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ＣＡＦＣ判決紹介 

CLS Bank Int'l v. Alice Corp. Pty. Ltd. (en banc)  

（Appeal No. 2011-130) 

判決日 2013 年 5 月 10 日 

 

 

１．事件の概要 

 Alice Corporation が特許権者である下記４件の特許について、特許法１０１条の保護適格性が争われた事件

である。 

 US 5,970,479 （'479 特許） 

 US 6,912,510 （'510 特許） 

 US 7,149,720 （'720 特許） 

 US 7,725,375 （'375 特許） 

 交換機関（exchange institution）を用いて、所定の債務を交換するためのクレジット記録とデビット記録を各当

事者が保持し、両当事者間で債務を交換する方法（'479 特許のクレーム）等のリスク管理に関するという点で、

いわゆるビジネス方法特許に属する特許が対象であった。 

 特許法１０１条の保護適格性については、ビジネス方法に係る発明を判断した Bilski v. Kappos 高裁判決

（2010 年）において、 高裁は、機械・変換テスト（Machine or Transformation Test）が唯一のテストではないと

判示した上で、クレームされた発明が抽象的アイデア（Abstract idea）であるとして、保護適格性の要件を満た

さないと判断した。また、同じく１０１条の保護適格性が争われた Mayo v Prometheus 高裁判決（2012 年）に

おいて、 高裁は、クレームされた発明に係る治療方法が自然法則を応用したものであるとは言えないとして、

保護適格性の要件を満たさないと判断したが、機械・変換テストに替わるテストを示すことはなかった。 

 そのような経緯の下で、本件 CLS Bank Int'l v. Alice Corp. Pty. Ltd.における連邦巡回控訴裁判所（ＣＡＦＣ）の

大合議(en banc)による再審理では、2012 年 10 月 9 日付け Order において、下記の問題が提起されたことも

あって、１０１条の保護適格性が争点となっている事件に対する今後の指針を示されることが期待されていた。 

（ａ） コンピュータにより実施される発明が「抽象的アイデア」であるか否かを決定するために用いられるべ

きテスト。また、もしあれば、クレームにおけるコンピュータの存在が保護不適格なアイデアを保護適格

にする場合とは。 

（ｂ） 特許法 101 条においてコンピュータにより実施される発明の保護適格性を検討する際、発明が方法、

装置、又は記憶媒体のいずれとしてクレームされていることが影響すべきか。また、これらのクレーム

が 101 条の趣旨に相当することがあるか。 

 

 

２．事件の経緯 

・ 2007 年 5 月（CLS Bank → Alice） 

 '479、'510、'720 の各特許について無効、権利行使不能又は非侵害の確認訴訟を提起 

・ 2007 年 8 月（Alice → CLS Bank） 

 '479 特許のクレーム３３～３４、'510 特許の全クレーム及び'720 特許の全クレームについて 

 侵害訴訟を提起 
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・ 2009 年 3 月（CLS Bank → Alice） 

 101 条に基づき特許無効の略式判決（Summary Judgment） 

・ 2010 年 8 月（Alice → CLS Bank） 

 同年 5 月に発行された'375 特許の全クレームを追加 

・ Bilski 高裁判決後に、両当事者が略式判決のための申立(cross-motions)を更新 

・ 2011 年 

 DC 地裁は CLS Bank の申立を認容した一方で、Alice の申立(cross-motion)を棄却 

 Alice が CAFC へ控訴 

・ 2012 年 7 月 9 日（ＣＡＦＣ判決：LINN 判事、PROST 判事、O’MALLEY 判事） 

 CAFC は地裁の判示を覆して、１０１条の保護適格性を満たすと判示 

・ 2012 年 10 月 9 日 

 ＣＡＦＣ、大合議（en banc）での再審理を決定 

・ 2013 年 5 月 10 日 

 大合議（en banc）による判決 

 

 

