか、どれぐらい時間がかかるのか、いろいろ
話していきたいと思います。ここで手を挙げていただきたいと思います。今まで、この337条の申立て
をしたことがある方、多くの方は会社がしていると思うのですが、337条号に関係したことのある方、
手を挙げてください。
数名という感じでしょうか。ただ恐らく多くの方が337条の事案についてご存知だと思います、勉強
されていたり、あるいは同僚から経験を聞いたりということはあると思います。いずれにしましても、
では337条とは何かから始めたいと思います。
まず337条は貿易法であります。米国国際貿易委員会が管轄しておりまして、アメリカにおける貿易
救済法の１つです。この法律のそもそも目的といたしましては、企業が輸入品でもって苦戦している場
合、不正な貿易品として輸入されたものについて救済を求めるということです。337条においては ITC
に管轄が与えられています。これは輸入品に対しての管轄でありまして、その会社が337条で訴えるた
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めにはアメリカでビジネスをしている必要があり、侵害製品が輸入されているとして水際措置を ITC
に申立てることが可能ということになります。

冒頭に申し上げたいのは、必ずしもアメリカ企業でなければいけないということではないことです。
日本の会社であっても、その侵害品輸入によって影響を受けているということであれば、アメリカでの
会社の製品の市場を守るために、一定の条件を満たしているならば、ITC に申立てができるわけです。

337条のもとで ITC に申立てがされる事件のほとんどが特許です。恐らく90パーセント強ぐらいは特許
だと思います。1975年に私がこの委員会で仕事を始めた時から、その90パーセント以上が特許権侵害絡
みだったということです。
では、なぜ地区裁判所に行かないで ITC から始めた方がいいのかといいますと、ITC においては大変

ユニークな救済が可能になるからです。それは排除命令というものであって、一つの命令でもって、輸
入する人たちを特定することなく、その輸入競合品のすべてに対して排除できるというもので、アメリ
カの関税局、税関局が執行するものです。１つの命令でもってすべてその人たちを特定することなく、
その製品として全部入ってくる物に対して排除することができます。ということは、被申立人に大きな
影響が及ぶということになり、アメリカに対するサプライの線がなくなってしまうということでして、
もしそれをアメリカで売りたいということであれば、特許権者ともう一度交渉してライセンスを得るな
どしなくては、この命令が生きている限りにおいて、ずっと排除命令の対象になり、輸入できないとい
うことになるのです。
それでは ITC での処理がどのように進むのかお話ししていきたいと思います。

ITC での救済というのは排除命令ですが、これには何種類かがあります。先ずは限定的排除命令でし

て、極めて典型的な命令です。ITC が有効と認める請求に基づいて、以下の製品の排除を命ずるとの内
容のもので、被申立人の名前が明示されており、発行の翌日に効力が生じ、効力が生じないのは大統領
拒絶があった場合に限られます。相手方はその判断に対しては巡回控訴裁判所（CAFC）で戦わねばな
らず、長い年月の闘争が必要ということになります。

他に一般排除命令もあります。一般排除命令というのはそのすべての財が対象になるわけです。つま
り被申立人として指名されている者、あるいはその事案が終わった後でも構いません。一度輸入をされ
ていて、そしてその命令の対象としている製品に該当するのであればすべて、つまりその特許違反に該
当する物品であればすべて、それがその特許権の期限が切れるまでずっと排除されるわけであります。
排除命令、差し止め命令というのは、通常はアメリカで既に輸入をされ、そして倉庫に入っている製品
であります。一方で、この排除命令というのは、その輸出入がなされる日から有効となります。しか
し、例えばもう在庫が積み上がっている、アメリカ国内に。そうしますと差し止め命令が必要となりま
して、被申立人がそういった製品を売ることを防ぐということになります。
差止命令につきましては、排除命令は ITC が、そして関税局がその排除命令を執行することになり

ます。何らかの形で関税を抜けて、そしてアメリカ国内で販売が継続しているという状況が見られた場
合、刑罰、民事罰の執行プロセスが行われます。民事罰は、１日当たり10万ドルということになり、毎
日輸入が続く限りということになります。あるいは輸入金額の２倍を１日当たりということもあります。
ですので、例えば大型機械が入ってきた場合、その機械の価格の２倍の罰が毎日発生して、回収される
ということになります。ただし、その資金は財務省の方に入り、申立人が受け取ることはできません。

ITC の手続きにおいては侵害の事案について申立人は賠償金は得られず、これを求める場合は地区裁判

所の方に行かなければなりません。そのためにも、まず排除命令を貰ってからということになります。
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さて、ではどのようにしてこういった命令を申し立てたらいいのでしょうか。まずは申立てを ITC

に対して提出しなければなりません。ITC においては一定の規定が定められています。申立人というの

は事実ベースでその申立てをしなければいけないということです。これが実は地区裁判所と違っている
ところです。地区裁判所に対しては、基本的には極めて一般的な記述でいいのです、特許が侵害され
た、この会社が侵害した、だからその損害賠償を請求したいということであります。一方で ITC の場
合には事実関係の情報が極めて必要でありますので、それを用意し、そして申立てをするのにはかなり
資金がかかる、お金がかかるということになります。ITC に対してそれぞれの被申立人の輸入品につい

て示す、そして問題となっている物品を一回購入し、そして侵害があることを確認して、自分が主張し
ているクレームについてどういった形で侵害されているのかまでを説明し、提出しなければいけないわ
けです。

ITC は申立てを受け取ったのち30日の間に調査を開始するか否かを決します。ほとんどの申立ては調

査が開始され、事件は行政法判事の一人に割り当てられます。現在 ITC には６名の行政法判事が所属
しており、一人が一案件を受け取り、その処理の目標日が定められますが、開始時点から最終的に排除
命令が出る、あるいは救済が下されるまで最長でも16カ月となっており、特殊な事案についてはより長
く定めることもできますが、法的には迅速に解決するメカニズムです。不公正な輸入に対してしっかり
と時限を守って救済することが求められています。したがって判事は通常その延長は許されず、通常14
カ月から16カ月で判断をしなければいけません。極めて稀なケースにおいてのみ、それよりも長い期間
が許されますが、滅多にありません。
さて、では申立てが開始されて、行政法判事がその審理を始めたら、当事者はまずはその申立てを
行った申立人と被申立人ということになります。言わば被告ということになります。例えば１社の場合
もあれば６社の場合もあるし、30とか40とかいう会社数の場合もあるわけです。この申立てに関連して
言及しておきたい被申立人についてはすべて挙げておくということです。これが申立てのルールとなっ
ております。
珍しい場合においてはもう一つ別の当事者がおります。それは調査官ということであります。不公正
な輸入であったかどうかを判断する者でありまして、不公正貿易調査局の不公正輸入調査室の調査官が
当事者になります。被申立者が例えば市場を地理的に分けるとか、あるいは公益に反するような活動が
行われるといったものを防ぐために、このような申立てが受理されます。こういうものは稀ではありま
すが、もしかしたら両当事者に対してやはり起こり得るということでありまして、スタッフロイヤー、
つまり正直な独立の仲裁者という立場からしっかりと、この申立て事案についての実態的利益が何かを
審理し、そしてこの事案に関わるあらゆる問題点について実際にその行政法判事の前に行く前に調査官
が意見を述べるわけです、この特許は有効である、あるいは特許が侵害されている、あるいはその他重
要な事案の要素について指摘をし、まとめるわけであります。
さて、ではこの申立てについて立証が必要なのは、まず輸入であるということです。ただ同時に、特
にその輸入に直接関連していない当事者もこの事案の当事者になる場合もあります。例えば他国に存在
しているメーカー、こういったメーカーも当事者になり得ます。というのも、そのアメリカに行くか行
かないかを知らなかったとしても、その当事者になるわけです。また小売り、例えば輸入を直接手掛け
ていないけれども、しかしながら後でその商業取引の中で輸入品を購入し、そして販売するわけであり
ますので、ウォルマートですとか、その他のアメリカの小売業者というのは当事者になり得ます。つま
り、製造から小売までのすべてのサプライチェーンにおいて関わる当事者がすべてその侵害当事者とな
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り得ますので、この ITC の事案の当事者とみなされるわけであります。

さらに輸入ということを立証した後、国内産業規定というものがあります。これは地区裁判所では見

られない議論であります。というのも貿易法のもとで国内産業を保護するということが唱われているか
らであります。ですので、国内産業であるということを立証しなければいけません。このような要素と
しては、しっかりと排除命令を得るためには国内産業が存在するということを示さなければいけないの
です。国内産業という時に、こういった事案について申し立てたいと考えている会社によく私からお話
をするのですけれども、経済的活動が十分でなければいけないのです。そして不正、不公正に関わるさ
まざまな経済的活動が行われていなければいけないのです。一つテストということで経済の観点という
ことがいわれておりますけれども、例えば十分な投資が設備に対して、設備投資等が行われているとい
うこと、この場合には当然メーカーを想定しているわけでありますので、アメリカの企業でアメリカの
特許を持っていた特定の製品に対して、そして、そのアメリカにある工場においてその特許を実施して
おり、工場を設立して設備を入れて、そして特許を実施しているということになるわけです。これらす
べてが、この経済性のテストの中で、経済性だといわれるわけです。３つのテストがありまして、この
国内産業の規定を満たさなければなりません、これが１つ目です。２つ目は、労働及び資本の利用とい
うことです。資金だけを出していると、メーカーの製造プロセスに資金だけを出していてもこれは有効
です。また、R&D あるいはライセンスなど、IPR、知財権に関してさまざまな取り組み、また投資を

しているということであります。例えば大学で特許を所有している。そして製造はしていないけれど
も、ライセンスのプログラムを持っているということであれば申立人として当事者になり得ます。ライ

センスという活動が行われているからです。そういったことをすべて事実ベースで主張しなければいけ
ないのです。場合によっては、ビジネスのやり方を変えることによって国内産業該当性をうまく出すと
いうようなことをして申し立てている当事者もいます。つまり、自分のオペレーションの一部をアメリ
カに移行すると。それによってアメリカ国内における国内産業という条件を満たそうとするような当事
者もいます。また、国内産業という要素に加えまして、技術的な側面というものも満たさなければいけ
ません。つまり、特許権者が自分自身の特許を実施しているということです。そして、この製品につい
ては、当該製品については特許権を実施して作っているのだということを立証しなければいけません。
というのも、ITC としては知的財産権というものが問題になっているわけでありますので、それがアメ

リカ国内において実施されて使われている知的財産権だということを重視するのであります。

次に立証しなければいけないのは侵害の存在です。あるいは不公正な行為の立証であります。大体90
パーセント以上、1975年以来、ITC で取り扱ってきた事案というのは特許関連だというふうに申し上げ
ました。しかし、その他の形態の不公正の行為につきましても認められるわけであります。例えば登録
商標、あるいは登録著作権だけではなく、コモンローの権利もそうであります。例えばコモンローベー
スの商標、あるいは事業秘密もそうであります。あるいは独占禁止法もそうであります。こういったも
のすべてが ITC からは不公正取引、不公正実務とみなされるわけです。つきましてはすべて登録され

た商標ですとか、またそのマスクワークですとか、それから例えば船舶の船腹のデザインですとか、そ
してその侵害を行った場合もこういった権利が対象になるわけです。これらの要素について違反だ、侵
害だという証明をしなければいけません。未登録のものもそうです、例えばコモンロー商標がその事例
であります。そしてコモンロー商標などもすべてが対象になります。その際においても、国内産業に対
する損害、毀損がなければいけないということを示さなければいけません。この障害、あるいは毀損と
いうのは、いわゆる法律で定められている特許法などもそうですけれども、その他に例えば国内産業に
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対する損害ということで訴えることが許されているわけです、いわゆる法律で定められている特許以外
には。スタンダード、基準はそう高くありません。例えば被申立人が輸入をしていることによって、皆
さんの活動から売上高を減らしている、あるいは値引き競争して価格を下げている。多くの物がこう
いった損害を示唆する要素となりますので、さほどその基準は高くありません。しかしながら、こう
いったいわゆる法律で定められていない知的財産についても訴えられるということを覚えておいてくだ
さい。
また、財物ということです。つまり物、製品に対する権利だということであります。対物ということ
でありますので、アメリカに輸入された物に対して適用されるわけです。被申立人が例えば輸入会社だ
とされていたとしても、製品がその国に輸入をされた、そして最終的には全部その種の財が侵害をして
いるということだってありますと、被申立人にその対人での管轄権があるかどうかに関わらず、ITC は
その対物に対しての管轄権を持つわけです。この点が対人への管轄権を持っている地区裁判所と異なっ
てくるわけです。したがって、メーカー、それから国内の小売店、その物の輸入に関わった当事者すべ
てを包含することができるのです。これが ITC に申し立てる大きな理由であります。

