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 WELCOME 
Welcome to Morrison & Foerster’s quarterly 

newsletter on dispute resolution. In this 

newsletter, we address recent developments in 

arbitrations, investigations, and commercial 

and intellectual property litigation that may 

affect Japanese companies. Please feel free to 

contact any member of Morrison & Foerster’s 

Japan office to learn more about the topics 

covered in this newsletter. 

紛争解決についてモリソン・フォースターがお送りする

季刊ニュースレターへようこそ。このニュースレターで

は、日本企業に影響を及ぼし得る仲裁、調査、商事訴

訟・知的財産訴訟に関する最近の動向をお伝えしま

す。本ニュースレターの内容についてより詳しくお知り

になりたい場合は、お気軽にモリソン・フォースター日

本オフィスまでお問合せください。 
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ABOUT OUR TEAM 
Our global team of 450 litigators includes 

some of the top trial and appellate lawyers in 

the United States, Japan, China, and the UK, 

with leading practitioners in intellectual 

property, securities, commercial litigation, 

antitrust, white-collar criminal defense, 

product liability, class actions, unfair 

competition, financial services, trade secrets, 

privacy, and employment litigation. 

当事務所の 450名の訴訟弁護士からなるグローバ

ルチームには、知的財産、証券、商事訴訟、独占禁止

法、ホワイトカラー刑事弁護、製造物責任、集団訴

訟、不正競争、金融サービス、企業機密、プライバ

シー、雇用訴訟に精通した、米国、日本、中国及び英

国のトップクラスの法廷及び控訴担当弁護士が所属

しています。 

In Japan, our Litigation Group is not only the 

largest of any international law firm in the 

country, but is the only group with a dedicated 

team of 25 full-time litigation attorneys, more 

than half of whom are fluent in Japanese. 

日本の訴訟グループは、国内の国際法律事務所のな

かで最大級の規模を誇るだけでなく、国内で唯一、フ

ルタイムで稼働する 25名の専任の訴訟弁護士を擁

しており、その半数以上は日本語に堪能です。 

Operating globally with a wide range of 

expertise, our team works quickly to address 

and resolve clients’ legal needs. 

クライアントのあらゆる法的ニーズに対して幅広い専

門分野のグローバルネットワークを駆使して対処する

ことで、迅速に問題解決にあたります。 
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Update on IBA Rule 
Revisions 

IBAルール改変のアップデー

ト 

Andrew Meyer, Lily Smith アンドリュー・マイヤー、リリー・スミス 

In February 2021, the International Bar 
Association (IBA) published its revised Rules 
on the Taking of Evidence in International 
Arbitration.1 These rules were established to 
provide litigants, who often come from 
different legal systems, with an “efficient, 
economical, and fair process for the taking of 
evidence in international arbitrations.”2 They 
also seek to harmonize evidentiary and 
procedural principles of both civil law and 
common law jurisdictions and have become 
very widely used as guidance for tribunals in 
international arbitrations.  

2021年 2月、国際法曹協会（IBA）は国際仲裁証拠調

べ規則の改訂版3を発行しました。当規則は、異なる法

体系を背景とすることの多い訴訟当事者に、「国際仲裁

における効率的、経済的及び公正な証拠調べ手続」4を

提供するために制定されました。また、大陸法とコモン

ローの両法域の証拠及び手続方針の調和を図るもので

あり、国際仲裁裁判所にとっての指針として広く用いら

れています。 

 

These recent updates are largely in response to 
(1) the COVID-19 pandemic, which has caused 
many arbitrations to take place remotely and 
(2) the general increase in reliance on 

今回の改訂は主に、(1)新型コロナウィルスの感染拡大

に伴い多くの仲裁がリモートでの実施となったこと、並び

に(2)証拠の収集及び精査におけるテクノロジーへの依

拠の一般的拡大に対応したものです。これらの改訂は

                                                 
1 Available here: https://www.ibanet.org/resources. 
2 IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration, December 17, 2020 (IBA 2020 Rules), Preamble, 1. 
3 https://www.ibanet.org/resourcesを参照 
4 2020年 12月 17日付 IBA国際仲裁証拠調べ規則（IBA2020年規則）前文 1 

https://www.mofo.com/people/andrew-meyer.html
https://www.mofo.com/people/lily-smith.html
https://www.mofo.jp/attorneys/mofo/andrew_lloyd_meyer.html
https://www.mofo.jp/attorneys/mofo/lily_smith.html
https://www.ibanet.org/resources
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technology in collecting and reviewing 
evidence. Parties that are or may be engaged in 
an international arbitration would be well 
served by paying attention to these updates as 
they can affect the scope (and cost) of 
discovery and other procedures. 

ディスカバリーやその他の手続の範囲（及び費用）に影

響を及ぼし得るものであるため、国際仲裁の当事者又

は当事者となり得る者は、これらの改訂に留意すること

が非常に有用であると思われます。 

 

Four of the main changes to be aware of are:  注目すべき変更は主に次の 4点です。 

1. The addition of cybersecurity and 
data protection to the list of 
evidentiary issues that a tribunal 
should consult with parties about 

Cybersecurity and data protection have 
become increasingly important as more 
document productions in international 
arbitrations are done electronically. This 
new rule encourages parties to discuss 
these issues at the outset and agree to 
parameters that protect security and 
confidentiality, and compliance with any 
applicable data privacy regulations. This is 
important because documents often 
contain sensitive personal and business 
information, which may be susceptible to 
cyberattacks. 

1. 証拠調べに関する裁判所による当事者との

協議対象事項に、サイバーセキュリティと

データ保護を追加 

国際仲裁において文書提出が電子的に行われるこ

とが多くなり、サイバーセキュリティとデータ保護は

重要度を増しています。この新たな規則は、当事者

がこれらの問題について最初に協議し、セキュリティ

と秘密を保護するパラメーター、及び適用あるデー

タプライバシー規則の遵守に合意することを促すも

のです。これが重要なのは、文書にはサイバー攻撃

にさらされる可能性のある機密性の高い個人情報

やビジネス情報が含まれることも多いためです。 

 

2. Accommodations for remote 
hearings 

As a result of the increase in remote 
hearings during COVID-19, the IBA added 
an article to the rules that specifically 
allows for remote evidentiary hearings. The 
article provides that either party or the 
tribunal can request that an evidentiary 
hearing take place remotely. Parties must 
consult to create a remote hearing protocol, 
which should cover: (1) the technology to 
be used; (2) advanced testing of the 
technology or training; (3) starting and 
ending times, considering varying time 
zones; (4) how documents may be placed 
before a witness; and (5) measures to 
ensure that witnesses giving testimony are 
not distracted or improperly influenced. 

