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米国特許制度トピック

─米国ニューハンプシャー大学ロースクールの紹介と共に─
審査第三部医療

関 景輔

抄録

筆者の滞在している米国ニューハンプシャー大学ロースクールの概要と、米国特許制度の最
新トピック（特許付与後レビュー制度、特許適格性、パテントトロール問題）をご紹介します。

1. はじめに

2. ニューハンプシャー大学ロースクール

現在、特許庁の知的財産制度外国研修制度 1）を利

（1）ニューハンプシャー州

用して米国のニューハンプシャー大学ロースクール
（旧フランクリンピアース・ローセンター）で主に

筆者の滞在先であるロースクールは、自然が豊か

特許関連法制度の研究活動を行っています。この度、

なニューハンプシャー州の州都コンコードにありま

特技懇誌から機会をいただきましたので、滞在して

す。州はアメリカ東海岸に位置しており、カナダと

いるロースクールの概要と 、米国特許制度の最新

国境を接する人口約 130 万人の小さな州です（図 1）。

2）

トピック をご紹介します。
3）

米国は今、立法、行政、司法がそれぞれ特許制度
のバランスを模索しています。本稿では、基準が揺
れ動く特許付与後レビュー制度と特許適格性の問
題、そして社会的な議論となっているパテントト
ロールの問題を取り上げます。
本稿が米国特許制度に関する理解の一助となれば
幸いです。なお、意見に関する部分は私見に基づく

コンコード

もので、特許庁の見解を代表するものでない点にご
留意ください。
図1

米国ニューハンプシャー州と州都コンコード

1）特許庁では、国内外の先端技術や知的財産法を学ぶための様々な研修制度が整えられています。その一環として海外での長期研修制度
が用意されており、知的財産制度外国研修制度はその一つです。
2）米国のロースクールについては、過去に多くの方が報告されていますので、本稿では簡単に紹介します。野仲松男「ワシントン大学留
学記〜本ではわからないことを経験しよう〜」特技懇 No.239，p59-66（2005）
；福田聡「知的財産留学」特技懇 No.229（2003）
；本校につ
いては、酒迎明洋「米国ロースクールの風景〜日本の法科大学院との比較から〜」三宅・山崎法律事務所 HP（2012）
3）特技懇誌 259 号（2010）に米国の知的財産制度が特集されています。澤井智毅「米国雑感」、服部健一「米国特許法改革案の変遷と現状」、
山口洋一郎「米国における知的財産関連の重要判例」など。
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が一般的で、弁護士資格を得た後に LL.M. に進む

人が非常に少ない地域で、ロースクール内で日本人

ことは稀です。一方、LL.M. は、母国で法学位を有

は筆者のみです（2016 年 3 月末時点）。州の歴史は

しているなど特定の条件を満たすことで司法試験の

古く、
合衆国が建国された際の13の植民地の1つで、

受験資格が得られるため、LL.M. は留学生の比率が

マンチェスターやドーバーといったイギリスと同名

高くなっています。

の都市があることにもその名残が見られます。日本

本校は、知財教育で有名なフランクリンピアー

との関係では、日露戦争の講和会議で舞台となった

ス・ローセンターが 2010 年にニューハンプシャー

ポーツマスが有名です。

大学に吸収・改称されて誕生しました。学生は全体

四季がはっきりとしており、夏の気候は穏やかで

で 250 人ほどの小規模なスクールです。
校舎は外周徒歩 10 分ほどの大きさ、3 階建てのモ

多くの観光客が押し寄せます。一方で、緯度の高さ

ダンな建物で閑静な住宅地にあります（図2）。スクー

から冬はまさに極寒で、マイナス 25℃を下回るこ

ルのあるコンコードは州都ながら人口 4 万人ほどで

ともあります。真冬の停電で街がパニックになった

小さな街です。また、合併先の本校舎のキャンパス

こともありました。

は車で 40 分ほどのダーラムという街にあるため、

同州は日本ではマイナーですが、アイオワ州の党

ロースクールはぽつんと離れています。

員集会に続いて大統領予備選挙が全米で最初に実施

旧ローセンターは 1973 年に特許弁護士でマサ

されることから注目を浴びます。2016 年 2 月に行

チューセッツ工科大学教授のロバートラインズに

われた予備選では、著名な候補者が足を運んで白熱

よって設立されました。知的財産法のスペシャリス

の舞台となりました。

トを養成するための知的財産修士（MIP：Master of
Intellectual Property）のコースを米国で初めて設
置したことで知られています。

（2）
ロースクール概要

LL.M. は法学位や同等の資格を有していることが
米国の大学には法学部に相当する学部がありませ

基本的な入学要件ですが、MIP は理系の学位保持

ん。ロースクールは大学卒業後の専門職大学院とし

者を対象としています。本校の LL.M. と MIP の学

ての位置づけです。司法試験の受験資格が得られる

生は例年、合わせて 10 〜 20 人程度です。

JD（Juris Doctor、法務博士）と呼ばれる 3 年間の
過程や、その後に専門知識を深めるための 1 年の修

（3）科目

士課程として LL.M.（Master of Laws、法学修士）
が設けられています。

本校は設立経緯から、知的財産法の教育に特色が

米国の学生は JD の修了後すぐに職を求めること

あります。特許法、商標法、著作権法といった基本

図 2 ニューハンプシャー大学ロースクール外観
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白人が 94%を占めアジア人は 2.5%ほど、特に日本

的な科目の他、知財マネジメントや途上国への技術

と読むスタイルは一見非効率ですが、これは整理さ

移転・開発問題、出願・訴訟実務などバラエティに

れていない情報から論点を見つけ出して結論を導く

富んでいます。特に、実務的な教育を重視している

力を養う訓練になっているそうです。

ため、特許のクレームや明細書を作成する特許実務
のコースなどもあり、個別の知財領域を深く学べる

（5）多様な学生

ようになっています。
他にもクリニックと呼ばれるミニ法律事務所が校

JD の大半は米国の学生ですが、LL.M. と MIP を

内に設置されています。代理人資格を持つ教授のア

含めバラエティ豊かなバックグラウンドを持つ学生

シスタントとして実際に米国特許商標庁（USPTO）

が世界中から集まってきます。本校の留学生は、国

に出願したり、裁判所で訴訟業務を行うなど実務経

籍・地域別には、中国を筆頭にアジア系が最も多く、

験を積んだりするプログラムがあります。また、エ

中南米が続き、欧州の学生は少なめです。知的財産

クスターンシップやインターンシップとして法律事

法を専門とする米国外の弁護士や実務家が留学生の

務所や企業で実務を経験する機会も用意されていま

多くを占めます。

す。また、外部から専門家を招いて知的財産に関す

法は言葉、ということもあり他国の学生とは言語

るセミナーも不定期に行われています。

の違いがよく話題になります。非英語圏の学生に

LL.M. では MIP で受講可能な科目に加えて司法

とって英語は永遠の課題ですが、「どうやって英語

試験の受験に必修な JD の科目を一部履修できると

を学んできたのか？」と各国の学生に尋ねるのが筆

いう点に違いがあります。多くの科目は JD の学生

者の半ば習慣になっています。残念ながら魔法の上

と LL.M. や MIP の学生が混じって受講します。

達法はないようですが、どの国の学生も共通してと
かくアウトプットの機会が多かったようです。また、
他国の学生は英語の文法が多少誤っていても堂々と

（4）
クラス

話します。「英語はスポーツ、訓練あるのみ」とい
各授業は少人数制で（知財系科目では 10 〜 20 人

う友人の言葉は金言かもしれません。

程度が多い）
、きめ細かな指導が行われます。裏を
返すと、
教授が学生の顔と名前をすぐに覚えるため、

3. 米国特許制度トピック

指名される確率が高まります。日本のようなレク
チャー型の授業の他、ロースクールに伝統的なソク

判例法主義の米国では、先例は当事者を拘束す

ラティックメソッドと呼ばれる教授と学生による対

るのみならず法として機能するため、新しいルー

話型の授業があります。特に誰が指名されるか分か

ルが次々と司法によって形成されていきます 4）。米

らないコールドコールを採用する授業では、準備の

国の制度は確立していた基準が一事件の判決によっ

負担が大きくなり、学生には大きなプレッシャーが

て一変するダイナミックさと不安定さを内包して

かかります。

います。

ロースクールのテキストは、トピック順に判決が

米国の連邦最高裁判所は、ここ十数年の間で、特

みっちり書かれた判例集が一般的です。課題の読書

許事件を積極的に取り上げるようになりました。

量は圧倒的で授業以外の時間は図書館などで黙々と

2006 年以降、この 10 年で 22 件もの判決がなされ、

机に向かうことになります。羅列された判決を延々

2016 年 3 月末時点で 4 件 5）が係属しています（表 1）。

4）英国で発展してきた判例法では、判例が法の枠組みを形成します。制定法は一般に判例法主義でも判例法に優先しますが、あくまで判
例法の整理や修正という位置づけです。端的には、判例法は制定法がない部分を埋めています。また、判決の理由部分のうち、拘束力
がある部分をレイシオ デシデンダイ（ratio decidendi ）と言い、拘束力のない傍論（オビタ ディクタム obiter dictum ）と区別されます。
上級審の先例は管轄の下級審を拘束します。
5）係属中事件のうち 3 件は特許で、1 件は意匠に関する事件です。米国で意匠は特許の一部であるため（意匠特許・デザイン特許）、特許事
件の一覧に含めています。
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関連法（注）

