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IP

JPO Launches its Advisory Opinion System
to Determine Standard-Essential Patents

On April 1, 2018, the Japan Patent Office (“JPO”) began
operation of an advisory opinion (hantei) system to judge
whether a patent is a standard-essential patent (“Operation”).
The advisory opinion system is an existing system under which,
pursuant to Article 71 of the Patent Act, the JPO will issue an
official opinion on whether certain products or methods infringe
particular patents in response to a petition made by an interested
party. This opinion, however, is not legally binding.
Recently, the spread of new services via the internet and the
development of new technologies such as the internet of things
and autonomous driving have increased the need for various
types of businesses, including product manufacturers and
service providers, to utilize standards (especially
telecommunications standards).
When a business owner negotiates a patent license, whether the
patent is a standard-essential patent greatly influences the
license negotiations and the royalty rate. However, it is not
always easy for the parties to agree on whether a patent is a
standard-essential patent or how to resolve disputes.
With these circumstances in mind, the Operation aims to
facilitate license negotiations by providing a fair and neutral
opinion from the JPO regarding whether the patent is a standardessential patent using the existing advisory opinion system.
Through active use of the Operation, companies developing new
technologies and services should be able to execute projects
promptly by quickly and inexpensively obtaining a

determination as to whether a patent is a standard-essential
patent.
Tax

Japan to Implement Cabinet Order and
Ministerial Ordinance on Invoice System

On October 1, 2023, an invoice system will be implemented to
provide tax credits for consumption tax on purchases.
The backdrop for the introduction of the invoice system is an
increase in the consumption tax rate and a reduction in the tax
rate on food and beverages scheduled to go into effect on
October 1, 2019. In order for businesses to claim tax credits for
consumption tax on purchases under the new system, they must
keep a qualified invoice issued by a supplier registered as a
taxable enterprise with the tax office director. There is, however,
a transition period from October 1, 2019, to September 30, 2023,
during which time a business is required to keep an invoice that
appends an itemization by tax rate and to enter that information
in an account book in order to claim a tax credit for consumption
tax on purchases.
The matters that had been delegated to the Cabinet and Ministry
for enforcement of the invoice system, including the calculation
of consumption tax on taxable purchases and the scope of
transactions for which there is no obligation to issue a qualified
invoice, were promulgated, along with the cabinet order and
ministerial ordinance regarding the 2018 tax reform, on March
31, 2018. Businesses are advised to begin preparations,
including development of new systems for the issuance of
qualified invoices and the management of documentary
evidence, in accordance with the above.

Labor
Cabinet Approves and Submits to the Diet a Bill for Legislation for the Promotion of Work Style Reform: On April 6,
2018, the Japanese Cabinet approved and submitted to the Diet the Bill for Legislation for the Promotion of Work Style Reform (“Bill”). The
Bill was drafted based on the legislative outline described in our October 2017 issue. The limits on overtime, establishment of a sophisticated
professional system, and securing of fair working conditions regardless of employment type described in the legislative outline were
incorporated into the Bill without any significant changes. In contrast, the expansion of the scope of the discretionary working system for
management-related work was removed from the Bill before it was submitted to the Diet because of doubts regarding the reliability of the data
that formed the basis for the proposed expansion. Because the opposition parties strongly object to the Bill, it is unclear whether the Bill will
be enacted and, if it is enacted, whether any amendments will be made. Accordingly, businesses should pay close attention to Diet
deliberations.
General
Cabinet Approves and Submits to the Diet a Proposal to Approve the TPP 11 and a Bill for Amendment of the TPP
Relevant Arrangement Act: On March 27, 2018, a proposal (“Proposal”) to approve the execution of the Comprehensive and Progressive
Agreement for the Trans-Pacific Partnership (“TPP 11”) and a bill (“Bill”) to partially amend the Act on Arrangement of Relevant Acts
Incidental to Conclusion of the Trans-Pacific Partnership (“TPP Relevant Arrangement Act”) were submitted to the Diet. After the United
States withdrew from the Trans-Pacific Partnership among 12 countries (“TPP 12”) in January 2017, the remaining 11 countries have
continued negotiations and signed on to the TPP 11 (an agreement to amend the TPP 12) on March 8, 2018. The Proposal is to complete the
Japanese domestic legal procedures necessary to ratify the TPP 11, and the Bill is to change the enforcement date of the TPP Relevant
Amendment Act to the enforcement date of the TPP 11 (60 days after the date on which at least six signatories complete the necessary legal
procedures). Mexico has already completed its domestic legal procedure necessary to ratify the TPP 11. Thus, enforcement of the TPP 11 and
relevant domestic acts to implement the TPP 11 is becoming likely. Businesses should review the contents of the TPP 11 and the TPP Relevant
Arrangement Act and analyze their impact on the businesses’ operations.
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標準必須性判断を目的とする判定制度の運
用開始