  2. リモート審問の導入 

新型コロナウィルス流行中におけるリモート審問の

増加に伴い、IBAは、リモートでの証拠審問を特に

認める条項を規則に追加しました。この条項は、当

事者のいずれか又は裁判所が証拠審問のリモート

での開催を要請できると定めています。当事者は、

(1)使用するテクノロジー、(2)テクノロジーの事前テ

スト又はトレーニング、(3)時差を考慮した開始・終了

時刻、(4)証人に対する文書の提示方法、及び(5)証

言を行う証人が阻害又は不適切に影響を及ぼされ

ないようにするための措置を網羅したリモート審問

プロトコルの策定を協議する必要があります。 

 

3. Oral direct testimony 
In international arbitrations, experts and 
witnesses typically submit written reports 
or statements to the tribunal prior to an 
evidentiary hearing. The updated rules 
specify that a tribunal may permit an 
expert or witness to submit oral testimony 
as well, even if he or she had already 
submitted a written statement. This allows 
the party who submitted a witness 
statement or expert report to call that 

  3. 口頭による直接証言 

国際仲裁では通常、証拠審問の前に専門家と証人

が裁判所に報告書又は陳述書を提出します。改訂

規則では、裁判所は、専門家又は証人が既に陳述

書を提出済みであったとしても、口頭での証拠提出

も認める旨を定めています。これにより、陳述書又

は専門家報告書を提出した当事者は、相手方が証

拠審問中に証人の反対尋問を行う権利を放棄した

場合であっても、当該証人に直接証言を行うよう求

めることができます。この変更により、強力な証人か
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witness to give direct testimony, even if the 
opposing party waives its right to cross-
examine that witness during the 
evidentiary hearing. This change could 
require a shift in hearing strategy for 
parties by facilitating live testimony from 
strong witnesses. 

らの生の証言を促すことによって、当事者は審問戦

略の変更を迫られる可能性があります。 

4. Exclusion of illegally obtained 
evidence  

A new provision specifically allows 
tribunals to exclude evidence, at the 
request of a party or on its own motion, 
that was obtained illegally. The IBA has 
not, however, made clear what constitutes 
illegally obtained evidence. Commentary to 
the rules indicates that there was a desire to 
list specific types of illegally obtained 
evidence, but a lack of consensus prevented 
such a list from appearing in the final rules. 
Because countries differ dramatically on 
the admissibility and handling of illegally 
obtained evidence, the drafters thought it 
was best to allow the tribunal to decide this 
issue on a case by case basis. One possible 
example, however, of illegally obtained 
evidence could be a conversation that is 
recorded in a country in which it is illegal to 
record conversations without the other 
party’s consent. 

  4. 違法収集証拠の排除 

新たな条項では、裁判所に対し、当事者の要請又は

その申立により、違法に収集された証拠を排除する

ことを特に認めています。しかしながら、何が違法収

集証拠に該当するかについて IBAは明示していま

せん。コンメンタールによると、違法収集証拠の具体

的種類を列挙しようとの試みはあったものの、意見

の一致が得られず最終的に規則には掲載されな

かったとのことです。違法収集証拠の許容性や取扱

には各国間に大きな差異があることから、この問題

については裁判所に個別決定を認めるのが最善と

の判断がなされました。とはいえ、違法収集証拠の

一例として挙げられるものとして、相手方の同意なく

会話を録音することが違法とされる国において録音

された会話があります。 

Although discovery in international arbitration 
is typically much more limited that the “fishing 
expeditions” that can occur in U.S. courts, it is 
important to be aware of changes to prevailing 
practices as they can affect both the scope and 
cost of discovery that a party may be subject to. 
Accordingly, parties considering arbitration 
now should be prepared to examine (1) 
cybersecurity and data protection issues, (2) 
the possibility of remote hearings, (3) whether 
their chosen witnesses would be suited to 
giving oral testimony, and  
(4) the legality of the evidence they want to 
use. 

国際仲裁におけるディスカバリーは通常、米国裁判所

において見られる「証拠漁り（fishing expeditions）」と比

較してはるかに限定的であるものの、当事者が対象とな

り得るディスカバリーの範囲と費用の両面に影響が及

ぶ可能性があるため、従来の慣行への変更に留意する

ことが重要です。したがって、現に仲裁を検討している

当事者は、(1)サイバーセキュリティとデータ保護の問

題、(2)リモート審問の可能性、(3)選ばれた証人が口頭

証言に適しているか、そして(4)使用したい証拠の適法

性という各点について検討する準備が必要です。 
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Stricter Standing 
Requirements and 
Implications of TransUnion 
LLC v. Ramirez 

適格要件の厳格化及び
TransUnion LLC v. 

Ramirez事件の影響 

Andrew Meyer, Sara Stearns アンドリュー・マイヤー、サラ・スターンズ 

 

Over 10,000 new class actions are filed in the 
United States each year.5 Many of them involve 
claims based on product defects or private rights 
of action created by federal statutes.6 

米国では毎年 10,000 件を超える新規のクラスアク

ションが提起されています7。その多くに、製品欠陥

や、連邦法により定められた私訴権に基づく請求が

含まれます8。 

 

In U.S. federal courts, a class action claim has two 
key requirements:  

1. A plaintiff must have standing: To 
establish Article III standing, a plaintiff 
must allege an injury that is (i) concrete, 
particularized, and actual or imminent;  

米国の連邦裁判所において、クラスアクションの請

求には主に次の 2つの要件があります。  

1. 原告適格 原告は、第 3条の適格を証明す

るため、被害が(i)具体的、個別、かつ実際

的又は差し迫っており、(ii)被告に起因する

可能性が高く、かつ(iii)法的救済により是正

                                                 
5 Stacy Nettleton et al., Class Actions 2021: United States, Law Business Research Ltd., available at 

https://www.weil.com/~/media/files/pdfs/2021_class-actions_united-states.pdf.  
6 Statutes that provide for specific remedies and damages are especially appealing to plaintiffs. For example, the California 

Consumer Legal Remedies Act, which prohibits various unethical business practices, allows consumers to sue businesses for 

injunctive relief, damages, and any other relief the court deems proper, and the statute includes a damages minimum of US$1000 

for class action suits. See California Civil Code Section 1780(a)(1). 
7 2 Stacy Nettletonら 2021年クラスアクション：米国、Law Business Research Ltd.

