２０１４暫定適格性ガイダンス
F.R. Dec. 16, 2014
概要：本暫定ガイダンスは、近年の最高裁判決を考慮して、U.S.C.１０１条における特許適格性
の判断のために利用されるものである。また、本暫定ガイダンスは、Alice 事件における最高裁判
決を考慮して、２０１４年６月の予備審査指令を補足し、Myriad 事件及び Mayo 事件における
最高裁判決を考慮して、２０１４年３月のクレームの特許適格性分析の手順を置き換えるもので
ある。なお、現行の MPEP2106(II)(A)及び 2106(II)(B)は、２０１４年６月の予備審査指令によ
り置き換えられ、MPEP2106.01 は、本暫定ガイダンスにより置き換えられる。本暫定ガイダン
スの特許適格性の分析は、最近の最高裁及び CAFC の裁判例を考慮した１０１条の特許適格性の
要件の解釈を示すものであり、全ての技術分野を対象とするが、法的拘束力や法的効果を伴うも
のではない。
米国特許法 101 条(a)では、
「新規かつ有用な

力や法的効果を伴うものではない。

方法、機械、製造物若しくは組成物又はそれに

本暫定適格性ガイダンスは、以下の項目から

ついての新規かつ有用な改良を発明又は発見

なる。

した者は，本法の定める条件及び要件に従って、
それについての特許を取得することができ

フローチャート：製造物及びプロセスに関す
るテスト
Part I：判例法上の例外（judicial exception）に

る。
」という特許保護の対象が定義されている。
しかしながら、このような広い範疇の保護対象

関する２パート分析

に対し、最高裁は３つの例外（自然法則、自然

Part II：完全審査

現象、及び抽象的アイデア）が特許適格性を有

Part III：サンプル分析

さないことを示してきた。これら３つの例外は、

Part IV：自然法則、自然現象、及び抽象的ア

法文上、明記されていないが、新規で、有用性

イデアに関する裁判例の要約

を要求する 101 条の観念に矛盾するものでも

以下のフローチャートは、クレームが特許適

ない。また、判例法に基づく米国において、こ

格性を有するかどうかを評価するための審査

れらの例外は成文法の及ぶ範囲を示したもの

において使用される製造物及びプロセスに関

と考えられている。

する分析を説明するものである。
法的な先例の下では、同じ結果が得られる特

本暫定適格性ガイダンスは、最近の最高裁判
（１）

許適格性に関する分析の枠組みには、各種の形

（２）

、Mayo 事件

態があり得る。ここで示されている分析は、全

（３）

）及び CAFC 判決（４）を考慮した特許適格性

ての技術分野に渡って、審査効率及び一貫性を

に関する USPTO の現在の解釈を示すものであ

促進するものである。

決（Alice 事件

、Myriad 事件

り、全ての技術分野を対象とするが、法的拘束
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2014 Interim Eligibility Guidance Quick Reference Sheet
製造物及びプロセスに関する特許適格性テスト
本分析の前には、クレームの最も広い合理的な解釈を行うこと。
また、特許性に関する評価は、クレーム全体を分析すること。

審査のコンパクト化のため、適格性の決定とともに、全てのクレームが他の特許要件 102 条,103
条,112 条及び 101 条（ただし、有用性、発明者、ダブルパテント）
、さらに非法定型の自明性のダ
ブルパテントについて十分に審査されなければならない。
以前のガイドラインからの留意すべき変更
・
（あらゆるタイプの）判例法上の例外を含むすべてのクレーム（物、及びプロセス）は、同
一のステップに供される。
・自然ベースの物を含むクレームは、Step 2A において、クレームが「自然物」の例外を対象
とするか（記述しているか）どうかを分析する。この分析は、クレーム中の自然ベースの物が、
自然発生の対応物と比較し、構造、機能及び／または性質に基づき、顕著に異なる特徴を有す
るかどうかを確認する。この分析において、クレームが例外を対象とする場合（顕著に異なる
特徴が示されていない場合）のみ、Step 2B に進む。
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2014 暫定適格性ガイダンス：

かどうかを判断するために、更なる分析を必要
とする（Step 2B）
。

MPEP2106 で説明されている 101 条の特許適
格性についての現行の 2 step に従い、
（Step 1）クレーム発明は、”４つの法上のカテ

１． クレームが”対象とする”ものを決定す

ゴリの１つを対象とすべきであり”、

る

また、

クレーム中に、自然法則、自然現象、または

（Step 2）クレーム発明は、”判例法上の例外を

抽象的アイデアが記載されている場合（すなわ

含む主題を対象とすべきでない”。

ち、それらが示されているか、または記述され

製造物とプロセスについての特許適格性テ

ている(set forth or described)場合）
、クレームは

ストと題された添付のフローチャートを参照

判例法上の例外に該当する。そのようなクレー

すれば、Step 1 はフローチャートの Step 1 に該

（５）
、他の
ムは、除外された主題と「結び付き」

当し、これは MPEP2016(I)で説明されているも

者の自然法則、自然現象、抽象的アイデアの使

のである。Step 2 は、同様にフローチャートの

用を阻害するリスクがあるため、特許適格性の

Step 2A 及び 2B に該当し、本暫定適格性ガイダ

精査が必要である。裁判所は、あるレベルにお

ンスの主題となるものである。Step 2 は、自然

いて、すべての発明は、自然法則、自然現象、

法則、自然現象、抽象的アイデア（判例法上、

抽象的アイデアを具体化し、使用し、反映し、

認識されている例外）を対象とするクレームに

それらを根拠とし、適用するため（６）、当該ク

関する Alice 事件の 2 part 分析（Mayo test と呼

レームを精査することに留意している。クレー

ぶ）である。

ムを適切に解釈するためには、出願人が発明し、
特許を求めているものが何であるかを理解す

Ｉ． 判例法上の例外に関する 2 part 分析

ることが重要である。

Ａ． フローチャートの Step 2A（Part 1 Mayo

判例法上の例外を記載しているかもしれな

test）では、－クレームが、自然物、自然現象、

いが、判例法上の例外に結び付くことを明らか

または抽象的アイデア（判例法上の例外）に該

に求めていない発明を対象とするクレームに

当するかどうかを決定する。

関しては、簡素化された分析についての Section
I.B.3 を参照。

出願の開示全体を参照し、最も広く合理的な
解釈に従ってクレームを認定することにより

２． クレーム中に記述されている判例法上

（MPEP2103）
、出願人の発明を決定した後、ク

の例外を特定する

レームが全体として判例法上の例外を対象と

MPEP 2106(II)には、判例法上の例外の詳細な

しているかどうかを決定する。判例法上の例外

説明と法的根拠が提供されている。これらの概

に該当しない（Step 2A で、No）
、プロセス、機

念の多くは複数の例外に含まれうるため、例外

械、製造物、または組成物に関するクレーム（フ

のタイプの間には、明確な線引きがないことに

ローチャートの Step 1 で、Yes）は、適格性を

留意すべきである。例えば、数式は、それらが

有しているため、更なる適格性の分析は不要で

科学的真実を表現しているとして例外に該当

ある。少なくとも１つの例外に該当するクレー

すると考慮されるが、抽象的アイデア及び自然

ムは（Step 2A で、Yes）
、そのクレームが、例

法則に該当するとして裁判所によって分類さ

外の特許適格性を有する適用を記述している

れてきた。同様に、”自然物”は、それらが自然
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に起こり得るものに結び付くため、例外に該当

を参照）

すると考えられているが、同時に自然法則及び

・為替手形または通貨としての広告の利用

自然現象に該当するとして分類されてきた。従

（Ultramercial 事件: SectionIV.C.4 を参照）

って、本分析では、クレームされた概念が少な

・情報センタを通して情報を処理すること

くとも１つの判例法上の例外に合致すること

（Dealertrack 事件: SectionIV.B.3 を参照）

を特定することで十分である。

・新しい情報と記憶された情報を比較し、オプ
ションを特定するためのルールの使用

裁判所で特定されているように、自然法則、
及び自然現象は、自然発生原理／物質や、自然

（SmartGene 事件: SectionIV.B.4 を参照）

に発生している物に比べて顕著に異なる特徴

・情報を整理、保存、送信するためのカテゴリ

を有していない物質を含む。自然ベースの物の

の使用（Cyber fone 事件:SectionIV.B.5 を参照）

限定を含むクレームが例外を記述しているか

・数学的相関を介した情報の整理（Digitech 事

どうかを決定するために使用される顕著に異

件:SectionIV.C.1 を参照）

なる特徴についての議論に関しては、Section

・ビンゴゲームの管理（Planet Bingo 事件:

I.A.3 を参照。裁判所が自然法則、及び自然現

SectionIV.C.2 を参照）

象と認定してきた概念のタイプは、これらのケ

・ゴムの硬化時間を算定するためのアレニウス

ースで示されている。なお、これらは例示であ

の式（Diehr 事件:SectionI II,事例３を参照）

り、限定されるものではない。

・アラームリミットを更新するための数式

・単離 DNA（Myriad 事件：Section III, 事例２

（Flook 事件: SectionIII,事例４を参照）

を参照）

・スタンディングウエーブ現象に関する数式

・ある化合物が、どのように体内で代謝される

（Mackay Radio 事件:SectionIV.A.3 を参照）

かの結果との相関関係（Mayo 事件: Section III,

・１つの形式の数値表現を他の形式に変換する

事例５を参照）

ための数学的手順（Benson 事件:Section IV A.4

・信号を送信するための電磁気(Morse: Section

を参照）

IV.A.1 を参照)
・脂肪成分と水との結合に内在する化学理論

３． 自然ベースの物

(Tilghman 事件: Section IV.A.2 を参照)

a. 顕著に異なる特徴に関する分析では、ク

抽象的アイデアは、裁判所により、基本的な

レーム中の自然ベースの物の限定を評価する

経済活動、人間の活動を体系化する特定の方法、 ことが必要かどうかを決定する。
アイデアそのもの、数学的関係／数式が例とし
て挙げられている。裁判所で抽象的アイデアと

