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自然ベースの物（Nature-Based Products）に関する事例 
F.R. Dec. 16, 2014 

 
 以下の事例は、2014年暫定適格性ガイダンスとともに用いられる。これらの事例は、2014年3
月の主題適格性の分析における事例を置き換えるものである。これらの事例は一例を挙げること

だけを意図しており、従って、これらは以下に示す事実に基づいてのみ解釈されるものである。 
 
［事例１］火薬と花火：例外を対象としない物

クレーム 
 本事例は、複数の成分を組み合わせることに

よって製造された自然ベースの物に対する顕

著に異なる特徴の分析の適用を説明するため

のもの（クレーム１）、及びクレームされた物

のサンプルが、全体として考慮したときに自然

ベースの物でなく、従って、クレームが例外に

該当しないことを決定するための顕著に異な

る特徴の分析の対象とならないことを説明す

るためのものである（クレーム２）。 
 
（クレーム） 
 クレーム１ 
 ７５％の硝酸カリウム、１５％の炭、及び１

０％の硫黄の緻密な微粉砕混合物を含む火薬。 
 クレーム２ 
 (a)点火組成物と、(b)塩化カルシウムと、(c)
クレーム１の火薬と、(d)前記点火組成物及び前

記塩化カルシウムを含む第１コンパートメン

トと、前記火薬を含む第２コンパートメントを

有するボール紙本体と、(e)一端が前記第２コン

パートメント内に延在し、他端がボール紙本体

の外部まで延在するプラスチック製の点火用

導火線とを備える噴水型花火。 
 
（分析） 
 これらのクレームは最も広い合理的な解釈

に従って分析される。両クレームは法定上のカ

テゴリ、例えば組成物または製造物を対象とす

る(Step 1で、YES)。 
 

 クレーム１：適格性あり 
 当該クレームは自然ベースの物、すなわち、

３つの自然発生の物質（硝酸カリウム、炭、及

び硫黄）の組み合わせを対象としているため、

自然ベースの物（その組み合わせ）が、それら

の自然状態において自然発生の対応物に比べ

て顕著に異なる特徴を有するかどうかを決定

するために分析される。この事例において、ク

レームされた組み合わせ（これらの成分は自然

界で一緒に発生しない）に対応する自然発生の

物が存在しないので、組み合わせは、それらが

自然に発生する個々の成分と対比される。クレ

ームされた３つの物質はいずれも、自然界で爆

発物ではない。しかしながら、これらの物質は、

微粉砕され、クレームされた配合比で緻密に混

合されると、クレームされた組み合わせは、点

火によって爆発物となる。クレームされた組み

合わせのこの爆発特性は、自然界における各物

質自体の非爆発性の特性と顕著に異なる。その

ため、クレームされた組み合わせは顕著に異な

る特徴を有しており、”自然物”の例外に該当し

ない。従って、クレームは、例外に該当せず(Step 
2Aで、NO)、適格性を有する。 
 
（クレーム） 
 クレーム２：適格性あり 
 クレームは２つの自然ベースの物（塩化カル

シウムと火薬）を記述しているが、クレームの

分析は全体として、クレームが、自然ベースの

物でなく、花火を構成する成分の集合体に焦点

をあてている。従って、クレームが例外に該当

しないことを分析するために顕著に異なる特
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徴の分析を適用する必要はなく(Step 2A で、

NO)、クレームは適格性のある主題に該当する。 
 
［事例２］ポメロジュース：例外を対象とする

プロセスクレーム、及び例外に該当しない物ク

レーム 
 本事例は、自然ベースの物に焦点をあてたプ

ロセス（クレーム１）と、自然ベースの物であ

るが、自然発生の対応物とは顕著に異なる特徴

を有するため、例外に該当しない物（クレーム

２）についての適格性分析を説明するものであ

る。 
 
（背景） 
 ポメロ（ぶんたん）は、自然に発生する木で

あり、これは南アジア及び南東アジアを原産と

する。ポメロの果実は、しばしば生またはジュ

ースで食され、グループフルーツジュースのよ

うな香りがする。自然発生のポメロジュースは、

ジュース内に自然に存在するバクテリアの成

長により、冷蔵庫内に置いておいても２，３日

で傷んでくる。明細書では、フルーツジュース

に好適な保存料が当該分野で知られており、そ

れには、ビタミンＥのような自然発生の保存料

や、保存料Ｘのような自然に発生しない保存料

が含まれることが開示されている。明細書は、

これらの保存料の”有効量”を、少なくとも３週

間、ジュースの傷みが抑えられる十分な量（例

えば、ジュース内のバクテリアの成長を遅らせ

ることによる）として、定義している。 
 クレーム１ 
 ポメロジュースを供給することを含む方法。 
 クレーム２ 
 ポメロジュースと、有効量が添加された保存

料とを含む飲料物。 
 
（クレームの分析） 
 これらのクレームはその最も広い合理的な

解釈に従って、適格性が分析される。全てのク

レームは法定上のカテゴリ、例えば、プロセス

または組成物を対象とする(Step 1で、YES)。 
 
 クレーム１：不適格 
 クレームはプロセスクレームであるが、ポメ

ロジュース自体についての物クレームと、物質

としては違いがないようにドラフトされてい

る。従って、このプロセスはポメロジュース自

体（自然ベースの物）にも焦点をあてており、

クレームされたポメロジュースが”自然物”の
例外に該当するかどうかを判断するために、顕

著に異なる特徴についての分析を行う必要が

ある。明細書中には、クレームされたフルーツ

が、ポメロの木から与えられる自然発生のフル

ーツと異なる何らかの特徴（構造、機能やその

他）を有することの開示はない。それゆえ、ク

レームされたフルーツは、自然発生の物と顕著

に異なる特徴を有しておらず、”自然物”の例外

に該当する。従って、クレームは例外に該当す

る(Step 2Aで、YES)。また、クレームは例外に

大きく超えるものを追加し得る何らかの追加

の特徴を含んでいないため(Step 2Bで、NO)、
クレームは適格性を有さず、101条により拒絶

される。 
 
 クレーム２：適格性あり 
 クレームは自然ベースの物、すなわち自然発

生の物質（ポメロジュース）と、追加の保存料

との組み合わせであるので、自然ベースの組み

合わせが、それらの自然状態において、自然発

生の対応物に比べて顕著に異なる特徴を有す

るかどうかを判断するために分析される。本事

例において、クレームされた組み合わせに対応

する自然発生の物は存在しないため、組み合わ

せは、それらが自然に発生する個々の成分と対

比される。明細書中には、保存料は自然由来の

ものと、自然由来以外のものとがあり得ること

を開示しているが、その由来に関わらず、有効

量の保存料がポメロジュースと混合されたと

きに、ジュースが、自然に発生する場合（２，

３日）よりも傷みを非常に遅らせる（２，３週
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間）ように、保存料がジュースに影響すること