（https://www.weil.com/~/media/files/pdfs/2021_class-actions_united-states.pdfで閲覧可） 
8 特定の救済や損害賠償を定めた制定法はとりわけ原告に訴求力があります。例えば、種々の非倫理的な事業慣行を禁じるカ

リフォルニア州消費者救済法は、差し止め救済、損害賠償、その他裁判所が適切とみなす救済を求めて企業を訴えることを消

費者に認めており、同法には、クラスアクション訴訟に係る 1,000 ドル以上の損害賠償が含まれます。カリフォルニア民法第

1780条(a)(1)参照。 

https://www.mofo.com/people/andrew-meyer.html
https://www.mofo.com/people/sara-stearns.html
https://www.mofo.jp/attorneys/mofo/andrew_lloyd_meyer.html
https://www.mofo.jp/attorneys/mofo/sara_stearns.html
https://www.weil.com/~/media/files/pdfs/2021_class-actions_united-states.pdf
https://www.weil.com/~/media/files/pdfs/2021_class-actions_united-states.pdf
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(ii) likely caused by the defendant; and  
(iii) able to be redressed by judicial relief.9  

2. The class must be certified: The 
plaintiff must show that the class meets the 
requirements set forth in Rule 23 of the 
Federal Rules of Civil Procedure.10 

可能であることを主張しなければならない
11。 

2. クラス認定 原告は、クラスが連邦民事訴

訟規則第 23 条に定める要件を満たしてい

ることを証明しなければならない12。 

If there is a potential class action, and plaintiff can 
meet these requirements, the resulting case can 
prove costly for defendants, as class actions allow 
the recovery of damages on behalf of all class 
members. But the U.S. Supreme Court’s recent 
decision in TransUnion may offer defendants 
some relief. 

クラスアクションの原告となる者がこれらの要件を

充足できれば、訴訟は被告が高額の負担をする帰

結となる可能性があります。クラスアクションではク

ラスの全構成員の損害賠償請求が認められるため

です。しかしながら、米国最高裁判所による

TransUnion 事件での先日の判決は、被告の負担

をやや軽減させるものであると思われます。 

 

TransUnion LLC v. Ramirez 
In TransUnion, a class of consumers sued 
TransUnion, a credit reporting agency, alleging 
violations of the Fair Credit Reporting Act based 
on a system that compared consumers’ names 
against a federal list of terrorists, drug traffickers, 
and other serious criminals, and placed an “alert” 
across the top of any consumer’s credit report 
where the names matched. The district court 
certified a class, and a jury returned a verdict for 
the plaintiffs, awarding each class member 
statutory and punitive damages. The Ninth Circuit 
affirmed the relevant parts of the judgment on 
appeal. 

TransUnion LLC v. Ramirez事件 

TransUnion事件では、消費者のクラスが信用調査

機関である TransUnionを提訴し、消費者名を連邦

政府によるテロリスト、麻薬密売人その他の重大犯

罪者のリストと照合し、名称が一致した場合に消費

者の信用報告書上部に「警告」と記載するシステム

に基づき、公正信用報告法違反を主張しました。地

方裁判所はクラスを認定し、陪審は原告寄りの評

決を下し、クラスの各構成員に法定及び懲罰的損

害賠償を認めました、第 9 巡回区裁も抗告審判に

おいて、判決の当該部分を支持しました。 

The Supreme Court reversed, however, holding 
that only plaintiffs concretely harmed by a 
defendant’s statutory violation have Article III 
standing to seek damages against defendants in 
federal court. The Court explained that, even in the 
class action context, “[e]very class member must 
have Article III standing in order to recover 
individual damages.”13 Here, the court 
distinguished between plaintiffs whose reports had 
been provided to third parties who would have 
seen the “alert,” and plaintiffs whose reports had 
not. The Court determined that only the former 
category had suffered a concrete injury. For the 
latter category, the Court held that “in a suit for 

しかしながら、最高裁判所は、被告による法規違反

により具体的に被害を受けた原告のみが連邦裁判

所において被告に損害賠償を請求するための第 3

条に基づく適格を有しているとし、上記判断を覆し

ました。最高裁は、クラスアクションの状況にあって

も、「クラスの構成員は、個別の損害賠償を求める

ためには、それぞれが第 3条に基づく適格を有して

いなければならない」と説明しました15。ここで最高

裁は、原告のうち、その報告書が第三者にわたり当

該第三者が「警告」の文字を目にしたであろう者と、

そうでない原告とを区別しています。最高裁は、前

者のみが具体的な被害を被ったと判示し、後者に

ついては「損害賠償請求においては、単に将来的

                                                 
9 TransUnion LLC v. Ramirez, 141 S. Ct. 2190, 2203 (2021) (citing Lujan v. Defenders of Wildlife, 504 U.S. 555, 560-61 (1992)). 
10 Fed. R. Civ. P. 23(a)-(b). For example, if the class is so numerous that joinder of all members is impracticable; 

if there are questions of law or fact common to the class; if the claims or defenses of the representative parties are typical of the 

claims or defenses of the class; and if the representative parties will fairly and adequately protect the interests of the class then the 

class can be certified. 
11 TransUnion LLC v. Ramirez, 141 S. Ct. 2190, 2203 (2021)（Lujan v. Defenders of Wildlife, 504 U.S. 555, 560-61 (1992)を引用） 
12 連邦民事訴訟規則 P. 23(a)-(b)。例えば、クラスが非常に多く、全構成員の併合は実行不可能である、クラスに共通の法律又

は事実の問題がある、代表当事者の請求又は防御が、クラスの請求又は防御の典型である、代表当事者がクラスの利益を公正

かつ十分に保護する。 
13 TransUnion, 141 S. Ct. at 2208. 
15 TransUnion, 141 S. Ct. at 2208. 
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damages, the mere risk of future harm . . . cannot 
qualify as concrete harm.”14 

な被害のリスクは…具体的な被害とみなすことはで

きない。」としています16。 

Implications 
TransUnion creates additional obstacles for class 
action plaintiffs, particularly in suits for monetary 
damages based on federal statutory causes of 
action. First, because plaintiffs must establish that 
each member of the class has suffered a concrete 
injury, this may result in narrower class 
definitions and smaller class sizes. Second, 
because the risk of future harm is not sufficient to 
establish standing, plaintiffs may need to wait for 
actual harm to materialize before trying to bring a 
claim. 