最高裁判所事件

特許適格性（§101）

自明性（§103）

Bilski v. Kappos（2010）

機械又は変換テストがビジネス方法の特許適格性を判断する唯一
の基準であることを否定

Mayo v. Prometheus（2012）

医薬投与量を好適化する方法の特許適格性を否定

AMP v. Myriad（2013）

単離天然 DNA の特許適格性を否定

Alice v. CLS Bank（2014）

Mayo 判決の特許適格性の 2 ステップテストを一般化

KSR v. Teleflex（2007）

自明性の判断手法を柔軟化（教示・示唆・動機（TSM）テストに限
定されない）

直接侵害・誘導侵害
Limelight v. Akamai（2014）
（§271（a）（
, b）
）

明瞭性は「合理的な確実性（reasonable certainty）
」の基準
・誘導侵害（induced infringement）は直接侵害の成立が前提
・方法発明の直接侵害の要件は、原則単一の者が実行

Global-Tech Appliances v. SEB 誘導侵害は、特許の存在を信じながらその認識を意図的に回避す
（2011）
る行為「故意の無知（willful blindness）
」の基準で成立
Commil v. Cisco（2015）

特許が無効との誠実な信念は誘導侵害の抗弁として無効

米国外への構成部分
の 提 供 に よ る 侵 害 Microsoft v. AT&T（2007）
（§271（f）
（1））

コピーを前提としてソフトウェアを記録したマスターディスクは
271 条（f）
（1）に規定される「構成部品」に該当しない

特許有効推定規定
（§282）

有効性が推定される特許の無効立証基準は、
「明白かつ説得力のあ
る証拠（clear and convincing evidence）」

差止命令（§283）

Microsoft v. i4i（2011）

eBay v. MercExchange（2006） 終局的差止命令の基準を厳格化

弁護士費用（§285） Octane v. ICON（2014）
Highmark v. Allcare（2014）

・弁護士費用の敗者負担の基準を緩和
・控訴審での弁護士費用認定のレビュー基準引き上げ

バイドール法下の
特許権帰属（§200, Stanford v. Roche（2011）
§202,§261）

バイドール法の下、連邦政府資金でなされた発明の特許権は、譲
渡されない限り雇用主ではなく発明者に帰属

権利の消尽
（判例法）

Quanta v. LG Electronics
（2008）

・方 法クレームの特許権は、同方法を実施した製品の販売によっ
て消尽
・クレームを実質的に実施する構成部品の販売でも特許権は消尽

Bowman v. Monsanto（2013） 販売された特許対象種子から得た次世代の種子は消尽の対象外
権利満了後のロイ
ヤルティ
Kimble v. Marvel（2015）
（§154（a）
（2））

特許の権利期間が満了した後にもロイヤルティの支払義務を課す
契約は、特許法の趣旨に反し無効（判例維持）

確認訴訟
MedImmune v. Genentech
ライセンス契約下でも、ライセンシーは対象特許の無効確認訴訟
（訴 訟 手 続 法 28 U. （2007）
を提起可能
S.C.§2201（a））
確認訴訟では、ライセンス契約の有無を問わず侵害の立証責任は
Medtronic v. Mirowski（2014）
特許権者側
裁判管轄
（訴 訟 手 続 法 28 Gunn v. Minton（2013）
U.S.C. §1338（a））

州裁判所は連邦法の特許法が関連する弁護過誤の問題に対する事
物管轄権を有する

事実認定基準（連邦
民 事 訴 訟 規 則 §52 Teva v. Sandoz（2015）
（a）
（6））

事実問題を含むクレーム解釈について控訴審でのレビュー基準を
de novo 基準から clear error 基準に変更

当事者系レビュー
・クレーム解釈基準「最も広く合理的な解釈（Broadest Reasonable
Cuozzo Speed Technologies v.
（§314（d）,
Interpretation）
」の妥当性
Lee（係属中）
規則 §42.100（b））
・司法で審理開始決定を見直す権限の有無

Halo v. Pulse（係属中）
Stryker v. Zimmer（係属中）

故意侵害の認定基準「客観的無謀さ（objectively recklessness）」テ
ストの妥当性

意匠特許の侵害に
対する追加的救済
Samsung v. Apple（係属中）
（§289）

製品の一部のみに適用される意匠権の侵害で損害賠償額の限度を
製品全体の利益総額とすることの妥当性

故意侵害（§284）

（注）法典の表示がない場合は、特許法 (35 U.S.C.) を指します。
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表 1 直近 10 年間（2006 年以降）の特許関連の連邦最高裁判決と係属中事件（2016 年 3 月末現在）

特許要件に限っても、特許適格性に関する一連の

Board：PTAB）で審理されます。最終決定は、審

Bilski 判決、
Mayo 判決、
Myriad 判決、
Alice 判決（2010

理の開始から原則として 1 年以内と法定されてお

年、2012 年、2013 年、2014 年）、非自明性に関す

り、結論を得るまで数年かかる裁判や当事者系レ

る KSR 判決 （2007 年）
、明瞭性に関する Nautilus

ビューに代わって廃止された当事者系再審査（平均

判決 （2014 年）と重要な判決が目白押しです。

審査期間は約 3 年間 12））に比べて迅速な手続きが保

6）

7）

米国では現在、制度の屋台骨とも言える特許性の

証されています 13）。また、限定的ながら証拠開示手

基準が大きく揺らいでいます。特に、
（1）2011 年

続のディスカバリーも認められ、和解も可能である

の改正米国特許法（America Invents Act：AIA）で

ことから訴訟に近い側面を有しています。

導入された特許付与後のレビュー制度と、
（2）連邦
最高裁判決で基準の境界が曖昧となった特許適格性

（b）申立の動向

の問題が主な震源です。

当事者系レビューの前身である当事者系再審査

また、
（3）制度を悪用するパテントトロールは長

（inter partes reexamination）の総請求件数は、制度

期の社会問題となっています。

導入から廃止される 2012 年までの 13 年間で 1,919
件でした 12）。一方、当事者系レビューについては、
運用が開始された 2012 年 9 月 16 日から 2015 年 12

（1）
特許付与後のレビュー制度

月末までのわずか約 3 年半で、請求総数はすでに
3,953 件と当事者系再審査を遥かに凌ぐ勢いで利用

（a）制度の概要
2011 年の AIA で特許の有効性を迅速かつ安価 8）に

が飛躍的に進んでいます（図 3）14）。USPTO が長官

争う手段として特許付与後レビュー制度が導入され
ま し た。 制 度 は 付 与 後 レ ビ ュ ー（Post Grant
Review：PGR）と当事者系レビュー（Inter Partes