を開示している。クレームされた組み合わせの

この特性（傷みを遅らせる）は、自然界におい

てそれ自身によるジュースの特性とは顕著に

異なる。それゆえ、クレームされた組み合わせ

は、顕著に異なる特徴を有しており、”自然物”
の例外に該当しない。従って、クレームは、例

外に該当せず(Step 2Aで、NO)、適格性を有す

る。 
 
［事例３］アマゾン酸、薬剤、及び治療方法 
 本事例は、単一要素の物クレーム（クレーム

１，２，３）についての顕著に異なる特徴の分

析の適用と、プロダクトバイプロセスクレーム

（クレーム４）についての顕著に異なる特徴の

分析の適用を説明するものである。また、ある

物の自然の対応物と比べて、化学構造の変化

（クレーム２，３）、物理的構造の変化（クレ

ーム５）、あるいは化学的／物理的特性の変化

（クレーム６）が、顕著に異なる特徴を示しう

ることを説明するものである。さらに、本事例

は、全体としてみたときに自然ベースの物に該

当せず、従って、クレームが例外に該当しない

ことを判断するための顕著に異なる特徴の分

析の対象とならないプロセスクレームのサン

プルを示す（クレーム７，８）。 
 
（背景） 
 アマゾンチェリーの木は、ブラジルのアマゾ

ン川流域に自生する自然発生の植物である。ア

マゾンチェリーの葉は、乳癌及び結腸癌の治療

に有用である化学物質を含んでいる。多数の研

究者が、その葉から抗癌物質を単離することに

挑戦し、失敗していた。出願人は、葉から抗癌

物質を単離することに成功し、それをアマゾン

酸と命名した。単離されたアマゾン酸は、構造

的及び機能的に葉の中に含まれるアマゾン酸

と同一である。 
 出願人は、実験室で２つの誘導体を作製した。

第１の誘導体（５－メチルアマゾン酸と呼ばれ

る）は、水素がメチル基で置換されているため、

構造的にアマゾン酸と異なり、また癌治療に加

えて発毛を促進するため、機能的にもアマゾン

酸と異なっている。第２の誘導体（デオキシア

マゾン酸と呼ばれる）は、アマゾン酸から水酸

基を取り除いて、水素に置換したものである。

出願人は、デオキシアマゾン酸とアマゾン酸と

の間の何らの機能的な相違を特定していなか

った。アマゾン酸は胃粘膜から吸収され、人体

によって急速に代謝される。これも、水に不溶

である。出願人は、アマゾン酸の核が自然の高

分子材料で覆われると、得られる製造物は、そ

れが直腸に到達するまでアマゾン酸を放出し

ないことを示す固形医薬組成物の具体例を開

示していた。この直腸での放出は、アマゾン酸

の生体への利用性を格段に向上させ、特に直腸

癌の治療に有用である。明細書では、それが直

腸に到達するまで、殆どの人の消化器系を通過

するように、人の酵素によって容易に消化され

ない自然発生のポリマーであるとして、”自然

のポリマー材料”を定義している。特に開示さ

れている例では、セラック及びイヌリンが記載

されている。出願人は、溶液中で可溶化剤を加

えることによって水中でアマゾン酸の安定な

溶液を得ることができる水性組成物の例を開

示している。可溶化剤は、自然発生の物、例え

ば、糖もしくはポリオール、または自然に発生

しない物、例えば、ポリソルベート界面活性剤

が記載されている。 
 
（クレーム） 
 クレーム１ 
 単離アマゾン酸。 
 クレーム２ 
 単離５－メチルアマゾン酸。 
 クレーム３ 
 デオキシアマゾン酸。 
 クレーム４ 
 アマゾン酸を供給する工程と、アマゾン酸の

水酸基を水素と置換する工程とを有するプロ
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セスによって製造される酸を含む組成物。 
 クレーム５ 
 アマゾン酸を含む核と、前記核を覆う自然の

高分子材料とを含む医薬用組成物。 
 クレーム６ 
 アマゾン酸と可溶化剤とを含有する安定な

水性組成物。 
 クレーム７ 
 直腸癌を治療する方法であって、単離アマゾ

ン酸を直腸癌患者に１０～２０日の一定期間、

毎日投与する工程を含み、前記一日の投与量は

約０．７５～約１．２５杯のティースプーンの

アマゾン酸である、方法。 
 クレーム８ 
 乳癌または直腸癌を治療する方法であって、

有効量の単離アマゾン酸を乳癌または直腸癌

の患者に投与する、方法。 
 
（分析） 
 これらのクレームはその最も広い合理的な

解釈に従って、適格性が分析される。全てのク

レームは法定上のカテゴリ、例えば、組成物ま

たはプロセスを対象とする(Step 1 で、YES)。
クレーム１～６は自然ベースの物（例えば、ア

マゾン酸、５－メチルアマゾン酸、デオキシア

マゾン酸）を対象とし、これらの自然ベースの

物が例外に該当するかどうかを判断するため

に顕著に異なる特徴の分析が利用される。クレ

ーム７～８は自然ベースの物（アマゾン酸）を

記述しているが、自然ベースの物の全ての実用

的な利用に結び付けることを求めていないこ

とが明らかであるため、これらのクレームの完

全な分析は不要である。 
 
 クレーム１：不適格 
 出願人は、アマゾン酸がアマゾンチェリーの

葉の中に自然に発生することを発見したが、こ

の発見自体はアマゾン酸を特許適格性とする

ものでない（Myriad 事件 (Association for 
Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 569 

U.S. __, 133 S. Ct. 2107, 2117 (2013)) その代わ

り、クレームされた酸は、その葉の周りの物質

から酸を単離することが、その自然発生の対応

物とは顕著に異なる特徴を有する単離アマゾ

ン酸が得られるかどうかを判定するために分

析される。背景に記載された情報に基づけば、

単離アマゾン酸は自然発生のアマゾン酸と異

なる何らかの特徴（構造、機能、その他）を有

することは開示されていない。従って、クレー

ムは、自然発生の酸と構造的及び機能的に同一

であるアマゾン酸を包含するものである。クレ

ームされた酸と自然発生の酸との間で相違が

ないため、クレームされた発明は自然に生ずる

物と顕著に異なる特徴を有しておらず、それゆ

え”自然物”の例外に該当する。従って、クレー

ムは、例外に該当する(Step 2Aで、YES)。また、

クレームは例外に大きく超えるものを追加し

得る何らかの追加の特徴を含んでいないため

(Step 2Bで、NO)、クレームは適格性を有さず、

101条により拒絶される。 
 
 クレーム２：適格性あり 
 クレームされた５－メチルアマゾン酸は、ア

マゾン酸とは異なる構造を有している（その化

学構造は、５－メチル基の追加により異なって

いる）。５－メチルアマゾン酸は、自然発生の

アマゾン酸とは区別され、アマゾン酸の第三者

の利用を妨げない、固有の分子であり、その異

なる構造的特徴は顕著な相違のレベルに該当

する。従って、クレームされた５－メチルアマ

ゾン酸は、”自然物”の例外に該当しない。この

結論は、異なる構造的特徴が異なる機能をもた

らしている（発毛の促進）という事実によって

も強化される。このため、クレームは例外に該

当せず(Step 2Aで、NO)、適格性を有する。 
 
 クレーム３：適格性あり 
 クレームされたデオキシアマゾン酸は、アマ

ゾン酸とは異なる構造を有している（その化学

構造は、水酸基の削除により異なっている）。
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背景に記載された情報に基づけば、この構造の

変化は何らの機能的特徴をもたらしていない。

しかしながら、デオキシアマゾン酸は、自然発

生のアマゾン酸とは区別され、アマゾン酸の第

三者の利用を妨げない、固有の分子であり、そ

の異なる構造的特徴は顕著な相違のレベルに

該当する。従って、クレームされたデオキシア

マゾン酸は、”自然物”の例外に該当しない。こ

のため、クレームは例外に該当せず(Step 2Aで、

NO)、適格性を有する。 
 
 クレーム４：適格性あり 
 審査において、プロダクトバイプロセスクレ

ームは、記述されたステップの手順に限定され

ず、そのステップによって暗示される構造にの

み限定される。本事例において、明細書には、

アマゾン酸からの水酸基の削除と、水素による

置換とでデオキシアマゾン酸をもたらすこと

が開示されている。このため、クレームされた

プロセスによって得られる酸は、デオキシアマ

ゾン酸である。クレーム３で説明されているよ

うに、デオキシアマゾン酸は自然発生のアマゾ

ン酸と顕著に異なる特徴を有しており、”自然

物”の例外に該当しない。従って、クレームは

例外に該当せず(Step 2Aで、NO)、適格性を有

する。 
 
 クレーム５：適格性あり 
 クレームは、非自然構造で物理的に結合した

２つの自然発生の物質（自然の高分子材料によ

って覆われたアマゾン酸の核）を有する特定の

医薬組成物に限定されている。このため、クレ

ームされた組成は自然発生の物質と構造的に

異なり、この構造上の相違により、自然発生の

物質よりも生体内で異なる機能的特徴を有す

るクレームされた組成物が得られる（例えば、

アマゾン酸は、自然の高分子材料の相対的な非

消化性のため、組成物が直腸に到達するまで放

出されず、従ってアマゾン酸の生体への利用性

を増加させている）。これらの異なる構造上及

び機能上の特徴は顕著な相違であり、従って、

クレームは例外に該当せず(Step 2Aで、NO)、
適格性を有する。 
 
 クレーム６：適格性あり 
 自然界において、アマゾン酸は水に不溶であ

る。しかしながら、明細書で説明されているよ

うに、アマゾン酸がある可溶化剤と組み合わさ

れると、水溶性となり、安定な溶液の形態とな

る。クレームされた安定な水性組成物の一部と

してのアマゾン酸と、自然のアマゾン酸との間

の変化した特性（溶解性）は、顕著な相違であ

る。それゆえ、クレームは顕著に異なる特徴を

有し、”自然物”の例外に該当しない。従って、

クレームは例外に該当せず(Step 2Aで、NO)、
適格性を有する。 
 
 クレーム７：適格性あり 
 クレームは自然ベースの物（アマゾン酸）を

記述しているが、クレーム全体としての分析は、

クレームが特定の病気（直腸癌）を治療するた

めに、その物自体でなく、その物を実用的に適

用するプロセスに焦点をあてている。従って、

クレームが例外に該当しないという結論を導

くために顕著に異なる特徴の分析を行う必要

はなく(Step 2Aで、NO)、適格性を有する。 
 
 クレーム８：適格性あり 
 クレームは自然ベースの物（アマゾン酸）を

記述しているが、クレーム全体としての分析は、

クレームが特定の病気（乳癌または直腸癌）を

治療するために、その物自体でなく、その物を

実用的に適用するプロセスに焦点をあててい

る。従って、クレームが例外に該当しないとい

う結論を導くために顕著に異なる特徴の分析

を行う必要はなく(Step 2Aで、NO)、適格性を

有する。 
 
［事例４］単離タンパク質 
 本事例は、生物学的／薬学的機能の変化ある
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いは化学的／物理的特性の変化を伴っても、伴