判決の影響 

TransUnion事件は、特に連邦法定訴因に基づく金

銭的損害賠償訴訟において、クラスアクションの原

告にさらなる障害をもたらすものです。第一に、原

告はクラスの各構成員が具体的な被害を被ったこ

とを証明しなければならないため、クラスの定義が

狭まり、規模が縮小される可能性があります。第二

に、将来的な被害のリスクは適格の証明には十分

でないため、原告は訴えを提起する前に実際の被

害が具体化するのを待たなければいけない可能性

があります。 

For companies defending against class action suits 
in federal court, on the other hand, the 
TransUnion decision can bolster defenses at the 
early stages of the litigation. For example: 

一方で、連邦裁判所におけるクラスアクション訴訟

の被告である企業にとっては、TransUnion 事件の

判決により、訴訟の早期段階において抗弁の強化

が可能となります。例えば、 

 At the motion to dismiss stage, defendants 
can move to dismiss claims against 
plaintiffs who fail to allege concrete 
injuries;  

 At the class certification stage, defendants 
can seek to narrow class definitions to 
exclude plaintiffs who cannot show 
concrete harm; and 

 At the summary judgment stage, 
defendants can attack plaintiffs’ standing 
based on evidence obtained during 
discovery. 

 棄却申立段階において、被告は具体的被

害を主張できない原告に対して棄却請求を

行うことが可能 

 クラス認定段階において、被告はクラスの

定義を狭めて具体的被害を立証できない

原告を除外するよう求めることが可能 

 略式判決段階において、被告はディスカバ

リーで得た証拠に基づき原告の適格を攻

撃することが可能 

                                                 
14 Id. at 2211. 
16 同文献、2211 
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USPTO Director to Review 
Inter Partes Review and 
Post-Grant Review 
Decisions 

IPRレビューやPGRレビュー

の決定のUSPTO長官による

見直し手続が開始 

Yuka Teraguchi, Geary Choe 寺口 由華、崔 琪烈（チェ・キョル） 

 

Now you can ask the USPTO Director to review 
inter partes review (IPR) decisions. 

米国特許商標庁長官に対して、当事者系レビュー（I

PR）の決定の見直しを求めることが可能になりまし

た。 

An inter partes review (IPR) is a procedure for 
challenging the validity of a U.S. patent at the 
Patent Trial and Appeal Board (PTAB) of the U.S. 
Patent and Trademark Office (USPTO). In a 
typical IPR, a panel of three Administrative 
Patent Judges (APJs) adjudicate patent validity in 
an adversarial setting. The APJs used to have a 
final say on whether a patent is valid within the 
Executive Branch. They no longer do. 

当事者系レビュー（IPR）は、米国特許商標庁（USP

TO）の特許審判部（PTAB）において米国特許の有

効性に異議を申し立てる手続です。IPRでは通常、3

名の特許審判官（APJ）から成るパネルが対審手続

により特許の有効性を判断します。APJは行政府内

で特許が有効であるか否かについての最終決定権

を有していましたが、現在はありません。 

On June 21, 2021, the U.S. Supreme Court issued 
a decision in United States v. Arthrex, holding 
that the “unreviewable authority wielded by 
APJs” violated the Appointments Clause. The 

2021年6月21日、米国最高裁判所はUnited States 

v. Arthrex事件における判断を下し、「APJが行使す

る権限が見直し不可であること」は任命条項に違反

しているとしました。任命条項によると、USPTO長官

https://www.mofo.com/people/yuka-teraguchi.html
https://www.mofo.com/people/geary-choe.html
file:///C:/Users/axi6/AppData/Roaming/OpenText/DM/Temp/Please%20charge%20to%20099920-0000124,%205437%20GL
https://www.mofo.jp/attorneys/mofo/geary_choe.html
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Appointments Clause requires Principal Officers, 
such as the USPTO Director, to be appointed by 
the President and confirmed by the Senate, but 
allows Inferior Officers to be appointed by the 
head of an executive department without Senate 
confirmation. The Court found that the APJs, who 
are appointed by the Secretary of Commerce, are 
Inferior Officers. But the Court found it 
problematic that the APJs have the power to 
invalidate issued patents “without any such 
review by their nominal superior or any other 
principal officer in the Executive Branch.”   

などの上級官吏は大統領による任命及び上院によ

る承認が必要であるところ、下級官吏は上院による

承認なく、行政部の長による任命が認めらていま

す。最高裁は、商務長官により任命されるAPJは下

級官吏であるとの判断を示しました。一方で、APJが

「行政府における上長その他の上級官吏による審査

なく」発行済特許を無効化する権限を有していること

を問題視しました。 

The Court’s solution was to sever portions of the 
Patent Act that bar the USPTO Director from 
reviewing IPR decisions. 35 U.S.C. § 6(c) states 
that each IPR “shall be heard by at least 3 
members of the [PTAB]” and “[o]nly the [PTAB] 
may grant rehearings.” Instead, the Court allowed 
the Director to “review final PTAB decisions and, 
upon review, . . . issue decisions himself on behalf 
of the [PTAB].”   

同裁判所の解決策は、USPTO長官によるIPRの決

定の見直しを不可とする特許法の規定を解消するも

のでした。米国特許法第6条(c)は、各IPRは「[PTAB]

の3名以上により審理されなければなら」ず、「[PTA

B]のみが再審理を認めることができる」と定めていま

す。これに代わって、最高裁は「PTABの最終決定を

見直し、見直し時に、[PTAB]に代わって自身の決定

を下す」ことを長官に認めました。 

As a result of the Court’s decision, the USPTO has 
implemented an interim procedure for the 
USPTO Director to review the final PTAB panel’s 
decision. Under the interim procedure, the 
Director can sua sponte initiate the review at any 
point before the deadline for filing a notice of 
appeal. Also, a party may request the Director to 
review the PTAB decision. If a party opts to seek a 
panel rehearing instead and that rehearing is 
granted, that party may request a Director review 
of the new decision following the same procedure. 
However, if the rehearing is denied, the party may 
not request Director review of that decision. The 
Director may review any issues, including issues 
of fact and law de novo. The USPTO is planning 
to seek feedback from the public on the Director 
review process and we will have to wait and see 
whether this interim procedure will be a 
permanent fix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最高裁判断の結果、USPTOは、USPTO長官がPT