ここで使用されているように、自然ベースの

認定されてきた概念のタイプは、以下のケース

物は、適格性及び非適格性の物の両方を含んで

に示されている。ただし、これは例示であり、

おり、”自然物”の例外を特定するために使用さ

これらに限定されるものではない。

れる顕著に異なる特徴に関する分析の対象と

・決済リスクの緩和（Alice 事件: Section III,事例

なる物のタイプを単に言及している。裁判所は、

６を参照）

自然発生の物や、実質的に自然発生の物と相違

・ヘッジング（Bilski 事件: Section IV.A.5 を参

しないある程度の人工物は、自然法則や自然現

照）

象の例外に含まれる”自然物”としてきた。自然

・契約関係の形成（buySAFE 事件: Section IV.C.3

ベースの物の限定を含むクレームが、”自然物”
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における評価の対象となる。

の例外を記述しているかどうかを決定するた
めに、自然ベースの物の限定を評価する顕著に

プロダクト・バイ・プロセスクレームに関し

異なる特徴に関する分析を使用する（Section

て、分析は、そのクレーム中の自然ベースの物

I.A.3.b を参照）
。自然ベースの物の限定であっ

が、自然発生の対応物から顕著に異なる特徴を

て、その自然界で生ずる対応する物から顕著に

有しているかどうかによる。(MPEP 2113 for

異なる特徴を有さないものを記載するクレー

product-by-process claims を参照)

ムは、”自然物”の例外に該当する（Step 2A で、

方法クレームは、方法で使用される自然ベー

Yes）
。

スの物について顕著に異なる特徴に関する分

全体を考慮したときに自然ベースでない物

析の対象にはならない。ただし、物クレームの

にまで、顕著に異なる特徴に関する分析を過度

物と相違がないように方法クレームがドラフ

に適用すべきないことに留意する。自然ベース

トされている場合（例えば、リンゴを提供する

の物の限定（”自然物”の例外に該当するかしな

方法）を除く。

いか）を含むが、発明が何らかの判例上の例外
b. 顕著に異なる特徴に関する分析：構造、

に結び付くことを明確に求めていない発明を

機能、及び／または他の特性（７）

対象とするクレームに関しては、簡素化された
適格性の分析に関する Section I.B.3.を参照。こ
のような場合、顕著に異なる特徴に関する分析

顕著に異なる特徴に関する分析は、その自然

は不要である。

ベースの物の限定と、自然発生の対応物とを比

自然ベースの物は、それ自身によってクレー

較する。自然ベースの物に対応する自然発生の

ムされるか（例えば、”乳酸菌バクテリア”）
、

対応物がなければ、比較は、最も近い自然発生

あるいは１以上の限定（例えば、コンテナ中の

の対応物となされる。自然ベースの物が混合物

乳酸菌及びミルクの混合物を含むプロバイオ

である場合、最も近い対応物は、混合物を形成

テック組成物）によってクレームされうる。顕

する個々の自然ベースの成分でありうる。すな

著に異なる特徴に関する分析は、その自然ベー

わち、クレームされた自然ベースの混合物の特

スの物が”自然物”の例外であるかどうかを決

徴は、自然界にあるその成分の特徴と比較され

定するために、クレーム中の自然ベースの物に

る。

ついてだけ適用される。自然ベースの物が、複

顕著に異なる特徴は、その物の構造、機能、

数の成分によって製造される場合、顕著に異な

及び／または他の特性で現れ（８）、その特徴は、

る特徴に関する分析は、その成分よりも、得ら

ケースバイケースでクレーム中に記載されて

れる自然ベースの混合物に適用される。上記の

いる対象に基づいて評価される。本暫定適格性

例であれば、乳酸菌とミルクのそれぞれに顕著

ガイダンスに従って発行されている事例にみ

に異なる特徴の分析を適用するのではなく、乳

られるように、わずかな変化でも、その物の自

酸菌とミルクの混合物に適用する。コンテナは、 然発生の対応物に比べて顕著に異なる特徴が
自然ベースの物に該当しないので、顕著に異な

もたらされうる。この分析に従って、例えば、

る特徴に関する分析の対象とはならないが、乳

精製または単離された物は、その物の自然発生

酸菌とミルクの混合物が自然発生の対応物に

の対応物とは顕著な相違を示すのに十分な特

比べて顕著に異なる特徴を有しておらず、それ

徴の変化がある場合、適格性を有する。クレー

ゆえ”自然物”の例外に該当する場合、Step 2B

ムが顕著に異なる特徴を示さない自然ベース
5

の物を記載している場合、クレームは”自然物”