わなくても、物理的／化学的構造の変化は、あ

る物の自然界の対応物に比べて、顕著に異なる

特徴を示しうることを説明するものである。 
 
（背景） 
 新規に発見されたStreptomyces arizoneusのバ

クテリアは、自然界において抗生作用を示す抗

生物質Ｌを生成する（例えば、自然環境におい

て、他のバクテリア種を死滅させる）。自然発

生の抗生物質Ｌは、バクテリアの内部に蓄えら

れている六角錐状結晶形態（各結晶が六角錐の

形状を有する）を有する。明細書では、自然発

生の抗生物質Ｌと同じ六角錐状結晶形態を有

する抗生物質Ｌが得られるいくつかのプロセ

スが記載されている。また、明細書では、四面

体結晶形態（各結晶が四面体または三角錐の形

状を有する）の単離抗生物質Ｌを得るプロセス

を開示している。明細書中には、自然発生の抗

生物質Ｌは配列番号２のアミノ酸配列を有し

ており、４９位にバシロサミンＮ－グリカンを

有することが開示されている。また、明細書中、

出願人は、構成物質Ｌを合成可能な組み換え酵

母を記載している（自然発生の酵母は抗生物質

Ｌやバシロサミンを合成できない）。これらの

組み換え酵母によって発現される単離抗生物

質Ｌは、４９位に（バシロサミンの代わりに）

高マンノースＮ－グリカンを有し、自然発生の

抗生物質Ｌよりも人体に対して低い抗体原性

及び人体内で異なる半減期を有している。明細

書では、”単離抗生物質Ｌ”とは、四面体結晶形

態の抗生物質Ｌまたは４９位に高マンノース

Ｎ－グリカンを有する抗生物質Ｌとだけ定義

されている。（ここでは、明細書中で定義つけ

ていれば、「単離」で自然発生の物と差別化で

きると解釈されている）出願人は、抗生物質Ｌ

の置換修飾体、例えば、配列番号２に対して異

なるアミノ酸で置換されたペプチドを開示し

ている。抗生物質Ｌの置換修飾体が、自然に発

生することは知られていない。幾つかの修飾体

は、ペプチドの機能の変化、例えば、標的生物

の細胞膜を通過する能力の増大をもたらす。修

飾されたペプチドは、配列番号２と９０％以上

の配列同一性を有する。 
 
（クレーム） 
 クレーム１ 
 抗生物質Ｌ。 
 クレーム２ 
 単離抗生物質Ｌ。 
 クレーム３ 
 四面体結晶形を有するクレーム１の抗生物

質Ｌ。 
 クレーム４ 
 組み換え酵母により発現されるクレーム１

の抗生物質Ｌ。 
 クレーム５ 
 少なくとも配列番号２と９０％以上の同一

性を有し、配列番号２に対して少なくとも１つ

の置換修飾体を含むアミノ酸配列を有する単

離抗生物質。 
 
（分析） 
 これらのクレームはその最も広い合理的な

解釈に従って、適格性が分析される。全てのク

レームは法定上のカテゴリ、例えば、組成物 
(Step 1 で、YES)や、自然ベースの物（抗生物

質Ｌまたはその誘導体）を対象としているので、

自然ベースの物が例外に該当するかどうかを

判断するために、顕著に異なる特徴の分析が行

われる。 
 
 クレーム１：不適格 
 明細書に記載されているように、出願人によ

って合成されたある抗生物質Ｌは自然発生の

六角錐状結晶形態であるが、他の抗生物質Ｌは

非自然形態、例えば、四面体結晶である。この

ため、クレームは自然の抗生物質と同じ抗生物

質であって、変化していない抗生物質を包含す

る。クレームされた抗生物質と、クレームによ
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って包含される少なくとも幾つかの自然発生

の抗生物質との間には、異なる特徴（構造、機

能、その他）がないため、クレームされた抗生

物質Ｌは自然に存在する物と顕著に異なって

おらず、それゆえ”自然物”の例外に該当する。

従って、クレームは、例外に該当する(Step 2A
で、YES)。また、クレームは例外に大きく超

えるものを追加し得る何らかの追加の特徴を

含んでいないため(Step 2Bで、NO)、クレーム

は適格性を有さず、101 条により拒絶される。 
 
 クレーム２：適格性あり 
 単離抗生物質Ｌの明細書中の定義に基づき、

クレームは四面体結晶形態または４９位に高

マンノースＮ－グリカンを有する抗生物質Ｌ

に限定される。クレームは、自然発生の抗生物

質Ｌ（六角錐状結晶形態を有し、４９位にバシ

ロサミンＮ－グリカンを有するもの）を含まな

い。クレームされた抗生物質は、自然発生の抗

生物質とは異なる特定の構造的／物理的特徴

を有する（例えば、異なる結晶形態や異なるＮ

－グリカン）。当業者は、これらの構造的相違

は、クレームされた抗生物質に自然発生の抗生

物質とは異なる機能的特徴（例えば、異なる粉

体流作動、低い抗体原性や異なる半減期）をも

たらすことが理解できる。これらの相違は、顕

著な相違であり、それゆえクレームされた抗生

物質は、”自然物”の例外に該当しない。このた

め、クレームは例外に該当せず(Step 2Aで、NO)、
適格性を有する。 
 
 クレーム３：適格性あり 
 クレームは、四面体結晶形態の抗生物質Ｌに

限定されており、自然発生の六角錐状結晶を含

まない。クレームされた抗生物質は自然には化

学的に変化しないが、クレームされた抗生物質

は自然発生の抗生物質と異なる形態の特定の

構造的／物理的特徴を有する（例えば、異なる

結晶形態）。当業者は、これらの構造的相違は、

クレームされた抗生物質に自然発生の抗生物

質とは異なる機能的特徴（例えば、異なる粉体

流作動）をもたらすことが理解できる。これら

の相違は、顕著な相違であり、それゆえクレー

ムされた抗生物質は、”自然物”の例外に該当し

ない。このため、クレームは例外に該当せず

(Step 2Aで、NO)、適格性を有する。 
 
 クレーム４：適格性あり 
 審査過程において、プロダクトバイプロセス

クレームは、記述されたステップの順序に限定

されず、ステップによって暗示される構造に限

定される。本事例において、明細書では、組み

換え酵母によって合成される抗生物質Ｌは、自

然の抗生物質（バシロサミンＮ－グリカンを有

する）とは異なる構造（高マンノースグリカン

を有する）を有することが開示されている。こ

の構造的相違は、クレームされた抗生物質の特

性に変化をもたらす（自然の抗生物質とは異な

る、低い抗体原性や異なる半減期）。これらの

相違は、顕著な相違であり、それゆえクレーム

された抗生物質は、”自然物”の例外に該当しな

い。このため、クレームは例外に該当せず(Step 
2Aで、NO)、適格性を有する。 
 
 クレーム５：適格性あり 
 クレームは、配列番号２のアミノ酸と９０％

以上の配列同一性を有するペプチドに限定さ

れるが、配列番号２に対して少なくとも１つの

非自然発生の置換修飾体を含むように変更さ

れている。クレームされた全てのペプチドは、

異なる構造的特徴を有する（例えば、１以上の

アミノ酸は、自然の配列に対して変更されてい

る）。クレームされた幾つかのペプチドは、異

なる機能的特徴を有するかもしれないが、少な

くとも幾つかの保存的修飾体は異なる機能的

相違が観察されないかもしれない。クレームさ

れたペプチドと自然の対応物と間の構造的特

徴は、クレームが自然発生の抗生物質Ｌの将来

の使用を不当に制約するものでないことを十

分に保証しているので、クレームは、”自然物”



 