2000

Review：IPR）
、ビジネス方法特許に対するレビュー

1500

（Covered Business Method：CBM）に分けられます 9）。
付与後レビューの請求は特許発行後 9 ヶ月間に限

1000

定されますが、ベストモード要件を除く全ての無効
500

理由を争うことができます 10）。当事者系レビューは
付与後レビューの継続中でなければ 9 ヶ月経過後い

0

つでも請求できる一方、無効理由は刊行物又は特許

2013

2014

2015

による新規性と自明性に限定されています 11）。
当事者系レビューと付与後レビューはいずれも

図 3 当事者系レビュー（IPR）の申立件数年度推移
（USPTO HP より）

USPTO の 審 判 部（Patent Trial and Appeal

  6）KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc ., 550 U.S. 398（2007）.  
  7）Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc ., 134 S. Ct. 2120（2014）.
  8）特
 許付与後レビューの代理人費用等を含む総平均コストは 35 万ドル（約 4,000 万円）と高額ですが、特許侵害訴訟の 60〜500 万ドル（約
6,800 万円〜約 5.7 億円）に比較すると安価です（AIPLA「2015 Report of the Economic Survey」38 ページ）。一方、USPTO への基本
手続料金は当事者系レビューで 2.3 万ドル（約 260 万円）、付与後レビューで 3 万ドル（約 340 万円）と日本の無効審判（49,500 円＋（請
求項の数× 5,500 円））や特許異議の申立て（16,500 円＋（請求項の数× 2,400 円））に比較するとかなり高額です（2016 年 3 月末現在、
各庁ホームページより）。
  9）CBM は、請求理由や請求期間等の点で付与後レビューに類似した時限付の手続であるため、本稿では説明を省略しています。
10）米国特許法（合衆国法典第 35 編（35 U.S.C.））§321（b）,（c）.
11）35 U.S.C.§311（b）,（c）.
12）USPTO inter partes reexamination historical statistics（2015 年 7 月 8 日）.
13）35 U.S.C.§316（a）
（11）
；35 U.S.C. § 326（a）
（11）.
14）USPTO 審判部ホームページ：AIA Trial Statistics
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特許の無効について審理で実際に争った理由だけで

たとコメントしたほどです 15）。

な く、「 合 理 的 に 挙 げ る こ と で き た（reasonably

当事者系レビューの利用が進んでいる背景には、

could have raised）理由」についても別途の審判や

準司法手続ながら訴訟に比較して速く低コストで結

訴訟で争うことを特許法上、明文で禁止されていま

論が得られる点や、審判官が法曹資格を持ち技術専

す 21）。付与後レビューは当事者系レビューと異なり

門性が高い 16）という信頼感があります。これに加

請求理由が幅広いという特徴があるため、禁反言の

えて、クレーム解釈や証拠の立証基準の違いから特

影響が大きくなります。例えば、付与後レビューで

許を無効とするハードルが裁判所

自明性の無効理由に基づいて特許の無効を争ったも

に比べて低い

17）

ことが大きな要因として指摘されています

。

のの特許が維持され、後に特許権者に侵害訴訟を提

18）

起されたとします。訴訟段階で初めて特許の記載要

半に約 87%という高い割合で特許が無効（審判で最

件違反に気づいても、それが付与後レビューで合理

終決定がなされた全 732 件のうち、少なくとも 1 つ

的に挙げることできた理由であると判断されて訴訟

のクレームが無効と判断された件数は 636 件）になっ

での主張が禁止されてしまう可能性があります。

ています 14）。一方、2013 年の米国の地方裁判所での
特許無効率は約 27%（判決された 2,025 件のうち 551

（c）USPTO と裁判所でのクレーム解釈と証拠の立証

。なお、日本の無効審判では、

基準の違いを巡る問題

19）

直近 3 年間（2012 年〜 2014 年）の無効率は約 28％（審

米国では、特許の有効性は日本の現行制度と同

決がなされた 541 件中、少なくとも 1 つのクレーム

様に裁判所（侵害訴訟における無効の抗弁もしくは

が無効と判断された件数は 153 件）です

反訴、または無効確認訴訟）と USPTO（付与後レ

。

20）

制度の相違などから単純比較はできませんが、米

ビュー、当事者系レビュー、査定系再審査）のダブ

国の裁判所や日本の無効審判では新規性や自明性

ルトラックで争うことができます。現在、両ルー

（進歩性）以外の無効理由も争えることを考えれば、

トにおけるクレーム解釈や証拠の立証基準の違い

請求理由が制限されている当事者系レビューの無効

が特許付与後レビューのあり方に疑問を投げかけ

率の高さは際立っています。

ています。

一方、全ての特許が対象となる当事者系レビュー
に対して、付与後レビューは改正法下の 2013 年 3

（ⅰ）ダブルトラックの歴史

月 16 日以降に出願された特許が対象であるため請

ダブルトラックとは、行政機関である特許庁と司

求は2015年12月末現在で15件と少数です 。また、

法機関である侵害訴訟を審理する裁判所の 2 つの場

付与後レビューの利用件数が少ない他の理由とし

で特許有効性を争うことができる制度を指します 22）。

て、禁反言（エストッペル）の問題が指摘されてい

日本では、特許有効性判断は長らく特許庁の専権

14）

ます。

事項でした。一方で現在は、平成 12 年（2000 年）

付与後レビューと当事者系レビューの請求人は、

のいわゆるキルビー事件最高裁判決を受けて平成

15）USPTO ホームページ：Director's Forum：A Blog from USPTO's Leadership, PTAB Update：Proposed Changes to Rules Governing
PTAB Trial Proceedings（2015 年 8 月 19 日）.
16）審判官は、行政特許判事（Administrative Patent Judge：APJ）と呼ばれ、全員が弁護士資格と理系の学士号を有しています。
17）連邦制の米国は裁判所が連邦と州で独立しており、連邦法である特許法（35 U.S.C.）の事件は原則、連邦裁判所のみが管轄します。本
稿では単に裁判所とした場合には、連邦裁判所を指します。
18）LAW 360, 3 Years Of IPR：A Look At The Stats（2015 年 10 月 9 日）.
19）DocketNavigator, 2015 Year in Review Patent Litigation，11 ページ
20）特許行政年次報告書 2015 年版〈統計・資料編〉第 1 章 7.（3）
21）35 U.S.C. § 315（e）
；35 U.S.C.§325（e）.
22）ダブルトラックの日米比較は、次の論考が詳しいです。竹中俊子，特許有効性紛争処理制度再考：日米比較法の観点から，知的財産法
の新しい流れ─片山英二先生還暦記念論文集─，p.371-394，2010 年 青林書院
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当事者系レビューでは実際、運用開始から約 3 年

件）とされています

寄稿２

名の公式ブログで請求件数は予想の 3 倍以上であっ

16 年（2004 年）に新設された特許法 104 条の 3 の規

に移っていきました。2011 年に導入された特許付

定に基づき、侵害訴訟を審理する裁判所でも無効理

与後レビューで、USPTO の活用が一層進むことに

由の存在について判断できるようになっています。

なります。

その後、特許庁と裁判所間における手続の重複や、
有効性判断の齟齬等による特許の法的不安定性の問

（ⅱ）クレーム解釈の基準

題を巡ってダブルトラック制度のあり方が議論され

USPTO は、審査審判で「最も広く合理的な解釈

ました。平成 23 年（2011 年）の特許法改正で紛争

（broadest reasonable interpretation）」の基準でク

の蒸し返しを防止する措置が導入されるなど（104

レームの用語を解釈しています（表 2）25）。この解

条の 4）23）、両ルートの併存による問題を軽減する

釈では、当業者による通常の使い方で明細書から想

手当てが行われています。

定される範囲であれば、出願人がクレーム作成時に

一方、米国で特許有効性紛争の主戦場は、日本と

意図しなかった意味もクレームに含まれ得ます。審

は逆に裁判所での侵害訴訟や無効確認訴訟でした。

査でこのような解釈が正当化される理由の 1 つは、

これら訴訟での特許無効の判断は、同じ争点を後訴

クレームを補正して拒絶理由を回避する機会が出願

で争うことを禁じる争点効（collateral estoppel）の

人に保証されているためです 26）。審判手続である付

考え方により、USPTO の特許無効手続による対世

与後レビュー、当事者系レビューにおいてもこの基

効と同様の効力があります

準が採用されており 27）、原則 1 回に限られますが補

。裁判所のみのシング

24）

ルトラックから USPTO で特許の有効性を争う査定

正の申立てができます 28）。

系再審査（ex parte reexamination）・旧当事者系再

一方、裁判所でクレームの用語は、当業者にとっ

審査の制度がそれぞれ 1980 年・1999 年に創設され、

て「通常かつ慣用の意味（ordinary and customary

有効性判断に関する紛争解決の場が USPTO に徐々

meaning）
」で解釈されます（Phillips 判決）
（表 2）29）。

表2 特
 許有効性の判断における USPTO と裁判所でのクレーム解釈と立証基準の違い
クレーム解釈

証拠の立証基準

米国特許商標庁（USPTO） 最も広く合理的な解釈

（broadest reasonable interpretation）

連邦地方裁判所（注）

当業者にとって通常かつ慣用の意味

（ordinary and customary meaning）

証拠の優越

（preponderance of evidence）

明確かつ説得力のある証拠

（clear and convincing evidence）

（注）
：連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は、USPTO の審判事件の控訴審としては USPTO ルートの解釈と基準、侵害訴訟等の連邦地方
裁判所の控訴審としては裁判所ルートの解釈と基準を採用しています（後述の Swanson 事件、Baxter 事件参照）
。