変更された点である。従って、クレームは、ク

の例外（自然法則または自然現象）に該当し、

レーム中に他の例外が記載されておらず、クレ

そのクレームは、追加の要素が例外を大きく超

ーム中の自然ベースの物が顕著に異なる特徴

えるものを付加するかどうかに基づく適格性

を有し、従って、”自然物”の例外でないことの

を決定するために、さらなる分析が必要とされ

認定のみに基づいて適格性が判断される。
最終的に101条に基づく拒絶理由がなされた

る。

場合、クレーム中にその例外が含まれている

顕著な相違があるかどうかを決定するにあ
たって裁判所で考慮されている特徴のタイプ

（すなわち、示されているか、記載されている）

の具体例としては、限定されるものではないが、 から、拒絶理由でこれを特定し、その物が、自
以下のものが挙げられる。

然発生の対応物に比べて顕著に異なる特徴を

・生物学的あるいは薬理学的機能や活性（９）

有していない理由を説明する。

・化学的及び物理的特性（１０）
Ｂ． フローチャートの Step 2B（Part2 Mayo

・機能的及び構造的特徴を含む遺伝の表現的特
（１１）

性

test）－このステップでは、クレーム中の何ら

・化学的、遺伝的、または物理的であるかを問

かの要素または要素の組み合わせが、クレーム

わない構造及び形態（１２）

が判例法上の例外を大きく超えるものである
ことを確信するのに十分であるかどうかを決

クレームが顕著に異なる特徴を有する自然

定する。

ベースの物を含んでいれば、クレームが他の例
外（例えば、自然法則あるいは抽象的アイデア、
または異なる自然現象）を記述している場合を

判例法上の例外を対象とするクレームは、個

除き、”自然物”の例外を対象としておらず、適

別に、また順序付けられた組み合わせの両者で

格性を有する(Step 2A で、NO)。クレームが、

考慮されるクレームの各要素が、クレームが全

製造物の自然発生の対応物に比べて顕著に異

体として例外を大きく超えるものであること

なる特徴を有していない製造物を含んでいる

を確信するのに十分であるかどうかを決定す

ならば、そのクレームは例外を対象としており

るために、分析する必要がある－これは、”発

(Step 2A で、Yes)、適格性の分析は次の Step 2B

明（創造性）概念（inventive concept）”のサー

に進み、クレーム中の他の要素が、例外を大き

チと呼ばれてきた。特許適格性を有するために

く超えるものを追加するかどうかを決定する。

は、判例法上の例外を対象とするクレームは、

クレームが単一の自然ベースの物を対象とし

そのクレームが、例外の独占を意図するクレー

ている場合、一旦、その物の顕著に異なる特徴

ムドラフトの努力以上のものとなるように、有

が示されると、”自然物”の例外は記載されてい

意義な形で例外を適用するプロセスまたは物

ないから、適格性に関する更なる分析は不要で

を記述していることを確信するための追加の

ある（すなわち、Step 2A に対する回答が NO

特徴を含んでいなければならない。クレーム全

であるため、Step 2B は必要ない）
。
（Step 2B に

体を考慮することが重要である。それぞれで見

おける）クレームが”自然物”の例外を大きく超

ると個々の要素は、クレームに大きく超えるも

えるものであるかどうかに関する質問は、例外

のを追加するか明確でないかもしれないが、組

を記載していないクレームでは検討の必要が

み合わせれば例外を大きく超えるものになり

ないため、上記考え方は、先のガイダンスから

得る場合もある。各クレームは、その中で記載
6

されている特定の要素に基づいて、個々に審査

ーチン的で、慣習的な行為を、高いレベルの一

する必要があり、出願中に同様のクレームがあ

般性で特定して、単に追加すること。例えば、

っても、自動的に同じ判断がされるべきではな

当該分野で従来周知の、ルーチン的で、慣習的

い。

な動作である一般的なコンピュータの機能を
実行するために、通常のコンピュータを要求す

１． “大きく超えるもの”（Significantly More）

るに過ぎない抽象的アイデアをクレームに追
加すること（２０）

最高裁は、追加の要素を有するクレームが、
判例法上の例外自身を大きく超えるものであ

・判例法上の例外への重要でない解決手段の追

るかどうかを決定するために多数の検討事項

加。例えば、自然法則または抽象的アイデアに

を示してきた。以下は、これらの検討事項の具

関連付けるための単なるデータの収集（２１）

体例であるが、
（検討事項は）これらに限定さ

・判例法上の例外の利用を特定の技術環境また

れるものではない。クレーム中に判例法上の例

は分野に一般的に結び付けること（２２）

外とともに記載されている場合に、”大きく超
Section III では、このフレームワークで分析

えるもの”として認められるための限定には、
以下のものが含まれる。

されたクレームの具体例を説明する。クレーム

・他の技術または技術分野に対する改良（１３）

が全体として、判例法上の例外自身を大きく超

・コンピュータ自身の機能に対する改良（１４）

えるものを記載しているならば、クレームは適

・特定の機械を伴う、またはその使用による判

格性を有しており（Step 2B で、Yes）
、適格性

（１５）

例法上の例外の適用

の分析は終了する。クレーム中に、例外を特許

・特定の物を異なる状態あるいは異なる物へ変

適格性のあるものに変換する有意義な限定が

換または変化を生じさせるもの（１６）

なく、それによってクレームが例外自身を大き

・当該分野で、周知の、ルーチン的な、慣習的

く超えるものでないならば、クレームは適格性

なもの以外の特別な限定の追加、またはクレー

を有しておらず（Step 2B で、No）
、101 条で拒

ムを特定の有用なアプリケーションに制限す

絶されるべきである。拒絶理由において、クレ

る非慣習的なステップの追加（１７）

ーム中に記載されている（すなわち、示されて

・判例法上の例外の利用を特定の技術的な環境

いるか、あるいは記述されている）箇所を参照

へ一般的に結び付けるもの以上の他の有意義

することによって例外を特定し、例外が考慮さ

（１８）

れる理由を説明する。次いで、クレームは追加

な限定

の要素を含む場合、拒絶理由でそれらの要素を
クレーム中、判例法上の例外とともに記載さ

特定し、それらが例外に大きく超えるものを追

れている場合に、”大きく超えるもの”として認

加するものでない理由を説明する。MPEP2103

められない限定には、以下のものが含まれる。

（VI）及び 2106（III）を参照。

・判例法上の例外と、”適用する（apply it）”と
いう用語（あるいは、これに等価のもの）の追

２． 複数の例外を含むクレーム

加、またはコンピュータ上で抽象的アイデアを

複数の例外を含むクレームについては、１つ

実行するための単なるインストラクションの

の例外についての適格性の分析を行う。クレー

（１９）

追加

ムが、例外を大きく超える要素または要素の組

・判例法上の例外に、当該分野で、周知の、ル

み合わせを含む場合、それらの追加の要素も同
7

様に他のクレームされた例外を大きく超える

らかに意図していないものは、”自然物”の例外

ものであるかどうかを考慮し、クレームがいず

を特定するための顕著に異なる特徴に関する

れかの記載されている例外に関して先取りす

分析を必要としない。例として、自然発生の鉱

る（先占）効果を有していないことを確認する。

物でコーティングされた人工股関節を対象と

１つの例外について Step 2B を満足する追加の

するクレームは、その鉱物に結び付けることを

要素は、クレーム中の全ての例外について Step

明らかに意図していない。同様に、クレームさ

2B を満足する可能性が高い。一方、クレーム

れた物が、付属的な自然ベースの物を単に含ん

が１つの例外について Step 2B を満足しない場

でおり、例えば、クレームが、金と電気的接点

合、クレームは適格性を有しておらず、従って、

を有する携帯や、木製の飾りを有するプラスチ

さらなる適格性の分析は不要である。

ック製のイスを対象としている場合、そのよう
なクレームは自然ベースの物に不適切に結び
付けることを求めていないから、”自然物”の例

３． 簡素化された適格性分析

審査効率向上のため、判例法上の例外を含む、 外を特定するための自然ベースの物の分析を
必要としない。

含まないに関わらず、全体としてみたとき、第
三者が実施できなくなるようないずれの判例
法上の例外への結びつきも求めていないこと

ＩＩ． 完全審査（Complete Examination）

が明らかなクレームに対しては、効率的な適格

101 条の拒絶理由がなされるかどうかに関わ

性の分析が使用できる。そのようなクレームは、 らず、他の特許要件である 102 条,103 条,112
特許適格性を有していることが明らかである

条,101 条（有用性、発明者要件、及びダブルパ

から、ここで挙げられている分析を行う必要は

テント）
、及び非法定型ダブルパテントについ

ない。しかしながら、出願人が判例法上の例外

て、完全審査が全てのクレームで行われる。

をカバーすることを求めているかどうかが疑

MPEP 2103、2106(III)を参照

わしい場合、クレームが判例法上の例外を大き
く超えるものを含むかどうかを決定するため

ＩＩＩ． サンプル分析

に、本分析を適用すべきである。

以下の具体例は、最高裁判決に基づくもので
あり、適格性を分析するために、この暫定適格

例えば、複雑な工業製品あるいはプロセスを

性ガイダンスとフローチャートを使用する。

対象とするクレームで、判例法上の例外ととも
に有意義な限定を含んでいるものは、その実際

［事例１］Diamond v. Chakrabarty 事件 (U.S.

のアプリケーションを十分に限定しており、従

Patent No. 4,259,444)

って、全ての適格性の分析は必要とされない。
例えば、制御システムを有するロボットアーム

（背景）

アセンブリであって、一定の数学的関係式を使

炭水化物分解経路を提供する安定なエネル

用することで動くものは、その数学的関係式の

ギー発生プラスミドは、自然界においてあるバ

使用に結び付けることを明らかに意図してお

クテリア内に存在する。異なるプラスミドは、

らず、適格性を決定するための全ての分析を要

異なる炭水化物を分解する能力を有する。例え

求するものではない。また、自然ベースの物を

ば、あるプラスミドはカンファ分解能力を有し

含むが、自然ベースの物に結び付けることを明

ており、他のプラスミドはオクタン分解能力を
8

を有する。

有している。シュードモナス属のバクテリアは
自然発生のバクテリアである。自然発生のシュ
ードモナス属のバクテリアは、１つの安定なエ

［事例２］Association for Molecular Pathology v.

ネルギー発生プラスミドを含有し、１種の炭化

Myriad Genetics, Inc. 事 件 (U.S. Patent No.

水素を分解可能であることが知られている。

5,747,282)

（代表的クレーム）

（背景）

少なくとも２つの安定なエネルギー発生プ

ヒト遺伝子は、自然発生の DNA のセグメン

ラスミドを含むシュードモナス属由来のバク

トからなり、タンパク質をコード化する。自然

テリアであって、前記プラスミドの各々は、別

界において、ヒト遺伝子は共有結合によって互

個の炭化水素分解経路を提供する。

いに結び付けられており、クロモゾーム（染色
体）と呼ばれる長鎖の DNA を形成する。本発
明者は、BRCA1 と呼ばれる自然発生のヒト遺

（分析）
クレームは、法上のカテゴリ、例えば、製造

伝子の位置とヌクレオチド配列を発見した。

物または組成物を対象としており（Step 1 で、

BRCA1 の遺伝子は、BRCA1 と呼ばれるポリペ

Yes）
、自然ベースの物（バクテリア）を記載し

プチドをコード化するものであり、これは

ている。クレームが、”自然物”の例外を対象と

DNA の修復を助け、腫瘍形成を防ぐ。BRCA1

するかどうかを決定するため、自然ベースの物

中には、多数の自然発生の変異体が含まれる。

に顕著に異なる特徴に関する分析を使用する。

いくつかの変異体は無害であるが、あるものは

クレームされたバクテリアは、自然発生のシ

乳癌及び卵巣癌を非常に増加させる場合があ
る。

ュードモナス属のバクテリアとは異なる機能
的特徴を有する。すなわち、単一の炭水化物の

BRCA1 遺伝子の位置及びヌクレオチド配列

みを分解し得る自然発生のシュードモナス属

の知識は、それを研究、操作、利用可能なよう

のバクテリアに比べて、少なくとも２種類の異

に単離することを可能とする。単離は、２つの

なる炭化水素を分解可能である。

異なる方法で行われる。第１の方法は、自然界

また、クレームのバクテリアは、異なる構造

の残りの染色体の遺伝子と結合している遺伝

的特徴を有する。すなわち、単一の自然発生の

子の一端で、２つの共有結合を分解することに

シュードモナス属のバクテリア内に観察され

よって、ヒト染色体上でその自然な位置から遺

るよりも多いプラスミドを含むように遺伝子

伝子を物理的に除去する方法である。第２の方

改変されている。バクテリアは、追加のプラス

法は、実験室での遺伝子の合成である。例えば、

ミドやそれによって得られる複数の炭化水素

ヌクレオチドを互いに結合させることにより、

成分からなる油を分解するための能力に起因

自然発生の遺伝子配列を形成する。両者いずれ

して、自然発生のものとは顕著に異なる特徴を

でも、自然環境から”単離”された遺伝子が得ら

有する新規なものである。これらの異なる機能

れる。すなわち、自然界で発生する染色体から

及び構造は、顕著な相違のレベルを上げるもの

取り出される。

であり、それゆえクレームされたバクテリア

BRCA1 遺伝子は、約 80,000 ヌクレオチド長

は、”自然物”の例外ではない。従って、クレー

であり、複数のイントロンとエキソンとを含む。

ムは例外に該当せず（Step 2A で、No）
、適格性

自然界において、BRCA1 ポリペプチドは、
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mRNA と呼ばれる中間生成物を介して BRCA1

レームされた DNA はこれが欠如しているから

遺伝子から生成される。ヒト細胞における

である。しかしながら、別の面でクレームは自

BRCA1 mRNA の自然界での生成は、イント

然界の遺伝子と構造的に同一である。すなわち、

ロンのスプライシング（除去）が関係し、エク

クレームされた DNA は、自然界における

ソンのみからなる分子を生じさせる。本発明者

BRCA1 と同じ遺伝的構造及びヌクレオチド配

等は、mRNA を使用し、相補的 DNA(cDNA)

列を有している。クレームされた DNA は、機

と呼ばれ、BRCA1 と同じタンパク質をコード

能的に異なる特徴を有しておらず、すなわち、

化した情報を含むが、遺伝子の非コード部分

自然界の遺伝子と同じタンパク質をコードし

（イントロン）を除いた、エクソンのみの分子

ている。Myriad 判決では、この単離されている

を生成した。この cDNA のヌクレオチド配列は、 が、別の面で変更されていない DNA は、適格
配列番号１として開示されており、BRCA１ポ

性を有していない。なぜなら、このクレームは、

リペプチドのアミノ酸配列は、配列番号２とし

自然発生の BRCA1 遺伝子の将来的な使用や研

て開示されていた。

究を不適切に拘束しないよう、自然界に存在す
るものから十分に差別化されていないからで

（代表的クレーム）

ある。換言すれば、クレームされた発明は、そ

クレーム１

の自然発生の対応物（BRCA1 遺伝子）と異な

BRCA1ポリペプチドをコードする単離DNA

ってはいるが、顕著に異なってはおらず、従っ

であって、前記単離 DNA は、配列番号２のア

て”自然物”の例外に該当する
（Step 2A で、
Yes）
。

ミノ酸配列を有する。

例外を対象とするクレームは、クレーム中の

クレーム２

何らかの要素または要素の組み合わせについ

クレーム１に記載の単離 DNA であって、前

て、クレームが例外を大きく超えるものである

記 DNA は、配列番号１で示されるヌクレオチ

ことを確信させるのに十分であるかどうかを

ド配列を有する。

決定するために分析される。クレーム１は、例
外を大きく超えるものを追加する何らの追加
の特徴を含んでおらず（Step 2B で、No）
、適格

（分析）
クレームは法上のカテゴリ、例えば、組成物

性を有していないから、101 条で拒絶される。

を対象としており（Step 1 で、Yes）
、自然ベー
スの物（DNA）を記載している。従って、その

クレーム２

自然ベースの物が”自然物”の例外であるかど

クレームは、配列番号１のヌクレオチド配列

うかを決定するために顕著な相違の分析が使

を有する DNA を対象とする。明細書中に示さ

用される。

れているように、配列番号１は、本発明者等に

クレーム１

よって生成された cDNA のエキソンのみから

クレーム１は、単離 DNA を含み、これは自

なる配列である。従って、クレームされた DNA

然発生の BRCA1 と同一のヌクレオチド配列を

は、自然発生の BRCA1 とは構造的に異なる特

有する。クレームされた DNA の単離は、自然

徴を有する。すなわち、両端の共有結合の欠如

界の遺伝子と構造的に異なる特徴をもたらす。

に加えて、異なるヌクレオチド配列（エキソン

なぜなら、自然界の遺伝子は、染色体に遺伝子

とイントロンの両方を含む自然界の配列に比

を連結させる両端に共有結合を有しており、ク

べて、配列番号１は、エキソンのみを含む）を
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有する。クレームされた DNA は、機能的に異
（代表的クレーム）