もう１つ、ITC のメリットとしましては開示のプロセスであります。外国の企業が当然多く関わって

くるということになります。地区裁判所においては実は必要な証拠開示を求めて、それによって事案を
立証するのが難しいわけです、侵害の事案にしても。相手の当事者に協力させるというのはとても難し
いわけで、ITC の場合においては、その状況に基づいて強制されます。輸入をしている限り、被申立人

はその証拠開示に協力をしなければいけません。でない限り、例えば ITC なり、あるいは行政法判事

などが強制をし、そして必要な開示をしないということであればそこで判断をできるわけです、被申立
人が証拠開示に協力していないということを。そして、通常はその証拠上の制裁に限られるわけであり
ますけれども、開示で協力をしない、それによって十分な証明を相手側ができなかったということにな
りますと、そもそもアメリカ国内へ輸入することを禁じられるということになります。この協力という
のが大変重要でありまして、いわゆる秘匿情報について保護をするということ、こういった保護命令と
いうのはまさに、ITC としては、こういった事案を処理できる生命線だというふうに思っているわけで

す。当事者に対して大きな保護を与える、そして秘匿情報についても保護するということで、そうしま
すと情報がアクセスできるということになるわけです。それこそが実はしっかりと短期間でタイムテー
ブルに沿って進めることができる大きな要素なのです。したがって、しっかりと開示が遵守される。そ
してもちろん延長も可能だけれども、極めて短期的な期間において事案を決定できるということであり
ます。特に外国企業の場合は極めて有効であります。
特許の場合は当然製造プロセスがわからなければいけません。請求項が違反されたのかどうか、侵害
されたのかどうかを判断する時には当然製造過程が必要です。前にも私自身実は初の中国の工場への検
査を私自身もやったことがあるのですけれども、専門家がしっかりと製造工程を説明しながら、工場の
中で何をやっているのかという説明がありまして、ビデオテープも撮ったのです。そして、その工場の
言わば見学ガイドを行ったのです。これは証言録集にはなかったのですけれども、基本的にはそのフ
ローチャートで、どのような仕組みで製造しているかということを知るものでありました。したがっ
て、こういった命令が出れば当然ながら人の注目を大きく集めることになります。
もう１つ申し立てをしたいと思うのであれば覚えておくべきことがあります。多くの資金を使って当
然いろいろな会社のリソース、人的なリソースも使って例えば１年なり、あるいは16カ月なり、そう
いったリソースが使われるわけです。であれば、最終的にはしっかり機能する救済が得られないとそれ
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をする価値はないと思います。この点で申し上げたいのは、特許があって、それに対する侵害をしっか
り承認して、そして税関に行くというだけでは不十分です。どの特許において侵害を主張するのか、そ
して、そういったうまいデザインが必要ということになります。そして被申立人は恐らくうまく回避設
計をしてきて、若干その設計を変えることによって輸入可能にしてしまうということになるわけです。
つまり、特許侵害の枠外に出してくるということを被申立人はするわけです。したがって申立人として
はそもそも排除命令をうまく主張すれば最終的にそういった回避設計などがされずにうまく実施される
かを考えなければいけません。また関税レベルでしっかり執行されなければいけないわけです。事前に
関税当局の方にアプローチし、そして命令が発せられた時にはもう税関局がそのフィールドの現場のオ
フィサーがどのように侵害品をしっかり検知できるのかということについてわかっていなければいけま
せん。そして、テスト機器など用意をして、あるいは可能性としてあるものの製品についてすべてリス
トを出したりとか、例えばメーカー名、輸入者名、必ずしもこの申立ての当事者でないかも知れないけ
れども、その証拠開示の中で出てきたようなものすべてを挙げて、多くの資金や人材を投入したその申
立てについて救済が得られたら、それが執行されるように、それによって輸入品が減るようにしなけれ
ばいけません。そして、それに投入した資金がしっかり見返りのあるものでなければならないというよ
うな、そういった準備も必要であります。
後で時間があればもう少しお話しします。ありがとうございました。
○司会：ありがとうございます、ITC の手続き関してその特徴をお話いただきました。

それではつぎに日本です。日本から今日３名の方に登壇をお願いしています。まずは政府財務省から

日本の水際措置の概念の紹介をしていただきたいと思います。坂田室長は1993年財務省に入省していく
つかの仕事をされた後、2016年から2018年まで税関のセンター長として務めて、現在財務省の知的財産
室、知的財産調査室長として仕事をしておられます。日本の水際措置のポリシーとかを考えたり決めた
りしている方で、今日、水際措置の概念について発表をしていただきたいと思います。それでは坂田さ
ん、お願いします。
○坂田：財務省の坂田と申します。本日はこのような場にお招きいただきましてありがとうございます。
では説明させていただきます。
私からは税関における知的財産侵害物品の水際取締りについて説明させていただきます。まず私から
制度の概要を簡単に説明させていただきます。その後に私の同僚である東京税関の藤本上席から特許権
侵害の具体例について説明をさせていただきます。
まず初めに、水際取締りの根拠規定、これを最初に簡単に説明させていただきます。関税法におきま
して輸入してはならない貨物、これを規定しております。麻薬、覚醒剤、あるいは拳銃と並びまして知
的財産侵害物品を規定しているということになっております。侵害の定義につきましては右の上の方に
書いてありますけれども、個々の知財法で侵害の定義を定めていると、こういったつくりになっており
ます。
次に水際取締りの対象となる知的財産の差止申立制度について、まずはこの差止申立制度の対象範囲
について説明をさせていただきます。図に示したとおり、対象としましては一番下の回路配置利用権、
これを除くすべての権利が対象となっております。次のスライドで対象の範囲を一覧表に示しておりま
す。左側に輸出貨物、輸入貨物、あと通過貨物（トランジット）についても規制しております。また、
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取締方法につきましては差止申立てによる取締りの他に、職権による取締りもあります。ここで緑色の
網かけで示した範囲、これは TRIPS 協定で定められました義務規定の範囲となっております。日本で

は TRIPS 協定の義務規定と比べまして広い範囲で規制の対象となっていることがわかるかと思います。
続きまして各国比較をしております。TRIPS 協定で規定されている国境措置につきまして、各国で

どのような機関が担当しているのかということを示した表になります。申立ての提出先、国境措置の執
行、侵害認定と項目がありますけれども、日本におきましてはこれすべて税関で行っております。この
ように税関が国境措置全般を行っているというのは珍しいということが言えるかと思います。
では、ここで輸入差止申立制度について概要を説明させていただきます。ここに定義を書かせていた
だいていますが、差止申立てとは権利者が自己の権利を侵害する物品について認定手続を執ることを税
関に申し立てるものということで、これは関税法で規定されております。具体的な差止申立ての内容に
つきましては、この後に東京税関の藤本から説明させていただきますけれども、一言で言うと、この差
止申立てがあることによって税関では水際取締りがしやすくなるということがありますので、税関では
この差止申立てを権利者の方にしてくださいということを慫慂しているという状況となっております。
こちらは輸入差止制度のフロー図になります。手続きの流れとしまして、まず左側にある権利者が申
立書を税関の方に提出すると、税関はこれを受付して、申立内容の審査を行い、受理か不受理かを決定
します。受理となりましたらこの差止申立てにかかる水際取締りを行っていくという流れとなっており
ます。
もう一つ制度で認定手続という言葉が出てきたのですが、この制度について説明をさせていただきま
「知的財産侵害物品に該当すると思料される貨物が侵害物品に該当
す。認定手続の定義ですけれども、
するか否かを認定するための手続き」ということで、これも関税法に規定がされております。こちらも
フロー図で説明しますけれども、こちらのフロー図は認定手続だけではなくて、税関の差し止め全般に
ついて書いております。上の方の図が輸入の通関手続きの流れとなっております。通常の流れとしまし
て、輸入申告があって税関において審査・検査を行います。で、納税があって輸入許可という流れに
なっております。この通過の流れの中で審査・検査という言葉を使いましたけれども、この審査・検査
のところで知財の侵害疑義貨物が発見されれば認定手続を開始するということになります。認定手続の
開始の流れは右の下の方の図になりますけれども、認定手続におきましては輸入者と権利者の方に意見、
証拠の提出を求めまして、その上で税関の方で侵害の有無を判定するといった流れになっております。
以上が制度の簡単な説明になりますけれども、以下の参考データを説明させていただきます。まずこ
ちらが知的財産侵害物品の輸入差止実績の件数と点数になります。これは特許権だけでなくてすべて
の知財権のデータとなっております。その一番右側、直近のところを見ていただきますと、平成29年、
2017年は件数ベースで３万627件となっておりまして、これは過去２番目に多い数字となっております。
一方で点数、これは青色の方ですけれども、点数は過去見ていただくと、４年間右肩下がりで減少とい
うことになっております。件数が増えるか横這いで、点数が減っているというのは、これは１件当たり
の点数が減っていると。つまり小口貨物での侵害物品が増えてきているということが考えられると思い
ます。
次に差止実績の品目別の実績になります。品目別に見ますと、まず件数ベース、左上の方ですけれど
も、件数ベースではバッグ、あるいは衣類などが多いと。一方、点数ベースで見ますと電器製品、ある
いは携帯電話関連品目などが多くなっております。件数が多いものは小物でたくさん入ってきていて、
点数が多いというのは一度に大量の物が入ってきていると、そういった傾向があるかと思います。
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こちらは参考として2017年の差止事例で多いものを挙げております。イヤホンですとかスマートフォ
ンケース、そういったものが多数発見されております。ここに特許権侵害物品は実は入れてないのです
けれども、後ほど東京税関の藤本から特許権の事例については説明をさせていただきます。
最後に、権利別の差止実績になります。件数、多数ともに商標権の差し止めが多くなっております。
件数については圧倒的という数字かと思いますけれども、一方で点数、下の方のグラフを見ていただく
と、もちろん商標が一番多いのですが、平成28年、2016年、これは特許権がそことも多くて、平成29
年、2017年は意匠権の差し止めが多くなっていると。で、特許権の点数、2016年が多くなっていますけ
ど、これは大量のインクカートリッジが差止められたということがあります。
このように特許権の差止めというのは、なかなか件数は多くないかも知れないのですけれども、適切
な差止申立てしていただくことによって税関で止めることが可能になるということがありますので、差
止申立てを積極的にしていただきまして、税関の方でもより多くの知財侵害物品を差止めていきたいと
考えております。
私からの説明は以上になります。どうもありがとうございました。
○司会：坂田さん、概要のご説明どうもありがとうございます。次は藤本さんに報告をお願いしたいと思
います。藤本さんは1996年から東京税関に入関して、弁理士試験にも合格しまして、現在東京税関の知
的財産の上席調査官として勤めておりますので、長年東京税関で特許を含めての知的財産の、水際取締
りの経験をしておりますので、本日は特許侵害に対してどのように措置しているか等について発表をお
願いしたいと思います。
○藤本：東京税関の藤本と申します。本日は私から具体例、特許権侵害の具体例としてお話をしてほしい
という依頼がありましたので、具体例をお話ししたいと思います。
具体例、なかなか判例と違って税関でこういう例がありますよというのは公表しておりません。今
回、上司からも、公表した範囲内で発表しなさいという話になっております。ということで、あまり面
白い話ができないのですが、一応工夫しながらスライドを作りましたので、しばらく聞いてください。
最初に、事例を話す前にちょっと細かく特許権の実務の話をしたいと思います。先ほど話があったと
おり、税関では申立てをされて現場で執行するというパターンが特許の場合はほとんどです。法律上は
職権で認定手続を執ることも可能なのですが、通常特許権侵害というものを税関職員はすぐわかりませ
んので、事前に申立てをしていただいて、その上で執行するというのがほとんどになります。申立ての
書類が今書いてあります。税関様式の申立書の他に、添付資料を今並べているのですが、登録原簿、特
許公報については皆さんご存知だと思います。あと侵害疎明資料、これが一番重要な書類になります。
実際に対象品を特定し、自己の権利と侵害する、対比して侵害するんだという疎明をしていただく必要
があります。こちらの内容は通常皆さんが民事の裁判でやっている話と同じになりますのでご存知だと
思いますので、ちょっと省略をして、今回、識別ポイントとあるのですが、これは税関特有の書類にな
りますので、この点を主にお話をしたいと思います。
侵害疎明資料、ここに書いてある鑑定書、判決書、あと判定書とありますが、通常、弁護士の先生の
鑑定書がほとんどですね。中には事前に裁判をされて判決書があるケースや、仮処分の決定書がある
ケースもあります。ほとんど事例はありませんが、稀に特許庁の判定書を侵害疎明資料として付けてい
るケースもあります。
― 39 ―