23）無
 効審判または訂正審判の審決が確定すると、その効果が遡及して先に確定した侵害訴訟等の判決の再審事由となり、紛争が蒸し返さ
れるという問題がありました。例えば、侵害訴訟で特許有効かつ侵害の判断が確定した後に、特許庁による特許無効の判断が確定する
と、損害賠償金の返還等の問題が起こり得ました。そこで、平成 23 年の特許法改正で、当事者は再審で審決の確定を主張できないこ
ととして、紛争の一回的解決が図られました（104 条の 4）。
24）Blonder-Tongue Labs., Inc. v. Univ. of Illinois Found. , 402 U.S. 313（1971）. なお、日本では、侵害訴訟の判決の効力は当事者間のみ
に及ぶ相対効で、特許を無効とするには対世効を有する特許庁の無効審判を経る必要があります。
25）Phillips v. AWH Corp. , 415 F.3d 1303, 1316（Fed. Cir. 2005）
；米国特許審査便覧（the Manual of Patent Examining Procedure：
MPEP）2111 章（9 版 2015 年 11 月改訂）.
26）M
 PEP2111 章 .「最も広く合理的な解釈」を許容する他の理由として、クレームが特許後に審査時よりも広く解釈される可能性を減少
させて、審査されていない権利範囲の存在を防ぐ目的もあります。
27）連
 邦規則法典第 37 巻（37 C.F.R.）§42.100（b）
；37 C.F.R.§42.200（b）.
28）3
 5 U.S.C.§316（d）
（1）.
29）P
 hillips , 415 F.3d at 1312.
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事）
。理由として、①当事者系レビューは地裁での特

and ordinary meaning）
」や「Phillips 基準」と呼ばれ

許有効性の判断を代替する手続として導入されたと

ることもあります。無効論と充足論に共通してこの

いう立法経緯、② USPTO の再審査では満了した特

基準が採用されます

許権について「最も広く合理的な解釈」の基準では

。この際に、クレーム自体、

30）

明細書、審査経過といった内部証拠が辞書や証人等

なく訴訟と同じ基準を採用していること 34）、③そし

の外部証拠に優先して参照されます。また、基準の

て当事者系レビューでの補正の機会は審査と異な

違いから裁判所ではクレームが審査審判時よりも狭

り、審判官の裁量制かつ原則 1 回に限られ、実際に

く解釈される傾向があります。

補正が認められたケースはわすか 2 件と非常に稀で
あることを挙げています。つまり、防御手段の補正

釈」の基準は、議会の立法による特許法には規定さ

の機会が制限された状態でクレームが広く解釈され

れておらず、USPTO が定めた規則であるため、当

れば、無効理由を回避する手段がなく特許権者に酷

事者系レビューでも裁判所と同様の基準を用いるべ

であるという指摘です。

きとする特許権者の主張を巡ってその是非が裁判で

当事者系レビューで補正が認められにくい背景と

争われました。それが、当事者系レビューの実体的

して、審判部では補正の採用に高い基準を設けてい

な要件を連邦巡回区控訴裁判所（CAFC） が初め

ることがあります。補正が認められるためには、特

て判断した Cuozzo 事件です（2015 年 2 月） 。

許権者は補正後クレームが特許性を有することを立

31）

32）

証しなければなりません。すでに提示された先行技
術（prior art of record）だけではなく、特許権者が

・Cuozzo 事件
CAFC は多数意見で、クレーム解釈は当事者系レ

把握していて事件の俎上には上がっていない先行技

ビューについても審査と同様に「最も広く合理的な

術（prior art known to the patent owner）も自ら開

解釈」の基準を用いるべきとして USPTO の判断手

示して特許性を立証する義務を負います（Idle 事件）

法を支持しました。この理由として裁判所は、当事

35）

者系レビューでは防御手段として補正の機会が保証

ではなく特許権者にあります 36）。この立証が困難で

されていることを挙げています 33）。補正の採用が審

特許権者の負担が大きいとして補正申立ての要件の

判官の裁量制で申立の機会も 1 回に限られているこ

緩和を求める声があり議論になっています 37）。

。また、その立証責任は特許無効を求める請求人

このように、Cuozzo 事件ではクレーム解釈の手

とは実質的な問題ではないとしました。
その一方で、当事者系レビューでは訴訟と同じ基準

法を巡って控訴審の CAFC で裁判官の意見が分か

とすべきという反対意見が付されています（Newman 判

れました。CAFC は裁判官全員による大法廷での再

30）なお、日本では、近年の裁判例の分析から侵害訴訟で無効論における発明の要旨認定と充足論における特許法 70 条 2 項に基づく発明
の技術的範囲の解釈で統一的なクレーム解釈を行う傾向にあるという報告があります。平成 26 年度特許委員会第 1-2 部会「発明の技術
的範囲と「発明の要旨認定」との間に、ダブルスタンダードは存在するか ?」パテント，Vol.68，No.12（2015）
31）CAFC は日本の知的財産高等裁判所に対応し、特許訴訟に関する第一審の連邦地方裁判所の控訴事件と USPTO による審決の不服申立
を専属管轄する連邦の控訴裁判所です。通常 3 人の裁判官の合議制（panel ）で、判断の統一が必要な場合や重要な事件については、裁
量により判事全員による大法廷（en banc ）で再審理が行われます。その上級審は連邦最高裁判所です。一方、CAFC は日本の知財高裁
とは異なり法律審で、事実の争いは連邦地方裁判所のみとなります。
32）In re Cuozzo Speed Technologies , LLC, 778 F.3d 1271（Fed. Cir. 2015）.
33）その他の理由として、
（1）この基準は審査や特許付与後の再審査といった USPTO の様々な手続で 100 年以上使用されて続けているこ
と、
（2）制度導入時の審議経過から見て基準を変更する意思が議会になかったと推定されること、
（3）当事者系レビューの規則を裁量で
定める USPTO の権限が特許法に規定されていることを挙げています。
34）MPEP 2258 G 章
35）Idle Free Systems, Inc. v. Bergstrom, Inc ., IPR2012-00027（PTAB June 11, 2013）
；MasterImage 3D, Inc. v. RealD Inc ., IPR201500040（PTAB July 15, 2015）.
36）37 C.F.R.§42.20（c）.
37）LAW 360, Standard For Amending Claims In IPR May Need To Change（2014 年 3 月 13 日）.
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当事者系レビューにおける「最も広く合理的な解