8 
 

の例外に該当しない。このため、クレームは例

外に該当せず(Step 2Aで、NO)、適格性を有す

る。 
 
［事例５］遺伝子組み換えバクテリア 
 本事例は、自然の状態から変化していない自

然発生の物が、顕著に異なる特徴を有していな

い場合（クレーム１）、及びクレームされた物

とその自然の対応物との間の生物学的機能の

変化が顕著に異なる特徴を示す場合（クレーム

２）を説明するものである。 
 
（背景） 
 炭水化物分解経路を提供する安定なエネル

ギー発生プラスミドは、自然においてあるバク

テリア内に存在する。異なるプラスミドは、異

なる炭水化物を分解する能力を有する。例えば、

あるプラスミドはカンファを分解する能力が

あり、異なるプラスミドはオクタンを分解する

能力がある。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

ネルギー発生プラスミドを含有し、１種の炭化

水素を分解可能であることが知られている。２

以上の安定なエネルギー発生プラスミド含む

自然界のシュードモナス属のバクテリアは、知

られていない。明細書では、出願人は単一の自

然発生のシュードモナス属のバクテリア内に

みられるよりも多くのプラスミドを含むよう

にシュードモナス属のバクテリアを遺伝的に

修飾することを開示している。 
 
（クレーム） 
 クレーム１ 
 炭化水素分解経路を提供する安定なエネル

ギー発生プラスミド。 
 クレーム２ 
 少なくとも２つの安定なエネルギー発生プ

ラスミドを含むシュードモナス属由来のバク

テリアであって、前記プラスミドの各々は、別

個の炭化水素分解経路を提供するバクテリア。 
 
（分析） 
 これらのクレームはその最も広い合理的な

解釈に従って、適格性が分析される。両クレー

ムは法定上のカテゴリ、例えば、製造物または

組成物 (Step 1で、YES)や、自然ベースの物（抗

プラスミドまたはバクテリア）を対象としてい

るので、自然ベースの物が例外に該当するかど

うかを判断するために、顕著に異なる特徴の分

析が行われる。 
 
 クレーム１：不適格 
 背景に記載された情報には、クレームされた

プラスミドが自然発生のエネルギー発生プラ

スミドと異なる何らかの特徴（構造的、機能的、

その他）を有することは示されていない。クレ

ームされたプラスミドと自然発生のプラスミ

ドとの間に相違はないため、クレームされたプ

ラスミドは顕著に異なる特徴を有しておらず、

それゆえ”自然物”の例外に該当する。従って、

クレームは、例外に該当する(Step 2Aで、YES)。
また、クレームは例外に大きく超えるものを追

加し得る何らかの追加の特徴を含んでいない

ため(Step 2Bで、NO)、クレームは適格性を有

さず、101条により拒絶される。 
 
 クレーム２：適格性あり 
 クレームされたバクテリアは、自然発生のシ

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

みを分解し得る自然発生のシュードモナス属

のバクテリアに比べて、少なくとも２種類の異

なる炭化水素を分解可能である。また、クレー

ムのバクテリアは、異なる構造的特徴を有する。

すなわち、単一の自然発生のシュードモナス属

のバクテリア内に観察されるよりも多くのプ

ラスミドを含むように遺伝子的に修飾されて

いる。これらの異なる機能及び構造は、顕著な

相違のレベルを上げるものであり、それゆえク
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レームされたバクテリアは、”自然物”の例外で

はない。従って、クレームは例外に該当せず

（Step 2Aで、NO）、適格性を有する。 
 クレーム２のバクテリアは、Diamond v. 
Chakrabarty 事件において適格性を有する主題

と認定されている。最近、最高裁は、このクレ

ームを、Myriad 事件で説明されているように、

自然発生のバクテリアと顕著に異なる特徴を

有しているので、特許適格性を有する自然ベー

スの物の事例として見直している。Chakrabarty
事件において、研究者は、１つのバクテリアに

４つのプラスミドを加え、粗製オイルの各種の

成分の分解を可能としている。最高裁は、修飾

されたバクテリアは特許可能と認定しており、

この特許クレームはこれまで知られていなか

った自然現象ではなく、非自然発生の製造物ま

たは組成物－特有の名前、特徴、及び用途を有

する人間の創意工夫の産物－であると説明し

ている。” Chakrabarty 事件のバクテリアは、

自然に確認されるものとは顕著に異なる特徴

を有する新規なものである。 
 
［事例６］バクテリア混合物 
 本事例は、複数の成分を組み合わせることに

よって得られる自然ベースの物クレームに対

する顕著に異なる特徴の分析の適用を説明す

るものである。 
 
（背景） 
 リゾビウムバクテリアは、自然発生のバクテ

リアであり、クローバ、アルファルファ、豆、

大豆などのマメ科植物に感染する。バクテリア

の各種は、あるタイプの植物のみに感染する。

例えば、R. meliloti は、アルファルファとスイ

ートクローバにのみ感染し、R. phaseoliは、空

豆にのみ感染する。従来技術には、全てのリゾ

ビウム種は、相互に抑制作用を有すると考えら

れている。なぜなら、異なるバクテリア種の従

来技術の組み合わせは、それらが互いに混合さ

れると、互いに抑制効果を生じ、それぞれの有

効性の減少の結果が得られているからである。

出願人は、互いに抑制効果を発揮しないリゾビ

ウムバクテリアの特定の株を発見し、これらの

株を単離し、混合培養で使用できることを発見

した。また、出願人は、あるリゾビウム属の種

は、混合されると自然の物とは異なる生物学的

特性を示すことも見出した。例えば、自然に、

またはそれ自身によって、R. californianaは、ハ

ウチワマメだけに感染するが、しかしながら、

R. phaseolとR. californianaとが混合されると、

ハウチワマメと野生インディゴの両方に感染

する。R. californiana と R. phaseoliとは自然界

において共生することは知られていない。 
（クレーム） 
 クレーム１ 
 リゾビウム属の異なる種の互いに抑制しな

い複数の選択された株を含むマメ科植物の接

種物であって、前記株はそれぞれが特異的なマ

メ科植物における窒素固定能に関して互いに

影響されない、接種物。 
 クレーム２ 
 R. californiana と R. phaseoliとの混合物を含

むマメ科植物の接種物。 
 
（分析） 
 これらのクレームはその最も広い合理的な

解釈に従って、適格性が分析される。両クレー

ムは法定上のカテゴリ、例えば、組成物(Step 1
で、YES)や、自然ベースの物（バクテリアの

混合物）を対象としているので、自然ベースの

物が例外に該当するかどうかを判断するため

に、顕著に異なる特徴の分析が行われる。 
 
 クレーム１：不適格 
 明細書では、クレームされたバクテリアの混

合物が、自然発生のバクテリアと異なる何らか

の特徴（構造的、機能的、その他）を有するこ

とは示されていない。それゆえ、この混合物は、

自然に発生する物と顕著に異なる特徴を有し

ておらず、”自然物”の例外に該当する。従って、



 

10 
 

クレームは、例外に該当する(Step 2Aで、YES)。
また、クレームは例外に大きく超えるものを追

加し得る何らかの追加の特徴を含んでいない

ため(Step 2Bで、NO)、クレームは適格性を有

さず、101条により拒絶される。 
 クレーム１の接種物は、Funk Brothers Seed 
Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U.S. 127, 131 (1948)
事件において、適格性のない主題と認定されて

いる。これらのバクテリアの個々の種の特定の

株が、互いの特性に対して有害な影響を与える

ことなく混合できるという事実は、阻害しない

という性質の発見である。従って、自然が創造

するものの発見に過ぎず、特許可能なものでは

ない。幾つかの種の選択された株を１つに集め

た集合物は、その新しく発見された自然原理の

応用である。しかしながら、自然原理の発見が

独創的であっても、その応用は接種物のパッケ

ージをほとんど進歩させるものでもない。パッ

ケージに含まれる各根粒バクテリアは、常に感

染するマメ科植物の同じグループに感染する。

いずれの種も異なる用途を獲得するものでも

ない。種の組み合わせは、新たなバクテリアを

製造するものでなく、６種のバクテリアに変化

は生じておらず、それらの有用性の範囲を広げ

るものでもない。組み合わせにおけるそれらの

用途は、それらの自然の機能をいかなる意味に

おいても改良するものでない。それらは、自然

が本来提供していた目的を果たし、特許権者の

努力とは全く無関係な作用である。 
 最近、最高裁は、このクレームを、”組成物

は、特許適格性を有さない。なぜなら、特許権

者はバクテリアをいかなる意味においても変

更していないからである”と述べ、適格性のな

い主題の例として見直している。Myriad, 133 S. 
Ct. at 2117. 
 