税関は裁判所の執行機関ではありませんので、原則裁判所の判決があってもまた別途審査をするとい
う形になります。ただ、判決書があれば普通はそのまま受理ということにはなると思います。で、次に
識別ポイントの具体例です。ここに載せているスライドは最近特許権の相談があった場合に権利者側に
配布している資料になります。識別ポイントというのは基本的には疎明資料とはまったく別の書類で、
現場の税関職員が執行できるように、ピックアップできるようにわかりやすい資料を作っていただくと
いうものになります。その中では一番まず重要なのは差止対象品を明確にしていただきたい。裁判でも
同じだと思いますが、型番で特定されているケースもあれば、構造で特定されているケースもあるので
すが、型番であれば、型番ホニャララの××みたいな感じで明確に書いてもらう。構造の場合でも当然
その旨書いていただくという形になります。
次に、なかなかこの対象品の特定だけではすぐ見つからないケースがあります。というのは、貨物を
検査していきなり中身が見えるわけではないので、通常は貨物の外装があります。権利者側でそういっ
た外装等を入手しているのであればその外装の写真も参考資料で載せていただければ税関職員が中身を
見てみようと思うことができますので、そういった参考資料も求めております。
次のスライドも識別ポイントの資料なのですが、こちらは差し止め対象品を構造で特定した場合の記
載例です。差し止め対象品を構造で特定して文書、クレームと同じような文書で特定されているわけで
すが、その文書だけをずらずらずらと書かれても通常の税関職員は特許の専門家ではございませんので
まったく理解できないということになります。ですので、識別ポイントの方で図面等を使ってできるだ
けわかりやすく書いていただくというのをお願いしております。
次のスライドが申立てのフローになります。先ほど室長の方からも説明があったのですが、ちょっと
特許権に焦点を当てて説明したいと思います。税関では100年以上前から特許権侵害物品は関税法、昔
は関税定率法だったんですが、輸入禁制品だったんですね。ところが、平成15年ぐらいから法改正が
多数、あと運用の変更もありまして、平成15年から平成20年ぐらいまでにさまざまな改正がありまし
た。今説明するのは、平成20年以降はほぼこの運用をしているというお話になります。税関ではまず権
利者から申立ての書類がくると受付をします。これ受付というのは形式的なチェックをするということ
です。形式的に問題なければ受付をします。その後に、今、税関ホームページに事前公表をしておりま
す。この事前公表する理由というのは、利害関係者から意見を聞くという機会を今設けております。こ
れは昔なかったので、私もなかった時代に審査を経験していたのですが、相手方の意見を聞かないで審
査するのはすごく難しいです。そういった意味ではこのホームページ公表をして利害関係者の意見が聞
けるというのは非常に私はいい運用だと思っております。
ただし、これ見てわかるとおり、ホームページ公表から10日しか期間がありません。これ、普通の特
許権の事例で考えると、信じられないぐらい短い期間なんですね。これは恐らく、税関ではもともと簡
易迅速な制度になっているのですが、大量の、多数の者が輸入する大量の商標権侵害物品を止めるとい
うのに主にフォーカスされて制度が運用されていますので、基本的には偽造品、模造品ですね、本物
そっくりの偽物、商標権侵害物品を主に止めるためのフローになっており、その中に特許権を侵害する
物品の話も入ってきているというイメージになりますので、非常にタイトなスケジュールになっていま
す。なっているのですが、後ほど説明するとおり、専門委員に意見照会をした場合には、意見の提出期
間が25日まで。今、10日なのですが、大体１カ月程度まで延ばせますので、最初まず10日以内に意見を
言っていただく、簡単でもいいので言っていただく。その後補正してもらうというのは可能です。で、
利害関係者から意見を聞く期間、10日を経過した上で税関では審査を開始します。審査のポイントとい
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うのは技術的範囲になります。ただ利害関係者から意見があった場合には通常無効理由の主張がありま
すので、無効理由があった場合には専門委員に意見を聞くという話になります。
専門委員、意見照会、これは平成19年ぐらいか18年ぐらいにできたのですが、特許はやっぱり判断が
難しいので、専門委員に意見を聞くという制度が今あります。通常利害関係者から意見があった場合に
は専門委員に意見を求めるという運用をしております。その後、受理、不受理、あと保留というものも
あります。保留というのは並行して裁判等をやっている場合には、その裁判の判断が確定するまでは税
関の判断は保留しましょうという判断になります。税関で受理されてしまうと結局認定手続を執ること
になりますので、輸入者からすると非常に重大な結果になります。そういった意味では他の偽造品、模
造品とは違って税関では特許権侵害物品については慎重に判断をする運用にしております。
これは専門委員の制度の説明になりますが、先ほどとほとんど同じなのですが、このスライドで説明
したいのは専門委員に説明する事項になります。先ほど言ったとおり、技術的範囲で、あとは無効理由
ですね。この２つがほとんどですね。稀に並行輸入、特許で並行輸入が争点になるケースはほとんどな
いですね。
従前、税関でキルビー以前は当然無効理由は判断していません。で、キルビー後から利害関係者、輸
入者から無効理由を主張されるケースがやっぱり増えました。税関でどう運用するんだというのはしば
らく決まらなかったのですが、この専門委員通達で、専門委員に意見照会をする事項というふうに決ま
りましたので、それ以降は無効理由も一応考慮した上で受理、不受理は決めているという運用になりま
す。専門委員の候補というのが今ありまして、45名、ここに書いてあるとおり税関ホームページに公表さ
れております。案件によって３名ないし５名を選んで専門委員に意見照会をするということになります。
ここから具体例です。まず税関ホームページで申立て情報は検索可能です。特許権で検索すると今19
件あります。過去の数字を見ると申立ての件数は概ね20件ぐらいでずっと推移しているような状況で
す。商標と違って和解等するとすぐ申立てがなくなりますので、なかなか件数は増えないということに
なっております。
ここから具体例です。これ最初の例が先ほど出たカートリッジです。これは後ほど説明するとおり、
よく止まっている案件になります。細かい話はちょっと省略しますが、簡単に言うと、レバーをホル
ダー側、カートリッジ側でなくホルダー側に設けて、そのレバーの回転軸の位置と係止部の位置関係で
きっちり、しっかり固定できるようにするような発明になります。これ構成要件を見ていただくと、ほ
ぼ外観から構成要件がわかる事例です。したがって、こういった事例を申し立てする場合には商品名と
か型番で差し止め対処するのではなく、構造で特定した方が設計変更等されても対応できるということ
になります。これは今受理中です。
次の例、これがサーボモーターです。これも今受理中の案件です。この案件は２年前まで私は特許担
当だったのですが、途中まで担当しておりました。最終的な受理、不受理の決定の時にはもう違う担当
だったのですが、半分絡んでおります。これは非常にわかりにくくて、私もすごい大変だったのです
が、出願経過等を見て特許庁の審査官が引用している文献も全部読みました。で、特許庁の審査官がど
う考えてこのクレームで特許査定したのかというのも理解した上で、イ号物品と対比し、イ号物品は充
足するだろうという判断をしております。簡単に言うと、モーターをブラシレスにした場合、直流なん
ですね、これは、模型用のモーターなので、ブラシレスにした場合にどうしても、昔はブラシ付きだっ
たので機械的に選択してたのですけれども、スイッチ、この８番ですか、これ、選択スイッチ回路と書
いてあるところなんですけど、それが設ける必要があるので、そういった回路を設けたという発明にな
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ります。口で言うと簡単なんですが、実はもっと難しいです。
次の例ですね。これはちょっと化学の例です。これはファイザーさんの申立てで、今はもう申立て終
了しています。権利も切れています。これは物質特許になります。もともとは狭心症の薬として登録、
そういったことに効果があるとして登録をされていたのですが、実際はバイアグラの有効成分として使
われている物品になります。化学は私専門ではないのであまり説明できません。
次、実はバイオの事例が過去１件だけあります。これは昔私少し担当していました。これもすでに申
立てがないです。これはサントリーさんの関連会社の発明で、カーネーションの色を青色にするという
遺伝子組換えの発明です。実際に差し止め対象品は青色のカーネーションということになっておりま
す。請求項15が申立て対象だったのですが、請求項９から10を引用していて、10には請求項１を引用し
ているので、請求項１がこちらになります。で、塩基配列がずらずらずらと並んでいるようなものにな
ります。これは簡単に言うと、カーネーションのうちのペチュニアとかの色を発光するような遺伝子、
塩基配列部分を入れ換えてカーネーションをブルーにするという発明でした。バイオの例はほとんどな
いのですが、こんな事例も過去にあったということになります。
それでちょっとここで、前の坂田室長のスライドに戻って説明をしたいのですが、時間大丈夫です
か。スライドがないので口で説明すると、今まではこの申立てのタイミングの話です。実際に貨物が来
たとき、認定手続の話をしたいのですが、税関で認定手続、疑義貨物を発見すると認定手続を執りま
す。これは輸入者、権利者双方に通知をして意見を述べる機会を与えるというものになります。通常は
最初10日間、これも10日間というすごい特許から考えると無茶苦茶短い期間なのですけれども、10日間
意見を述べる機会を与えます。その上で、その意見を、弁明機会を与え、最終的に何回クロスするかわ
からないのですが、何回かクロスをし、税関の方で侵害か非侵害かを判断するという手続きになりま
す。その中で、先ほど言った専門委員に意見照会をするという手続きもあります。あと技術的範囲につ
いては、特許庁に意見照会をできるという規定があります。ですので、申立てのタイミングでも認定手
続のタイミングでも税関では特許庁や専門家の意見を参考に最終的に判断をするという事例が増えてお
ります。
あと通関解放という規定があります。これは TRIPS 協定に書いてあるのですが、特許権について

ITC や裁判所以外の通常の行政庁が、本案、侵害か否かを判断する手続きをする場合には、その税関当

局、普通の行政機関が恣意的に例えば国内の企業だけ有利に扱うとかいう危険があるので、貨物を止め
てから約１カ月なのですが、輸入者側に供託金を払って通関できるという権利を発生させなさいという
規定があります。ですので、特許権の場合には１カ月を経過すると少なくとも輸入者側には通関解放の
権利が発生するということになります。ただ供託金の供託が必要ということです。特許庁長官に意見照
会をする場合にはこれは TRIPS 協定による暫定的な救済だという整理をしていますので、特許庁に意
見照会中は通関解放はできません。専門委員は暫定的救済ではないという整理をしていますので、専門
委員に意見照会をやっていても通関解放はできるということになっております。
ここから実績ですね。これも公表している範囲でという厳しい縛りの中から探してきたものです。こ
れは今年の９月の公表資料の中で、特許権でインクカートリッジがあります。これは先ほど言ったエプ
ソンさんの特許権の侵害物品ということになります。左上にファイザーさんのバイアグラもあるのです
が、先ほど言ったとおり、ファイザーの特許は切れてますので、商標だけでしか止められないというこ
とになっております。
これが古い事例です。平成21年の公表資料の中に、これは犯則事件の資料です。名古屋税関の調査部
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がバイアグラの偽物の事件をやりましたという資料が載っていました。これを見ると商標権だけではな
くて特許権の侵害で告発をした、検察庁に告発をしたとなっていますので、これは実は特許権の部分は
先ほどのファイザーの物質特許ということになります。
私からは以上になります。ありがとうございました。
○司会：ありがとうございます。
次は日本のお役所の発表に対してコメンターとしてご意見を中村合同の熊倉先生にお願いしたいと思
います。あまり紹介する必要はないと思いますが、東大卒業後から銀行に勤めて、その後中村合同に入
所しまして、ハーバードでの留学経験もあり、日本の有名な知財の弁護士として活動をしていただいて
います。では、熊倉さん、お願いします。
○熊倉：熊倉でございます。今回は早稲田の高林先生、それからラードマッハ先生、それからペンシルベ
ニアの両先生にお招きいただきましてありがとうございました。
私は今の税関の方のお話を受けまして、我々当事者としてはどんな感じを持っているかをお話しした
いと思います。
お話の順序としては、１番目は日本の水際がどんなものをカバーするかという話です。２番目はそれ
を受けて一体法律的にどういう性質をもっているのか。３番目はこういう手続きの中でどういう論点が
議論されているか。４番目は一体その論点を判断するのは誰なのかということで、まずは税関長、特許
庁長官、それから先ほどお話に出ていました専門委員ということでございます。最後に結論として、今
後どんなことを考えたらいいかということを若干お話ししたいと思っております。
大変恐縮ですけれども、お手元の資料は日本語になっています。実は本日のプレゼンテーションでは
英語でやるのかと思ったものですから、英語の方をきちんと書いてて、日本語の方はいい加減にやって
おりまして大変申し訳ないのですけれども、ここではそういう意味で英語のパワーポイントを示します。
最初はカバレッジの話ですが、これは先ほど述べられたように TRIPS-PLUS のアプローチでござい