寄稿２

また、この基準は、
「一般的かつ通常の意味（plain

審理の申立を却下しましたが、その判断は 6 対 5 の

有効性の判断齟齬が起きた事例が存在します
（Swanson 事件、Baxter 事件）。

僅差です。そして最高裁は 2016 年 1 月、裁量上訴
を受理しました

。特許付与後レビュー制度の根幹

38）

とも言える重要なルールについていずれの解釈が採

・Swanson 事件（2008 年）

用されるのか、その判断に大きな注目が集まってい

この事件では、CAFC は侵害訴訟で特許が有効か

ます。判決は 2016 年 6 月末までには下される見込

つ非侵害という地裁の判断を支持して裁判所ルート

みです

の判断が確定していました 41）。一方、USPTO ルー

。

39）

トでは、その訴訟の係属中に査定系再審査が請求さ
れ、CAFC は、裁判所ルートと同じ先行技術・理由

（ⅲ）証拠の立証基準
米国では USPTO と裁判所で証拠の立証基準が異

（新規性欠如）で同じクレームに対して特許の有効

なります。USPTO での審査と当事者系レビューや

性を否定した審査審判の判断を支持しました 42）。

付与後レビューを含む審判手続では、民事裁判での

この判決で重要な点は、CAFC は USPTO と裁判

一 般 的 な 立 証 基 準 で あ る「 証 拠 の 優 越

所におけるクレーム解釈と証拠の立証基準の違いか

（preponderance of evidence）」で、その証明の程度

ら、同一証拠で異なる判断に達することが制度上合

は比喩的に 50%を超える確からしさとされています

理的であると裁判所が正面から認めたことにありま

（表 2） 。

す 43）。つまり、米国では、司法はダブルトラックで

40）

一方、
裁判所で特許の有効性が争われる場合には、

生じる判断齟齬を制定法や判例から制度上当然の要

特許権者は補正ができない代わりに米国特許法 282

請と解釈してきました。

条の規定により特許が有効であると推定されます
（presumption of validity）
。この推定を覆すために

・Baxter 事件（2012 年）

は「 明 確 か つ 説 得 力 の あ る 証 拠（clear and

CAFC は無効確認訴訟で特許有効かつ侵害という

convincing evidence）」という証拠の優越よりも高い

地方裁判所の判断を支持し、差止めと損害額を再審

基準で無効を立証する必要があります（表 2）。

理させるため事件を地方裁判所へ差戻した後 44）、事

このため、USPTO では裁判所よりも無効を立証

件は CAFC に再係属していました。つまり、裁判

するハードルが低い点が当事者系レビューでの無効

所ルートで事件の審理は相当程度進んだ段階にあり

率の高さの一因と指摘されています。

ました。
一方、USPTO ルートでは、その訴訟の係属中に
査定系再審査が請求され、USPTO の審査審判は裁

（iv）ダブルトラックによる判断齟齬の問題
ダブルトラック制度のもと、USPTO ルートは査

判所ルートの先行技術に周知技術を加えつつ同じ理

定系再審査ですが、裁判所と USPTO との間でク

由（自明性）によって同じクレームに対して特許無

レーム解釈と証拠の立証の立証基準の違いから特許

効と判断しました。CAFC はクレーム解釈と証拠の

38）最
 高裁は事件を裁量で採り上げます（certiorari ：サーシオレイライ）。特許事件の多くは上訴されますが、実際に最高裁が審理するケー
スは年に数件です。したがって、CAFC が事実上の最終審になるケースがほとんどです。
39）な
 お、Cuozzo 事件で最高裁が判断を示すと見られる他の重要な争点として、当事者系レビューの「長官による審理の開始決定は最終
的でこれに対する不服申立てはできない」という米国特許法の規定（§314（d））の解釈があります。特許権者は「最終的」について、
あくまで中間控訴を禁止する規定で最終決定後に控訴審で改めて開始決定の是非を争えると主張しました。これに対して、CAFC は、
司法には開始決定見直しの権限はなく、USPTO が明白にその権限を逸脱したときを除いて恒久的に争えないと判示しています。
40）田村陽子，アメリカ民事訴訟における証明論─『法と経済学』的分析説を中心に─，立命館法学 2011 年 5・6 号（339・340 号）,197 ページ
41）Abbott Labs. v. Syntron Bioresearch, Inc ., 334 F.3d 1343（Fed.Cir.2003）.
42）In re Swanson , 540 F.3d 1368（Fed. Cir. 2008）.
43）Swanson , 540 F.3d at 1377.（quoting Ethicon, Inc. v. Quigg , 849 F.2d 1422, 1428（Fed. Cir.1988）
）
44）Fresenius USA, Inc. v. Baxter International, Inc. , 582 F.3d 1288（Fed. Cir. 2009）.
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の改善を求めるユーザーの声を反映して実務規則の

の判断を支持して USPTO ルートの特許無効の判断

改善を検討しています 51）。この改善案には、最終決

が先に確定しました 45）。一方、本事件には反対意見

定までに存続期間が満了する結果補正ができなくな

が付されており、両ルートで基準が異なることに

る特許に限って、クレーム解釈を裁判所と同じ基準

よって訴訟制度の安定性が損なわれると批判してい

とする案が含まれます。なお、審理中に期間が満了

ます（Newman 判事）。

しない特許は、Cuozzo 事件の判示に沿って「最も

CAFC による判決の確定を受けて USPTO は再審

広く合理的な解釈」のままとしています。また、補

査で特許を無効としたため、訴訟提起から差戻し審

正申立ての基準については現状、変更される見込み

の地裁終局判決までの約10年を費やした裁判所ルー

はありません。

り消しました

このように、特許付与後レビューは裁判所との判

。

断基準の違いから特許の有効性を争う場として活用

46）

が進んでいます。USPTO の特許有効性紛争処理に
ダブルトラックによる判断齟齬が問題となった両

おける役割が拡大する中、司法と行政との役割分担

事件はいずれも、USPTO ルートは査定系再審査で

のあり方が課題となっています。

した。特許付与後レビューでは、審理期間の制限や
訴訟との調整規定、同時係属した訴訟の停止などダ

（2）特許適格性の問題

ブルトラックの影響を抑制するための制度が工夫さ
れていますが 47）、特許付与後レビューでも同様の

（a）経緯

ケースが発生する可能性は残されています。

実務で手探りの状況が続いているのは特許適格性
に関する判決への対応です。特許適格性は、新規性
や非自明性といった発明の技術的な進歩を検討する

（d）今後の動向
議会には特許付与後レビューのクレーム解釈と証

前に、そもそも発明が特許にふさわしい対象かどう

拠の立証基準を裁判所に合わせる案を含む複数の特

かを問う門前的な要件です。数式やアルゴリズム、

許法改正案が提出されています

ビジネス方法、ソフトウェア関連、自然物関連の発

。法案には、厳し

48）

い禁反言が付与後レビューの利用を躊躇させる要因

明が主な議論の対象となってきました。

であるという産業界の声を受け 49）、
「合理的に挙げ

特許適格性の要件を満たすための第一歩は、ク

ることできた理由」の制限を廃止して、実際に主張

レームされた発明が米国特許法 101 条に法定された

した理由にのみ禁反言が働くようにする改正案も盛

4 つのカテゴリー（方法、機械、生産物、組成物）

り込まれています 50）。

に該当する必要があります。間口は広く、物か方法

また、USPTO は現在、特許付与後レビュー制度

の発明であれば基本的にこの要件を満たします。

45）In re Baxter Int'l, Inc. , 678 F.3d 1357（Fed. Cir. 2012）.
46）Fresenius USA, Inc. v. Baxter Int'l, Inc. , 721 F.3d 1330（Fed. Cir. 2013）.
47）権利確認訴訟と特許付与後レビューは併走しないように特許法に調整規定が置かれています（§315（a）
（b）
；§325（a）
（b））。一方で、
侵害訴訟でクレームの有効性を争う反訴は明文で除かれており（§315（c）
；§325（c））、80%以上の当事者系レビューは訴訟と併走し
ています（脚注 18）。また、当事者は並走する訴訟の停止を裁判所に申し立てることができます。当事者系レビューがすでに開始され
ている場合には 86%という高い割合で訴訟が停止されており、地方裁判所によってバラツキはありますが裁判所は USPTO の判断を待
つケースが多いようです。
（Matthew R. Frontz, Staying Litigation Pending Inter Partes Review and the Effects on Patent Litigation ,
24 Fed. Circuit B.J. 469, 485（2015））. 一方で、特許権者に有利とされパテントトロールによる利用が多いことで有名なテキサス東部
地区地方裁判所の停止率は 20%程度に留まります（脚注 18）
。
48）下院（Innovation Act（H.R.9）、上院（PATENT Act（S.1137），STRONG Patents Act of 2015（S.632））
49）例えば、3M、キャタピラー、GM、イーライリリー、P&G 社など、工業、エネルギー、製薬など約 50 社の企業をメンバーとし、18 の
産業セクタを代表するロビー団体「Coalition for 21st Century Patent Reform」など。
50）下院の Innovation Act と上院の PATENT Act
51）Amendments to the Rules of Practice for Trials Before the Patent Trial and Appeal Board, 80 Fed. Reg. 50,720-47（2015 年 8 月 20 日）.
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トの事件は請求原因を失い、CAFC は地裁判決を取