 クレーム２：適格性あり 
 自然界において、R. phaseoliは空豆のみに感

染し、R. californianaはハウチワマメだけに感染

する。クレームされているようにこれらが混合

されると、その組み合わせは第３の植物種に感

染する。R. californianaはR. phaseoliと混合され

ると、自然界でそれが有していたものとは異な

る特徴（生物学的機能）を示す。すなわち、ク

レームされた組み合わせは、自然に発生するバ

クテリアそれら自身と比べて、新規なマメ科植

物（野生インディゴ）のグループに感染する。

この機能の相違は、顕著な相違のレベルを上げ

るものであり、それゆえクレームされた混合物

は、”自然物”の例外ではない。審査官は、この

特定のバクテリアの混合物が自然に存在する

ことを提示できない限り、（存在するかもしれ

ないという）単なる可能性は、このクレームの

適格性の否定するものでない。Myriad, 133 S. Ct. 
at 2119 n.8 （”異常でまれな現象により、人間

の創意工夫によって合成的に作製されるもの

と類似の分子が不確実に作成されるかもしれ

ないという可能性は、組成物の特許性を否定す

るものでない”）従って、クレームは例外に該

当せず（Step 2Aで、NO）、適格性を有する。 
 
［事例７］核酸 
 本事例は、物の自然の対応物と比較した、一

般的な情報／構造の変化（クレーム２，４）、

及び物理的構造の変化（クレーム３）が、顕著

に異なる特徴を示すことを説明するものであ

る。 
 
（背景） 
 バージニアナスは、バージニアのシェナンド

ーア・バレーに自生する自然発生の植物である。

損傷を受けると、バージニアナスの葉は、タン

パク質Ｗと呼ばれるホルモンを生成し、それは

草食動物から身を守るように作用する。タンパ

ク質Ｗは、遺伝子Ｗによって自然でコード化さ

れており、それはバージニアナスの第３染色体

の一部であって、配列番号１として開示されて

いる核酸配列を有している。明細書では遺伝子

Ｗの置換修飾体、例えば、配列番号１に対して

異なる塩基で置換された１以上のヌクレオチ
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ド塩基を有する核酸、を開示している。例えば、

開示された修飾体の１つは、自然発生のアデニ

ンをグアニンに変換しており、具体的には、最

初の９つのヌクレオチドが、自然発生の遺伝子

Ｌ中では“TAC GGG AAA”であり、修飾された

核酸中では“TAC GGG AAG”となっている。幾

つかの修飾体は、コード化されたタンパク質内

で何らの変化も生じないことを意味するサイ

レントである。当該技術分野では、幾つかのサ

イレントな修飾体が転写速度及びスプライシ

ングなどの核酸の特性に影響を与えること、及

び幾つかの修飾体はそうでないことが知られ

ている。遺伝子Ｗのいずれの置換修飾体も、自

然に発生することは知られていない。修飾され

た核酸は、配列番号１と９０％以上の同一性を

有している。また、明細書では、核酸を、例え

ば、蛍光体標識や放射性標識でラベル化するこ

とが開示されている。 
 さらに、明細書では、配列番号１と異種核酸

とを含むベクタが開示されている。明細書中、”
異種”核酸の配列は、バージニアナス中で自然

に発生しない核酸配列、例えば、他の植物、バ

クテリア、ウイルスや、有機体からの配列とし

て定義されている。開示されている異種核酸は、

タバコモザイクウイルスなどの植物ウイルス

ベクタや、カリフラワモザイクウイルス

(CaMV) 35Sプロモータなどのウイルスプロモ

ータを含む。このウイルスプロモータは、バー

ジニアナス内での自然発現レベルと比べて、遺

伝子Ｗの異なる発現を生じさせる。例えば、遺

伝子Ｗは、葉が損傷した場合だけとは逆に、常

に（構成的に）発現される。 
 
（クレーム） 
 クレーム１ 
 配列番号１を有する単離核酸。 
 クレーム２ 
 少なくとも配列番号１と９０％以上の同一

性を有し、配列番号１に対して少なくとも１つ

の置換修飾体を含む配列を有する単離核酸。 

 クレーム３ 
 クレーム１の単離核酸は、さらに前記核酸に

結合した蛍光体標識を有する単離核酸。 
 クレー４ 
 クレーム１の核酸と、異種核酸配列とを有す

るベクタ。 
 
（分析） 
 これらのクレームはその最も広い合理的な

解釈に従って、適格性が分析される。全てのク

レームは法定上のカテゴリ、例えば、組成物 
(Step 1 で、YES)や、自然ベースの物（核酸）

を対象としているので、自然ベースの物が例外

に該当するかどうかを判断するために、顕著に

異なる特徴の分析が行われる。 
 
 クレーム１：不適格 
 各末端の化学結合は自然に発生する染色体

から単離するよう作用するため、クレームされ

た核酸は自然発生の遺伝子Ｗと構造的に異な

る特徴を有しているが、自然の遺伝子と同じヌ

クレオチド配列を有している。クレームされた

核酸は、異なる機能的特徴を有しておらず、す

なわち自然の遺伝子と同じタンパク質をコー

ド化している。Myriad 事件での判断基準の下、

この単離はされているが、その他で変更されて

いない核酸は、自然に発生する遺伝子Ｗの将来

の利用や研究を不適切に拘束するのを避ける

ように自然に存在する物と大きく異なってい

ないため、適格性を有さない。換言すれば、ク

レームされた核酸は、自然界における自然の対

応物と異なってはいるが、顕著に異なっておら

ず（染色体３の遺伝子Ｗ）、それゆえ、”自然物”
の例外に該当する。従って、クレームは、例外

に該当する(Step 2Aで、YES)。また、クレーム

は例外に大きく超えるものを追加し得る何ら

かの追加の特徴を含んでいないため(Step 2Bで、

NO)、クレームは適格性を有さず、101 条によ

り拒絶される。 
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 クレーム２：適格性あり 
 クレームは、ヌクレオチド配列が、配列番号

１に対して少なくとも１つの非自然発生の置

換修飾体を含むように変更されている核酸に

限定されている。全てのクレームされた核酸は、

例えば、１以上のヌクレオチドが自然の配列に

対して変更されているなどの、自然発生の核酸

とは構造的に異なる特徴を有している。クレー

ムされた核酸の幾つかは、例えば、それらが自

然の遺伝子とは異なるタンパク質をコード化

するように、異なる機能的特徴を有する場合が

ある。クレームされた核酸とその自然の対応物

との間の構造的相違は、クレームが自然発生の

遺伝子Ｗの将来の利用を不適切に拘束するも

のでないことを十分に保証しているため、それ

らは顕著な相違のレベルを上げており、それゆ

えクレームされた混合物は、”自然物”の例外で

はない。従って、クレームは例外に該当せず

（Step 2Aで、NO）、適格性を有する。 
 
 クレーム３：適格性あり 
 クレームは、核酸と蛍光体標識とを含み、そ

の組み合わせは、単一分子として自然界で起こ

らない分子に限定されている。それゆえ、クレ

ームされた分子は、自然に発生する核酸及び標

識（単一分子対２つの分離分子）とは異なる構

造的特徴を有する。また、異なる機能的特徴を

有する（標識化された核酸は、蛍光体であるが、

自然の遺伝子は蛍光体ではない）。これらの相

違は、顕著な相違のレベルを上げるものであり、

それゆえクレームされた分子は、”自然物”の例

外ではない。従って、クレームは例外に該当せ

ず（Step 2Aで、NO）、適格性を有する。 
 
 クレーム４：適格性あり 
 クレームは、遺伝子Ｗ（配列番号１）と、他

の有機体からの配列との非自然の組み合せを

含むベクタに限定されており、それゆえバージ

ニアナスの自然発生の染色体を読み取れない。

この非自然の組み合わせは、自然発生の核酸と

異なる一般的な構造と配列（すなわち、異なる

構造的特徴）を有するベクタをもたらす。クレ

ームされた幾つかのベクタは、選択された異種

配列によって、異なる機能的特徴を有しうる。

これらの相違は、顕著な相違のレベルを上げる

ものであり、それゆえクレームされたベクタ

は、”自然物”の例外ではない。従って、クレー

ムは例外に該当せず（Step 2Aで、NO）、適格

性を有する。 
 
［事例８］抗体 
 本事例は、自然のプロセスの人の操作によっ

て作製された物（クレーム２，３）、物の自然

の対応物に比べて構造的に変更されている物

（クレーム４，５）は、顕著に異なる特徴を有

することを説明するものである。 
 
（背景） 
 新たに発見されたブドウ球菌（Staphylococcus 
texana bacteria）は、その外表面にタンパク質Ｓ

と呼ばれる抗原を有している。明細書では、テ

キサスのネズミや野生コヨーテにタンパク質

Ｓに対する自然発生の抗体の発見が記述され

ている。タンパク質Ｓに対する人の抗体は自然

発生のものでは確認されていない。抗体は、２

つのドメインを有しており、（１）ある属の範

囲内の特定分類の抗体（例えば、IgA）で不変

である Fc ドメインなどの定常ドメインと、

（２）抗原に結合し、抗体から抗体に変化する

相補性決定領域（CDRs）を含む可変のドメイ

ンとを有する。 
 明細書では、タンパク質Ｓに対する複数のタ

イプの抗体を記述しており、以下のものを含ん

でいる。 
・タンパク質Ｓを有する実験マウスに注入する

ことによって形成されるマウス抗体 
・タンパク質Ｓを有する遺伝子投入マウスに注

入することによって形成されるヒト抗体 
・（マウス可変ドメインとヒト定常ドメインと

を有する抗体として定義される）キメラ抗体 
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・（マウス相補性決定領域（CDRs）を有するが、

