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1. 事件の概要 

 VERSATA DEVELOPMENT GROUP, INC（以下、VERSATA）は、購入組織へ提示する製品価格の決定方法な

どに関する米国特許番号 6,553,350（以下、350 特許）を保有し、これを侵害するものとして SAP AMERICA, 

INC.（以下、SAP）をテキサス州東部地区連邦地方裁判所へ提訴。地裁は、SAP による侵害を認めたが、

両社とも CAFC へ控訴（Case No. 2012-1029, -1049）。SAP による特許権侵害と損害賠償については、

CAFC も地裁の判断を支持（2013 年 5 月 1日）した。 

 SAP は、CAFC に特許侵害訴訟が係属中に、VERSATA の 350 特許のうちのクレーム 17、26、27、28、及

び 29 が無効であると主張し、USPTO へビジネス方法レビュー（Transitional Program for Covered 

Business Method Patents; 以下 CBM とする）を申請した。この申請について、VERSATA 社は、本件は

CBM に採用されるべきではないとして争ったが、その主張は否定され、本件についてビジネス方法レビ

ューが開始された。 

 本件は、CBM に関し、PTAB(USPTO の Patent Trial and Appeal Board)が最初に審理を開始した案件で

す。そのため、CBM の審理開始要件について、慎重な判断がされました。 

2. 背景 

 CBM はビジネス方法特許の権利行使に対し侵害を疑われた被疑侵害者側の防御手段であり、特許発行

から９か月後であっても、付与後レビュー(PGR)と同様の内容にて、ビジネス方法特許に対して行われ

るレビューである(AIA§18)。 

 そこで、前述のように SAP は VERSATA 社から 350 特許に対する侵害について地裁、CAFC にて被疑侵害

側となったため、CBM の採用を申請した。 

 ここで、CBM におけるにおける「ビジネス方法特許」とは、金融商品又はサービスの実行、運用、管

理面で使用されるデータ処理又は他の動作を実行する方法、又は対応する装置をクレームする特許を意

味するが、技術的発明の特許は除くとされている(37CFR§42.301(a))。 

 また、「技術的発明」とは、クレーム主題が、全体として、先行技術に対して新規であり自明ではな

い技術的特徴を記述し、かつ、技術的解法を用いて技術的課題を解決する発明をいう(37CFR§

42.301(b))。なお、申し立て人側が前述の適格性の要件を満たす点を証明する必要がある(37CFR§

42.304)。 

3. 争点 

 争点 1：前述の採用申請おいて、VERSATA 社は、次の点について争った。①関連する CAFC におけ

る特許侵害事件の審理経過を考慮すると、SAP 社が CBM 審理採用を申請した時点が、規定による CBM
審理採用可能な時点を過ぎているとして争った。②VERSATA 社の前述のクレームは価格決定方法、装

置、及び、媒体をクレームしている。したがって、技術上の発明特許をクレームしているので、金融商

品やサービスに関連するものをクレームしていないから、CBM 審理に採用されるべきではない。③

AIA§18(a)に規定する CBM の審理対象に 35USC§101 の特許対象は含まれていない。 
 争点２：①一方、SAP 社は 350 特許のクレーム 17、26-29 について、35§101、102、112 の 1st、
2ndparagraphs により特許されるべきでないとして争った。 
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4. PTAB の判断 
争点 1 について： 

1-①：VERSATA 社は”sued for infringement”の語句は、「訴訟に係争中」を意味し、（地方裁判所で

の審理は終了しているので）地方裁判所における特許の有効性についての争いに対してはさらなる進展

はないと主張した。そうすると、異議排除の原則から、この挑戦(CBM 審理)を実行することから、SAP
社は排除されるべきであると、VERSATA 社は主張した。 
 §18(a)(1)(B)の文言をそのままに考えると、特許権侵害で訴えられ、有効性を争っていることに禁反