寄稿２

立証基準の違いを認めた Swanson 判決を根拠に、そ

ステップテストを示しました（Alice 最高裁判決）。

これに加え、最高裁は、基本的なアイデア・原則
や法則の独占（preemption）は技術の発展を妨げる

このテストは、101 条に規定された 4 カテゴリー

という法理から、特許を与えるべきではない対象と

に該当するクレームについて、①判例上の 3 つの司

して 101 条に 3 つの司法例外（抽象的アイデア、自

法例外に向けられているどうか、②クレームが司法

然法則、自然現象）の考え方を古くから発展させて

例外に向けられている場合に、それを遙かに超える

きました。

（significantly more）追加の要素（＝司法例外を特許

一方で、最高裁はこの司法例外にさらに制限を加

適格性のある内容に変換するための発明概念

えること、すなわち詳細なルールを定めることは新

（inventive concept））が存在するかどうか、という

たな技術への対応を難しくするなど議会の意思に反

ものです。

するとして否定し続けてきました。ビジネス方法の

②のステップは若干抽象的ですが、端的に言えば、

特許性が争点となった 2010 年の Bilski 最高裁判決

①の基本的なアイデアにありきたりではない技術

において、最高裁はそれまで特許適格性の判断に用

を追加して独占の範囲を狭めることを求めていま

いられてきた「機械又は変換テスト」
（machine or

す。ここには、追加の要素が汎用か否かという観点

transformation test）52）について、有効ではあるが

で新規性判断にやや類似した概念が持ち込まれて

唯一の基準ではないと判示する一方で、特許適格性

います 56）。

の判断のための一般化した基準は設けませんでし
た。したがって、何が司法例外にあたるのかという

・クレーム発明への適用
最高裁は上記テストを Alice 事件のクレーム発明

判断は事例ベースの側面が強く、判例上、一般原則
は明らかではありませんでした。

に適用しました。発明はいわゆるビジネス方法の発

そして、薬物投与量の決定方法の特許適格性を否
定した Mayo 最高裁判決

明で、金融取引のリスク軽減するためのコンピュー

、単離した天然 DNA の

ターによる処理をシステム、記録媒体、方法の 3 通

特許適格性を否定した Myriad 最高裁判決 54）が 2012

りのカテゴリーで表現していました。最高裁は、①

年と 2013 年に相次いでなされ、特許適格性を巡る

このリスク軽減策は抽象的アイデアにあたり、②一

議論は過熱します。

般的なコンピューターの使用は汎用の技術であるた

53）

め特許適格性のある内容への変換に十分ではないと
判示して、全員一致の意見で全てのカテゴリーにつ

（b）Alice 最高裁判決 55）

いて特許適格性を否定しました。

・2 ステップテスト
より踏み込んだ解釈が期待されていた最高裁は

本事件では、CAFC の大法廷判決において 10 人

2014 年 6 月、過去の最高裁判例を整理し、Mayo 判

の判事のうち 6 人以上が理由に同意する意見がな

決の考え方を基礎に特許適格性を判断するための 2

かったため、統一した基準が示されないというめ

52）方
 法クレームの特許適格性を判断するテストで、その方法が機械または装置を含んでいるか、その方法で物を異なる状態へ変換してい
れば、特許適格性を満たすとするテスト。
53）M
 ayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc. , 132 S. Ct. 1289（2012）.同最高裁判決では、投与薬物の代謝物を測定することで次
の投与量を決定する方法について、代謝物と有効性の相関関係は司法例外の自然法則にあたり、薬物の投与・測定・決定ステップは既存
の行為で自然法則の応用に十分な追加的特徴ではないとして特許適格性を否定しました。
54）A
 ss'n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc. , 133 S. Ct. 2107（2013）.同最高裁判決では、単離した天然 DNAは自然物であり司
法例外の自然現象にあたるとして特許適格性を否定しました。この判決は DNA自体の特許を重要視するバイオ産業界に衝撃を与えまし
た。また、USPTO の審査ガイドラインでは判決の理由付けを一般化して、単離されたすべての自然物の特許適格性を否定しています。一
方、日本や欧州を含む米国以外の多くの国や地域では、単離された自然物は特許対象となっており、門前払いされることはありません。例
えば、自然界から治療に有用な化学物質を単離しても米国では特許にはならないため、特に医療の分野では疑問を投げかける向きもあり
ます。
55）Alice Corp. Pty. v. CLS Bank Int'l , 134 S. Ct. 2347（2014）.
56）実
 際、このテストの基礎となった Mayo 判決において最高裁は、101 条の特許可能な主題と102 条の新規性は多少重複し得る可能性がある
と述べています。
（Mayo , 132 S. Ct. at 1304.）
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に既存のインターネット技術を使用した発明の特許

と方法のクレームは 7 人が特許適格性を否定し、シ

適格性を否定した直前の判決（Ultramercial 判決 60））

ステムのクレームの判断は 5 対 5 に分かれていまし

と対比して基準の線引きをしました。

た。CAFC では合議体の構成によって結論が変わ

本事件の発明は、インターネットを利用したビジ

ると指摘されるなど、特にビジネス方法の特許適

ネス方法に関する発明です。具体的には、ホストサ

格性の判断が混迷を極めていた中での最高裁判決

イト上の第三者の広告をクリックしてもリンク先に

でした。

移動せずにその先の製品情報を用いてホストサイ

寄稿２

ずらしい状況が起こっていました。また、メモリ

トの見た目と雰囲気を維持した複合ページを生成す
るシステムの発明です。その結果として第三者の
ウェブページに移動することなく製品購入を可能と

・錯綜する基準
USPTO は最高裁判決直後に特許適格性の予備的

します。

審査指針を発表しました。しかしながら、実際に何

CAFC は、ステップ①について、抽象的アイデア

が司法例外にあたるのか、さらにどのような追加の

の事例として知られる数学的アルゴリズム、基本的

要素であれば十分であるのかという明確な定義が同

な経済の慣習、長年の商業的慣習に本件発明は該当

最高裁判決で示されなかったため、実務家や政府を

しないと判断したものの、抽象的アイデアを含むか

巻き込んで基準の境界を模索する混沌とした状況が

どうかの明言は避けました。この判断は、抽象的ア

始まります。

イデアの定義がないことによる司法の混乱を浮き彫

Alice 判決後は、抽象的アイデアとされやすいビ

りにしています。

ジネス方法の発明は拒絶の一途を辿りました。実際、

ステップ②について、この復号ページの生成は、

約半年間で USPTO におけるビジネス方法発明に関

コンピューターネットワークに特有な問題（リンク

する特許出願の 101 条に基づく審査の最終拒絶率は

のクリックでホストサイトから第三者のウェブペー

24%から 78%に急上昇しました 57）。また、地方裁判

ジに移動する問題）の解決に不可欠な技術であり、

所では73％
（29/40判決）、CAFCでは86%（1/7判決）

クリックで通常もたらされる従来のルーティンを覆

で特許無効とされています

す結果を生み出すことから、クレームを特許適格と

。

58）

する発明概念であると判断しました。
一方で、同判決には、クレームはよく知られたア

・DDR 事件
一 方 で、Alice 判 決 から 半 年 後 の 2014 年 12 月、

イデアを既存のインターネット技術を利用したもの

CAFC が初めて特許適格性を認めたことによって、

にすぎないとした反対意見も付されており（Mayer

特に抽象的アイデアとされやすいビジネス方法発明

判事）、Alice 判決のテストを客観的に適用すること

の判断に一定の境界線が示されました 59）。CAFCは、

の難しさが窺えます。

Alice 判決テストのステップ②の判断で、クレームの

また、本判決は、地裁で引用されない場合も多く、

手段によってインターネット上の特定の技術的問題

事例的判断の色合いが強いケースと指摘する向きも

が解決されたことを重視しています。ビジネス方法

あります 61），62）。

57）2014 年 1月と2014 年 7月の Alice 判決前後の比較。USCクラス705, 709。
58）
Robert R. Sachs, PATENT INVALIDATIONS AND USPTO PRACTICE AFTER ALICE（2014 年 6月19日〜2015 年 1月中旬の判決数）
。
59）DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P. , 773 F.3d 1245（Fed. Cir. 2014）.
60）Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC , 772 F.3d 709（Fed. Cir. 2014）.
61）Robert R. Sachs, THE ONE YEAR ANNIVERSARY：THE AFTERMATH OF #ALICESTORM（2015 年 6月20日）
62）米
 国の実務家によると、DDR 判決以降、USPTOに対する出願実務では、特許適格性でステップ②に基づく拒絶のオフィスアクションに
対して先行技術と対比しながら従来にない手段や新たな結果（効果）を示すなど、新規性や自明性（進歩性）の拒絶理由への対応に近い説
明をするなど様々な試みが行われているようです。実務上、特許適格性の判断に他の特許要件の考え方が多少交錯する部分もあるのかも
しれません。
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（c）Alice 最高裁判決後の動向