まして、TRIPS が商標、著作権に限定されているのに比べて非常に広い権利が対象になっています。
もう一つは、エキスポート、インポート、両方とも対象にしているという意味で、これも TRIPS をさ

らに広げているということです。この辺は先ほどお話がありましたので省略します。

それから、税関の方のお話のように、この税関の差止認定手続き、侵害品を発見して差し止める手
続きは、法律上の要請に基づいているわけで、これは当然職権で行われます。つまり、行政処分で
あるということが裁判所の司法判断とは違うということです。その場合に、先ほどの、identification

procedure、つまり認定手続きは申立てがなくても税関が見つければ当然に行うという意味で、基本的に
は職権による手続が先ずありますが、ただ、それでは例えば特許であると、あるいはそれ以外の物で

あっても税関には侵害かどうかというのは判断が難しいことが予想される場合、あらかじめ差止申立て
をしておきたいということになります。従って差止申立手続きと認定手続きと２本立てになっているわ
けですね。勿論基本的には職権による認定手続きがまず存在し、それを促進するために差止申立てがあ
り、それが受理された後、実際に製品が入ってきた時にまた認定手続きがあるというような仕組みに
なっていることは先ほどのお話のとおりです。
かつては差止申立てというのは単に職権の発動を促す、お願いするという性質でした。その後の改正
で、権利者の請求権の形になって、権利として規定されることになりました。そういう意味でまずは行
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政権の発動であるということです。その次に、差止申請でも認定手続でも、権利者側と輸入者側は両方
ともそれぞれ意見を出すという手続きは一見当事者対立構造のように見えますけれども、法的な性質
からいうと、これは対立構造ではなくて両方の意見を聞き職権で決定する形ですから、基本的には ex-

parte、非対立構造の手続きであろうと思っております。そういう意味ではアメリカの ITC の手続きは準

司法手続きと思いますが、そういう意味で非常に裁判に近い当事者対立構造になっています。

もう一つの特徴は、日本では税関の決定が最終的な処分であるということです。これに対し、例えば
税関の暫定的な手続きとしてはヨーロッパの手続きがあります。これは税関で差し止めますと２週間以
内ぐらいに、その国の裁判所に侵害訴訟を提起しなければならないということで、極めて暫定的です。
私の経験したある事件では ITC では負けましたが、ヨーロッパでは３つの国の税関で輸入差止の申請

が通りましたが、その結果。３つの訴訟を起こさざるを得ないという大変なことになった訳です。しか
も、そのうちの１つは東欧でございまして、その輸出者、中国の輸出者への送達さえなかなかできない
という、非常に苦労をしたということがあります。そういう意味では日本の手続きは非常に強力である
と同時に、最終処分だという特徴があります。
では、ジュディシャル・レビューはないかといいますと当然あります。これは行政不服審査法による
行政処分についての不服で、その処分自体が妥当かどうかを普通の地方裁判所から始まって見直しても
らう手続きです。一方、ITC の場合のアピールは CAFC という特許等の専門の控訴審に行くという形と
は違います。

それでは、日本の手続ではどのような論点が問題になるのかといいますと、これは ITC と同じで、あ

らゆる特許訴訟で出てくるあらゆる攻撃防御方法が問題になります。当然ながら申立人、あるいは権利
者側としては特許権を特定し、自分が特許権者もしくは専用実施権者であるということを証明し、それ
からその特許が有効に存続すること、これは「有効性」ではなくて、
「有効に存続している」というこ
とを示します。実際に申立てを提出したのはいいが、特許年金を払うのを忘れてしまって権利が消滅し
ていたという事例もあります。こういう主張はほとんど登録原簿から証明できます。次に、特許の侵害
を疎明するためにクレームチャートを出して、それぞれの構成要件が充足されていることを明確にする。
間接侵害の主張もあります。間接侵害などの判断はおよそ税関の手続きには適切ではないようにも見え
ますが、実際にそれが認められた差止例もあります。それから均等論も一応議論としてはあり得ます。
被申立人あるいは輸入者側からは文言侵害の否定からファイルアッパー等の限定解釈、均等論につい
ての抗弁、無効等の反論があります。無効が一番大変ですが、まず公知文献に基づく新規性の否定、進
歩性の否定、サポート要件違反、冒認というようなものが考えられる。当然ながらライセンスを受けて
いる、あるいはその他の同意をもらっているという抗弁があります。消尽の抗弁や特許権では先使用権
という特殊な抗弁があります。先ほど話がありましたが、真正品の並行輸入も日本では一定の条件下
で適用されますので、そういう抗弁もあります。特殊なものとしては、薬あるいはそれ以外のものをリ
サーチの目的で試験研究の目的で輸入する場合、試験研究の中には医薬品の承認手続き、アメリカでい
うと FDA の手続きのために使用するという場合も、日本の最高裁の判決でいえば侵害しないというこ

とになっていますから、それも抗弁になり得ます。特殊なものとしてはプライベートユースがあります。
また、一旦、差止申立てが通った後でもまた別の新しい抗弁が出る可能性があります。先ほどのアメ
リカの事件でも出てきましたけれども、デザイン変更、方法の発明の場合には方法の変更があり得ます。
２番目は、先ほどの試験研究の話ですが、税関の手続きは、アメリカと同じでその「物」についての
手続きですので、ある薬品を輸入するとしても、当初はＡさんが輸入を予定していたので、税関は、Ａ
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さんから意見を聞いたけれども、実際の輸入は今度はＢさんがやった場合はどうなるか。ＢさんはＢさ
んで、別の主張があり得たというような場合に、当初の差止申立ての反論理由の時に尽くされていない
別途の理由が出てくる可能性があります。無効等についても新しい証拠あるいは主張があり得ます。こ
ういうことは差止申請受理後の認定手続きで初めて出てくる可能性のあるものです。
次に、こういった難しい問題を誰が判断するのかということですが、法律上は税関長となっていま
す。税関長は日本に９カ所あって９人の税関長がいます。当然税関長さんが自分でやるわけではないと
いうことになりますが、実際の作業は知的財産調査官が行うことになります。先ほどのお二方はそうで
すし、その中には藤田さんのように所内の弁理士さんがおり、弁理士でなくても非常に長い間知的財産
についての実務の経験をしてきている方がいます。そういった形での専門家がおられますが、それでも
非常に忙しい大変な思いをしてるはずでございます。
前に申し上げたような多種の攻撃防御方法についての議論を全部判断しなければならないということ
で、時間的あるいはマンパワーからいっても税関独自でやるのは非常に難しいということを前提に、法
律はいくつかの手続きを用意しております。
１つは特許庁長官への意見照会。これがよく判らないのです。なぜ判らないかと言いますと、規定上
は「技術的範囲等」については意見照会することになっています。技術的範囲というのは何かというと
クレームの範囲ですね。クレームの範囲の照会を、特許庁長官にするわけですけど、誰が判断するのか
がよくわからない上に、それはもともと特許庁のやる仕事ではないというところがあります。むしろ、
無効の判断であれば判るのですが、特許庁長官がどういうふうに実務的にやっているのかというのがい
ま一つ見えてきておりません。しかもこれは非常に短い期間に、ターゲットとしては30日以内の、判断
ですから特許庁にとっても大変なことだろうと思います。
ところで特許庁には判定という手続きがあります。これは当事者対立構造で、特許庁の審判部が行い
ます。ある物が私の特許権に抵触しているということの意見を特許庁の審判部に求め、３人の審判官が
判断するわけです。ただ、この判定は一種のアンパイヤーで、法律的な拘束力はありません。それに対
する上訴の手続きもありません。したがって、両当事者が判定手続きの結論に任せようよというような
合意をすれば別ですが、それ以外はあまり効果はない、むしろ裁判所へ行ってしまった方が良いじゃな
いかという話にもなります。そういうわけで判定はそれほど多くないのですが、先ほどの藤田さんのお
話でも差止申立時に判定書が提出されてくるのはあまりないだろうというお話でした。こういった判定
手続きは確かにありますが、これは侵害をするかしないかの意見で、権利範囲の解釈等とは違います。
そういうわけで、後で特許庁の長官に対する意見照会をどういうふうに、どういう問題について行っ
ておられるかということを伺いたいと思っております。
その次が、知的財産専門委員への意見照会ですが、この専門委員は３人で担当するとしますと、一人
一人の意見が書面で出されます。その多数決を税関は「尊重」するということが、通達に書いてあり、
その辺は大変面白い手続きではあります。尊重するということは、逆に言うと意見を聞かないでもいい
ということなのか、ということもあります。
実際はこの専門委員というのも非常に負担の重い役割です。多くのケースを担当した佐伯さんという
人は苛酷な手続きであったと言っています。そういう担当者の負担の重さがありますが、全般的に見ま
すと日本の水際手続きというのは比較的効率よく、当事者の利益の考慮、それから透明性、迅速性、そ
ういったものがかなり達成はされています。例えば私自身は、外国企業の依頼で、多くの製品の輸入を
意匠権に基づいて差し止めました。意匠権と製品のジェネレーションが複数あり、それを次々に差し止
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めていきました。それについてその外国企業は大変感激していました。というのは、その企業での各国
代理人の会合があります、香港、中国、マレーシア、シンガポール、アメリカでは、いずれも税関はど
うもうまくいかなかったけど日本だけうまくいったということで、感謝状を東京税関長に差し上げたよ
うです。時間がなくなりましたが、そうは言っても、まだまだ改良の余地があるのではないかと思いま
す。
ちょっと時間ください。先ず、立証のレベルの問題です。実は輸入差止の規定には全部「疎」明によ
ると書いてあります。疎明というのと実際の証拠ないし確証とどう違うのかということに関連します。
裁判所でいいますと、仮処分は疎明で良いということになっています。しかし、日本の裁判所は疎明で
は仮処分をなかなか出さないというか、確信があるまで出さないのです。仮処分は、非常に影響が大き
いですから、法律的には疎明であっても実質的には裁判所は確証がないと出しません。これに対して、
非常に強力な結果が出る水際の措置が、疎明でよいのか、疎明はどういうふうに行われているのか、そ
れで本当にいいのかという疑問があります。JPO の長官の意見については先ほど申し上げました。