なる特徴を有していない。すなわち、クレーム
された DNA は、自然界の遺伝子と同様にタン

クレーム１

パク質をコードする。ここで、クレームされた

デジタルコンピュータの支援による精密成

DNA と自然界の遺伝子との間の構造的な相違

形品のためにゴム成型プレスを操作する方法

が、重要である。すなわち、その相違は、クレ

であって、

ームが BRCA1 の将来の使用を不適切に拘束す

少なくとも自然対数変換データ(ln)、成形さ

るものでないことを確信させる。それゆえ、相

れる各化合物に固有の活性化エネルギー定数

違は顕著な相違のレベルを上げ、クレームされ

(C)、及び特定の金型形状に依拠する定数(x)を

た DNA は”自然物”の例外に該当しない。従っ

含む加圧のためのデータベースを有するコン

て、クレーム２は、例外に該当せず（Step 2A

ピュータを準備し、
金型を閉じてからの経過時間をモニタする

で、No）
、適格性を有する。

ために金型の閉鎖時にコンピュータ内の間隔
［事例３］
Diamond v. Diehr 事件 (U.S. Patent No.

タイマを起動し、

4,344,142)

成形中、加圧下の金型キャビティに近接する
位置で金型温度を定期的に測定し、
温度(Z)をコンピュータに定期的に供給し、

（背景）

硬化中の反応時間に関するアレニウスの式、

クレームされた発明は、未加工、未硬化の合
成ゴムを硬化した精密製品を成形するための

ln v = CZ+x（ここで、v は、必要な全硬化時間

プロセスに関する。このプロセスは、加熱及び

である）を、各硬化工程中、コンピュータ内で

加圧条件下、未硬化の材料を精密成形し、次い

所定の間隔で繰り返し計算し、

で金型内で合成ゴムを硬化するために金型を

アレニウスの式で計算された必要な全硬化

使用するものであり、それによって製造物はそ

時間と、経過時間とを各硬化工程中、所定の間

の形状を保持し、成形の終了後では所定の機能

隔でコンピュータ内で繰り返し比較し、
両時間が等価になると、自動的に圧力を開放

を有する。硬化の終了は、成形される製品の厚

する、方法。

さ、成形工程の温度、及び加圧下、製品が許容
しうる時間を含む複数のファクタに依存する。

（分析）

アレニウスの式により、周知の時間及び温度と
硬化との関係を使用して、金型を開放し、硬化

クレームは法上のカテゴリ、すなわち、プロ

された製品を取りだすタイミングを算出する

セスを対象としている（Step 1 で、Yes）
。この

ことができる。本発明者等は、金型内の実際の

クレームは、アレニウスの式を記述しており、

温度を定期的に測定し、アレニウスの式を利用

数式：ln v = CZ+x を含んでいる。判例では、ア

して、硬化時間を繰り返し再計算するために測

ルゴリズムや数式は、自然法則と同様、特許適

定した温度をコンピュータに自動的に入力す

格性を有さないとされてきた。クレームされた

る方法を特定している。再計算された時間が、

プロセスは、全体としてみれば、合成ゴムの硬

金型が閉じられてから経過した実際の時間と

化のためにアレニウスの式の使用に焦点をあ

等価になると、コンピュータは装置に金型を開

てている。従って、クレームは、例外に該当す

放する信号を送信する。

る（Step 2A で、Yes）
。
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次に、何らかの要素または要素の組み合わせ

件の存在を喚起する。アラームリミットを更新

により、クレームが例外を大きく超えるもので

するための数式は、触媒的変換プロセスのシス

あるかどうかを決定するために、クレームが全

テムで使用されている。しかしながら、動作時

体として分析される。具体的に開示され、クレ

の化学的プロセス、プロセス条件のモニタ、プ

ームされているゴム成形金型のキャビティの

ロセス条件からの数式内の変数の決定や、アラ

定期的な温度測定及びクレームされた定期的

ームの設定手段もしくはアラームシステムの

に更新される測定結果を使用して、適切な硬化

調整の手段等、システムに関連する開示はされ

時間をコンピュータで繰り返し再計算するこ

ていない。

とは、追加の要素であり、これは、アレニウス
（代表的クレーム）

の式の計算をコンピュータで単に実行するこ
とを”大きく超えるもの”である。さらに、クレ

クレーム１

ームされたステップは、未加工、未硬化のゴム

炭化水素の触媒化学変換を含むプロセスに

を硬化させた成形品に変換するために実行さ

関係する少なくとも１つのプロセス変数につ

れる。数式に加えて、これらのステップの組み

いて少なくとも１つのアラームリミットの値

合わせは、クレームが、その数式と分離したも

を更新するための方法であって、

のでなく、むしろ、ステップは、既存の技術的

前記アラームリミットは、B0+K（ここで、

プロセスを改良するために数式を適用する有

B0 は、現在のアラーム基準値であり、K は、所

意義な限定を追加している。従って、クレーム

定のアラームオフセットである）の現在の値を

は判例法上の例外を大きく超えるものであり

有しており、

（Step 2B で、Yes）
、適格性を有する。

(1)プロセス変数の現在値を決定し、ここで現
在値は PVL として定義されるものであり、
(2)次の式 B1= B0 (1.0–F) + PVL(F)（ここで、F

（留意点）
最高裁は、数式を抽象的アイデアとしても考

は、０より大きく１未満の所定の数値である）

慮してきた。特記されているように、判例法上

を使用して、新たなアラーム基準値 B1 を決定

の例外に該当する全てのクレームは、その例外

し、
(3) B1+GK として定義される更新されたアラ

がどのように呼ばれているかに関わらず、同じ

ームリミットを決定し、

分析の対象となる。

(4)その後、前記アラームリミットを前記更新
［事例４］Parker v. Flook 事件

されたアラームリミットに適合させる、方法。

（背景）

（分析）
クレームは法上のカテゴリ、すなわち、プロ

本発明は、数式を用いてアラームリミットを
更新する方法である。”アラームリミット”は、

セスを対象としている（Step 1 で、Yes）
。この

数値である。触媒変換プロセスの過程で、温度、

クレームは、数式を使用してアラームリミット

圧力、流量等の動作条件が定期的にモニタされ

値を表示する数値の計算に焦点を当てている。

る。これらの”プロセスの変数”のいずれかが所

従って、クレームは、数式を対象とし、これは

定のアラームリミットを超える場合、アラーム

特許適格性の主題に対する例外の範囲に含ま

は非効率または危険のいずれかを示す異常条

れる自然法則と同様である（Step 2A で、Yes）
。
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プロセスは、それが自然法則や数学的アルゴ

決定するのに利用される。この相関は、たとえ

リズムを含むからといって直ちに適格性を有

人の行為が当該関係を発現させるトリガとし

さないものではない。クレーム全体として、い

て必要であったとしても、チオプリン化合物が

かなる追加の要素がクレーム中に記述されて

生体により代謝されることによる自然の結果

いるかを決定するために、分析する必要がある。 である。
クレームされた数式は、入力された変数を収集
（代表的クレーム）

し、アラームリミットを示す数値を更新するた
めに計算を実行するステップと、それが使用さ

クレーム１

れる技術分野とによって限定されている。化学

免疫媒介性胃腸疾患の治療効果を最適化す
る方法であって、

的プロセスの変数の決定、及び数値を計算する

(a)免疫媒介性胃腸疾患の患者に 6−チオグア

ための一般的なコンピュータの利用は、化学的

ニンを提供する薬剤を投与するステップと

プロセスの分野においてルーチン的で、慣習的

(b)前記患者における 6−チオグアニンのレベ

なことである。数式の解答に基づくアラームリ

ルを 決定するステップとを含み、

ミットの調整は、大抵の数式に付随する単なる
課題解決後の行為である。数式の完全な先取り

6−チオグアニンレベルが赤血球8×108 個あた

を求めないように、クレームを石油化学やオイ

り約 230pmol 未満の場合は次回投与量を増や

ル精製産業に限定することは、数式に有意義な

す必要があることを示し、

限定を追加しない利用分野の限定である。さら

6−チオグアニンのレベルが赤血球8×108 個あ

に、順序つけられた組み合わせを考慮した場合

たり約 400pmol を超える場合は次 回投与量を

でも、クレームは一般的なコンピュータによる

減らす必要があることを示す、方法。

数式の実行に過ぎない。それゆえ、クレームは
全体として、クレームされた数式が計算される

（分析）

一般的なコンピュータを大きく超えるもので

クレームは法上のカテゴリ、すなわち、プロ

はない。従って、クレームは判例法上の例外自

セスを対象としている（Step 1 で、Yes）
。この

身を大きく超えるものでなく（Step 2B で、No）
、

クレームは、ある血液中の代謝物と、チオプリ

適格性を有さない。

ン薬剤の投与が有効でないかまたは害を加え
る可能性との間の相関を示す。人の行為（チオ

［事例５］Mayo v. Prometheus 事件 (U.S. Patent

プリン薬剤の投与）が特定人で上記相関を発現

No. 6,355,623)