言が成立していなければ、当事者は CBM を申し立てることができるとされている(37CFR42.302)。禁

反言は異議排除、争い排除の原則からの要請である。そして、異議排除の原則、争い排除の原則は公正

な法廷での争いの機会を当事者がもち、その後、訴訟の最終判決が行われたことを要求する。そして、

異議排除の原則、争い排除の原則は、最終な判決の後は反撃や補正が免じられることを要求する。 
 そこで、本件について検討すると、VERSATA 社と SAP 社は CAFC にて争っているので、PTAB は、

地方裁判所の判決について反撃や補正の機会があり、地方裁判所の判決は 37CFR42.302 にいう最終的

なものでないと判断した。その結果、PTAB は SAP 社が§18(a)(1)(B)や 37CFR42.302 に意味する特許

を権侵害しているとして訴えられており、最終結果がでていないので、CBM 審理採用可能な時点を過

ぎていないとの見解を維持した。 
1-②：SAP 社は、350 特許は価格決定、価格データの管理、に関する方法及び装置をクレームするもの

であり、クラス 705（注１1）に分類されるので、CBM の対象となる特許であると主張した（注 1：ク

ラス 705 について）。 そこで、価格決定、価格データの管理は、「金融商品又はサービス」に該当す

るかを検討する。 

 ここで、USPTO は、AIA18(d)(1)に関連して金融サービス業についてのサービスや商品に限定されると

する解釈を採用していず、CBM 制定の趣旨から、ビジネス方法特許の概念は広く解釈されるべきであり、

金融本来の活動だけでなく、それに付随する活動や補足的な活動も概念に該当するものと説明している。 

 本件について検討すると、本件 350 特許は価格決定方法及び製品であり、金融に付随する活動乃至そ

れに補足的な活動に関連するといえる。よって、PTAB は、前述のように”financial”の意味は金融商

品及びサービスに限定されず、広く金融全般に関することであるとし、350 特許の特許クレームは

AIA18(d)(1)に規定する金融商品及びサービスであるとの見解を維持した。 

 ついで、「技術的発明」であれば「ビジネス方法特許」から除外される。この点について、USPTO は、

「技術的発明」に関し、以下のようにガイドライン（注 22:Office patent trial Practice Guide)によ

り技術的発明とならないとされているものを判断している。 

a)知られた技術の単なる引用となる場合、たとえば、コンピュータ、コミュニケーションネットワーク、

ソフトウエア、メモリ等、 

b)工程又は方法を遂行する上で、知られた先行技術の使用の引用をする場合、 

c)通常予想される範囲内の結果を達成する（にすぎない）先行技術の組み合わせ。 

 そこで、PTAB は前述のガイドラインの記載に本件 350 特許があてはまるか検討した。 

○a)について 

 VERSATA 社は、いずれのクレームもコンピュータの使用と、非標準的な数字を要求し、非標準的な数

字は”run time”において決定されるとし、コンピュータの存在が不可欠であるとしているが、350 特

許に係る発明は汎用コンピュータで実現でき、請求項の各限定は当業者であれば紙とエンピツにより実

現可能であり、いずれの請求項も特別なコンピュータを必要としないので、(a)にあてはまる。

                             
1 クラス 705 について日本特許庁に下記の引用文献あり
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tizai_housei2/1306-044_def.pdf#search='%E7%B1%B3%E5
%9B%BD+%E7%89%B9%E8%A8%B1%E5%88%86%E9%A1%9E+%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B
9705'） 
2 Office patent trial Practice Guide 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-08-14/pdf/2012-17908.pdf 
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○b)について 