次に、それから当事者の立場として考えますと、今日の話には出ませんでしたが、当初の差止申立の

受理、公表に至るまでの「製品の特定の手続き」というのが非常に時間がかかります。これは後で認定
手続きが容易になるという意味では確かに合理性があるのですけれども、ただ、そのために現実に本来
の目的の２カ月とか３カ月の差止申立後の審理期間の前の、受理前の段階で何カ月も使うという可能性
があります。これを何とかもう少し短くする工夫がないかと当事者としては考えております。
第３に、これはあまり大きな声で言えませんが、専門委員の意見の品質を上げるにはどうしたらいい
か。１つ考えられるのは、裁判所の動きと同様に、技術が、広く高度になっていますので、大学の先生
とか企業の人とか、そういった方を専門委員に入れて、あるいは専門委員じゃないにしても侵害の判断
に関与しないにしても、技術の説明等に役立てる手続きはないだろうかと思います。
最後に１つ、もう少し人を集める魅力的な手続きとするには少し専門委員に対する報酬を上げたらと
思っているわけです。
以上でございます。今日はありがとうございました。
○司会：熊倉先生、コメントありがとうございます。
最後のお二人ですが、最初に DC のフィネガンの ITC プラクティスグループの弁護士として長い間仕

事をしてこられました Anthony Del Monaco から始めてもらいます。Anthony には ITC を外から見た弁護

士として、最近の具体的な問題を話して貰います。次に、クァルコムのシニアリーガルカウンセルの

Brett Bachtell です。彼はもともとはエレクトリックエンジニアリングで、その後ミックジャーマットメ
モリでパートナーになり、その後、サンディエゴに引っ越しました。陽光溢れる西海岸です。そして

クァルコムで仕事を３年前に始められたということです。Brett は IPO、ITC 委員会の委員長も務めて
います。それではまずは。Anthony に、ついで Brett にお願いします。

○ Del Monaco：Anthony Del Monaco と申します。フィネガンのパートナーをいたしております。早稲田
大学、ペンシルベニア大学に御礼申し上げます。ITC の話をさせていただき、うれしく思います。私が

申し上げることは個人的な意見であって、クライアントの意見でもなければフィネガンでもないという
ことだけお断りさせていただきます、通例なので。
ごく簡単になぜ ITC が重要なのかの話をさせていただきます。米国でなぜ重要か、それはスピード
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です、地裁より速い、最終的な ITC からの決定というのは16カ月です。IP 法、特許法に関して専門性
がある、ディスカバリーが広範だということ、先ほども話がありました。そして救済、これは排除命令
です。ですから損害賠償ではなくて、ともかく米国に輸入がされないように排除命令をということ、こ
こが救済です。地裁にも似ています。それは特許法、それから連邦法、それから侵害申立て、無効の抗
弁もあります、あとクレーム解釈をいう判事もありますが全員ではありません。デポジションをとる、
それからディスカバリー、鑑定書、それから審理を ALJ 行政判事の前でやります。これは地裁のベンチ

トライアルによく似ています。ただ地裁との違いがあります、ITC との違い。これは先ほども話があり

ましたが、地裁では訴答というのがあります。ITC の場合にはもっと事実の細かい訴答が必要になりま

す。そこではクレームチャート、独立したクレームなど、主張しようと思うのは全部出さなくてはいけ
ない。地裁の場合には救済に損害賠償がありますが、ITC の場合にはオートマティックな差し止め以外

は損害賠償はありません、勝率、地裁では大体３分の１特許権者が勝っています。場合にもよります
が、ITC の場合には特許権者が50パーセント以上勝訴しています。

その他の違いです。弁論の可能性です。地裁、米国において、これは３パーセントです、裁判になる

可能性は。ITC ではこの後審理が行われる可能性は大体35〜40パーセントになります。その他の違いで
すけれども、地裁、これは判事、それから陪審員が決めます。ITC の場合には行政法判事、ALJ コミッ

ショナーです。管轄ですが、DC、地裁は属人です。ITC は対物管轄です、輸入財に関しては対物的管
轄です。ですから輸入会社が実際に輸入されるとどこの会社とかいうことではなくて、ITC が輸入され

た時点で管轄権を持つということになります、対物管轄です。その他、ディスカバリーで違いもありま
す。地裁は30日までディスカバリーに反応することができます。それは延長が可能です。ITC はそうで
はありません、そんなに時間はありません。ディスカバリーのリクエストに対して10日間で反応しなく
てはいけない。場合によっては行政判事が10日は最初のディスカバリーに関しては延長することができ
ます、当事者が合意すれば。ただ典型的なすべてのディスカバリーへの対応は10日間でやらねばなりま
せん。逆にどういうことが言えるかというと、ずっとディスカバリーがたくさんあるということです、

ITC では地裁に比べると。例えば地裁では25インタロゲーションだけですけれども、ITC は175のイン
タロガトリーができるということで、つまり無限定だということです。

弁論までの時間ですが、地裁の場合は提訴から二、三年、ITC ですと９カ月から10カ月です。同じだ

けの量の作業をしても地裁より短い時間で作業をするということになります。国内産業要件はありま

す。先ほども話がありました。コストです。地裁はいろいろです。ITC はコストは大体同じです、少し
多くかかるかも知れません。しかしそれは二、三年かけて払うのではなくて、16カ月で払うということ
です、短いですがコストを払うということです。例です。タイムラインです。ITC の調査です。まず申

立てです。そして ITC で、これで本当に調査を始めるかどうかを決めます。実際に開始しないものも

あります。最初に提訴があってから30日間、その間に調査が始まります。９カ月の期間があって、そこ
で事実、それから専門家のディスカバリーをやります。10カ月で審問が始まります。数カ月すると行政
判事が最初の審理、審決を行います。そして６カ月で ITC の終局審決が行われるというスケジュール
になります。

話をするようにと依頼されたことがありました。それは懸念です。我々の懸念は ITC でどういう懸

念を抱いているのですかということを聞かれました。皆さんが ITC に提訴している申立人だとします。
まずその申立ての準備です、一番のメリットはどれだけ早くこれが被申立人まで行われるかということ
です。ですから情報をできるだけ提訴の前に準備するということです。そうすればアドバンテージを活
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用することができます。クライアントには言っていますが、少なくとも６週間かけて申立てをまとめる
ように、ちゃんとクレームチャートも準備して、輸入に関してのエビデンスを集める、国内産業に関し
てありとあらゆるものを集める、それは証明しなくてはいけないからです。国内産業要件がありますの
で、ITC の場合には。

それからまた事実に関して申立てが正しく、それからどの当事者に対してどこが被申立人なのかとい

うことをはっきり見えるように提訴の前に準備するということを言っています。提訴してしまうと両方
の当事者も同じ時間しかないわけです。皆さんが申立人で自分たちがディスカバリーや文書もみんな備
えているとなれば大変な時間プレッシャーを被申立人にかけることができます、前に進めていくため
に。そして被申立人に対して必要なディスカバリーに関して先手を取ることができます。申立人に対し
てともかくディスカバリーを集めるように、専門家をちゃんと確保するように、必要なディスカバリー
のリクエストを用意するようにということです。実際に手続が始まるとすぐにこの時間が動き始めま
す。そうすると連邦レジスターのところに入ります。そうするとディスカバリーに関してはもう明日に
でもやれるということになります。相手側は10日間で対応してこなくてはいけないので、15とか16の質
問、被申立人は10日間でそれに対する答えを集めてこなくてはいけません。私が被申立人だとしたら
ちょっと今度は違います。もう少し追い付いていかなくてはいけません。まず申立てに対して答えをす
ぐに準備しなくてはいけません。また予測する必要があります。ディスカバリーのリクエストがどうな
るのか、予測をしなくてはいけません。こういうものが答えだろうということを10日間の間に準備する
必要があります、ディスカバリーのリクエストに対して、申立人に関して特に、例えば有効性のこと、
国内産業のこと、これの対応も必要ですし、専門家も確保しなければなりません、被申立人でも。
スピードが速いということ、タイミングが本当に検討しなくてはいけない内容になります。これは申
立人になる予定の時でも、ともかくディスカバリーに対応するには時間がある、それをできるだけ迅速
にやろうと。もし延長することができれば早めに延長して、そして同意を得る。それから延長が認めら
れるように裁判所からしなくてはいけないということです。文書を集めて、それから提出するというこ
と、これは被申立人の時は一番大変な作業です、十分な時間がないといけません。
法学的にきちっと適切なもの、適切な情報を準備し、それをプロセスし、要請されたものをレビュー
して提出するというのは数週間、あるいは数カ月かかるので、できるだけ早く手掛けることが必要で
す。皆さんが申立人であったら一番のメリットはいつ申立ての手続が始まるかということがわかってい
ることです。クライアントには言っています、ディスカバリーはもう準備できた形にしておこうという
こと。手続が開始されたらオフェンスに立てるように、攻勢に立てるようにということです。そしても
し被申立人が文書を出してこなかったら、それを要請できるようにということです。
処分の申立て、これはあまり人気がありません、ITC では。それはどんなにケースが早く動くかとい

うことに関連しています。処分の申立て、ALJ、行政判事が見て ITC がレビューしてということ、これ
は審理の時間を節約するためにあまり時間がない。だからこのような申立てをするのであれば、例えば
略式決定でお願いしますと、経済的なプロングのところでいいということであれば、あるいは逆に略式
決定でこれはとても申立人として満足できないというのであれば経済的なプロングのとこで早く申立て
をするべきであります。ディスカバリーの文書はもし当事者が苦労してる場合、ディスカバリーに必要
なものをなかなか提供してもらえない場合、ディスカバリーの申立ても早くしなければなりません。
もう一つ、これはクライアントによく言うのですが、ITC で。保護命令です。これは自動的にケース

が始まった時点で、開始と一緒に始まります。これは大変厳格です、保護命令は。基本的にクライアン
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トに関して、もう何が起きてるかということを共有できないんです。だからクライアントに前もって
言っておかなくてはいけません、どういう情報だったら見られるのか、どのような情報は見られないか
ということを言っておかなくてはいけません。私が被申立人の側だったら、例えば侵害に関して、ある
ということは言えますが、これが国内産業に関して詳細なことなど言えません、機密であれば。同じよ
うに申立人側の代表をしている場合には難しくなってくるのが詳細の情報を侵害申立てに関して言うの
は難しいです、特に被申立人の情報が機密の場合は。一つ考えるべき ITC の申立てをする時に、これ

はジョイント、協働での抗弁です。ITC での申立てのメリットですが、それは複数の被申立人に対して

提訴できることです。地裁は AIA の時から米国で、あれは2011年、それから複数の被告人ということ
はできないのです、複数の地裁に申し立てなくてはいけない。ITC の場合はいろいろな被申立人に対し

て提訴することができます。逆に皆さんが被申立人だったら、こういった他の被申立人と一緒に作業を
する必要がほとんど要件です。
最近私がやったところ、トヨタに雇われました。トヨタ、BMW、本田、３社はライバルです。でも、

そこは手を携える必要がありました、ディスカバリーの間。それによって前に進めていくためです。

ということで、いろいろな要素を考えなくてはいけません。場合によっては、なぜ私が ITC をやる

べきだと。一番のメリットは何かと聞かれるかも知れません。それは米国で IPR といわれているもので

す。Inter Partes Review です。AIA で私も言いましたけれども、このような査定系ですけれども、2010

年、つまり、これは特許の有効性に関して異議を申し立てることができるんです。IPR が実際にファイ
リングされて、地裁のケース、これは猶予されます。ITC ではあまり起きません。それは非常に早いか

らです。なので、この当事者系があるというところが IPR の場合、ITC と比べるとこれが違うというこ

とですし、ほとんどの場合は被申立人は ITC がファイルされるまではやらないということもあるでしょ

う。だからこれだけの時間を見ていくと IPR のデッドラインを書いてあります。IPR ですけど、これは
最終的にはコミッショナー、ITC のところが最終的な決定をするということになります。そして ITC で

の猶予ということはほとんどすべて認められません。IPR に関してこのような猶予が認められたことと

いうのは IPR がペンディングの後、認められたことは知りません。

ここでは４つのファクター、特にその後の救済が猶予されるかどうかということを書いてあります。

ということで、IPR をファイリングしたいのかどうか決めなくてはいけません。もちろんメリットはあ

るんです、当事者系というのは。また、やらない方がいいという理由もあります。潜在的なリスクが、

IPR のファイリングをする、もし皆さんが被申立人の場合。ITC のところ、これはノーインフリンジメ

ントのクレームの交渉、これに関して十分なものがないということになると、IPR でポジションを提供
しなくてはいけません、先行技術はどうなっているのか、特許はどうなっているのか。しかし、そうは
いっても本当にクレームの解釈、それから非侵害に関してやることができないかも知れないということ
で、相反することが出てきます、非侵害、それから無効、それから技術的なところ、国内産業というと
ころの要件があります。
先ほど申し上げたように、最終的にどうなるか。何かメリットがあるかということは変わってきま
す。もしかしたら最善の先行技術を見つけられないかも知れません、IPR に関してはともかくその特許