させるトリガとなる一方、その関係自体は、原
理上、人の活動とは無関係である。クレームは、

（背景）

その相関を記載しており、従って自然法則を対
象とするものである（Step 2A で、Yes）
。

本件発明は、自己免疫疾患を有する患者を治
療するために、チオプリン薬剤を使用する医師

次に、何らかの要素または要素の組み合わせ

をアシストする方法に関する。この方法は、血

により、クレームが例外を大きく超えるもので

液中のチオプリン代謝物（6-チオグアニン）と、

あるかどうかを決定するためにクレームが全

薬剤の投与が有効でないあるいは副作用を引

体として分析される。“投与”のステップは、単

き起こす可能性との間の相関に基づき、医者が、 に関連する顧客、すなわち、医者（チオプリン
投与量が多すぎるか、あるいは少なすぎるかを

薬剤である症状を有する患者を治療する人）を
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記載する。この顧客は、既存の顧客であり、こ

でシャドウ記録を更新し、両当事者の更新され

れらのクレームが主張される以前から、自己免

たシャドウ記録が相互の義務を履行するため

疫疾患を患っている患者を治療するためにチ

の十分な財源があることを示す取引のみを可

オプリンを使用していた。クレーム中

能とする。一日の終わりに、仲介人は、更新さ

の”wherein”節は、単に医者に自然法則を教示す

れたシャドウ記録に従って“許容される”取引

るものであり、せいぜい、医者が患者を治療す

を実行するように関連金融機関に指示し、それ

るときにそれらの法則を考慮することを示唆

によって一方の当事者のみが合意された交換

するに過ぎない。“決定”のステップは、医者や

を実行するリスクが緩和される。本発明は、コ

研究室が使用を望むいかなる方法であっても

ンピュータが実行するプロセス、そのプロセス

よいが、血液中の関連代謝物のレベルを医者が

を可能とするシステム、及びコンピュータによ

決定することを教示している。クレームは、関

って実行されるプロセスを可能とする記録媒

連する顧客（医者）に一定の自然法則について

体の形態でクレームされていた。

教示し、いずれの追加のステップも、全体とし
てみれば、科学界で既に行われている周知の、

（代表的クレーム）(U.S. Patent No. 5,970,479)

ルーチン的で、慣習的な行為からなり、個別に

クレーム３３

理解された総和を大きく超えるものを追加す

各当事者が取引機関におけるクレジットレ

るものではない。争点の自然法則は狭い法則で

コード及びデビットレコードと、予め定められ

あり、これらは適用範囲を狭めるものであるか

た債務交換用のクレジットレコード及びデビ

もしれないが、クレームは自然法則を大きく超

ットレコードを有する当事者間の債務交換方

えるものではなく(Step 2B で、NO)、適格性を

法であって、
(a)各利害関係当事者に対して、監督機関が取

有さない。

引機関から独立して保有されるシャドウクレ
［事例６］Alice Corp. v. CLS Bank 事件(U.S.

ジットレコード及びシャドウデビットレコー

Patent Nos. 5,970,479 and 7,725,375)

ドを生成し、
(b)各取引機関から、各シャドウクレジットレ

（背景）

コード及びシャドウデビットレコードについ

争点となったクレームは、”決済リスク”（す

ての開始日残高を取得し、

なわち、金融取引に合意した一方の当事者のみ

(c)交換債務をもたらす各取引に対し、監督機

がその義務を果たすというリスク）を緩和する

関が、各当事者のシャドウクレジットレコード

ためのコンピュータ化された構想に関連して

またはシャドウデビットレコードを調整し、各

いた。特に、クレームは、第三者の仲介として、

調整は時系列で実行され、常時シャドウデビッ

コンピュータシステムを利用することにより

ドレコードの値が、シャドウクレジットレコー

両当事者間の金融債務の交換を容易にするよ

ドの値よりも小さくならないような取引だけ

うに設計されていた。仲介者は、“交換機関”（例

を許可し、
(d)一日の終わりに、監督機関は、許可された

えば、銀行）の両当事者の現実の口座内の残高
を反映する、”シャドウ”クレジット（影の貸方）

取引に係る調整に従って、取引機関の一つにク

と債務記録（すなわち、帳簿）とを作成する。

レジットまたはデビットを各当事者のクレジ

仲介人は、取引が入力されると、リアルタイム

ットレコード及びデビットレコードに交換す
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るよう指示するものであって、クレジット及び

ュータの機能を実行するために一般的なコン

デビットは取り消し不能であり、取引機関にお

ピュータを要求するに過ぎない。順序付けられ

いては時間不変条件債務が課される、債務交換

た組み合わせを検討しても、方法のコンピュー

方法。

タの構成は、これらのステップを個別に考慮し
た場合に既存のものでない何かを追加するも
のでなく、それゆえ一般的なコンピュータによ

（分析）
クレームは法上のカテゴリ、すなわち、プロ

って実行されるように仲介決済の概念を単に

セスを対象としている（Step 1 で、Yes）
。この

記載するものである。クレームは、コンピュー

クレームは、仲介人、すなわち仲介決済を介し

タ自身の機能を改良することや、他の技術を改

て、決済リスクを管理する概念を記載している。 良することを目的としていない。不特定の一般
クレームされた発明は、仲介人が両当事者間の

的なコンピュータの使用は、抽象的アイデアを

決済リスクを管理するために取るべき手順、す

特許適格性を有する発明に変換するものでは

なわち、仲介決済の詳細について記述している。 ない。従って、クレームは抽象的アイデアを大
Bilski 事件におけるリスクヘッジと同様に、仲

きく超えるものではなく、適格性を有しない

介決済は、既存の基本的な真理ではなく、むし

(Step 2B で、 NO)。

ろ、長期に渡って行われている商慣行（人間の
（代表的クレーム）(U.S. Patent No. 7,725,375)

活動を系統立てる方法）である。仲介決済の概
念は、商業システムにおいて長い間普及してい

クレーム２６

る基本的な経済活動であり、これは最高裁によ

当事者間の債務交換を可能にするデータ処
理システムであって、

って特定された抽象的アイデアの領域に含ま
れる。従って、クレームは仲介決済の抽象的ア

通信制御部と、

イデアに該当する（Step 2A で、Yes）
。

前記通信制御部に接続された第１の当事者

次に、何らかの要素または要素の組み合わせ

装置と、

により、クレームが例外を大きく超えるもので

(a)第１の交換機関が保持する第２の口座と

あるかどうかを決定するためにクレームが全

は独立した、第１の当事者に関する第１の口座

体として分析される。コンピュータは、クレー

の情報、及び

ムされた方法で仲介人として機能するが、クレ

(b)第２の交換機関が保持する第４の口座と

ームは一般的なコンピュータ上で仲介決済の

は独立した、第２の当事者に関する第３の口座

抽象的アイデアを実行するものを特定するに

の情報とを記憶したデータ記憶装置と、

過ぎない。”シャドウ”口座を作成し、維持する

前記データ記憶装置及び前記通信制御部に

ためにコンピュータを使用することは、電気的

接続され、
(a)前記通信制御部を介して、前記第１の当事

な記録管理に該当し、これはコンピュータの最

も基本的な機能の１つである。データを取得し、 者からの取引を受信し、
口座残高を調整し、指示を行うためにコンピュ

(b)前記第１の当事者及び／または前記第２

ータを使用することについても同様である。こ

の当事者がそれぞれ、前記第１の口座及び／ま

れらのコンピュータの機能の全ては、従前から

たは前記第３の口座に十分な金額を有してい

この分野で、”周知の、ルーチン的で、慣習的

ることを確保した後、前記第１の当事者及び前

な動作”である。各ステップは、通常のコンピ

記第２の当事者間の前記取引から生じる交換
15

デアに関する裁判例の概要

債務を生じさせるために、前記第１の口座及び
前記第３の口座を電子的に調整し、
(c)前記第１の交換機関及び／または前記第

以下の概要は、クレームについて特許適格性

２の交換機関に対し、前記第１の口座及び／ま

の決定のために判例法上の例外に関する分析

たは前記第３の口座の調整により、前記第２の

がなされた最高裁及び CAFC の裁判例から抽

口座及び／または前記第４の口座を調整する

出したものである。Section III の具体例に沿っ

指示を生成するように構成され、前記指示は、

て、これらの裁判例は例外を説明するために裁

前記第１の交換機関及び／または前記第２の

判所によって使用された各種の用語を含んで

交換機関に置かれた解約不能であり、時不変の

おり、単に例外の範囲に含まれる異なる概念を

債務である、コンピュータとを備える、システ

説明するために引用されている。裁判例におけ

ム。

る分析は、ほとんどの事例が Alice 事件以前の
ものであるため、この暫定適格性ガイドライン

（分析）

で説明された適格性の枠組みに従っていない

クレームは法上のカテゴリ、すなわち、機械

ことに留意すべきである。従って、裁判例の事

を対象としている（Step 1 で、Yes）
。方法のク

実に対してこの暫定適格性ガイドラインで示

レームで議論したように、このクレームは、仲

された適格性の分析を適用する代わりに、判決

介決済の概念を記載しており、抽象的アイデア

の概要が背景を説明するためだけに提供され

に該当する（Step 2A で、Yes）
。追加の特徴が

ている。これらの裁判例を考慮する場合、単に

クレームで記載しているものについて再度、検

例外があるというだけでクレームが必然的に

討すると、システムは、通信制御部、第１の当

不適格になるものでないことに留意すべきで

事者の装置、データ記憶装置、及びコンピュー

ある。

タを備える。クレームされたハードウェアは、

Part A は、最高裁の判例を、Part B は、2010
年-2014 年の CAFC の抽象的アイデアに関する

一般的なものであり、これらは略全てのコンピ

ュータが備えている。いずれのハードウェアも、 裁判例を、Part C は、Alice 事件以降の抽象的ア
システムを特定の技術環境に結び付けること、

イデアに関する CAFC の裁判例を示す。

すなわちコンピュータを介しての実行を超え
る有意義な限定を提供するものでない。換言す

Ａ．

最高裁

れば、システムクレームは実質的に方法クレー
１． O’Reilly v. Morse 事件 (U.S. Reissue

ムと変わりがない。方法クレームは一般的なコ

Patent No. RE 117)