ABパネルによる最終決定の見直しを行うための暫

定手続を実施しました。暫定手続では、長官は審判

請求書提出期限までの間いつでも、見直しを自発的

に開始することができます。また、当事者が長官に

対してPTAB決定の見直しを求めることもできます。

当事者がその代わりにパネルによる再審理を求め、

再審理が認められた場合、当該当事者は同手続

後、新たな決定の見直しを長官に求めることができ

ます。但し、再審理が否決された場合、当該当事者

は当該決定の見直しを長官に求めることはできませ

ん。長官は事実問題及び法律問題を含むあらゆる

問題を最初から見直すことができます。USPTOは長

官による見直しプロセスについて公的なフィードバッ

クを求めることを予定しており、そのため、この暫定

手続が恒久的解決策となるか否かについては成り

行きを見守る必要があります。 
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Supreme Court Narrows 
Assignor Estoppel 
Doctrine in Patent Cases 

最高裁、特許事件において

譲渡人禁反言の原則を限定 

Akira Irie, Lily Smith 入江 彬、リリー・スミス 

In Minerva Surgical, Inc. (“Minerva”) v. Hologic, 
Inc. (“Hologic”) et al., the U.S. Supreme Court 
clarified the scope of the doctrine of assignor 
estoppel. Assignor estoppel stems from the idea 
that an assignor of a patent cannot subsequently 
challenge the validity of that patent because the 
assignor made an implied warranty of validity 
when assigning the patent. 

Minerva Surgical, Inc.（以下「Minerva」）v. Hologic, 

Inc.（以下「Hologic」）et al.事件において、米国最高

裁判所は譲渡人禁反言の原則の範囲を明確にしま

した。譲渡人禁反言は、特許の譲渡人は、特許譲渡

時に有効性の黙示保証を行っているため、その後に

当該特許の有効性に異を唱えることはできないとい

う概念に由来するものです。 

In this case, Csaba Truckai invented a device to 
treat abnormal uterine bleeding called the 
NovaSure System. He applied for and obtained a 
patent for this device. In the patent, he described 
the device as using a “moisture-permeable 
applicator head.” Truckai assigned this patent to 
his then employer Novacept. Later, Hologic, the 
defendant in this case, acquired Novacept and all 
of its patents and patent applications including 
Truckai’s patent. Truckai went on to found 

この事件において、Csaba Truckai氏は異常子宮出

血の治療機器（NovaSureシステム）を発明し、同機

器について特許を出願し、これを取得しました。この

特許で同機器は「透湿性アプリケータヘッド」を使用

するとされています。同氏はこの特許を当時の雇用

者である Novaceptに譲渡しました。後に、本件の被

告である Hologicは、Novacept並びにその特許及

び特許出願すべて（Truckaiの特許を含みます。）を

取得しました。Truckai氏は続いて、本事件の原告で

あるMinerva Surgicalを設立しました。 

https://www.mofo.com/people/akira-irie.html
https://www.mofo.com/people/lily-smith.html
https://www.mofo.jp/attorneys/mofo/_akira_irie.html
https://www.mofo.jp/attorneys/mofo/lily_smith.html
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Minerva Surgical, which is the petitioner in this 
case. 

At Minerva, Truckai developed a new device to 
treat abnormal uterine bleeding, which used a 
moisture impermeable applicator head. At 
around the same time, Hologic submitted a 
continuation application for the NovaSure System 
in which it sought a broader claim for the 
applicator head generally, which was not limited 
to a moisture-permeable head. Hologic’s 
application was subsequently issued as a new 
patent. 

Minervaにおいて、Truckai氏は、非透湿性アプリ

ケータヘッドを使用した異常子宮出血の新たな治療

機器を開発しました。ほぼ同時期に、Hologicは、透

湿性ヘッドに限られない、アプリケータヘッド全般に

ついての広範なクレームを求めて NovaSureシステ

ムの継続出願を行いました。 

Hologic then sued Minerva for patent 
infringement. Minerva argued that Hologic’s new 
patent was invalid because it did not match the 
invention’s written description. Hologic claimed 
that assigner estoppel foreclosed Minerva’s 
argument—since Truckai had assigned the 
original patent for the NovaSure System to 
Hologic, he should not be allowed to attack the 
new patent’s validity. Both the district court and 
the Federal Circuit agreed that assignor estoppel 
applied. 

その後 Hologicは特許侵害で Minervaを提訴しまし

た。Minervaは、Hologicの新特許は、発明の記載

と一致しないとしてその無効を主張しました。Hologic

は、Truckai氏は NovaSureシステムに係る原特許

を Hologicに譲渡したのであって、新特許の有効性

を攻撃することは認められるべきではないため、譲

渡人禁反言により Minervaの主張は否定されると

主張しました。そして、地裁及び連邦巡回控訴裁の

いずれも譲渡人禁反言の適用に同意しました。 

The Supreme Court vacated and remanded the 
case. It ruled that while assignor estoppel is a 
longstanding and valid doctrine, it only applies 
when the assignor’s claim of invalidity contradicts 
explicit or implicit representations that the 
assignor made when assigning the patent. The 
Court explained that assignor estoppel is rooted 
in fairness and demands consistency in dealing 
with others. When someone assigns his or her 
patent right, that person is representing to the 
buyer that the patent is valid. “In later raising an 
invalidity defense, the assignor disavows that 
implied warranty. By saying one thing and then 
saying another, the assignor wants to profit 
doubly—by gaining both the price of assigning the 
patent and the continued right to use the 
invention it covers. That course of conduct by the 
assignor is unfair dealing,” the Court explained. 

最高裁はこれを無効とし、下級審に差し戻しました。

判決で最高裁は、譲渡人禁反言は長年に亘り存続

してきた有効な原則である一方で、譲渡人の無効請

求が、譲渡人が特許を譲渡した際に行った明示的又

は黙示的な表明と相反する場合にのみ適用されると

判示しました。最高裁は、譲渡人禁反言は公平性に

基づくものであり、他者との取引における一貫性が

求められると説明しました。特許権を譲渡するにあた

り、譲渡人は買主に対して特許が有効である旨を表

明しています。裁判所は、「後に無効の抗弁を提起

する際、譲渡人はその黙示の保証を否認する。場合

により発言を変えることで、譲渡人は、特許譲渡の対

価と、その包含する発明を使用する継続的権利の両

方を得ることによる二重利益を求める。譲渡人によ

るこの一連の行為は不公正な取引である。」と説明し

ています。 

In this case, the Court concluded that Minerva’s 
invalidity argument did not violate any principles 
of fairness or consistency because Hologic had 
altered the patent scope. Truckai assigned a 
patent for a device that had a “moisture-
permeable applicator head.” The new patent 
removed the reference to “moisture-permeable” 
and, by so doing, removed the rationale for 
applying assignor estoppel. Because the new 
patent’s claims were broader than what Truckai 
assigned to Novacept, Truckai could not have 
warranted their validity. 