を締め出すために何とか先行技術を探そうとします。しかし、IPR をやろうと思うと１カ月か２カ月し
か時間がないと思うと、もう一番いい先行技術だきちんと見つけられないということもあります。

それから被申立人の間で相反する立場ということもあります、複数の被申立人でいろいろなプロダ
クトが出てくる。そうするといろんなやり方が考えられ、それぞれが非侵害のポジションを言います。
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しかし皆さんがクレームの解釈など、無効などに関して自分のポジションをもっても、そうしますと
他の非侵害のアーギュメントができなくなってしまうかも知れません。それから JDG（Joint Defense

Group）、１つの形でやらなくてはいけない。複数の軋轢を生むようなポジションをとらないようにと
いうことで、それだけのことを全部考えてから実際の ITC の調査に間に合わせなくてはいけないとい

うことです。IPR のメリットがどういうものか、もし皆さんが被申立人だったら和解のレバレッジがあ

ります。IPR の場合にはもしかしたらその特許は無効になるかも知れません。ということで、和解のレ
バレッジをもっているということはあります。つまり、申立人とネゴができるということです、ITC の

ケースは。そうなるとなくなるかも知れません。また申立人のポジションをボックスインできるかも知
れないということです。というのも、IPR 申立てで膠着状態になってしまったら、彼らの方が POPR、
パテントオーナーの予備的応答です。それから POR など、ITC ケースが進んでいる間にそういう予備
的応答などもできるということが出てきます。

いくつかのケースをご紹介します。まず、939号のケースですが、この場合、IPR が ITC の調査のファ

イリングの前に行われました。IPR の決定ですけれども、それは ITC が最終的な終局決定をする前に行

われました、侵害という決定の前だったのです。ITC はデッドラインを延長しました。最終的にどう
なったのかといいますと、３本の特許に関してこれは侵害であり、そのうちの１つは IPR で有効とされ

ていたのです。そこで裁量を用いて排除命令に関して、その物に関しては猶予することにしました、そ
の特許に関しては。それによってアピールを待つことにしたのです、IPR アピールを待つということに

しました。しかしながら問題にならなかった他の２本、これは侵害ということなので排除命令が行われ
たということです。945号のケースの場合は違って、IPR は後からファイリングされました。最終的な
ものは ITC が決定してひと月たってからだったのです。その場合当事者、IPR で勝訴した方のほうが排

除命令に関してこれを猶予することを求めましたが、ITC はこれを否認しました。そして、これに対し

て排除命令は猶予して、アピールを待ってということを当事者は言ったのですけれども、CAFC はこれ
を否認しました、認めませんでした。皆さんが申立人の場合には、このシステムは勝つことができるん
です。IPR の意思決定の前に排除命令を得ることができればということです。
以上です。ありがとうございました。

○ Bachtell：皆さん、お待ちいただいてありがとうございます。長い一日ですね。手短かに何とか終えた
いと思っております。私は、Brett Bachtell と申します。クァルコムの社内の法律顧問をしております。

私は実はこのテーマのその他の側面に関心を持っております関係者ということかも知れません。私はこ
ういった事件で10年間クライアントの代弁をしてきました。今日お話ししたいのは ITC が社内の視点

と内部の視点でどういうように受けとめられているのか、我々が被申立人の時なのか、ないしは申立人
の場合どうなのかなどを２つの視点から考えたいと思います。

私は知財、知的財産権所有者の協会である IPO に関わっているのですけれども、今日は、標準必須

特許にも触れたいと思います。この標準必須特許に関して、ITC における申立てがどうなっているの

か、その関係性について触れたいと思います。また、できれば ITC ではまだ状況が固まっていない新

しいトレンドについてご紹介します。例えば私が深く関わったものについてご紹介できればと思ってい
ます。
さて、ITC を２つにあえて分けてみました。まず１つは訴訟前のもの、それから実際にそれがその訴

訟後にどういったインパクトを持つのかということです。実際に訴訟の段階になると当事者にどのよう
― 50 ―

第14回

総合研究機構研究成果報告会

な影響が出るかということを考えたわけです。例えば我々がある申立てをするのかどうか、ITC におい

てするのかどうかを決める前、私は大きな上場企業に勤めているといたしましょう。そうなりますと、
大手の上場企業から見ればコストは非常に大きな問題となるのです。どんな会社にとっても、例えばそ
の特許権を主張するということ、そして訴訟するということはどうしてもコストがかかるものとなりま
す。で、ITC は恐らくそれ以外のフォーラムと比べても非常に高価な場所だと思いますね。Anthony が

言ったようにかなり短期間で行われます。米国の上場企業から見れば、当然株主に対して四半期で財務
諸表、財務業績を発表しなければならない。私はその社内の法律顧問ですから、例えば財務部署の人
だったり、ないしは予算担当の部署に対してこれくらいお金が必要なんですよ、10カ月これだけお金を
くださいと言わなければならない。なかなか厳しく、なかなか受けとめてもらえない。それだけ短期間
でそれだけの金額が必要となるのです。また、それ以外も考えなければならない、上場企業であるなら
ば、株主に対する義務があり、社会に対する義務もあり、従業員に対する義務もあるわけです。皆さん
もご存知かも知れませんが、既に Schill さん、Del Monaco さんのプレゼンテーションがありましたが、

ITC は実はあまり意味をなさないことがあるのです。

アメリカでは映画やテレビなどを見て裁判官が出てくるでしょう。そして陪審員が出てきます。ITC

はそうではない、あくまでも裁判官が司るのです。そして裁判官のルールは違うわけです。しかもワシ

ントン DC だけでやっているのです。しかも非常に秘密裏に行われるわけです。したがって、私の仕事
は何かといいますと、やはりその企業の幹部や、メディア、政府の関係者に対して、そもそも ITC が

何なのかということから始めなければならないわけで、非常に厳しいことなのです。いろんなご質問を
いただきます、皆さんも恐らくご質問があろうかと思います。あれば喜んでお答えしたいと思っており
ます。それが最大の懸念であるわけです。ITC はあまりにも独特、ユニークで、しかも整合性がないと

いうことで、他の法律のマーケットとあまりにも違うので説明ができないのではないかという懸念があ
るわけです。
さて、これは審判前の決定ということでご紹介いたします。地裁の場合は言うなればベンチマークが
既に裁判所にあるわけです。アメリカで言うところの、下院判決を求める申立てをします。そしてブ
リーフを出します。そして結局裁判官の方から、例えば狭くしましょうというふうに促されるわけで
す。そうなりますと当事者としても優先順位を設定します。そしてそのケースを時間の経過とともに評
価しなければならない。それが地裁です。ところが ITC の場合本当に短期間でやらなければなりませ
ん。例えば、実際に訴訟後は裁判所なわけです。Anthony から話がありましたが、ITC が例えば55パー

セントが審理に移行するということでしたね。どうしてか。とうのは、当事者が勝つかどうかわからな
い、裁判にならないとわからないということなんですね。ところが地裁の場合は実際に裁判に至るのは
３パーセントです。というのは、その前に判決もあるということ。そして裁判に向けた審理も準備しな
ければならない。ですので、事前の手続きで大体自分の立場がわかるわけです。ですから私も弁護士と
してクライアントに対して勝率についてはある程度わかるわけなんです。大体和解だったり、ないしは
裁判以外の手続きになります。ところが ITC の場合は非常に短期間で行われ、ペースも速いです。そ

うなりますと、例えば事前のさまざまな決定というものがないわけです。

さて、申立ての準備に関してここで申し上げております。既に２回話がありましたけれども、私の方
からは少し違った形でご説明できればと思っております。アメリカの場合、申立てはその通知、告知相
当であるわけです。こういったデバイスに告訴をしますよということをするわけです。それ以外の詳細
は求められません。ところが ITC の場合は違います。ITC ではさまざまなディテールを提供しなければ
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なりません。それは非常にユニークで、標準的な地裁の事件とは違うわけです。それ以外にも、例えば
顧問の選定ということに触れております。ITC は本当に特化された場所となっております、フォーラム

としても非常に特別なのです。そして、６人、５人、行政法判事によって本当に判決が違うのです。整
合性がないわけです。ですから、その判事によって判決も変わってきます。そうなりますと法律顧問は
その６人の人を全部置かなければなりません。行政法判事が任命されるとすぐに始まります、もう考え
る余裕はありません。ですから法律顧問を選ぶ時には本当に経験豊富な人を選ぶ必要があります。すべ
ての行政法判事に精通した法律顧問を雇う必要があるわけです。
さらなる違いということで、特許の選抜も必要です。実は我々はいろんな特許のポートフォリオを
持っているわけです。地裁の場合、一番気になるのはやはり侵害だと思います。要するに侵害の有無が
一番気になるわけなんです。ですから、被申立人のデバイスを見るということです。ITC の場合国内産

業という話が出ましたね。ITC の場合は、２つあると思うのです。まず実際にそれを実用しているか。
要するに皆さんのデバイスが侵害しているか否かということ、もう１つは投資が必要です、国内に投資
が関わっているかということです。要するに、その技術をどこで開発したのですかと。それもアメリカ
国内で製造していますかということです。それがポイントとなるのです。アメリカの企業から見れば、
それはやはり問題となるわけです。というのは、多くの米国の企業はもはや米国内で製造を行っていな
いという状況があります。したがって弊社の場合は今度は内部でリサーチをするということなのです。
すなわち、特許がある場合、とにかく出願人をちゃんと、出願人としてその技術がどこで開発されたの
かを見ます。日、中、インドでもアメリカでも、その研究開発のチームが全世界にあるわけですね、企
業の場合。そうなりますと社内の従業員にまずインタビューをして、その発明がどこで生まれたのかを
特定しなければなりません。アメリカなのか。もしそうならば、そのエンジニアチームはその時系列に
関わる国内の投資ということで、それでアメリカを管轄法域としてサポートすることができると裏付け
られます。非常にいい特許が侵害されたと。ところが社内のリサーチの結果、いや実はこれは国際的に
開発されたものなんだとなりますと、それも一つの要素となるわけです。その場合は ITC で主張する
ことが難しくなるんですね、これを裏付けるのがなかなか難しくなるからです。

さて、その社内の事前審査とも一緒です。地裁等で、例えばその証人をどうするのか、会社の書類を
語る証人は誰なのかということを考えなければならない。しかし、ここでは会社のストーリーだけの話
ではありません。それを実証しなければなりません。アメリカで投資をしたのだということを実証しな
ければなりません。ですから発明者、そして企業の幹部だけではだめですね。アメリカのケースとすれ
ば普通なのですけれども、それ以外にも全部の関係者です。どのぐらいの投資をしたかを語ってくれる
財務系の人が必要です。また、実際に御社と協力している税関の方々も必要です。ですから、さらなる
層の人々が必要だということです。社内法律顧問にとってはさらなる仕事があります。二、三人の証人
ではなく、社内で10人ぐらいの証人を探さなければならない。会社のストーリーを伝えるために優秀
な証人が必要なのです。また、Anthony からも話がありましたけれども、材料の、さまざまな資料のレ

ビュー、並びに収集です。ディスカバリーの手続きが始まりますと、要するに10日間しかありません。
これはかなり短期間なのです。そうなりますと、とにかく事前に関連資料を特定する必要があります。
その特許に関しては実際に開発にかかったすべての関係者を特定し、すべてのそのプロダクトに関わる
書類もちゃんと事前に把握しなければなりません。時間の猶予がありません。ですからグローバル企業
から見れば、リクエストが来て、皆さんご存知だと思います、アメリカの企業とのやりとりでわかると
思うのですが、その時差はちょっと厳しいですよね。例えばメールを送っても反応が返ってくるまでに
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１日かかります。ところが、ITC ではそんな猶予はありません。10日間しかないんです。ですから、１
日時差のために失うとなると本当に大きなロスとなります。