 クレームは階層を使用して組織的な製品グループを構成しているが、そのような階層は「ユビキタス

な顧客と製品との階層」として知られており、すでに価格情報を組織化するのに使用されているので、 

(b)にあてはまる。 

○c)について 

 さらに、VERSATA 社は、データの階層化は、膨大なデータを記憶させたり、維持する等の扱いの問題

を克服するものであり、価格情報の組織化に影響があったと主張するが、データの階層化は（通常の）

組織チャートと同様なものであり(c)に該当する。 

 以上より、前述の(a)-(c)をみたすので、PTAB は、350 特許は「技術的な発明」ではなく、「ビジネス

方法特許」であるとする見解を維持した。 

1-③：VERSATA 社は、USPTO は CBM の審理において、USC35§101 に規定する特許対象について考

慮しないとしていたと主張した。 
 AIA において、CBM 及び PGR では 35USC§282(b)(2)、(3)で問題となった点についてレビューできると

しており、35USC§282(b)(2)は特許又はクレームの特許性に関する特定の法定理由に基づく無効性を争

えるとし、35USC§282(b)(3)はベストモード記載に基づく開示違反をのぞき、35USC§112 の要求に基づ

く無効性について争えるとしている。 

 そこで、35USC§101 が特許性に関する特定の法定理由にあたるか、及び、AIA の制定にあたり、議会

が USPTO に§101 の判断をさせるように意図したかについて検討する。最高裁判所は USC35§101 を特許

性に関する法定の理由と認めているし、侵害事件における無効主張に適用可能（注 33）としている。CAFC

も USC35§101 を特許性に関する法定の理由であるとしている(注 44)。 

 AIA 経緯によれば、議会は例外なしに PGR と基本的に同様であるとしている(注 55)。従って，PTAB は、

CBM においても、PGR と同様、USC35§101 に関して無効防御の審理が行えるものと判断した。 

争点２について： 

２-①： 

(1) USC35§101 について、SAP 社は単に、コンピュータにより実行するとか、又は、コンピュータリー

ダブルとするだけでは USC35§101 の本質的な特許適格性を有しないと主張した。さらに、クレームは

リファレンスから僅かに異なる程度や実際の使用に関する限定以上の限定を含まなければならないと

主張した。PTAB も USC35§101 について同様の認識である。 

 ここで、VERSATA 社は CAFC において説明するように、価格情報を組織化するのに階層化構造を使用し

ているが、そのような階層化自体は多くの会社にて利用されているとはいえ、”ubiquitous customer”
と”product”の階層が価格テーブル内に存在するところに意味があり、350 特許は技術的な発明であると

主張している。また、VERSATA 社は 350 特許のクレームはコンピュータ上のデータ認識及び操作を必要

とする、例えば、CPU 実行時間において、非標準化された(denormalized)数字を用いる計算をする点が

挙げられる。そこで、PTAB は、以下 VERSATA 社の主張を具体的に検討した。まず、PTAB は、「価格情報

を組織化するのに階層化構造を使用すること」は技術的な事柄ではなく、単なる抽象的なアイデアであ

ると判断した。また、350 特許のクレームに必要とされるコンピュータは一般的な目的を有するコンピ

ュータでよく、さらに、350 特許のクレームはコンピュータでなくても実行可能なプロセスに関連して

おり、USC35§101 の本質的な特許適格性がないとする事由に該当すると判断した。 

 よって、SAP 社は VERSATA 社の 350 特許について、USC35§101 の点で”more likely than not “で特許

できない状態であることを証明したと、PTAB は判断した。 

                             
3最高裁判所判決：Graham v. John Deere Co 383 U.S. 1, 12(1966)及び Mayo Collab. Servs v. Prometheus 

Labs. Inc., 132 S. CT. at 
4 Dealertfack, 674 F.3d at 1330, n. 3 citing Aristocrat Techs. Austl. PTY Ltd. V. Int’l Game 

Tech., 543 F. 3d 657,661 Fed. Cir. 2008 
5 CBM を追加に関する”Summary of the Manager’s Amendment”を参照 157 Cong. Rec. S1367 daily ed. 