その他はヒトである抗体として定義される）ヒ

ト化抗体 
・（野生型Fcドメインに対して少なくとも１つ

のアミノ酸修飾を有するように操作された Fc
ドメインを有する抗体として定義される）バリ

アントFcドメインを有する抗体 
 マウス抗体はヒト及びコヨーテ抗体と異な

る定常ドメインを有すること、及びマウス抗体

はヒトやコヨーテに投与されると、アレルギー

反応やアナフラキショックを起こす可能性が

あることが当該技術分野で知られている。明細

書では、出願人によって作製された特定のマウ

ス抗体が開示されており、その６CDR 配列と

して、配列番号７－１２を有している。この特

定の CDR 配列の組み合わせを有する自然発生

の抗体は知られていない。キメラ及びヒト化抗

体は、マウス抗体よりもヒトに対してより免疫

原性が少ないことは、当技術分野で知られてい

る。また、バリアント Fc ドメインを有する抗

体は、野生型 Fc ドメインを有する抗体と異な

る特性を示すことも知られている（例えば、細

胞毒性及び／または血清半減期）。 
 
（クレーム） 
 クレーム１ 
 タンパク質Ｓに対する抗体。 
 クレーム２ 
 前記抗体はヒト抗体であるクレーム１の抗

体。 
 クレーム３ 
 前記抗体は、配列番号７－１２で示される相

補性決定領域（CDR）を有するマウス抗体であ

るクレーム１の抗体。 
 クレーム４ 
 前記抗体は、キメラまたはヒト化抗体である

クレーム１の抗体。 
 クレーム５ 
 前記抗体は、バリアント Fc ドメインを有す

るクレーム１の抗体。 

 
（分析） 
 これらのクレームはその最も広い合理的な

解釈に従って、適格性が分析される。全てのク

レームは法定上のカテゴリ、例えば、組成物 
(Step 1 で、YES)や、自然ベースの物（抗体）

を対象としているので、自然ベースの物が例外

に該当するかどうかを判断するために、顕著に

異なる特徴の分析が行われる。 
 
 クレーム１：不適格 
 明細書に記載されているように、タンパク質

Ｓに対する幾つかの抗体は、テキサスにいるネ

ズミや野生コヨーテ内で自然に発生するもの

である一方、タンパク質Ｓに対する他の抗体

（例えば、キメラ抗体）は、非自然形態を有し、

複数の種からのドメインを含みうる。このため、

クレームは、自然に発生する抗体と構造的に同

一の抗体と、構造的に変更された抗体とを含む。

クレームされた抗体と、クレームに含まれる少

なくとも幾つかの具体例の自然発生の抗体と

の間には、特徴（構造、機能、その他）の相違

がないため、クレームされた抗体は顕著に異な

る特徴を有しておらず、それゆえ”自然物”の例

外に該当する。従って、クレームは、例外に該

当する(Step 2Aで、YES)。また、クレームは例

外に大きく超えるものを追加し得る何らかの

追加の特徴を含んでいないため(Step 2B で、

NO)、クレームは適格性を有さず、101 条によ

り拒絶される。 
 
 クレーム２：適格性あり 
 クレームは、タンパク質Ｓに対するヒト抗体

に限定されている。タンパク質Ｓに対するヒト

抗体は自然に発生するものではない。クレーム

された抗体は、自然に存在するものと、異なる

相補性決定領域（CDRs）を有しており、それ

ゆえ構造的に異なる特徴（例えば、異なるアミ

ノ酸配列及び３次元構造）と機能的に異なる特

徴（例えば、異なる抗原に結合する）を有して
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いる。これらの相違は、顕著な相違のレベルを

上げるものであり、それゆえクレームされた分

子は、”自然物”の例外ではない。従って、クレ

ームは例外に該当せず（Step 2Aで、NO）、適

格性を有する。 
 
 クレーム３：適格性あり 
 クレームは、配列番号７－１２で示される相

補性決定領域（CDRs）を有するマウス抗体に

限定されている。タンパク質Ｓに対する幾つか

のマウス抗体は、自然に発生し、自然において、

配列番号７－１２で示される相補性決定領域

（CDRs）を有するマウス抗体は不定期に作製

され得る。しかしながら、審査官は、この特定

のマウス抗体が自然に存在することを提示で

きない限り、（存在するかもしれないという）

単なる可能性は、このクレームの適格性の否定

するものでない。Myriad, 133 S. Ct. at 2119 n.8 
（”異常でまれな現象により、人間の創意工夫

によって合成的に作製されるものと類似の分

子が不確実に作成されるかもしれないという

可能性は、組成物の特許性を否定するものでな

い”） クレームされた抗体は、自然に発生す

る物と異なるCDRs を有しているため、構造的

に異なる特徴（例えば、異なるアミノ酸配列及

び３次元構造）と機能的に異なる特徴（例えば、

異なる抗原に結合する）を有している。これら

の相違は、顕著な相違のレベルを上げるもので

あり、それゆえクレームされた抗体は、”自然

物”の例外ではない。従って、クレームは例外

に該当せず（Step 2Aで、NO）、適格性を有す

る。 
 
 クレーム４：適格性あり 
 クレームは、マウス抗体の一部（CDRsまた

は可変ドメイン）とヒト抗体の一部（定常ドメ

イン）を物理的に融合することによって形成さ

れる融合タンパク質として定義されているキ

メラまたはヒト化抗体に限定されている。マウ

ス抗体フラグメントとヒト抗体のフラグメン

トを単一の抗体分子中に組み入れたものは自

然に存在しないため、クレームされた抗体は、

自然の抗体とは構造的に異なる特徴、例えば、

キメラ抗体はマウス抗体よりもヒトに対して

低い免疫原性を有する。これらの相違は、顕著

な相違のレベルを上げるものであり、それゆえ

クレームされた抗体は、”自然物”の例外ではな

い。従って、クレームは例外に該当せず（Step 
2Aで、NO）、適格性を有する。 
 
 クレーム５：適格性あり 
 クレームは、野生型 Fc ドメインに対して少

なくとも１つのアミノ酸修飾を有するように

操作された Fc ドメインとして定義されるバリ

アント Fc ドメインを有する抗体に限定されて

いる。クレームされた抗体は、自然の抗体と、

構造的に異なる特徴（例えば、異なるアミノ酸

配列及び３次元構造）、及び機能的に異なる特

徴（例えば、細胞毒性及び／または血清半減期）

を有している。これらの相違は、顕著な相違の

レベルを上げるものであり、それゆえクレーム

された抗体は、”自然物”の例外ではない。従っ

て、クレームは例外に該当せず（Step 2Aで、

NO）、適格性を有する。 
 
［事例９］細胞 
 本事例は、自然発生の物と同一の物は顕著に

異なる特徴を有さないが（クレーム１）、ヒト

の操作による表現型変化は、顕著に異なる特徴

をもたらすこと（クレーム２）を説明するもの

である。また、本事例は、”自然物”の例外を対

象とするクレームについての”大きく超えるも

の”の分析の適用を説明するものである（クレ

ーム４，５）。 
 
（背景） 
 ヒト幹細胞は、自然に発生する細胞であり、

これは分化と呼ばれるプロセスを介して、心臓

細胞、皮膚細胞などの多くの異なるタイプの細

胞に進化する。幹細胞は、病変組織や罹病器官
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の修復に関連する再生医療に有用である。しば