本件において最高裁は、Hologicが特許範囲を変更

したため、Minervaによる無効の主張は公正性や一

貫性の原則を侵害していないと結論付けています。

Truckai氏が譲渡したのは「透湿性アプリケーター・

ヘッド」の付いた機器に関する特許でした。新特許で

は「透湿性」への言及が削除され、そうすることで譲

渡人禁反言を適用する論理的根拠も除外されまし

た。新特許のクレームは Truckai氏が Novaceptに

譲渡したものよりも広範であったため、Truckai氏は

その有効性を保証し得なかったということです。 
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PersonalWeb 
Technologies v. Google 
LLC—An Update on Patent 
Eligibility under 35 U.S.C. 
§ 101 

PersonalWeb 
Technologies v. Google 

LLC事件：米国特許法第

101条（35 U.S.C. § 101）に 

基づく特許適格性に関する 

最新情報 
Akira Irie, Mikaela Ediger  入江 彬、ミカエラ・エディガー 

Patent eligibility continues to be a frequently 
contested issue in patent cases, as reflected in the 
Federal Circuit’s recent affirmance of patent 
ineligibility of three patents asserted against 
Google by PersonalWeb. 

特許適格性は依然として特許訴訟において頻繁に

争点となる問題であり、これは、PersonalWebが

Googleに対して主張した特許 3件の特許不適格性

について連邦巡回控訴裁判所が先ごろ行った確認

においても反映されています。  

PersonalWeb’s patents claimed a data processing 
system that uses a hash algorithm to assign a 
unique identifier to each piece of data (a 
“content-based identifier”). The Federal Circuit 
considered the representative claims under the 
Supreme Court’s two-step Alice/Mayo 
framework. 

PersonalWebの特許は、各データに固有の識別子

を割り当てるハッシュアルゴリズムを使用したデータ

処理システム（以下「コンテンツベースの識別子」）を

請求の範囲に含んでいます。連邦巡回控訴裁判所

は、最高裁による Alice/Mayoの 2段階の枠組みに

基づき代表クレームを検討しました。 

At Step One, the court reasoned that the patents 
related to a content-based identifier generated to 
perform three functions: control access to data, 
retrieve and deliver copies of data, or mark copies 

第一段階で、同裁判所は、これらの特許はデータへ

のアクセス制御、データの検索及びそのコピーの提

供、又は消去すべきデータのコピーのマーク付けと

いう 3つの機能を実施するために作成されたコンテ

https://www.mofo.com/people/akira-irie.html
https://www.mofo.com/people/mikaela-ediger.html
https://www.mofo.jp/attorneys/mofo/_akira_irie.html
https://www.mofo.jp/attorneys/mofo/mikaela_ediger.html


14 Morrison & Foerster Japan Disputes Newsletter 

of data for deletion. The Federal Circuit found 
these processes to be abstract because they would 
be undertaken mentally or with a pencil and 
paper. The court noted that librarians use content 
identifiers (call numbers) to control access to 
books, to retrieve books, and to flag duplicate 
books for deletion. Merely accomplishing these 
functions in a computer environment did not save 
them from abstraction. 

ンツベースの識別子に関するものであったと論じまし

た。連邦巡回控訴裁判所は、これらのプロセスは心

の中で、あるいは紙とペンで実施されることから抽象

的であると判示しました。同裁判所は、図書館員はコ

ンテンツ識別子（図書整理番号）を使用して本へのア

クセスを制御し、本を検索し、破棄すべき重複本に印

をつけるとしています。コンピューター環境において

単にこれらの機能を達成することで非抽象化はなさ

れませんでした。 

PersonalWeb’s patents fared no better at Step 
Two. PersonalWeb argued that the claims recited 
an inventive concept of “an application that 
makes inventive use of cryptographic hashes.” 
But the Federal Circuit called this a mere 
restatement of the abstract idea it held patent-
ineligible at Step One. The Federal Circuit 
concluded that PersonalWeb’s patents were 
patent-ineligible at both Steps One and Two of 
the Alice/Mayo framework and therefore 
invalidated the patents. 

PersonalWebの特許は第二段階においても同様で

した。PersonalWebは、クレームが「暗号学的ハッ

シュの独創的使用の出願」という独創的概念を引用

していると主張しました。しかしながら、連邦巡回控

訴裁判所は、これは第一段階で特許不適格と判断し

た抽象的なアイデアの再記述に過ぎないとしました。

連邦巡回裁はPersonalWebの特許は、Alice/Mayo

の枠組みの第一・第二両段階において特許不適格

であるとし、よって特許を無効としました。 

Takeaways:  

 The Federal Circuit continues to scrutinize 
computer-related patents for patent 
eligibility.    

 A combination of several distinct 
processes, all abstract, is still an abstract 
idea. 

結論 

 連邦巡回控訴裁判所は特許適格性に関し

て、コンピューター関連特許の精査を継続す

る。 

 すべて抽象的である複数の特異的なプロセ

スの組合せは、依然として抽象的なアイデア

である。 

Case Citation: PersonalWeb Techs. LLC v. Google 
LLC, YouTube, LLC, Case No. 20-1543 (Fed. Cir. 
Aug. 12, 2021) (Prost, J.) 
(consolidating PersonalWeb Techs. LLC v. 
Facebook, Inc., Case No. 20-1553, 
and PersonalWeb Techs. LLC, Level 3 Commc’ns 
LLC v. EMC Corp., VMWare, Inc., Case No. 20-
1554). 

凡例引用：PersonalWeb Techs. LLC v. Google 

LLC, YouTube, LLC事件（事件番号第20-1543合）

(連邦巡回裁、2021年8月12日)（Prost, J.）

（PersonalWeb Techs. LLC v. Facebook, Inc.事件

（事件番号第20-1553号）とPersonalWeb Techs. 

LLC, Level 3 Commc’ns LLC v. EMC Corp., 

VMWare, Inc.事件（事件番号第20-1554号）を統

合） 
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Cures 2.0:  
Will It Be Better Than the 
Original? 

Cures 2.0: オリジナル案

よりも優れているか？ 

Stacy Cline Amin ステイシー・クライン・アミン 

Five years after Congress passed the 21st Century 

Cures Act, a bipartisan group of representatives is 

looking to enact follow-up legislation—“Cures 

2.0.” Representatives Diana DeGette (D-CO) and 

Fred Upton (R-MI) released draft legislation in 

June that proposed sweeping policy changes. 