さて、これは実際に申立て後の話です。例えばサポートの特定ということですが、これはまったく同
じことなんです。要するに、既に事前に誰に質問することができるのかわからなければならない。財務
系の話、技術的なサポート、事前にこういった人々を特定する必要があります。もちろんこれは大変だ
と思います。既にディスカバリーに関しては語り尽くしたと思います。
さて、その保護命令ですけれども、これは実は国際的な法域、管轄とあまり、通常のものではないか
も知れません。ただディスカバリープロセスでわかったことなのですが、要するに相手側がすべてのド
キュメントを提出しなければなりません。それを受け取る弁護士はそれを機密扱いにしなければならな
いということです。これはちょっとアメリカ以外の弁護士から見ると普通なんですよね。要するに、申
立てをすると相手側が我々に対して情報提供してくれるということです。アメリカってそうなんです。
ところが米国の場合非常に狭義な範囲の保護命令となり、これが問題となるわけです。非常に厳しいの
です。例えば、その同じ会社に関して別の訴訟があったといたしましょう。大体はクロスユース合意と
いうものがあります、クロス利用の合意を交すことができます。既にこのドキュメントを他の訴訟で出
してますよね。ですからそれをこの訴訟でも使ってくださいと普通言えます。ところが ITC の場合は

非常に違ったタイプの保護命令を出しておりますので、これは選択肢として提供できないのです。そう
なりますと、同じものを再度提出しなければなりません、違う訴訟ということで。
ボリュームという話がありましたけれども、大手の企業から見れば、場合によっては、そうですね、
1,000万もの文書を出すという場合もあるんです。それもお金がかかるのです。というのは、やはり弁
護士を雇わなければなりません。ですから、まあ１億件ものドキュメントを集め、しかも弁護士を雇っ
て、しかも大型のチームを編成して、１億のドキュメントすべて精査しなければなりません。その結果
1,000万ものドキュメントを我々が見出し、それをサーバで保管しなければなりません。ですから、こ

れがアメリカの訴訟に関する一つの大きなデメリットと言わざるを得ません。

さて、スタッフの関与です。これは社内ではありません。OUII です。第三者が訴訟においては関

わっているのです。ちょっと変わった力学です。申立人、被申立人、そして実は政府の代理人がいるの
です。これはなかなかクライアントに説明が難しいですね。弊社のクライアントもそうなのです。で
も、彼らを関与させなければならないのです。彼らを軽視したと思われてしまうと大変です。政府機関
ですから、当然のことながら、この第三者の政府機関は出張ということに対してもどうしても制限があ
ります。そこでちょっと彼らの都合に合わさなければなりません。弊社はサンディエゴにあります。ワ
シントン DC からサンディエゴは長時間かかります。サンディエゴのホテル室料は高いと、皆さん観光
地として人気があるので、もしもいらしてなければいらしてください。ただ、政府の職員はなかなか大
変なんです。我々のオフィスに近いホテルに彼らは泊まることはできません。
さて、審理、ヒヤリングです。これが最も厳しいといいますか、説明が難しいものだと思っていま
す。といいますのは、行政法判事の中には実は直接その主尋問をさせないことがあるんです。例えば証
人がいたとしても、実はその一週間前に主尋問の質問を事前に出すわけなんです。ですから、実際の審
理になるとライブで証人が答えるのは反対尋問だけなんです。行政法判事によるとそれがいやだという
ことで違ったルールでやるわけです。そうなりますと、その企業代表者としても何が起きてるのかなか
なかわからないわけですね。
さて、もっと早く申し上げましょう。さて、どんなに複雑なのかということをご紹介したいのです
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が、実はさらに大変になるのは、実は第３条の裁判官ではない、地裁ではないわけです。要するに判例
法がある裁判所ではなく、例外を設けているような特別裁判所とやりとりをするわけです。ITC におけ

る標準必須特許なのです。そもそも、その標準必須特許というのはアメリカでもそうですし、全世界的
にもなかなか固まっておりません。
スマホの戦争がサムソンとアップルで行われておりました2013年の事件ですが、サムソンはアップ
ルに対してこの SEP を主張いたしました。で、アップルは侵害したという判決でした。ところが、ITC
が最終決定を出した、確かに侵害したと。その後、60日の大統領によるレビュー期間が設けているので

す、最終判決が出ても。そのレビュー期間の中で当時オバマ大統領は、ITC が iPhone や iPad を禁止し
たことに関して不満を抱いたわけです。サムソンは公平に知財のライセンスを受けていないんだと。要
するに、サムソンは勝ったと思っていました。そして iPad や iPhone の輸入が禁止できると思いました。
これが当時の大統領が反対だと。そこでこのケースは消滅したわけです。

もう本当に多くの人にとって地面が大きな地殻変動のようだったわけです。サムソンはアメリカにお
ける iPhone や iPad の販売が止められると思ったわけです。さて、その標準必須特許に関してはそれ以

降２件しかありませんでした。フジフィルム対ソニーの事例です。９件の特許を主張しました。ソニー
はそこで逆に、実際にそのうちの３件は標準必須特許であると。なので、その標準にとって重要なの
で、適切なライセンスを受けていないのではないかと反対に主張したわけです。行政法判事はその抗弁
に関してはちょっと違和感を覚えたようです。そこでその行政法判事は、標準にとって必須なクレーム
は入っていないと、これに触れて、彼はこのような意見を言ったわけです。今年に入ってフィリップス
社がさまざまな被申立人の訴えたわけです。彼らは特許のラインは何だと。この特許はスタンダードに
則ってやっているものだったと。ところが行政法判事はここでも反対をしたのです。したがって、この
２つのケースにおいて、これは標準にとって必須ではない。したがって ITC においてこの主張は認め
られないということになったわけです。

最後になりますが、ITC の最近の動きをご紹介しております。先ほど申し上げましたとおり、これは

私にとって非常に思い入れのあるものなのですが、実は１カ月前までは、今まで３つしか事例がなかっ
たのです。すなわち、公益の懸念によって輸入禁止が覆ったというのは今まで３件しかありませんでし
た。その実際に公益の基準に関してここでお示ししております。まず巡回裁判所は本当にそういった意
味ではがんばっていると思います、レビューに関しては。その巡回裁判所はこう言っているわけです、

ITC はあくまでも例外措置を否定するのは、実際に重要な医療ないしは福祉のニーズを満たすもの、例

えばエネルギー効率のいい自動車、ないしは医療機器に関してはそれを覆すことはない、今まで３件し

かなかったのです。ところが1984年、ITC は例えば例外措置を拒絶いたしました。これは病院、例えば
火傷の患者にかかる病院のベッドにかかるものだったのです。侵害品だったとしても合理的な代替案が
ない、すなわちその患者はこれを使わないと治療を受けることができないということで禁止はしなかっ
たわけです。
それ以降、今度は原子力研究に関わる機器があり、その輸入なくしてはアメリカにおけるリサーチを
止めなければならないということでした。そこで国としては公益のために継続しましょうということに
なったわけです。1979年ですけれども、これは石油不足、石油危機の時だったのですが、ある ITC の事

案がありました。これが認められてしまうとさらに石油不足が悪化するということだったのです。そこ
で ITC の行政法判事はこの主張を認めないと、石油不足、原子力研究、そして火傷患者の病院におけ

るベッド、これが３件の唯一の公益ケースだったのです。ところが、クァルコムはアップルに対して特
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許権を主張したのです。アップルは結局特許侵害していたと、特許は有効だとなったわけです。ところ
が、行政法判事は、ちょっと慎重に申し上げたいんですけれども、行政法判事は実は iPhone の輸入を

除外しなかったのです。公になっているのはそれだけなのですね。要するに、これは恐らく４日後には
ちゃんとした判断が示されると思います。それについてはわかっているかも知れませんが、語ることは
できません。すみません。発表されたらぜひ読んでください。グローバルな視点から見ても非常に興味
深いと思います。その考え方についても非常に面白いと思いますのでお読みいただければと思います。
非常に興味深いのです。というのは、ITC は金銭的損害は提供していない。要するに、侵害してい

る、その侵害品の輸入を禁止しているわけです。ですから、これらの訴訟のコストですとか、どれぐら
いの労力をもって解決を見出すのか。そして有効な、正当な特許の侵害を特定しなければならないと。
しかも公益に関わることも考えなければなりません。今やホットな議論のテーマとなっています。これ
はやはり ITC にとっても非常に大きな変革のものとなるわけです。すなわち、法域、管轄にとっても

大きなチェンジとなるわけです。ですから今後どうなるのか、ぜひ見守りたいと思っております。とい
うのは、1984年以降こういったことはなかったわけですから。しかも病院、火傷を負った患者のための
病院のベッドだったわけです。これは公益ということはわかりやすいわけですよね。
ところが、今度は技術の開発という局面になっているわけです。これは言うなれば、その訴訟の前面
に技術の開発が出てきており、101条も関わっているわけです。その特許適格性、なぜ苦労しているの
か。もはや例えばその病院のベッドではない、目に見えない、触ることができない高度技術が今や前面
的に出てきていることが問題なのです。
この統計が出てきたのですけれども、ITC の統計です。2017年において技術のプロダクトは実はその

特許侵害紛争で最も件数の多いカテゴリーとなりました。その件数に関して38パーセントがコンピュー
タ、通信関係であり、これは対前年比で８パーセント伸びたということです。さらに６パーセントはコ
ンシューマーエレクトロニクスだったということなのです。ですから、その特許適格性、そしてその標
準必須特許がさらに混乱をもたらしています。そして高度な通信機器、高度な技術が ITC においてす

べて結集しています。状況はまだ落ち着いていないということなんです。したがって管轄法域として今
後どうなるのか、本当に見守りたいと思っております。
特に日本でもテーマだと思いますし、あらゆる所で問題となっているのです。多くの企業は実は国内
での製造を行っていません。それがやはり大きなポイントとなります。ですから、その輸入を禁止する
ということ、ないしは侵害品の輸入にかかる競争、これは世界にとっても非常に大きなテーマなので
す。ですから今後ぜひ見守りたいと思っております。ありがとうございました。
【パネルディスカッション】
○司会：それでは少し時間が長引いてしまいましたので、あと15分、20分ぐらい残っていただければと思
います。質疑応答及びパネルディスカッションをしたいと思います。大変興味深い皆様を集めましたの
で、それではパート２のパネル議論をしたいと思いますので、今会場のセッティングをいたします。も
し、当初にスピーカーの皆さんに質問がありましたら投げていただければと思います。ぜひ皆さんの参
加を募りたいと思っております。
では早速ですが始めたいと思います。Schill さんに質問です。まず議論の冒頭といたしまして ITC の

概要についてお話しいただいたわけでありますけれども、ぜひ具体的なポイントを少しお伺いしたいと
思います。他のアメリカのスピーカーからも言及がありました。特に力関係、IPR についての PTAB と
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の関係であります。ITC ではこういったプロセスは使えないわけです。どういうふうにこの点考えてい

らっしゃいますか。あるいは将来どのように変わるとお考えになっていますか。

○ Schill：ITC としてはいつも羨ましく思っているんです。そのデッドラインを守らないといけないとい

うことですので、理由なくずっと同じ案件に残るということはできないわけです。ですので、IPR の関
連で何らかの変更があるというふうに思っています。

○司会：簡単で短い答えをどうもありがとうございました。何かこの点でご質問ありますか。あまり議論
したくないかも知れませんが。
○ Del Monaco：そうですね、確かに大変であり、厳しいです。というのは、どちら側に立ってるかとい
うことでわかると思います。どちら側の人間なのかによって変わるわけです。我々は被申立人であるな
らば、とにかくその特許を無効化したいわけですよね。でも、その権利を主張するのであるならば、も
ちろんその特許が無効になっては困るわけです。ですから引き延ばしをやっても困ります。したがって
どの立場にあるか、何をしたいのかによって変わるわけです。会社としてはいろんな特許があります。
質の高いものばかりだと思っています。一番気になるのは何かというと知財のストラクチャーがちょっ
とシフトしているということだと思います。これに関しては何時間もかけて議論することができるので
すが、知的財産権というのはつい最近までは違ったスタンダード、裁判所とは違ったレビューのスタン
ダードを提供していたということだと思います。その知的財産に関しては違ったスタンダードをやって
いたということですが、そのバランスがとれれば、そして IPR 系のケースが増えれば状況が変わるかも