Mar. 8, 2011 
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(2)USC35§102について、SAP社は1995年１月に販売が開始されたSAP社のR/3システムによってVERSATA

社の 350 特許は先行(anticipate)されていると主張した。なお、R/3 システムはビジネスに関する資源、

情報、活動を管理するシステムである。また、先行しているとの点につき、SAP 社側の専門家 Dr.Siegel

が行った証言に示すように、VERSATA 社の 350 特許のクレーム 17、26-29 に含まれるすべての要素は、

R/3 システムについてのドキュメントに記載されていると主張した。 

 一方、VERSATA 社側の専門家 Dr.Boyd の証言によれば、R/3 システムでは非標準化された

(denormalized)数字を用いる点では、VERSATA 社の 350 特許のクレーム 17、26-29 と SAP 社の R/3 シス

テムとは異なると主張した。 

 そこで、PTAB は、双方の専門家の主張を検討した結果、VERSATA 社側の専門家 Dr.Boyd の証言よりも、

SAP 社側の専門家 Dr.Siegel が行った証言を支持した。従って、R/3 システムによって VERSATA 社の 350

特許のクレーム 17、26-29 が先行されているとして、”more likely than not “の状態であると、PTAB

は判断した。 

(3) USC35§112 について、SAP 社は VERSATA 社の 350 特許のクレーム 17、26-29 について、SAP 社側の専

門家 Dr.Siegel の証言に基づき、クレーム中のソフトウエアの記載からはどのように動作するのか不明

であると主張した。 

 そこで、当業者が実行出来る程度の記載がされているかについて検討したが、専門家 Dr.Siegel の証

言ではソフトウエアとして詳細さが欠けているといった程度にしか示すことはできなかった。 

 従って、PTAB は USC35§112 については”more likely than not “の状態であるとはいえないと判断し

た。 

5. 訳者コメント 

 本件は、CBM に関し、最初に審理開始と判断された案件です。そのため、審理開始要件について、

慎重な判断がされました。 

 その結果、PTAB が審理開始を以下のように判断することが確立するものと考えます。 

1.ビジネス特許は金融商品又はサービスの実行、運用、管理面で使用されるデータ処理又は他の動作を

実行する方法、又は対応する装置をクレームする特許を意味するが、金融商品又はサービスの範囲を広

く解釈する。 

2.「技術的発明」とならない例として、PTAB も、以下の USPTO のガイドラインを採用することになると

考えます。 

a)知られた技術の単なる引用となる場合、たとえば、コンピュータ、コミュニケーションネットワーク、

ソフトウエア、メモリ等、b)工程又は方法を遂行する上で、知られた先行技術の使用の引用をする場合、

c)通常予想される範囲内の結果を達成する（にすぎない）先行技術の組み合わせ。 

3.CBM はビジネス方法特許の権利行使に対し侵害を疑われた被疑侵害者側の防御手段であるが、訴訟の

どの段階まで提訴することが可能か不明であった。この点、CAFC で争っていれば、判決は確定してい

ないので、判決が確定するまで申請可能と判断されました。 

4.CBM の審理範囲は付与後レビュー(PGR)と同様の内容を審理することができると判断されました。 

6. まとめ 

 地方裁判所、CAFC等に特許の有効性に関する民事訴訟が継続している場合、CBMを提起できないが、

特許権侵害に関する民事訴訟の場合には、CBMを提起することが可能です。そうすると、特許権侵害に

関する民事訴訟における、特許の有効、無効の判断と、CBMにおける特許の有効、無効の判断が異なる

場合があり得ると考えます。 

 本件に関しても、PTAB は VERSATA 社の 350 特許のクレーム 17、26-29 は無効と判断したが、関連

する SAP による特許権侵害と損害賠償においては、CAFC は地裁の判断を支持（2013 年 5 月 1 日：SAP
社の特許権侵害を認定）する判決がでたため、特許の有効、無効の判断について結果がことなるように

思えます。このように、PTAB の判断と CAFC の判断とが、反するものとなった場合、最終結論がどう

なるか今後の展開が注目されると考えます。 

 

作成者 鈴木 