米連邦議会が「21世紀の治療法（21st Century 

Cures Act）」を可決してから 5年後、超党派の代表

グループがフォローアップ法案「Cures 2.0」の制定を

目指しており、代表のダイアナ・デゲット（コロラド州・

民主党）とフレッド・アプトン（ミシガン州・共和党）が、

6月に抜本的な政策変更を提案する法案を公表しま

した。 

21st Century Cures Act 21世紀の治療法 

Congress enacted the 21st Century Cures Act to 

speed up the development of medical products 

and encourage more innovation, all with the end 

goal of curing hard-to-treat diseases. Signed into 

law in 2016, the Act authorized US$6.3 billion in 

funding, with approximately three-quarters of 

that money allotted to the National Institutes of 

Health (NIH). 

米連邦議会は、治療が困難な病気の治療を目的とし

て、医療製品の開発を迅速化し、さらなるイノベー

ションを奨励するために、「21世紀の治療法」を制定

しました。2016年に署名され成立した同法は、63億

ドルの資金拠出を承認し、そのおよそ 4分の 3は米

国国立衛生研究所（NIH）に配分されました。 

https://www.mofo.com/people/stacy-amin.html
https://www.mofo.com/people/stacy-amin.html
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With respect to the U.S. Food & Drug 

Administration (FDA), the Cures Act updated the 

FDA’s regulation of combination products (which 

combine drugs, devices, and/or biological 

products). It sought to streamline the drug 

approval process by facilitating the use of 

surrogate-markers, such as real-world evidence. 

It created expedited product development 

programs, including Regenerative Medicine 

Advanced Therapy (RMAT) and the 

Breakthrough Devices program. 

米国食品医薬品局（FDA）に関しては、Cures Actに

より、組み合わせ商品（ドラッグ、機器、および/また

は生物学的製剤を組み合わせたもの）に関する規制

が更新され、リアルワールドエビデンスのような代理

マーカーの使用を促進することにより、医薬品承認

プロセスを効率化することを試みました。また、再生

医療先進セラピー（Regenerative Medicine 

Advanced Therapy：RMAT）や画期的なデバイス

（Breakthrough Devices）プログラムなど、迅速な商

品展開を図りました。 

 

Cures 2.0 Draft Legislation Cures2.0 ドラフト立法 

Cures 2.0 features five substantive titles.  Cures2.0は 5つの特徴的な章から成っています。 

Title I covers public health, with an emphasis on 

learning from the COVID-19 pandemic. It would 

direct the U.S. Department of Health and Human 

Services (HHS) to develop and implement a 

national strategy to prevent and respond to 

pandemics. 

第 1章は、COVID-19の流行から学ぶことに重点を

置き、公衆衛生を扱っています。米国保健福祉省

（the Department of Health and Human Services）

に、パンデミックを予防し対応するための国家戦略を

策定し、実施するよう指示しています。 

Title II covers patients and caregivers and directs 

the U.S. Centers for Medicare & Medicaid 

Services (CMS) to consider ways to improve 

patient health literacy, among other goals. It 

would also work to increase diversity in clinical 

trials and require reporting on patient experience 

data in clinical trials, requiring the FDA to 

consider that data. 

第 2章は、患者と介護者を対象とし、メディケア・メ

ディケイド・サービスセンター（the Centers for 

Medicare & Medicaid Services： CMS）を指揮する

もので、とりわけ患者のヘルスリテラシーを改善する

方法を検討するよう指示しています。また、臨床試験

の多様性を増すための取り組みを行い、臨床試験に

おける患者の体験データに関する報告を義務付けて

おり、FDAはそのデータの検討を求められます。 

Title III would direct the FDA to report to 

Congress on the agency’s coordination of the 

regulation of digital health products, including 

wearables, artificial intelligence, cloud services, 

and software. It would create grants for 

innovative clinical trial design. It also focuses on 

accelerated approval programs for drugs and 

addresses improving collaboration between the 

FDA and CMS regarding designation of a product 

as a breakthrough therapy, a fast-track product, 

or a product eligible for accelerated approval. 

第 3章は、ウェアラブル、人工知能、クラウドサービ

ス、ソフトウェアを含むデジタル・ヘルス商品の規制

に関する FDAの調整について、FDAが議会に報告

するよう指示しています。これにより、革新的な臨床

試験を設計するための助成金が創出されるでしょ

う。また、医薬品の迅速承認プログラムに焦点を当

て、画期的治療薬、ファストトラック製品、または迅速

承認に適格な製品に関して、FDAと CMSとの連携

を改善する取り組みがなされます。 

Title IV relates to CMS, with an emphasis on 

telehealth coverage and extending telehealth 

flexibilities to permanently remove geographic 

and originating site restrictions. It would address 

patient access to breakthrough devices and 

provide federal support for the use of genetic and 

第 4章はメディケア・メディケイド・サービスセンター

（CMS）に関するものです。地理的制限および発信

元の制限を永久に撤廃するために、遠隔医療とその

柔軟性の拡大に重点が置かれています。画期的な

機器への患者のアクセスに対応し、まれな疾患を有

する小児患者に対する遺伝子検査およびゲノム検

https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/cellular-gene-therapy-products/regenerative-medicine-advanced-therapy-designation
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/cellular-gene-therapy-products/regenerative-medicine-advanced-therapy-designation
https://www.fda.gov/medical-devices/how-study-and-market-your-device/breakthrough-devices-program
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/cellular-gene-therapy-products/regenerative-medicine-advanced-therapy-designation
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/cellular-gene-therapy-products/regenerative-medicine-advanced-therapy-designation
https://www.fda.gov/medical-devices/how-study-and-market-your-device/breakthrough-devices-program
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genomic testing for pediatric patients with rare 

diseases, creating a pilot grant program within 

CMS to test approaches to delivering personalized 

medicine consultations. 

査に対して連邦政府の支援を提供し、個別医療相談

を提供するためのアプローチを検証するための

CMS内における試験的な助成プログラムを作成し

ようとしています。 

Last, but not least, Title V would establish a new 

agency called the Advanced Research Projects 

Agency for Health (ARPA-H) within NIH. 

Modeled after the Defense Advanced Research 

Projects Agency (DARPA), ARPA-H would 

promote bold breakthroughs in medicine. Cures 

2.0 would provide US$6.5 billion to ARPA-H in 

FY2022. 