知れません。どちら側に立っているかで変わると思います。

○司会：ありがとうございます。それでは Linn 判事にも短くインプットをお願いします。Brett さんが
おっしゃいました Spansion のケースです。1その判決に関して、その他の ITC の決定に関してごらんに

なっていらっしゃったと思うので、ちょっと Anthony からも話がありました地裁と、それから ITC の提
訴の違いという話もありましたので、連邦巡回区控訴裁判所の判事として、Spansion を決めた場合には

議論はたくさんあったのですか。こっちのやり方でやろうとか、あるいは eBay に少し ITC の意思決定

で少し余裕を与えようとか、何かそういうことはあったのでしょうか、予測されたのでしょうか。あと
一般的なアセスメントもお願いします。ITC の方が地裁をレビューするよりももうちょっと違和感がな

いと思われますか。

○ Linn：はい、ありがとうございます。そうですね。まずちょっとコメントを何点か申し上げたいと思
います。実はこのディスカッションの中身に私は賛同いたします。 ITC は大変重要なフォーラムとなっ

て、特許の紛争の解決にあたっておられます。十分皆さん注目するべき場所だと思いますし、決して軽
視してはならないと、その事案の事実認定によっては非常に魅力的な方法かも知れません。地裁に申し
立てるよりも魅力的かも知れませんし、そのタイミングもそうですし、またその救済に関してもそうで
す。ですからぜひ知識を深めていただきたいと思いました。

1

Spansion, Inc. v. Int l Trade Com n, 629 F.3d 1331（Fed. Cir. 2010）.
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さて、その巡回区控訴裁判所におけるレビューなんですけれども、地裁の判事は本当にすばらしい仕
事をするので、私は時折本当に感服するのです。本当に地裁の裁判所は非常にいろいろなケースの件数
が多いにもかかわらずということなんです。そういった意味では、地裁はその特許に関してもかなりい
い仕事をしていると思うのです。実は専門知識が、例えば特許技術関連で欠落しているにもかかわらず
がんばっていると思います。
さて、ITC の行政法判事は実は逆に、本当にこの分野の専門家であるわけです。特許法の概念にも長

けているし、知識もあり、法律もわかっている、ちゃんとわかっている方々なのです。すべてのイッ
シューに関して、すべての要素をちゃんと評価しなければなりません。彼らの意見というものは場合に
よっては数百ページの長いものになるわけです。ですから、それも本当に讃えたいと思います。行政法

判事があれだけディテールに満ちた仕事をされていること、それを私は讃えたいと思います。非常に長
い意見書ですので、なかなかレビューが難しくなります。しかしながら、その意見の質というのは十分
バランスのとれたものとなっていると思います。
さて、Spansion ですけれども、これは非常に面白いケースだなと思いました。その結果ですけれども、

あれは正解であり、非常に有益だったと思っております。自分で読みました数年前のこのケースに関し
て、実はクリアな結果だったと私は思っています。
○ Schill：私は先ほど短い答えをしたので、恐らく私自身でもう少し明確にすべき前提があったと思いま
す。ITC は当然ながら法的に義務が定められているわけです。できるだけ実務的に短い期間で判断をし

なければいけないといわれておりますので、ITC はできるだけ延期を無期限でやるというよりも、継続
したいというふうに思うわけです。

○司会：では少し日本側の議論をしたいと思います。坂田さんにお聞きしたいと思いますけれども、ITC
についていろいろ聞いて、当事者側は大変とか、専門家はすごくきちんと話したいとかいう話があった
のですけれども、日本は水際措置、今の制度はあるのですけれども、特許権の侵害も税関の仕事の範囲
としているところで、その時に ITC みたいな措置や、ITC みたいなところを作ろうとか思ったことがあ
るか、これから作ってもいいかなという個人的な意見はいかがですか。

○坂田：難しい質問をありがとうございます。まず、財務省から来ているのですけれども、公式的な見解
と取らずに、あくまでも個人的な意見というところですが、まず初めに、本日 ITC の話を聞かせてい

ただきまして、日本とアメリカは制度が違うと。それぞれいいところを見つけながら進めていく必要が
あるのかなと考えております。ITC のような内部的な機関を設立する考えというのはこれまではありま

せんでした。今後あるかというと、ちょっとそこまで私は考えていなくて、ただ、そういった意見も含
めて、いろいろ意見をいただいて、制度改善までは難しいと思うのですけれども、日本の制度もよりよ
い姿に改善していくということをしていきたいと考えております。
○司会：ありがとうございます。熊倉先生のコメントに対して、専門委員の報酬を高くしたいとか、もう
ちょっと期限を遅くしたいとか、それに対して坂田さんはどう思いますか。
○坂田：一番印象に残ったのは専門委員の報酬が非常に安いというところだったのですけれども、これは
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実は個人的な意見として私もそのとおりだと思っておりますが、なかなか難しいとは思います。専門委
員の先生方には責任もって、非常に責任感をもって一所懸命やっていただいていると考えております。
ただ改善点もあるとは思いますので、そういった改善点を引き続き受け入れながら進めたいと考えてお
ります。
○司会：ありがとうございます。藤本さんに聞きたいのですけれども、さっきおっしゃったとおりですけ
れども、その専門委員は侵害があるかどうか、無効であるかどうか、非常に大事な役割なんですけれど
も、45人の中で基本的に学者１人、弁理士１人、弁護士１人を選んで決めてもらおうというような制度
なのですが、どうやって誰が専門委員になるかを決めますか。利益相反がないように順番に決まったり
とか、その方がいいかどうか、どういう決め方がありますか。
○藤本：専門委員の決め方なのですが、１番はまず利害関係があるかどうかを確認しています。当事者か
ら利害関係の有無を確認し、あと専門委員の方からも利害関係の有無を確認します。その上で専門分野
を考慮して３名、または５名の専門委員を決定します。
○司会：順番になるということですか。
○藤本：専門分野の方が重要ですね。
○司会：わかりました。それも結構自動的に決まるのが専門分野だと、飯村さんとか設楽さんとか、何か
そういう専門の。
○藤本：今ですね、元知財高裁の設楽先生とか飯村先生も専門委員に入っております。ですので、今後の
話なのですけれども、すごいいい案件があったら先生に依頼しようと思っています。
○司会：なるほど。では、ちょっと熊倉先生にお願いしたいのですけれども、当事者というか、特許権利
者に対して結構有利な仕組みであるというふうに理解していまして、無効はあまりきちんと主張できな
さそうな制度とか、ということなんですが、それなのになぜ案件はそんなに多くないのでしょうか。
○熊倉：まず当事者、権利者側に有利というのは時間の関係では権利者側は準備した上でやります。これ
に対し輸入者は非常に大変だろうと思いますが、そうだからといって、拝見している限りでは相手方も
十分準備して反論は出していますので、それ程バランスがとれていないということはないと思います。
では、事件が少ないのはどうしてかというと、やはり税関の処分は最終的なものですが、特許について
無効であることなどの正式な争い方は、例えば特許庁での無効審判、あるいは裁判が起きたときの抗弁
ということですから、税関の判断が、他の機関の判断を拘束するわけではありません。したがって、本
当の意味での紛争が予想される時は裁判所に行こうとか、特許庁に行こうとかいうビジネス判断がかな
り強いはずです。しかも今裁判所は仮処分が８カ月ぐらい、地裁の１審の侵害事件で、10カ月から12カ
月になっているし、実際そのぐらいの短期間で動いていますので、そういう意味ではあんまりタイムラ
グがありません。私が先ほど申し上げた税関での事前の打ち合わせが長過ぎると言ったのは、それを入
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れると裁判所とあまり変わらなくなってしまうということです。いずれにしても最終的な解決に必ずし
もなっていないものの、ただ輸入を止めてしまったらそこで輸入者側が手を挙げざるを得ない、ギブ
アップせざるを得ない実態はあります。
○司会：わかりました。ありがとうございます。あと３分以内で質問とかを受け付けたいと思いますが、
ご質問があったらどうぞ。お名前と質問を短くお願いします。
○関：熊倉先生にちょっと伺いたいのですが、熊倉先生のレジュメを拝見しますと、被申立人、輸入者の
あらゆる抗弁として、無効の抗弁を挙げられていて、そこのところに、ただし無効事由の有無は税関は
判断しないと書かれています。ただ、専門委員の意見照会をするときは、専門委員は特許権侵害する、
しないという意見を出すときにその辺を判断しているのではなかったかなと思うのですが、いかがで
しょうか。
○熊倉：すみません、それは書き方がよくなかったと思います。要するに、税関の決定の中で無効の論点
は判断の前提にはなるものの主文にはならない、という意味です。当事者も十分に無効の議論をします
し、それを税関の方も考えた上で認定します。結論として言うと、先ほど申し上げたように、権限の性
質上特許庁のように無効とは言えないせいだと思うのですけれども、主文の中にはそこら辺は出てこな
いと、そういうことでございます。書き方がよくなかったと思います。
○関：あと１点だけ、熊倉先生からすると、輸入者側が無効の抗弁を主張することは効果的ですか。
○熊倉：事件によりますが、必ず出てくる主張で、効果的だと思いますけどね。
○司会：じゃあもう１件。はい、どうぞ。
○原田：原田といいます。坂田知的財産調査室長にお伺いしたいのですが、ITC の場合、申請の要件とし
て国内産業を、米国内で国内産業をしているということが実施要件にあるのですが、日本の特許権侵害

の申立てのところで、日本で産業を実施しているというのは要件になっていないのですよ。そうなって
くると一番私今中国が日本の特許権でもすごい勢いで特許取得しているのが今現実にある中で、例えば
パテントトロールとは言いませんが、中国が、日本ではまったくそういう国内産業をしておらず、日本
で特許権を用いて差し止めをしたときには、それは OK になるのでしょうか。それは ITC と大きな違い

になっているのではないかと思っているのですが、その辺ちょっとお伺いを。個人的見解で結構なので。
○坂田：私の知っている範囲ですけれども、ご指摘のとおり、今、日本では ITC と違って、国内の権利
者だけでなくて国外の権利者もということになっております。今後、将来的にはその部分を考えていか
ないといけないのかなとは思うのですけれども、現時点では内部だけではなくて、国外の権利者の方に
ついても考えて、内外権利者を差別しないようにというところが基本的な考えにはあるかとは思いま
す。ただ、今ご指摘のとおり、例えば中国の話が出ましたけれども、今後どうしていくのかというとこ
ろについては、問題点を指摘していただいた上で検討は進めていく必要があるのかなと個人的には考え
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ております。
○司会：まだまだ質問がありそうですが、時間がなくなってしまいました。それではぜひ一緒に登壇者の
皆さんに感謝の拍手をお願いいたします。
それでは最後に早稲田大学及びペンシルベニア大学の方から締めのお言葉をいただきたいと思います。
○バルガネッシュ：クリストフさん、ありがとうございます。バルガネッシュと申します。ペンシルベニ
ア大学の法学院で、Center of Innovation of Competition ということで、今回のイベントの共同主催者で

あります。最後締めの言葉を申し上げたいと思います。

ペンシルベニア大学は実は３年前にこの早稲田法学部との共同事業に始めました。共同開催というこ
とですが、我々はできるだけ実態的な会話をアメリカ側、日本側の弁護士、判事、あるいは学会の中で
行い、重要なことを比較しながらお互いから学びたいと考えてきました。今回のシンポジウムも昨年
来、また数年にわたって大成功裏に行われました。アメリカは今現在政治的にもいろいろと攻撃をされ
ておりますが、このようなコメンテーター、発表者、そしてモデレーターと、すばらしい、大変しっか
りと会話をして、相互理解することの有効性を実感して、大変うれしく思っています。今後も早稲田大
学との全面的協力関係を長く続けていきたいと思っています。ありがとうございました。
○高林：短いコメントを最後にさせていただきます。本日は１時から始まった長丁場の半日のプログラム
でしたが、日米の違いもよく分かる大変充実したシンポジウムだったと思います。先ほどバルガネッ
シュ先生からも来年も共催したいとの力強いお言葉をいただきました。来年も早稲田とペンシルベニア
大学とでこのような日米のシンポジウムが行えればと思います。
本日はコーディネータの第一部の中山先生、第二部のラーデマッハ先生、それと各登壇者の方々、大
変ありがとうございました。
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