しば修復を必要とする１種の病変組織として、

心臓のペースメーカがあり、これは心拍数をコ

ントロールするための電気的刺激を発生させ

るペースメーカ細胞から形成される。自然界に

おいて、ペースメーカ細胞は、細胞表面に位置

されるマーカＰと呼ばれるタンパク質を介し

て特定される。ペースメーカ細胞は、マーカＺ

と呼ばれるタンパク質を発現可能な遺伝子を

含むが、これらの遺伝子は、自然界において発

現しないものである（すなわち、表面にマーカ

Ｚを有する自然発生のペースメーカ細胞は存

在しない）。 
 明細書には、損傷した心臓組織の再生に利用

するための、幹細胞をペースメーカ細胞に分化

させることが開示されている。出願人は、ヒト

のボランティアから幹細胞を単離し、次いで、

成長因子Ａの存在下、各種温度で、特定の成長

培地内でこれらの細胞を培養することを開示

している。単離はいかなる意味においても細胞

を変化させるものでないが、出願人の培養条件

は幹細胞をペースメーカ細胞に分化させる。出

願人によって作製された幾つかの人工ペース

メーカ細胞は、遺伝学的及び表現型的に、自然

発生のペースメーカ細胞と同一である（例えば、

マーカＰの発現）。出願人によって作製された

他の幾つかの人工ペースメーカ細胞は、遺伝学

的には同一であるが、自然発生のペースメーカ

細胞と異なる表現型を有する（例えば、マーカ

Ｚを発現し、酸素利用の効率増加を示す）。こ

れらの人工細胞の単離は、いかなる意味におい

てもそれらを変化させるものでない。 
 マーカＺを発現するペースメーカ細胞の酸

素利用効率の増加は、心筋梗塞（心臓まひ）に

よって引き起こされるような心臓の損傷から

回復中の患者の心臓組織の再生に有利である。

出願人は、約１０～１５％がマーカＺに対して

陽性で（すなわち、マーカＺを発現する集団の

約１０～１５％の細胞）、約８５～９０％がマ

ーカＰに対して陽性（すなわち、マーカＰを発

現する集団の約８５～９０％の細胞）であるペ

ースメーカ細胞の混合集団が、生体内でペース

メーカ細胞を再生するために患者の心臓に注

入できることを、見出した。細胞は互いの成長

速度に影響するように作用する（例えば、マー

カＰを発現する細胞は、それら単独の場合より

も、混合集団中でより早く成長する）ため、再

生を可能とする。しかしながら、マーカＺを発

現する細胞の集団がわずか（もしくは０）の場

合は、それが患者の体内で成長する前に細胞集

団が酸素不足に陥るため、ペースメーカを再生

することができない。 
 明細書には、一般に研究室で細胞を保存する

ために使用されているフラスコやペトリ皿な

どのコンテナ中にペースメーカ細胞の集団を

含む組成物が開示されている。また、生体適合

性のある三次元スキャホールド内にペースメ

ーカ細胞の集団を含む組成物が開示されてい

る。明細書では、” 生体適合性のある三次元ス

キャホールド”は、自然発生の材料（ポリサッ

カライドやタンパク質など）から形成される三

次元構造からなり、それらの自然状態を変化さ

せず、その中で心臓以外の細胞と関連づけられ

ているが、それらの自然環境からは除去されて

いることが開示されている。明細書では、心臓

組織は、” 生体適合性のある三次元スキャホー

ルド”から具体的に除外されている。また、明

細書では、生体適合性のある三次元スキャホー

ルド内のペースメーカ細胞の集団を含む組成

物は、患者に直接移植されると、スキャホール

ドが移植された細胞の成長のための機械的な

支持体となるため、ペースメーカ細胞だけが移

植される場合よりも、より早期に組織再生が可

能となることも開示している。 
 
（クレーム） 
 クレーム１ 
 単離された人工ヒトペースメーカ細胞。 
 クレーム２ 
 マーカＺを発現する単離された人工ヒトペ
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ースメーカ細胞。 
 クレーム３ 
 ヒトペースメーカ細胞の集団であって、前記

集団は、マーカＺに対して約１０～１５％が陽

性であり、マーカＰに対して約８５～９０％が

陽性である、集団。 
 クレーム４ 
 コンテナ内に単離された人工ヒトペースメ

ーカ細胞を含む組成物。 
 クレーム５ 
 生体適合性のある三次元スキャホールド内

に単離された人工ヒトペースメーカ細胞の集

団を有する組成物。 
 
（分析） 
 これらのクレームはその最も広い合理的な

解釈に従って、適格性が分析される。全てのク

レームは法定上のカテゴリ、例えば、組成物を

対象としている(Step 1で、YES)。 
 
 クレーム１：不適格 
 クレームは、自然ベースの物、すなわち、細

胞を対象としているため、自然ベースの物は、

それが自然状態において、自然発生の対応物と

顕著に異なる特徴を有するかどうかを決定す

るために分析される。明細書に記載されている

ように、幾つかの人工細胞は、自然界において

存在する物と同一であり（例えば、遺伝子型及

び表現型）、一方、他の人工細胞は、自然界に

おいて存在する物と表現型的に異なり（例えば、

マーカＺを発現し、酸素利用を増加させる）、

これらの相違は出願人の努力による。そのため、

クレームは、自然発生の細胞と同一（特徴で相

違点のない）の細胞と、表現型的に異なる細胞

とを包含する。クレームされた細胞と、クレー

ムによって包含される少なくとも幾つかの自

然発生の細胞との間には、相違がないため、ク

レームされた細胞は顕著に異なる特徴を有し

ておらず、それゆえ、”自然物”の例外に該当す

る。In re Roslin Institute (Edinburgh), 750 F.3d 1333, 

1338-39 (Fed. Cir. 2014) 従って、クレームは、

例外に該当する(Step 2Aで、YES)。また、クレ

ームは例外に大きく超えるものを追加し得る

何らかの追加の特徴を含んでいないため(Step 
2Bで、NO)、クレームは適格性を有さず、101
条により拒絶される。 
 
 クレーム２：適格性あり 
 クレームは、マーカＺを発現するヒトペース

メーカ細胞に限定されており、これは自然ベー

スの物である。マーカＺを発現するヒトペース

メーカ細胞は、自然に発生する物ではない。明

細書に記載されているように、クレームされた

細胞は、自然に発生するペースメーカ細胞の遺

伝子複製であり、これは自然発生の幹細胞から

製造される。しかしながら、クレームされた細

胞は、自然のペースメーカ細胞と表現型的に異

なっており、マーカＺを発現し、酸素利用効率

を増加させる。さらに、これらの表現型的相違

は、出願人の努力（例えば、成長因子Ａの存在

下、各種温度における特定の成長培地内での幹

細胞の培養）によって作製されたものであり、

自然の産物ではない。これらの表現型の相違は、

顕著な相違のレベルを上げるものであり、それ

ゆえクレームされた細胞は、”自然物”の例外で

はない。従って、クレームは例外に該当せず

（Step 2Aで、NO）、適格性を有する。 
 
 クレーム３：適格性あり 
 クレームはヒトペースメーカ細胞の集団で

あって、マーカＺに対して約１０～１５％が陽

性であり、マーカＰに対して約８５～９０％が

陽性であるものに限定されている。クレームは、

自然ベースの物、すなわち、細胞の組み合わせ

であるため、自然ベースの物（集団）は、それ

が自然状態において、自然発生の対応物と顕著

に異なる特徴を有するかどうかを決定するた

めに分析される。上記クレー１及び２について

議論されているように、マーカＺを発現する細

胞はその表現型的相違のため、自然発生の心臓
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ペースメーカ細胞と顕著に異なる特徴を有し