３．対象特許の代表クレーム 

 審理対象となった特許クレームのうち、'479特許のクレーム３３は方法に関するクレームである。その一方で、

'375 特許のクレーム３９（コンピュータプログラム製品（記録媒体））及び'720 特許のクレーム１（システム）は、形

式上は方法クレームではないため、クレームのカテゴリーがどのように判断へ影響するかが注目されていた。 

 なお、コンピュータ（computer）やデータストレージユニット（data storage unit）の文言は、下記の代表クレーム

のうち、方法クレームでは限定されていないが、記録媒体及びシステムのクレームにおいては、二重下線部の

ように記載されている。しかしながら、クレーム全体としては、当該方法クレームの下線部と同様の手順（記録

媒体及びシステムのクレームの下線部）を実行するための通常の処理と判断されうる限定であり、汎用的な記

録媒体又はシステムを専用品に変えるとまで言えるような特徴＊を与える文言、例えば、より具体的にハードウ

エアとの連携をクレームで限定するような記載までは見受けられない。 

（＊関連情報：Mayo v Prometheus 高裁判決では、１０１条の判断における"inventive concept"が言及されて

おり、裁判所において新規性(１０２条)・非自明性(１０３条)の要件との混同があると指摘する現地弁護士の見

解もある。なお、本大合議の判決文にある意見では、そのような混同を否定する言及が含まれている。） 

 

＜方法クレーム：'479 特許＞ 

33. A method of exchanging obligations as between parties, each party holding a credit record and 
a debit record with an exchange institution, the credit records and debit records for exchange of 
predetermined obligations, the method comprising the steps of:  
 (a) creating a shadow credit record and a shadow debit record for each stakeholder party to be 
held independently by a supervisory institution from the exchange institutions;  
 (b) obtaining from each exchange institution a start-of-day balance for each shadow credit 
record and shadow debit record;  
 (c) for every transaction resulting in an exchange obligation, the supervisory institution 
adjusting each respective party's shadow credit record or shadow debit record, allowing only these 
transactions that do not result in the value of the shadow debit record being less than the value of the 
shadow credit record at any time, each said adjustment taking place in chronological order; and  
 (d) at the end-of-day, the supervisory institution instructing ones of the exchange institutions to 
exchange credits or debits to the credit record and debit record of the respective parties in accordance 
with the adjustments of the said permitted transactions, the credits and debits being irrevocable, time 
invariant obligations placed on the exchange institutions. 
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＜記録媒体（コンピュータプログラム製品）クレーム：'375 特許＞ 

39. A computer program product comprising a computer readable storage medium having 
computer readable program code embodied in the medium for use by a party to exchange an obligation 
between a first party and a second party, the computer program product comprising:  
 program code for causing a computer to send a transaction from said first party relating to an 
exchange obligation arising from a currency exchange transaction between said first party and said 
second party; and 
 program code for causing a computer to allow viewing of information relating to processing, by 
a supervisory institution, of said exchange obligation, wherein said processing includes (1) maintaining 
information about a first account for the first party, independent from a second account maintained by a 
first exchange institution, and information about a third account for the second party, independent from a 
fourth account maintained by a second exchange institution; (2) electronically adjusting said first account 
and said third account, in order to effect an exchange obligation arising from said transaction between 
said first party and said second party, after ensuring that said first party and/or said second party have 
adequate value in said first account and/or said third account, respectively; and (3) generating an 
instruction to said first exchange institution and/or said second exchange institution to adjust said 
second account and/or said fourth account in accordance with the adjustment of said first account and/or 
said third account, wherein said instruction being an irrevocable, time invariant obligation placed on said 
first exchange institution and/or said second exchange institution. 
 

＜システムクレーム：'720 特許＞ 

1. A data processing system to enable the exchange of an obligation between parties, the system 
comprising:  
 a data storage unit having stored therein information about a shadow credit record and shadow 
debit record for a party, independent from a credit record and debit record maintained by an exchange 
institution; and 
 a computer, coupled to said data storage unit, that is configured to (a) receive a transaction; (b) 
electronically adjust said shadow credit record and/or said shadow debit record in order to effect an 
exchange obligation arising from said transaction, allowing only those transactions that do not result in a 
value of said shadow debit record being less than a value of said shadow credit record; and (c) generate 
an instruction to said exchange institution at the end of a period of time to adjust said credit record and/or 
said debit record in accordance with the adjustment of said shadow credit record and/or said shadow 
debit record, wherein said instruction being an irrevocable, time invariant obligation placed on said 
exchange institution. 
 