ンピュータ上での抽象的アイデアを記述する
一方、システムクレームは同一のアイデアを実
行するために構成されている幾つかの一般的

クレーム６

なコンピュータの構成を記述するものである。

当該クレームは、最高裁により、符号の記録

従って、クレームは、抽象的アイデアを大きく

のために機械と組み合わされた、電信のために

超えるものではなく、適格性を有しない(Step

急速にガルバニ回路を閉じることによる符号

2B で、 NO)。

（信号）のシステムとして解釈された。

ＩＶ． 自然法則、自然現象、及び抽象的アイ

クレーム８
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私は自分自身、特定の機械、機械の部品に限

それは単なる原理を対象としているものでは

定することを提案しているのではない。本発明

ない。その代わりに、クレームは、所定の化学

の本質は、電気回路またはガルバニ回路のエネ

的結合体を生じさせるための特定の態様、すな

ルギー源の使用であるが、私はこれを電磁気力

わち、水が蒸気にならないような圧力下で水を

と呼んでおり、しかしながら、開発されたもの

加熱することを対象としており、従って、適格

は、いかなる距離でも明瞭な数字、記号、文字

性を有する。

を作成し、印刷するために開発されたものであ
３． Mackay Radio & Telegraph Co. v. Radio

り、そのエネルギー源の新しい適用であり、･･･

Corp. of America 事件(U.S. Patent No. 1,974,387)

（訳者注：説明にあるように、かなり古い特許
であるため、クレームの記載が異なっているが、
抽象的アイデアがクレームに記載されている

クレーム１５

場合の説明のために引用されている。
）

0.9(l/λ)– 0.513 度の２倍に実質的に等しい角度
で、互いに配置された一対の比較的長い導体

クレームは、電信の識別可能な符号を生成す

（ここで、l は、ワイヤの長さであり、λ は、類

るための電磁気力を使用するプロセスに関し、

似の装置における動作波長である）と、反対位

特に、いかなる距離でも、明瞭な記号を印刷す

相で導体を励磁するアンテナを備えた回路中

ることにある。クレームの形式は旧式なもので

の手段とを備え、それによって対向する瞬時極

あるが、クレーム６は、適格性を有する記録の

性の定常波が全長に渡って導体上に形成され

機械の組み合わせにおける符号のシステムを

る、アンテナ。

記述している。反対に、クレーム８は、適格性
を有する記録の機械上での限定のない電磁気

クレームは、定常波現象を使用するアンテナ

力の使用を記述する。自然現象である電磁気力

システムに関する。V 型アンテナによる最良の

の発見は、適格性を有さない。

指向性電波の伝播を取得するために、ワイヤの
角度、長さ、及び伝播の長さをアレンジする数

２．

Tilghman v. Proctor 事件(U.S. Patent

式が使用されている。クレームは、特定のアン

No.11,766)

テナを構成するために数式を適用しており、適
格性を有する。

クレームは、混合物を蒸気に転換させるため
４． Gottschalk v. Benson 事件

の作動力に十分な耐性を有する強固な容器内
で継続的に保持された略等量の油と水との混
合物を高温の熱に晒すプロセスであると最高

クレーム８

裁によって解釈された。

信号を二進化十進コードから二進数に変換
する方法であって、

クレームは、中性脂肪の成分が、互いに分離

(1)リエントリ・シフト・レジスタに二進化十

し、フリーになるためには、原子的に等量の水

進数信号を記憶し、

と個々に結合されることを要求するという化
学理論または科学的事実に基づくものである

(2)二進数「１」が前記レジスタの第２位に存

と、最高裁により認定された。クレームは脂肪

在するまで、少なくとも３桁、右に信号をシフ

成分と水との化学的結合体を記述しているが、

トさせ、
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(b)前記消費者に対し対抗リスクポジション

(3)前記レジスタの前記第２位の前記二進数

を有する前記商品のために市場参加者を特定

「１」をマスクし、
(4)二進数「１」を前記レジスタの第１位に追

するステップと、
(c)前記市場参加者による一連の取引が前記

加し、
(5)２つの位により信号を左にシフトさせ、

消費者の一連の取引に係るリスクポジション

(6)前記第１位に「１」を追加し、

の平衡を保たせるように、第２定率で前記商品

(7)前記レジスタの第２位の二進数「１」に続

提供者と前記市場参加者との間の一連の取引
を開始するステップとを、有する方法。

けるための準備で、少なくとも３位により右に
信号をシフトさせる、方法。

クレームは、如何にしてリスクをヘッジする
クレームは、二進化十進（BCD）数を純粋な

か、すなわちプロテクトするかの一般的な概念

二進数に変換する方法を記載している。クレー

を記述している。ヘッジングの概念は、Benson

ムに示されている手順は、ある１つの数値表現

事件及び Flook 事件におけるアルゴリズムと同

を他の形態に変換するときの数学的問題を解

様に、抽象的アイデアで適格性を有さないもの

決するためのプログラムに関して一般化され

であると認定されている。ある従属クレームは、

たものである。数学的手法は、従来から使用さ

概念を数式に下位概念化しているが、同様に抽

れている既存のコンピュータでも実行できる

象的アイデアと認定されている。他の従属クレ

し、コンピュータを使用しなくても実行可能で

ームは、ヘッジングが商品及びエネルギー市場

ある。
（クレームでは、
）最終用途は限定されて

でどのように利用され得るかの広範囲の態様

いない。プロセスクレームは、非常に抽象的で

を含む。抽象的アイデアをある１つの用途に限

あり、広範なものであるため、BCD の純粋な

定することや、形ばかりの課題解決後の構成を

二進数換算への公知または未知の使用をカバ

追加することは、概念に適格性を付与するもの

ーすると認定された。クレーム中の数式は、デ

でない。

ジタルコンピュータ関連を除いて、実質的に、
Ｂ． Alice 事件以前の抽象的アイデアに関

現実的な用途なく、従ってアルゴリズムそのも

する CAFC 裁判例(2010-2014)

のに特許を付与することになるため、クレーム
は不適格であると認定された。

１． SiRF Technology v. ITC 事件(U.S. Patent
No. 6,417,801)（２３）

５． Bilski v. Kappos 事件
クレーム１

クレーム１

商品提供者により定価で販売される商品の

GPS 受信機の絶対位置及び衛星信号の受信

消費リスクコストを管理する方法であって、

の絶対時間を算定する方法であって、

(a)前記商品提供者と前記商品の消費者との

GPS 受信機の範囲を予測する擬似範囲を複
数の GPS 衛星に提供し、

間の一連の取引を開始させるステップであっ
て、前記消費者は、過去の平均に基づき定率で

複数の衛星信号の受信の絶対時間の予測を

前記商品を購入し、前記定率は前記消費者のリ

提供し、
GPS 受信機の位置の予測を提供し、

スクポジションに関連し、
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GPS 受信機の絶対時間の予測及び位置の予

ル画像を第２のメモリへ保存する工程と、

測を更新することにより、前記擬似範囲を利用

プロセッサにより、画素対画素基準で、二値画像配

して絶対位置及び絶対時間を算定する、方法。

列を形成するために、前記ブルーノイズマスクの対応
位置で、グレイスケール画像の各画素と閾値とを比較

GPS は衛星ナビゲーションシステムであっ

する工程と、を含む方法。

て、地球を周回する衛星を含み、GPS 受信機が
少なくとも４機の衛星からの信号を検出し、互

クレームは、デジタル画像のハーフトーン化

いの衛星の距離及び三辺測量による地球上の

に関連する。ハーフトーン化の技術は、コンピ

正確な位置を計算するために、その情報を使用

ュータに多くの影及び限定された数の画素を

できるようにしている。クレームでは、絶対位

有する色調を提示させ、これはコンピュータに

置を計算するステップが示されており、これは

オリジナルの画像よりもより少ない白黒の色

数学的概念である。クレームは、当該方法は

または影を使用することによる画像の近似を

GPS 受信機が無い場合、実行できないように解

表示させる。デジタルハーフトーン化された画

釈され、クレームの前文は、明確に”GPS 受信

像は、”しきい値化”とよばれ、これは”マスク”

機の絶対的位置を計算する”ことに言及し、ま

と呼ばれる２次元配列を使用する。クレームさ

た GPS 受信機は疑似範囲を生成し、その位置

れた発明は、マスク及びハーフトーン化を制御

を決定することが必要であると特記している。

するアルゴリズムや数式を含んでいるが、それ

この解釈によれば、クレーム中の GPS 受信機

らを技術的に適用し、得られるデジタルハーフ

の限定は、クレームの範囲に有意義な限定を加

トーン化された画像に改良をもたらしている。

えるものである。これは、クレームされた方法

本発明は、特定の適用対象とともに、コンピュ

の実行に重要であり、及びクレームされた方法

ータ技術分野への機能的且つ明白なアプリケ

を実行させる重要な役割を担っている。従って、 ーション、または市場での改良を示している。
クレームの実行は計算を必要とするが、適格性

従って、アルゴリズム及び数式を使用するもの

を有する。

であるが、適格性を有する。
３． Dealertrack Inc. v. Huber 事件(U.S. Patent

２． Research Corp. Tech. v. Microsoft Corp.
事件(U.S. Patent No. 5,111,310)

（２４）

No. 7,181,427)

クレーム１

クレーム１

グレイスケール画像をハーフトーン処理するための

クレジットの申込を管理するコンピュータ
支援方法であって、

コンピュータで実行される方法であって、
プロセッサで、可変諧調レベルのドットプロファイ

[A]遠隔の申込エントリ及びディスプレイ装

ルでフィルタされた複数のブルーノイズに渡って画素

置から、クレジットの申込データを受信するス

値の変化をコード化することによりブルーノイズマス

テップと、
[B]クレジットの申込データを遠隔資金源端

クを生成する工程と、

末装置（remote funding source terminal devices）

前記ブルーノイズマスクを第１のメモリへ保存する

に選択的に転送するステップと、

工程と、

[C]少なくとも 1 つの遠隔資金源端末装置か

グレイスケール画像を受け取り、そのグレイスケー
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ら、遠隔の申込エントリ及びディスプレイ装置
に、資金決定データを転送するステップと、を