ているが、マーカＰを発現する細胞は、それら

が自然発生のペースメーカ細胞と同一である

ため、顕著に異なる相違を有していない。しか

しながら、明細書中に記載されているように、

これらの細胞がクレームされた集団を形成す

るようにクレームされた比率で混合されると、

細胞同士は互いにその成長速度に影響するよ

うに作用する（例えば、マーカＰを発現する細

胞は、それら単独の場合よりも、混合集団中で

より早く成長する）。自然に発生するペースメ

ーカ脂肪は、自然状態においてその速度で成長

しない。このクレームされた集団と、自然発生

のヒトペースメーカ細胞との間の生物学的特

性の相違は、顕著な相違のレベルを上げるもの

であり、それゆえクレームされた細胞は、”自
然物”の例外ではない。従って、クレームは例

外に該当せず（Step 2A で、NO）、適格性を有

する。 
 
 クレーム４：不適格 
 クレームは、自然ベースの物、すなわち、細

胞の集団であるため、細胞の集団は、それが自

然状態において、自然発生の対応物と顕著に異

なる特徴を有するかどうかを決定するために

分析される。クレーム１で説明されているよう

に、単離された人工ペースメーカ細胞は、その

単離または人工の製造物に起因しては顕著に

異なる特徴を有さない。明細書中、一般的なコ

ンテナ中に細胞を保存しても、自然状態におい

て自然に発生する細胞と異なる何らかの特徴

（例えば、構造的、機能的、その他）を有する

細胞は得られていない。そのため、クレームさ

れた細胞の集団は、自然に発生する物と顕著に

異なる特徴を有しておらず、”自然物”の例外に

該当する。従って、クレームは、例外に該当す

る(Step 2Aで、YES)。次に、クレーム全体とし

て、何らかの要素または要素の組み合わせが、

例外に大きく超えるものを追加し得ることを

十分に保証するかどうかを判断するための分

析が行われる。クレームはコンテナを記述して

いるが、細胞を保存するためのコンテナの使用

は、科学界において周知の、ルーチン的な、慣

習上の行為であるだけでなく、細胞の成長と使

用のためにも必要とされるものである。さらに、

クレームは、科学者が使用を望む任意のコンテ

ナを使用することを単に教示するという高い

レベルの一般性でコンテナを記述している。そ

れゆえ、クレームは全体として、”自然物”自体

に大きく超えるものを追加していない。このた

め、クレームは、判例法上の例外を大きく超え

るものでなく(Step 2Bで、NO)、クレームは適

格性を有さず、101条により拒絶される。 
 
 クレーム５：適格性あり 
 クレームは、自然ベースの物、すなわち、細

胞とスキャフォードとの組み合わせあるため、

自然ベースの物（その組み合わせ）が、その自

然状態において、自然発生の対応物と顕著に異

なる特徴を有するかどうかを決定するために

分析される。クレーム１で説明されているよう

に、単離された人工ペースメーカ細胞は、その

単離または人工の製造物に起因しては顕著に

異なる特徴を有さない。明細書中、生体適合性

のある三次元スキャホールド内に細胞を配置

すると、自然状態における自然発生の細胞また

はスキャホールドとは異なる特徴（例えば、構

造的、機能的、その他）を有する細胞またはス

キャホールドが得られることは開示されてい

ない。そのため、クレームされた細胞の集団、

及びクレームされたスキャホールドは、自然発

生のものと顕著に異なる特徴を有しておら

ず、”自然物”の例外に該当する。従って、クレ

ームは、例外に該当する(Step 2Aで、YES)。次

に、クレームは全体として、何らかの要素また

は要素の組み合わせが、例外に大きく超えるも

のを追加し得ることを十分に保証するかどう

かを判断するための分析が行われる。生体適合

性のあるペースメーカ細胞の組み合わせにお

ける三次元スキャホールドの記述は、細胞が他
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のコンテナ内でも成長し、使用できるため、細

胞の成長や使用に必須のものでなく、高いレベ

ルの一般性で記述されたものでない。スキャホ

ールドへのペースメーカ細胞の付与は、ペース

メーカ細胞がスキャホールドの全ての実用的

な使用をルーチン的に要求するものでないた

め、スキャホールドの特定の有用な応用（心臓

組織の修復）にクレームを限定する。さらに、

これらの要素の組み合わせは、これら２つの判

例法上の例外を一般的に結び付けるもの以上

であり、明細書中に記載されているように、こ

の組み合わせは、ペースメーカ細胞自体が移植

されるよりも、より早い組織再生を可能とする

ことにより、再生医療の技術を改良する。従っ

て、クレームは判例法上の例外を大きく超える

ものであり(Step 2Bで、YES)、適格性を有する。 
 
［事例１０］食物 
 本事例は、組み合わされていないため、変化

していない複数の成分を有する自然ベースの

物（クレーム１）と、それの組み合せによって

変化した複数の成分を有する自然ベースの物

（クレーム２）との相違を説明するものである。 
 
（背景） 
 ヤギは、子供を育てるためにミルクを作り出

す自然発生の動物である。何世紀もの間、人間

は、ヤギのミルクとミルクから製造されたもの

（例えば、チーズやヨーグルト）を食してきた。

ヤギのヨーグルトを製造する周知の方法は、バ

クテリアと生のミルクとを混ぜ合わせること

によって、種培養を作り、次いで、バクテリア

がミルクを発酵させるよう、数時間、約１１５°
Ｆで種培養を加熱する。発酵は、ミルク中のラ

クトースを乳酸に変え、この化学変化により物

理的変化（ミルクと比べてヨーグルトの粘りの

ある粘度）が得られる。また、乳酸は、ヨーグ

ルトに鼻につんとくる風味をもたせる。複数種

のバクテリアは、Streptococcus thermophilus（自

然に発生するバクテリア）を含むヨーグルトの

作製に有用なものとして知られている。 
 出願人は、新規の自然発生のバクテリアを発

見し、Lactobacillus alexandrinusと命名した。L. 
alexandrinus で作られたヤギミルクのヨーグル

トは、好ましい風味を有している。S. 
thermophilus、L. alexandrinusはいずれも、ヤギ

ミルク内で自然に発生するものでなく、これら

のバクテリアは、自然界において一緒に発生す

るものでもない。また、出願人は、S. 
thermophilusとL. alexandrinusとが混合されると、

それぞれのバクテリア単独のものとは異なっ

た特性を有することも発見した。（１）混合さ

れたバクテリアは、各バクテリア単独の発酵よ

りも２倍の速さでミルクを発酵させるように

相乗的に作用する。（２）得られるヨーグルト

は、各バクテリア単独の場合よりも脂肪をかな

り低下させる。出願人は、S. thermophilus及び

L. alexandrinus とともに混合されたヤギミルク

の種を含む組成物を開示している。また、出願

人は、ヤギミルクのヨーグルトを調製するため

のキットも開示している。このキットは、S. 
thermophilusの分離パックと、L. alexandrinusの
分離パックとを備え、ヨーグルトを作るために

２つのバクテリアとミルクとを組み合わせる

ための説明を含む場合がある。 
 
（クレーム） 
 クレーム１ 
 Streptococcus thermophilus と Lactobacillus 
alexandrinus とを含むヤギミルクのヨーグルト

を調製するためのキット。 
 クレーム２ 
 Streptococcus thermophilus と Lactobacillus 
alexandrinus とが混合されたヤギミルクを含む

ヨーグルトの種培養。 
 
（分析） 
 これらのクレームはその最も広い合理的な

解釈に従って、適格性が分析される。両クレー

ムは法定上のカテゴリ、例えば、組成物(Step 1
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で、YES)や、自然ベースの物（ヤギミルク及

び／またはバクテリア）を対象としているので、

自然ベースの物が例外に該当するかどうかを

判断するために、顕著に異なる特徴の分析が行

われる。 
 
 クレーム１：不適格 
 明細書に開示されているように、S. 
thermophilus及びL. alexandrinusはいずれも自然

発生のバクテリアである。明細書中、クレーム

されたバクテリアが、自然発生のバクテリアと

異なる特徴（例えば、構造的、機能的、その他）

を有することは開示されていない。キット内の

バクテリアは混合されておらず、互いに分離さ

れているため、同じキット内にそれらを含めて

も、バクテリアの特性は変化していない。キッ

トの使用者は後でバクテリアを一緒に混ぜ合

わせるけれども、後で存在するまたは存在しな

い混合物は、クレームされた発明の一部ではな

い。In re Venezia, 530 F.2d 956, 958-59 (CCPA 
1976) そのため、キット内のバクテリアはそ

の自然状態の自然に発生する対応物と顕著に

異なる特徴を有しておらず、”自然物”の例外に

該当する。従って、クレームは、例外に該当す

る(Step 2Aで、YES)。また、クレームは例外に

大きく超えるものを追加し得る何らかの追加

の特徴を含んでいないため(Step 2Bで、NO)、
クレームは適格性を有さず、101条により拒絶

される。 
 
 クレーム２：適格性あり 
 明細書に記載されているように、S. 
thermophilusとL. alexandrinusとが混ぜ合わされ

ると、２つのバクテリアは各バクテリア単独の

場合とは異なる特徴、例えば、各バクテリア単

独がミルクと混合された場合に製造されるも

のよりも、ミルクを低脂肪のヨーグルトに発酵

させるように作用する。そのため、バクテリア

とミルクの混合物は、自然発生のバクテリア

（またはミルク）自体によるものよりも異なる

機能的特徴（低脂肪含量）を有する。これらの

相違は、顕著な相違のレベルを上げるものであ

り、それゆえクレームされた種培養は、”自然

物”の例外ではない。従って、クレームは例外

に該当せず（Step 2Aで、NO）、適格性を有す

る。 
（文責：原田） 

以上 
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