最後に、第 5章は、米国国立衛生研究所（NIH）内

の「健康のための高度研究プロジェクト機関 

（ARPA-H）」と呼ばれる新たな機関の設立に関する

ものです。ARPA-Hは、国防高等研究計画庁

（DARPA）をモデルにして、医学における大胆な飛

躍的進歩を促進するでしょう。Cures2.0は、2022年

度に ARPA-Hに 65億ドルを提供する予定です。 

 

What To Expect 今後期待されること 

Cures 2.0 already enjoys bipartisan support and 

is a legislative priority for President Biden. Rep. 

DeGette has publicly proclaimed that she hopes 

to pass the bill later this year. For now, Congress 

and the White House are focused on gathering 

feedback from industry, academia, and other 

groups.   

Cures2.0はすでに超党派のサポートを得ており、バ

イデン大統領の立法上の優先事項です。共和党の

デゲット氏は、今年後半に法案を通過させたいと公

式に宣言しました。現在、連邦議会とホワイトハウス

は、産業界、学界などのグループからのフィードバッ

ク収集に焦点を当てています。 

To read the full article, visit MoFo Life Sciences. 
 

記事全文は、MoFo Life Sciencesをご覧ください。 

 

 

https://news.bloomberglaw.com/pharma-and-life-sciences/bidens-6-5-billion-biomedical-agency-backed-in-bipartisan-bill
https://news.bloomberglaw.com/pharma-and-life-sciences/bidens-speedy-medical-lab-will-ideally-be-up-in-fiscal-2022
https://news.bloomberglaw.com/pharma-and-life-sciences/bidens-speedy-medical-lab-will-ideally-be-up-in-fiscal-2022
https://www.bloomberglaw.com/bloomberglawnews/pharma-and-life-sciences/X5FJMLK8000000?bna_news_filter=pharma-and-life-sciences#jcite
https://www.bloomberglaw.com/bloomberglawnews/pharma-and-life-sciences/X5FJMLK8000000?bna_news_filter=pharma-and-life-sciences#jcite
https://www.bloomberglaw.com/bloomberglawnews/pharma-and-life-sciences/XF2GTET4000000?bna_news_filter=pharma-and-life-sciences#jcite
https://www.bloomberglaw.com/bloomberglawnews/pharma-and-life-sciences/XF2GTET4000000?bna_news_filter=pharma-and-life-sciences#jcite
https://lifesciences.mofo.com/topics/cures_2_0_will_it_be_better_than_the_original.html
https://lifesciences.mofo.com/topics/cures_2_0_will_it_be_better_than_the_original.html
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PARTNER HIGHLIGHT:  
ステイシー・クライン・アミン 
パートナー、FDA規制&コンプライアンス業務を共同統括 （ワシントン D.C.） 
STACY CLINE AMIN 
Partner, Co-Lead FDA Regulatory & Compliance Practice (Washington, D.C.) 

Stacy Amin co-leads the FDA Regulatory & 

Compliance practice within the firm’s Global 

Life Sciences + Healthcare Group and 

provides strategic regulatory and business 

advice to companies in the life sciences, 

healthcare, and technology industries. 

ステイシー・アミンは、モリソン・フォースターのグローバ

ルライフサイエンス&ヘルスケアグループにおいて、

FDA規制&コンプライアンス分野を共同統括しており、

ライフサイエンス、ヘルスケア、テクノロジー業界の企業

に対して規制および事業に関する戦略的なアドバイス

を提供しています。 

Stacy previously served as Chief Counsel of 

the U.S. Food and Drug Administration (FDA) 

and Deputy General Counsel of the U.S. 

Department of Health and Human Services 

(HHS), and held senior positions within the 

White House Counsel’s Office and health 

committees in both the House and Senate. 

With her depth of experience across 

government agencies, she provides clients 

with an insider’s perspective on regulatory 

and compliance issues, enforcement actions, 

and litigation challenges. 

ステイシーは入所以前、米国食品医薬品局（FDA）の

チーフカウンセルおよび米国保健社会福祉省（HHS）の

副法務顧問（Deputy General Counsel）を務めており、

下院と上院の両方で大統領法律顧問および保健委員

会の上級職も務めていました。政府機関で培った豊富

な経験を基に、規制とコンプライアンスに関する問題、

強制措置、訴訟の課題に関して、内部者の視点からク

ライアントに助言を提供しています。 

As chief counsel of the FDA, Stacy led an 

office of approximately 170 counselors and 

litigators and navigated difficult regulatory 

issues and litigation challenges across the 

agency’s entire portfolio. During her last year 

of service, Stacy played a critical role in nearly 

every aspect of the FDA’s COVID-19 

pandemic response effort, including record 

numbers of emergency use authorizations, 

guidances, and compliance actions. 

ステイシーは FDAのチーフカウンセルとして、約 170

名のカウンセラーと訴訟担当者で構成される局を率い、

FDAのポートフォリオ全体にわたる難しい規制問題と

訴訟の課題に取り組んできました。昨年の就役期間中

には、FDA史上最多となった EUA（Emergency Use 

Authorization）の承認、ガイダンス、コンプライアンスア

クションを含む、FDAの新型コロナウイルス感染症パン

デミック対策のほぼ全ての局面において重要な役割を

果たしました。 

Stacy served as a trusted strategist and 

advisor to several FDA Commissioners, the 

FDA Center Directors and Deputy 

Commissioners, and the HHS Secretary. She 

worked closely with agency leadership to 

resolve challenging legal and regulatory 

issues, including in the areas of human gene 

therapy and regenerative medicine, in vitro 

ステイシーは、FDAコミッショナー、FDAセンターディレ

クター、副コミッショナー、HHS長官らから信頼される戦

略家、アドバイザーでした。人間の遺伝子治療や再生

医療、体外診断薬、医薬品や医療機器の安全性と革

新、デジタルヘルスの分野等に関する難しい法律およ

び規制の問題を解決するため、機関の上層部と密接に

協力してきました。医療製品のライフサイクルのあらゆ

る側面に関する法的問題について助言し、センターの



 

19 Morrison & Foerster Japan Disputes Newsletter 

diagnostics, drug and medical device safety 

and innovation, and digital health. She 

advised on legal issues related to all aspects of 

the medical product life cycle and worked 

with Center leadership to resolve novel or 

challenging issues that arose during product 

review. She also oversaw the agency’s 

significant civil and criminal enforcement 

actions, in coordination with the U.S. 

Department of Justice, and advised on all of 

the agency’s novel or significant compliance 

activities. 

上層部と共に、製品の評価中に生じた新たな問題、もし

くは困難な問題の解決に取り組みました。また、司法省

と連携して同局の重要な民事・刑事執行措置を監督し、

同局のすべての新規または重要なコンプライアンス活

動に関して助言を行いました。 