 

４．大合議（en banc）判決の概要 

 前述の通り、今回の大合議判決で１０１条の保護適格性について何らかの指針又は判断基準が示されること

が期待されていた。しかしながら、１０人の判事の間で見解が複数に割れ、その結果として、地裁での特許無

効の判断が維持された。また、各カテゴリーのクレームに対する結論が同じであっても、判事によって一部同

意・一部反対の意見が入り組んでおり、ＣＡＦＣの判事間にも様々な見解の相違が存在することが明白になっ

たと言える。そのため、今回の大合議判決は、ビジネス方法特許に対する１０１条適用について、より不確定・

不安定な要素を与えるものであるとする現地弁護士の見解も少なくない。 

  

 各カテゴリーのクレームに対する各判事の判断の概要は以下の表の通りである。 
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 方法クレーム 記録媒体クレーム システムクレーム 

地裁判決 抽象的アイデア 抽象的アイデア 抽象的アイデア 

Lourie, Dyk, Prost, 

Reyna, Wallach 

抽象的アイデア 抽象的アイデア 抽象的アイデア 

Rader, Moore 抽象的アイデア 抽象的アイデア 保護適格な機械 

Newman, Linn, 

O’Malley 

保護適格な方法 
(Patent-Eligible Process)

保護適格な機械 
(Patent-Eligible Machine)

保護適格な機械 
(Patent-Eligible Machine)

CAFC 大合議判決 抽象的アイデア 

（７－３） 

抽象的アイデア 

（７－３） 

抽象的アイデア 

（５－５） 

（出典） PharmaPatents (http://www.pharmapatentsblog.com/2013/05/12/federal-circuit-issues-fractured-affirmance-in-cls-bank-v-alice-corporation/) 

 JETRO ニューヨーク発 知財ニュース (http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/20130606.pdf) 

 

 また、今回の大合議判決における各判事の意見に先例としての地位はなく、この点からも、本判決は１０１条

の保護適格性に関する今後の実務に対して何らかの具体的な指針を与えるものではないと考えられる。 

 なお、判決文の 後には、Rader 主席判事が Additional Reflection としてこのような現状に対する嘆きとも読

み取れる追加コメントを残している。 

 

 

５．米国特許商標庁（ＵＳＰＴＯ）の反応 

 2013 年 5 月 13 日付で、米国特許商標庁（ＵＳＰＴＯ）は、当面の間、現在の審査基準にて審査を行うように審

査官へ通知した。 

 

 

６．所感 

 今回の大合議判決において方法クレーム以外も特許無効と判断された点は注目できるが、本件は、発明の

本質においてビジネス方法特許の色合いが濃かった上に、ＣＡＦＣ判事の間で見解が割れたため、ソフトウエア

特許全般の実務に対して、即座に大きな影響を与えるものではないと言われている。しかしながら、今後の動

向及び対応を考えるにあたって、次の点には留意すべきと考える。 

 

・ 高裁によって何らかの指針が示されるまで、今後のＣＡＦＣ判決は判事の構成によって決まってしま

う可能性があること 

・ 機械・変換テスト（Machine or Transformation Test）に代わるテストは示されていないため、依然として、

機械・変換テストは目安となり得ること 

・ コンピュータ・ソフトウェア関連発明に関する日本の審査基準における「ソフトウエア関連発明が『自然

法則を利用した技術的思想の創作』となる基本的考え方」である「ソフトウエアによる情報処理がハード

ウエア資源を用いて具体的に実現されている」ことが明確である限りは、米国で同一のクレームの保

護適格性が問題になる可能性は比較的低いと考えられること 

 

 なお、大合議判決の後も、ビジネス方法特許関連で１０１条の保護適格性が争われた事例に対する判断が相

次いでいる。 
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 まず、2013 年 6 月 11 日、特許法改正（ＡＩＡ）で導入された「ビジネス方法特許に関する暫定プログラム（CBM; 

Transitional Program for Covered Business Method Patents）」の第１号案件である CBM2012-00001 において、

ＵＳＰＴＯの審判部（ＰＴＡＢ）は、クレームされた発明が保護適格性を満たさないことを根拠に特許無効を判断し

た。 

 一方、2013 年 6 月 21 日には Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC の差戻し審において、ＣＡＦＣはクレームされた発

明の保護適格性を認め特許有効を判断している。 

 この２つの事件では判断の前提となるクレームが異なっているが、ＵＳＰＴＯと裁判所とではクレーム解釈及び

立証責任に関する基準に違いがある。このことが影響して、今後は、特許庁と裁判所で同一のクレームについ

て判断が分かれ、混迷が深まる事態も懸念される。 

 

以上 

 

 