クレーム１

含み、

既知の疾病または医学的状態を有する患者

[D]前記クレジットの申込データを選択的に

に対する治療処方計画の選択をガイドするた
めの方法であって、

転送するステップは、
[D1]クレジットの申込の少なくとも一部を、

(a)前記疾病または医学的状態に対する複数

２つ以上の前記遠隔資金源に実質的に略同時

の異なった治療処方計画を含む第１の知識ベ

に送信するステップ、

ースと、前記疾病または医学的状態に対する治

[D2]資金源が肯定的な資金決定を返すまで、

療処方計画を評価及び選択するための複数の

クレジットの申込の少なくとも一部を、２つ以

エキスパート・ルールを含む第２の知識ベース

上の前記遠隔資金源に順次送信するステップ、

と、前記異なった治療処方計画の異なった構成

[D3]資金源の 1 つが肯定的な資金決定を返す

によって患者を治療するのに有用なアドバイ

まで、あるいは全ての資金源が使い果たされる

ザリ情報を含む第３の知識ベースとを備えた

まで、クレジットの申込の少なくとも一部を、

計算装置に患者情報を提供し、

前記遠隔資金源の第１の遠隔資金源に送信し、

(b)前記計算装置において前記患者に対する

次いで、所定時間後に少なくとも 1 つの他の遠

有効な治療処方計画のランク付けされたリス

隔資金源に送信するステップ、または、

トを生成し、

[D4]前記第１の資金源が前記クレジットの

(c)前記計算装置において前記患者情報と前

申込を承認することを拒否した場合は、クレジ

記エキスパート・ルールに基づいて前記ランク

ットの申込を、第１の遠隔資金源から第２の遠

付けされたリストにおける一つ以上の治療処

隔資金源に送信するステップからなる、方法。

方計画に対するアドバイザリ情報を生成する、
ことを含む方法。

判決では、クレームを、その最も基本的な概
念である、１つの資金源からデータを受信し

クレームは、新規な情報と保存された情報と

(step A)、データを転送し(step D に従って、実行

を比較し、医療オプションを特定するためのル

される step B)、及び第１の資金源から応答デー

ールを使用するステップを含んでいる。クレー

タを転送する(step C)、こと、に縮小した。この

ム１は、医者がルーチン的に行っていることを

情報センタを介する情報処理の基本概念は、

実行するために保存データ及び入力データを

Bilski 事件におけるヘッジングの概念に類似す

比較するための基本的機能及びルールを備え

る抽象的アイデアであると認定されている。判

る”コンピュータ装置”を要求するに過ぎない

決では、抽象的な概念をカバーするために、ク

ものである。判決では、これらはコンピュータ

レームに”コンピュータで支援された

によりあるいはコンピュータとともに実行さ

（computer-aided）”という限定を単に追加する

れる周知の精神的ステップであると結論づけ、

だけでは、クレームは十分に限定されるもので

適格性を有さないとした。

はなく、適格性を有さない、認定した。
５． Cyberfone Systems v. CNN Interactive
４． SmartGene, Inc. v. Advanced Biological

Group 事件(U.S. Patent No. 8,019,060)

Laboratories, SA 事件(U.S. Patent No. 6,081,786)
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する方法であって、

クレーム１
単一の送信から電話機で入力されたデータ

測定された色要因及びデバイス応答特性関

取引情報を前記電話機から取得するステップ

数を使用して、画像の色情報コンテンツのデバ

と、

イス依存性変換を、デバイス独立色空間に記述
する第１のデータを生成する工程と、

前記単一の送信のために複数の異なる分離
したデータ取引情報と、単一のデータ取引情報

空間要因及びデバイス応答特性関数を使用

を示す前記複数の異なる分離したデータ取引

して、前記デバイス独立色空間内に空間情報コ

情報と、前記分離されたデータ取引情報の一部

ンテンツのデバイス依存性変換を記述する第

として含まれている異なる宛先を意図した異

２のデータを生成する工程と、

なるデータを有する前記分離された各データ

前記第１及び第２のデータを組み合わせて

取引情報と、前記単一の送信から前記データ取

デバイスプロファイルにする工程とを、含む方

引情報に基づいて形成された前記分離された

法。

各データ取引情報と、を作成し、それによって
前記単一のデータ送信から異なるデータが分

判決では、クレームは、数学的関係を介して

離され、異なる宛先に送信されるステップと、

情報を整理するためのプロセスであり、特定の

前記異なる分離されたデータ取引情報を前

構造や機械に結び付けられていないため、抽象

記異なる宛先にチャンネルを介して送信する

的アイデアと認定された。クレームは、２つの

ステップであって、全ては前記単一の通信で入

データセットの取得と、それらを単一のデータ

力された前記データ取引情報に基づく、方法。

セット、デバイスプロファイルに組み合わせる
方法を記載している。これら２つのデータセッ

情報を整理し、保存し、通信するためのカテ

トは、既存の情報（すなわち、測定された色要

ゴリの使用は、周知である。ここで、カテゴリ

因、空間要因、及びデバイス応答特性関数）を

でのデータ保存の周知の概念、すなわち分類さ

取得し、この情報を新しい形式に整理すること

れた形態で情報を収集し、次いでそのカテゴリ

によって生成される。クレーム用語は、明確に

に従って、その情報を分離し、通信するアイデ

その方法をある画像プロセッサに結び付けて

アは、抽象的アイデアであり、適格性を有さな

いない。クレームは、２つのデータセットをデ

い。

バイスプロファイルに組み合わせるプロセス
を一般的に記述するものであり、デジタル画像

Ｃ． Alice 事件以降の CAFC の抽象的アイ

の捕捉、変換、またはレンダリングにおけるそ

デアに関する裁判例

のプロファイルのプロセッサの使用をクレー
ムしていない。追加の限定はされておらず、追

１． Digitech Image Tech., LLC v. Electronics

加の情報を生成するために既存の情報を操作

for Imaging, Inc. 事件(U.S. Patent No. 6,128,415)

して数学的アルゴリズムを使用するプロセス
は、適格性を有していない。

クレーム１０
２． Planet Bingo, LLC v. VKGS LLC 事件

画像の捕捉、変換、またはレンダリングを行

(U.S. Patent No. 6,398,646)

うデジタル画像再生システム内のデバイスの
特性を記述するデバイスプロファイルを生成
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クレーム１

イヤにより予め選択され、かつ選択されたビン

ビンゴゲームを管理するシステムであって、

ゴの番号のセット、予め選択されたビンゴの番

(a)中央演算処理装置（CPU）
、メモリ、及び

号のセットの価格、ビンゴゲームの日付、及び

前記 CPU に接続されたプリンタを有するコン

任意にコンピュータ識別子の番号を出力する

ピュータと、

工程と、
(viii)ビンゴゲームの管理者によりコンピ

(b)前記 CPU 及び前記コンピュータのメモリ

ュータに入力されたコントロール番号の手段

に接続された入力及び出力端子と、
(c)前記コンピュータのプログラムとを備え、

により、ビンゴの番号の当たりセットの検証を
出力する工程と、を含む、前記システム。

前記プログラムは、
(i)将来の一定時間、少なくとも 1 つの選択
されたビンゴゲームでプレイされるプレイヤ

判決では、クレームは、ビンゴチケットの購

により予め選択された２つのセットのビンゴ

入にあたって、改ざんの問題の解決及び他のセ

の番号を入力する工程と、

キュリティリスクを低減するための抽象的ア

(ii)プレイヤにより予め選択されたビンゴ

イデアと認定された。クレームは、あるプレイ

の番号のセットを、コンピュータのメモリにグ

ヤが複数のセッションで同じセットの番号を

ループとして記憶する工程と、

繰り返し選択できるビンゴゲームの管理に関

(iii)プレイヤにより予め選択されたビンゴ

連する。ビンゴゲームの管理は、精神的ステッ

の番号のセットを有するグループにつき、プレ

プのみからなり、これは人がペンと紙を用いて

イヤに特有のプレイヤ識別子をコンピュータ

行うこともできる。クレームは、発明を手動で

により割り当てる工程であって、前記プレイヤ

実行することが不可能となるいかなる要件も

識別子は、ビンゴの複数のセッションに関する

限定していない。
Bilski 事件及び Alice 事件で争

グループに割り当てられており、

点となった同じ主題に関連するものではない

(iv)プレイヤ識別子を用いてグループを検

が、判決では、ビンゴゲームの管理は、Alice

索する工程と、

事件で争点となった人間の活動を体系化する

(v)プレイヤが予め選択し、ビンゴの特定の

種類に類似すると認定されている。クレームは、

セッションのビンゴの選択されたゲームにお

抽象的アイデアの一般的なコンピュータでの

いて、プレイに関するグループとして、コンピ

実行と、ビンゴの番号の当選のセットに対する

ュータのメモリに記憶された少なくとも１つ

選ばれたビンゴの番号セットを記録し、検索し、

のビンゴの番号のセットのプレイヤのグルー

検証する一般的なコンピュータの機能を使用

プから選択する工程であって、ビンゴの選択さ

するプログラムを記載している。従って、クレ

れたゲームにおけるプレイに関して選択され

ームされた主題を適格性を有するアプリケー

た複数のビンゴの番号のセットは、グループ内

ションに変換するのに十分な発明概念は存在

のビンゴの番号の総セット数よりも少なく、

していない。判決では、方法とシステムのクレ

(vi)ビンゴの選択されたゲームにおいて、

ームの間に有意義な差異はなく、全てのクレー

プレイのために選択された各セットのビンゴ

ムは適格性を有さないと認定された。

の番号のコントロール番号をコンピュータに
３． buySAFE, Inc. v. Google, Inc.事件(U.S.