Assertion Entity）」が使用されるようになっていま

（d）今後の動向
USPTO は 2014 年 12 月 16 日に特許適格性の審査

す（以下、「PAE」）。

ガイドラインを公表後、判例の蓄積を反映させてこ
れを定期的（2015 年 1 月、7 月、11 月）に改定し、

（b）訴訟件数の増加と高額な訴訟コスト

運用の安定化を目指しています。

近年、連邦地方裁判所への特許訴訟の提起件数は、

また、USPTO の審査ガイドラインの別表によれ

2010 年の約 2,000 件から近年は約 5,000 件〜 6,000

ば 2015 年 11 月時点で、特許適格性に関連して 23 件

件と急増しています（図 4）64）。また、2015 年では

の CAFC 判決が出されていますが、CAFC で特許

大学等を含む NPE が訴訟件数の約 70％を占めてい

適格性が認められたのは依然として DDR 事件の 1

ます（図 4）。この要因として、PAE による特許訴

件のみです。現在、改訂が続く同ガイドラインによっ

訟の増加が指摘されています 65）。

て審査段階の判断は落ち着く方向にありますが、ガ
イドラインの縛りを受けない地方裁判所の侵害訴訟
では依然として揺らぎが見られます。特許適格性に

6000

基づく無効率は全連邦地裁で約 67％（193 件中 129

5000

件）ですが、テキサス東部地区連邦地裁では約 35%

4000

（26 件中 8 件）
、デラウェア連邦地裁では約 88%（34
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件中 30 件）と開きがあります 63）。
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したがって、今後も判例が蓄積されることで基準
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実施主体

の輪郭が徐々にはっきりしていくものと考えられ
ます。

図 4 連邦地方裁判所への特許訴訟提起件数
（RPX 社「2015 NPE Activity Highlights」より）

（3）
パテントトロール問題
その背景には、簡略な様式の訴状や、高額な代理

（a）定義
米国では、自らは実施しない特許権を掲げて警告

人費用、結果の予測性が低い陪審制度、賠償額を最

や訴訟を乱発するパテントトロールが長らく社会問

大 3 倍まで跳ね上げる故意侵害の規定（米国特許法

題となっています。事業差止めのリスクがない優位

284 条）など、PAE 側に有利な米国の特許制度特有

な立場を利用して訴訟コストを交渉材料に多額の賠

の事情があります。

償金を要求し、ライセンスや和解に持ち込みます。

米国の訴訟では、具体的な請求内容は訴答後の

パテントトロールを表す用語としては、
「不実施

ディスカバリーの段階で実態を明らかにすることが

主体（NPE：Non Practicing Entity）」が使用される

許容されています。このため、訴状には雛形が使用

こともありますが、自ら事業を行わず権利行使を行

され（特許侵害訴訟では、特許番号と被疑侵害品を

う大学や研究機関、非営利団体等も含むため、これ

指定し、警告をしたことを一般的に記載）、多数の

と区別するために「特許主張主体（PAE：Patent

訴訟提起を容易にしていました。また、PAE は製

63）DocketNavigator, 2015 Year in Review Patent Litigation, 29 ページ
64）RPX 社「2015 NPE Activity Highlights」
（2016 年 1月）
65）他に、2011 年の AIA 法改正で多数の被告をまとめた訴訟提起の要件を厳格化したことが訴訟件数増加の要因との指摘もあります。

tokugikon

70

2016.5.13. no.281

的でした。また、PAE 対策が盛り込まれた 2011 年

Wi-Fi 関連の特許を巡って、1 団体の PAE がカフェ

の AIA では、多数の被告をまとめた訴訟提起を困

やホテルなどに対して 8,000 件もの警告を送った事

難とする改正（被告間で同一の製品や共通の事実問

例が知られています

題を要件）は訴訟件数を増加させる結果となり、特

。

66）

また、当事者間で事件に関する資料の開示を行う

許付与後レビュー制度も質が疑問視される特許を簡

ディスカバリーは一般に 1 年以上と長期に渡り、5

易 に 無 効 と す る 手 段 と し て 期 待 さ れ ま し た が、

億から 50 億円程度にまで訴訟コストを押し上げて

PAE に歯止めはかかりませんでした。そこで米国

います

では現在、国を挙げて PAE を抑制する取組みが加

。研究開発せずに特許権を実施しない

67）

PAE 側はそもそも開示すべき資料が少なく、ディ

速しています。

実際、被告となった大手ソフトウェア会社の SAS

（ⅰ）政府の動き

社は、ディスカバリーで電子媒体を含む 1,000 万件

PAE を問題視したオバマ大統領は 2013 年 6 月、

もの資料を提出し、勝訴したにもかかわらず 8 億円

議会に 7 つの立法提言と 5 つの行政府への対応（う

を超えた訴訟コストを批判しました 66）。

ち最初の 4 項目は USPTO が対象）を求めました 66）。

米国では裁判所毎にローカルルールがあり、判

議会への提言は、①特許権者と出願人への真の

断の傾向や審理期間などにそれぞれ特色がありま

利害関係者の開示、②弁護士費用の敗訴者負担に

す。PAE は、移送の申立てが認められにくく特許

関する地裁の裁量権拡大、③ビジネスモデル特許

権者に有利な判決を傾向のあるテキサス東部地区

に対するレビュー制度（CBM）の対象特許拡大、④

連邦地方裁判所を好み、被告にプレッシャーをか

製品を使用している消費者と企業の保護強化、⑤

けます

米国国際貿易委員会（ITC）で eBay 判決と同様の差

。

68）

したがって、特許無効の可能性が高く侵害の可能

止基準を導入、⑥要求書を公衆で閲覧調査可能と

性が低くても、訴訟の長期化による経済的負担など

する透明性の向上、⑦ ITC の行政裁判官の雇用柔

から被告側には相対的に低コストとなるライセンス

軟化、です。

や和解へのインセンティブが働きます。

行政府への対応は、①真の利害関係者の提供に関
する規則の策定、②ソフトウェア特許等の機能的ク
レームの制限 70）、③エンドユーザー支援、④支援・

（c）PAE 対策の動き
議会、政府、裁判所は共に PAE を抑制する方向

研究活動の拡充、⑤排除命令の執行に関する ITC
のプロセス強化、です。

69）

で基準が厳格化されて終局的差止命令のハードル上

さらに 2014 年 2 月には、行政への 5 項目の対策を

がりましたが、賠償金目当ての PAE に効果は限定

拡充し、USPTO に新たに 3 つの施策を指示する声

66）ホワイトハウス「White House Task Force on High-Tech Patent Issues」
（2013 年 6月4日）
67）AIPLA「2015 Report of the Economic Survey」37-39 ページ
68）連邦地裁への全訴訟提起件数 5762 件（2015 年）のうち60%が同裁判所に提起されています（脚注 63）
。
69）eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C. , 547 U.S. 388（2006）.
70）特
 に、ソフトウェア特許では、その性質上、機能的な表現が多用されるため、権利が広く不明瞭となりやすい傾向があります。大統領声明
では、特にソフトウェア特許の機能的クレームを問題視しました。これを受けて USPTOは、審査官の研修やクレーム明瞭化の取組を行っ
ています。
   また、最近では、CAFC の大法廷判決で、米国独特のミーズプラスファンクション（MPF）クレームを規定する特許法 112（f）の解釈が
変更されました。Williamson v. Citrix Online, LLC , 792 F.3d 1339（Fed. Cir. 2015）.
   MPFクレームとは、構造によらず手段やステップ
（means や step）
で機能的に発明を表す様式です。一方、MPFクレームと判断されると、
明細書に開示された具体的な構造とその均等物のみに権利範囲が限定されます。また、明細書から構造が特定できない場合には、クレー
ムは不明瞭とされます。判決は、従来 MPFクレームの指標とされてきた means の言葉に囚われず、クレームから構造が把握できるかどう
かを判断基準としました。今後は、機能的クレームについて、meansを使用しない場合もMPFクレームと解釈されることで権利範囲が限
定される特許権が増加する可能性があります。
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造者のみならず、エンドユーザーをも対象にします。