平成 30 年 4 月 1 日より、特許庁は、特許の標準必須
性に係る判断を行うための判定制度の運用（以下「本
運用」といいます。）を開始しました。判定制度は、
裁判とは異なり法的拘束力はないものの、特許法 71 条
に基づき、製品や方法等が特定の特許を侵害するか否
かについて、技術的専門性を有する特許庁が特許発明
に関係する者の求めに応じて、公的な見解を表明する
既存の制度です。
近時、インターネットを介した新しいサービスの普
及に加えて、IoT や自動運転などの新しい技術の発展に
伴い、特に情報通信分野における標準規格を通信事業
者以外の製品メーカーやサービス提供者を含む様々な
事業者が利用する必要性が高まっています。そのよう
な多様な事業者が特許のライセンス交渉を行う場合、
対象となる特許が標準必須特許であるか否かがライセ
ンス交渉やライセンス料率の決定に大きな影響を与え
ることになりますが、特許の標準必須性の判断を当事
者間のみで行い、協議によって見解の相違を解決する
ことは容易ではありません。
本運用は、このような状況に鑑み、既存の判定制度
を活用して、特許の標準必須性について特許庁が公
正・中立な立場から見解を示すことにより、ライセン
ス交渉の円滑化を図ることを目的とします。本運用の
積極的な利用により、新しい技術やサービスを試みる
企業が多大な時間と費用をかけることなく特許の標準

必須性について見通しを立て、迅速に事業を遂行でき
るようになることが期待されます。
Tax

インボイス制度についての政省令の公布

平成 35 年 10 月 1 日から、消費税の仕入税額控除の方
式として適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス
制度）が実施されます。
インボイス制度は、平成 31 年 10 月 1 日に予定されて
いる消費税率の引上げ及び飲食料品等に関する軽減税
率の導入を背景の一つとするものであり、インボイス
制度の下で事業者が仕入税額控除を受けるためには、
税務署長に申請をして登録を受けた課税事業者が交付
する「適格請求書」等を保存することが原則として必
要となります。なお、平成 31 年 10 月 1 日から平成 35
年 9 月 30 日までの間は、異なる税率ごとの区分を追記
した請求書等の保存及び記帳を仕入税額控除の要件と
する方式（いわゆる区分記載請求書等保存方式）が、
経過措置として適用されます。
平成 30 年度税制改正法に係る政省令が平成 30 年 3 月
31 日に公布されましたが、これに併せてインボイス制
度に係る政令事項等も公布されており、課税仕入れに
かかる消費税額の計算方法や適格請求書の交付を免除
する取引の範囲などが明らかにされています。事業者
は、上記政令事項等も踏まえ、インボイス発行に向け
たシステム対応や証憑管理体制の強化などの準備を始
める必要があります。

Labor

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の国会提出 平成 30 年 4 月 6 日、働き方改革を推進
するための関係法律の整備に関する法律案（以下「本法案」といいます。）が閣議決定され、国会に提出されました。本法案
は、2017 年 10 月号にて取り上げた法律案要綱に基づき作成されたものです。同号においてご紹介した同要綱の内容のうち、時
間外労働の上限規制、高度プロフェッショナル制度の創設及び雇用形態にかかわらない公正待遇の確保については大きな変更な
く本法案に盛り込まれた一方で、企画業務型裁量労働制の対象業務拡大については、根拠となるデータの適切性を巡る問題が浮
上したことから国会提出前に本法案から削除されました。本法案は特に野党の反対が強い法案であることから、本法案が成立す
るか否か、成立するとして内容に修正が加えられるか否かは現時点において不透明であり、国会での審議の行方が注目されま
す。
General
TPP11 承認案及び TPP 協定整備法改正法案の国会提出 平成 30 年 3 月 27 日、環太平洋パートナーシップに関す
る包括的及び先進的な協定（以下「TPP11」といいます。）の締結承認案（以下「本承認案」といいます。）と環太平洋パート
ナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律（以下「TPP 協定整備法」といいます。）の一部を改正する法律案
（以下「本法案」といいます。）が併せて国会に提出されました。平成 29 年 1 月に米国が 12 か国による環太平洋パートナーシ
ップ協定（以下「TPP12」といいます。）から離脱した後、残された 11 か国によって協議が進められ、平成 30 年 3 月 8 日、
TPP12 を修正した TPP11 が署名されました。本承認案は日本が TPP11 の国内手続を完了するための議案であり、本法案は、関連
国内法規定の整備について定める TPP 協定整備法の発効日を TPP11 の発効日（11 か国のうち 6 か国以上の国内手続が完了して
から 60 日後）に改正するものです。既にメキシコが TPP11 の批准に関する国内手続を終了させており、TPP11 及びその実施の
ための国内法規定の発効が現実化しつつあります。各企業は、改めて TPP11 及び TPP 協定整備法の内容を確認し、事業に対する
影響を分析することが望まれます。
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