より追加する工程と、

Patent No. 7,644,019)

(vii)コントロール番号を有する受信、プレ
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い、抽象的な保証アイデアを特定の技術環境に
クレーム１

限定する程度である。従属クレーム１４は、抽

オンライン商取引の終了に引き続き、オンラ

象的アイデアを特定のタイプの関係に狭める

イン商取引に関する取引履行保証サービスを

ものであるが、それは分析結果を変更するもの

取得するための第１の当事者からの１つの要

でない。なぜなら、クレームは非抽象的アイデ

求を、安全取引サービスプロバイダのコンピュ

アを形成していないからである。方法を実行す

ータ上の少なくとも１つのコンピュータアプ

る指令でコード化されたコンピュータで読み

リケーションプログラムにより受信し、

取り可能な媒体についてのクレームは、同様に
取り扱われる。従って、全てのクレームは適格

前記取引履行保証サービスを前記第１の当

性を有さない。

事者に提供するために、前記第１の当事者を引
き受けることによって、前記要求を、前記安全

４．

取引サービスプロバイダのコンピュータ上の

Ultramercial, LLC v. Hulu, LLC and

WildTangent 事件(U.S. Patent No. 7,346,545)

少なくとも１つのコンピュータアプリケーシ
ョンプログラム上で処理し、

クレーム１

前記安全取引サービスプロバイダのコンピ
ュータは、コンピュータネットワークを介して、

ファシリテータを介してインターネット上
で製品を分配する方法であって、

オンライン商取引の終了に引き続き、ある取引
履行保証を前記第１の当事者が関わるオンラ

コンテンツプロバイダから、知的所有権によ

イン商取引に連動させて、前記第１の当事者の

りカバーされ、購入が可能なメディア製品を受

履行を保証する取引履行保証サービスを提供

信する第１のステップであって、前記メディア

する、方法。

製品は、少なくとも１つのテキストデータ、音
楽データ、ビデオデータを含み、
前記メディア製品に関連付けられたスポン

クレーム１４
クレーム１に記載の方法であって、

サメッセージを選択する第２のステップであ

前記取引履行保証は、１つの履行保証書と、

って、前記スポンサメッセージは、複数のスポ

１つの専用の銀行保証と、１つの専用の保険証

ンサメッセージから選択され、前記第２のステ

書と、前記安全取引サービスプロバイダによっ

ップは、前記スポンサメッセージが予め提示さ

て提供された１つの安全取引保証とのうちの

れていた総数が、前記スポンサメッセージのス

１つの形式で提供される。

ポンサによって契約された取引サイクルの数
未満であることを検証するために、活動ログに
アクセスすることを含み、

契約関係にある一定の処理は抽象的アイデ
アであるとした Bilski 事件の判決に依拠しなが

インターネットウェブサイトでの販売に関

ら、判決では、クレームは、古くから疑う余地

するメディア製品を供給する第３のステップ

のない契約関係(“取引履行保証”)の作成に関す

と、
前記メディア製品に不特定多数人がアクセ

るものであると正面から認定した。コンピュー

スすることを制限する第４のステップと、

タのクレームの援用は、一般的なコンピュータ
の機能性に何らの発明概念を付加するもので

顧客がスポンサメッセージを見ることを前

ない。オンラインで履行される取引は、せいぜ

提として顧客に課金することなくメディア製
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品へのアクセスを提供する第５のステップと、

ムが単に抽象的方法を記述するものを大きく

前記顧客から前記スポンサメッセージを見

超えるかどうかが判断された。判決では、”活

るためのリクエストを受信する第６のステッ

動ログの閲覧や更新は重要でない”データ収集

プであって、前記顧客は前記メディア製品への

ステップ”であり、不特定多数によるアクセス

アクセスが提供されていることに応答して前

の制限は重要でない”課題解決前の行為”のみ

記リクエストを提供し、

を示し、インターネットにアイデアを限定する

前記顧客からの前記リクエストの受信に応

ことは抽象的アイデアの利用を特定の技術環

答して、スポンサメッセージの表示を前記顧客

境に限定することを意図するものである、と認

に促進する第７のステップと、

定している。個々の（要素）及び順序付けられ

前記スポンサメッセージが双方向メッセー

た組み合わせの両方を考慮しても、これらのス

ジでない場合、前記スポンサメッセージの表示

テップは慣習的なものであり、高度に一般化さ

を促進する前記ステップ後に、前記顧客の前記

れて特定されているため、クレームのステップ

メディア製品へのアクセスを許容する第８の

は、発明概念として十分でない。判決では、”

ステップと、

クレームは、ルーチン的な、通常の実施行為で

前記スポンサメッセージが双方向メッセー

抽象的アイデアを実行することを単に行為者

ジである場合、少なくとも１つの質問を前記顧

に教示するに過ぎない”ため、クレームの限定

客に提示し、前記少なくとも１つの質問に対す

は、抽象的アイデアをそれらが適格性があるよ

る応答を受信した後、前記顧客に前記メディア

うに変換するものでないと結論付けている。従

製品へのアクセスを許容する第９のステップ

って、適格性を有さない。

と、
５． DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.

取引イベントを活動ログに記憶する第１０

のステップであって、前記第１０のステップは、 事件(U.S. Patent No. 7,818,399)
前記スポンサメッセージが提示されてきた回
クレーム１９

数を更新することを含み、
前記表示されるスポンサメッセージのスポ

商業上の機会を提供するウェブページを供

ンサからの支払いを受領する第１１のステッ

給する外部プロバイダに有用なシステムであ

プを含む、方法。

って、
(a)複数の第１のウェブページのそれぞれに

Alice 事件のフレームワークを使用しながら、 関し、前記複数の第１のウェブページに対応す
る複数の視認可能な要素を定義するコンピュ

判決では、争点となったクレームが適格性の概

念に該当するかどうかが判断された。判決では、 ータストアであって；
(i)前記第１のウェブページのそれぞれは、

限定の大半は、コンテンツ配信前の広告を表示

複数のウェブページの所有者の一人に属し；

するための抽象的アイデアのみを記述するも

(ii)前記第１のウェブページのそれぞれは、

のであることを指摘しつつ、１１のステップの
順序付けられた組み合わせは、”抽象的概念－

複数の販売者の選択された１人に購入機会と

特に、有用で、具体的な形態のないアイデア”

関連つけられた商取引の対象と関連つけられ

を記載するものである、と認定された。次いで、

た少なくとも１つのアクティブリンクを表示

判決では、次のステップの分析に進み、クレー

し；
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(iii)前記選択された販売者、外部委託プロ

して、似せて見えるようにする”や、”２つのウ

バイダ、及び関連付けられたリンクを表示する

ェブページが類似して見える場合、オンライン

第１のウェブページの所有者は、互いに異なる

販売のセールスが増加する”ことを含む、抽象

第三者であり；

的アイデアの幾つかの提案された特徴を考慮

(b)前記外部プロバイダのコンピュータサー

している。

バであって、前記コンピュータサーバはコンピ

判決では、クレームが１以上の提案された抽

ュータストアと接続され、以下のようにプログ

象的アイデアに該当するかどうかを明確に指

ラムされるものであって：

摘していないが、”抽象的アイデアのこれらの

(i)コンピュータユーザのウェブブラウザ

いずれかの特徴に基づき、’399 特許のクレーム

から前記第１のウェブページの１つによって

は Mayo/Alice 事件の２つのステップを満足す

表示されるリンクの１つの起動を示す信号を

次いで、
判決では、
Mayo/Alice
る”と述べている。

受信し；

事件の２つのステップの分析を説明し、そこで

(ii)リンクが起動された前記第１ウェブペ

はクレームは発明概念を満たし、従って適格性

ージの１つをソースページとして自動的に特

を有すると説明している。特に、クレームは、

定し；

ホストウェブサイトから広告のウェブサイト

(iii)前記ソースページの特定に応答して、

へ移動されてしまうウェブサイトの閲覧者を

前記ソースページに対応する記憶されたデー

維持するという課題を提示し、そのため、”ク

タを自動的に検索し；

レームの解決手段は、コンピュータネットワー

(iv)前記検索されたデータを使用して、(A)

クの分野で具体的に生じる問題を解決するた

起動されたリンクと関連付けられた商取引の

めに、コンピュータ技術に不可欠な技術を提供

対象物と関連する情報、及び(B)前記ソースペ

している”。

ージに対応する複数の視認可能な要素を表示

クレームは、

する第２のウェブページを自動的に生成し、前

“1)第三者の販売者の製品またはサービスに
関連して少なくとも１つのリンクを表示する

記ウェブブラウザに送信する、システム。

各ホストウェブサイトとともに、データベース
中の多数のホストウェブサイトに対応する視

判決では、Alice 事件のフレームワークに基

認可能な要素を保存し、

づき、クレームは適格性を有すると判断されて

2)ウェブサイト閲覧者によるこのリンクの

いる。第１に、判決では、場合によって抽象的

起動で自動的にホストを特定し、

アイデアは、クレームの残りの部分によって記
述されている一般的なコンピュータの限定か

3) 特定されたホストウェブサイトから保存

ら明確に識別可能で分離できるものである一

された視認可能な要素とともに、第三者の販売

方、本事件においては、抽象的アイデアの厳密

者の製品に関連付けられたコンテンツを結合

な性質を特定することは、単純なものではない

する新たなハイブリッドのウェブページを構

と指摘している。判決では、“２つのウェブペ

築し、閲覧者に提供することを、外部委託プロ

ージを同じように作成し”、”インターネットを

バイダのインターネットウェブサーバに命じ

使ったコンピュータ上で配信される取引”、”２

る”、ことを含む追加の要素を限定している。

つのｅコマースウェブページを、ライセンスさ

判決は、Ultramercial 事件と異なり、本事件の

れた商標、ロゴ、色彩構成、レイアウトを使用

クレームは、ビジネスの実務を実行するために
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“インターネットの使用”を一般的に記述する

惧が生じる）

ものではなく、その代わりにインターネット上

（６）抽象的アイデアが単に関連しているだけ

のウェブサイトが直面する課題を解決するた

で、発明を不適格とするものではない。そのよ

めに、複数のソースから要素を組み込む外部プ

うな概念の、”有用で、新規な目的”への利用は、

ロバイダにより複数のウェブページの作成を

特許保護の適格性を有する。Alice Corp., 134

自動化するという特定の方法を記述している。

S.Ct. at 2354

従って、適格性を有する。

（７）この顕著に異なる特徴に関する分析は、
2014 年 3 月における先のガイダンスから変更

（文責：原田）
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