明を出しました 71）。新規指示は、①クラウド型の先

of Civil Procedure）を改正しました。簡潔な記載

行技術調査の導入、②審査官に対する技術研修の強

で特許侵害訴訟の提起を可能と指定していた訴状の

化、③全米を周り発明家への制度理解を支援するプ

形式（フォーム 18）が廃止され、訴状に特許侵害行

ロボノ活動の実施、です。また、USPTO は大統領

為の十分な説明が求められるようになりました。訴

の指示に対応し、
「Executive Actions」と題して各

訟開始段階の負荷が上がり、さらに訴状却下の申立

種実行の取組みを行っています。

が認められやすくなることで、PAE による訴訟乱
発の抑制効果が期待されています。
最高裁には現在、故意侵害に対する損害賠償に関

（ⅱ）議会の動き
大統領の提言を受け、議会には現在、訴状の詳細

す る 2 つ の 事 件 が 継 続 し て い ま す（Halo 事 件、

化や要求書の改善、訴訟早期段階のディスカバリー

Stryker 事件）76）。争点は、故意侵害の認定基準です。

の制限、弁護士費用の敗者負担など、PAE 対策を

CAFC は 2007 年の Segate 事件 77）の大法廷判決でそ

中心とする様々な法案が提出されています 72）。法案

の基準を厳格化したことで、この判決以降は PAE

に含まれる特許付与後レビューにおけるクレーム解

による故意侵害の主張が認められにくくなっていま

釈の変更も特許権を無効とするハードルを上げるた

した 78）。最高裁がテストを柔軟化するという見方も

めの方策の一つです。一方で、特許権の弱体化によ

あります。最高裁で基準が見直されれば、PAE の

る正当な権利行使の抑制を懸念する声もあるなど、

対策にも影響が出る可能性があるためその判断が注

包括的な制度改正には米国知財の有識者からは慎重

目されています。2016 年 6 月末までには判決が下

論も出ています 73）。

される見込みです。

4. おわりに

（ⅲ）裁判所の動き
最高裁は 2014 年 4 月、弁護士費用の敗者負担の
基準を緩和する判決を2件同日に下しました

議会に提出されている複数の特許法改正案は、先

（Octane 判決 、
Highmark 判決 ）。この判決により、

の AIA の議論の過程でまとまらず、据え置きとなっ

地裁は悪質な訴訟を起こす PAE に対し、裁量で弁

ていた様々な特許訴訟改革を含んでおり、特許付与

護士費用負担を命じやすくなります。大統領の提言

後レビュー制度の改善や弁護士費用の敗訴者負担と

の 1 つが司法で実現される形となりました。

いった重要な改正項目が盛り込まれています。法案

74）

75）

また、最高裁は 2015 年 12 月 1 日に民事訴訟手続

には、パテントトロールなどによる行き過ぎた特許

の詳細を定める連邦民事訴訟規則（Federal Rules

訴訟に特に悩む情報産業系の業界と、特許権の過度

71）ホ
 ワイトハウス「FACT SHEET - Executive Actions：Answering the President's Call to Strengthen Our Patent System and Foster
Innovation」
（2014 年 2月20日）
72）主
 な法案は、下院：Innovation Act（H.R.9）,TROL Act of 2015（H.R. 2045）,Demand Letter Transparency Act of 2015（H.R.1896）
、上院：
PATENT Act（S. 1137）,STRONG Patents Act of 2015（S. 632）.
73）JETRO NY 米国 IP 情報「米国知財有識者 過度な特許制度改革に警鐘」
（2015 年 6月5日）
74）O
 ctane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc. , 134 S. Ct. 1749（2014）. 特許法 285 条では「例外的」な場合に限って弁護士費用の負
担転嫁を認めています。この解釈として、従前は①不正行為など不当な行為があり、かつ②主観的悪意に基づき客観的根拠がない、とい
う厳しい基準で費用の転嫁が認められにくい状況でした。最高裁判決では、立証基準を明確かつ説得力のある証拠から証拠の優越にハー
ドルを下げるとともに、地裁の裁量で事案ごとに個別事情を考慮して判断するものとしました。
75）H
 ighmark Inc. v. Allcare Health Mgmt. Sys., Inc. , 134 S. Ct. 1744（2014）.CAFC で弁護士費用転嫁に関する地裁の判断をゼロベースで見
直す「de novo 基準」から ｢裁量権の濫用（abuse of discretion）基準｣ に変更したため、地裁が裁量で弁護士費用の転嫁を認めた場合に上級
審で破棄されにくくなりました。
76）Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc. , 769 F.3d 1371（Fed. Cir. 2014）
；Stryker Corp. v. Zimmer, Inc., 782 F.3d 649（Fed. Cir. 2014）.
77）In re Seagate Tech., LLC , 497 F.3d 1360（Fed. Cir. 2007）.
78）故
 意侵害は「客観的無謀さ（objectively recklessness）
」テストで判断されます。特許権者は、
「①被疑侵害者が有効な特許を侵害していると
いう客観的に高い可能性があり、②そのリスクを被疑侵害者が認識していたか明らかに認識していたこと」を明確かつ説得力のある証拠
（clear and convincing evidence）という高い基準で立証する必要があります。また、この大法廷判決によって故意侵害の立証責任が被告か
ら特許権者に移り、被告側で弁護士から非侵害の鑑定を取得しておく必要もなくなったことも、故意認定の立証を困難としていました。
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な制限を懸念している製薬やバイオ、大学等の業
界・団体との間の隔たりが大きいことから、まだま
だ調整が必要な事項が多いという問題があります。
併せて、大統領選が控える中、今の第 114 議会で審
議できるタイムリミットが迫ってきているため、今
年中の成立は難しくなってきています。
その一方で、裁判所による判決や行政における
運用の修正で法案によらずにこれらの問題を改善
する試みも出てきています。このように、立法、行
定化するため試行錯誤している米国の姿が見えて
きます 79）。
また、2015 年 10 月には、知財条項を含む包括的
な経済連携を目指した環太平洋パートナーシップ
（TPP）協定が日米を含む 12 ヵ国で締結されるなど、
米国の知財を取り巻く環境は新たな局面を迎えてい
ます。
米国ではこれまで、特許権の保護を強めるプロパ
テントの時代と、逆に独占を良としないアンチパテ
ントの時代が数十年の周期で繰り返されてきまし
た 80）。米国の特許制度は今、特許権の適切な保護
レベルを目指して躍動的に変化を続けています。
最後になりましたが、米国の特許制度についてご
指導いただきましたニューハンプシャー大学ロース
クールの Christopher Frerking 教授、Michael Best
& Friedrich 法律事務所パートナーの山口洋一郎米
国弁護士、そして、助言をいただいた、赤坂一ツ木
法律事務所の塩川泰子弁護士（留学のため、休会中）、
独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）ニューヨー
審査官、柴田和雄審査官、中内大介審査官を始めと

profile

して、
多くの方にこの場を借りてお礼申し上げます。

関 景輔（せき けいすけ）

ク事務所の今村亘知的財産部長、特許庁の井上典之

平成 18 年 4 月 特許庁入庁（旧特許審査第三部医療）
平成 22 年 4 月 審査官昇任
審判部審判課、審査第三部医療を経て
平成 26 年 6 月末より米国ニューハンプシャー大学ロースクー
ル（旧フランクリンピアース・ローセンター）に留学中（LL.M.-IP
を経て現在、客員研究員）
。

79）そ
 の他、日米協同調査など日本との関係や、特許関連業務の質の向上に関するUSPTO の取組など、近年の米国の知的財産政策の動向は、
「特許行政年次報告書 2015 年第 1 章 2（314-325 ページ）
」に網羅的に解説されています。
80）石井正監修・丸島敏一著，MPEP の要点が解る米国特許制度解説 第 3 版，7-34 ページ，株式会社エイバックズーム
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政、司法の動きをそれぞれ眺めると、特許権を安

