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要約：バイオテクノロジー分野の発展は著しく、特許出願件数は急激に上昇している。

中でも CAR-T、ゲノム編集、コロナウィルスワクチンは、臨床価値が極めて高いことや、

疫病の突発的流行への対応などの理由で、注目される分野となっている。社会倫理等の考

慮すべき複雑な要素や、技術発展がより速く予測可能性がより低いことから、バイオテク

ノロジー分野にはより多くの特殊性が存在する。この特殊性は、現在の特許審査において、

審査の政策や審査基準の比較的迅速な変化 に 現れている。本分野の審査基準の動態的変

化を、適時且つ正確に理解し把握する ことで、出願人（または特許権者）は特許権を順

調に取得、維持し、合法的権益を保護することができる。本レポートは、明細書の十分な

開示、請求項のサポート及び 進歩性という三つの視点から本分野の審査審判の動向を分

析し、その分析に基づき、対応する戦略及び提案を提示するものである。 

 

キーワード：バイオテクノロジー ゲノム編集 CAR-T コロナウィルス ワクチン 十分な

開示 サポート 進歩性 

 

三、典型的案件 

試験的学科であるため、バイオテクノロジー分野の予測可能性は低く、特許審査では
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総合法律事務所である金杜法律事務所によって編集された、日本の知財関係者にとって

有用となる知財関連情報を月１回提供するものです。 
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技術的効果の予期可能の程度について、常に論争が生じている。例えば、審査官は、発明

の技術的効果が予期できないため請求項が明細書にサポートされていないと主張する可

能性がある。また、その逆、本分野において原理的な指導や、具体的な方向性のない普遍

的な技術的要求のみが存在する場合に、従来技術が改良の動機を与えており、技術的効果

が合理的に予期できると主張する可能性もある。このような審査意見は、確実な証拠がな

い場合には反論することが非常に難しい。 

以下、具体例をいくつか挙げて、上述の状況を説明する。 

 

1、明細書には証明されていない生物配列の技術的効果の予期可能性 

ある出願の請求項では以下の技術案を保護請求している。親バシラスα－アミラーゼ

の変異体であって、親α－アミラーゼは、SEQIDNO.1.SEQIDNO.2.SEQIDNO.3 又は SEQIDNO.7

にそれぞれ示されるアミノ酸配列の一つを有するα－アミラーゼに対して生じさせた抗

体との免疫学的交差反応性を示し、前記変異体α－アミラーゼは、配列番号 SEQIDNO:1

の R181+G182 に対応するアミノ酸の欠失を含み、且つ、前記変異体α－アミラーゼは親α

－アミラーゼに比して、熱安定性が増している。審決では、以下のとおり認識された。即

ち、請求項が限定する範囲は、SEQIDNO:1 の R181+G182 に対応する欠失を含む以外に、任

意の突然変異を含むことができるが、蛋白質の生物活性は、アミノ酸配列を基礎とする空

間構造によって決まり、ある位置のアミノ酸の突然変異は、当該蛋白の生物活性に影響を

与える可能性がある。 

したがって、変異体が RG欠失以外のその他の突然変異を含むと、α－アミラーゼの熱

安定性又は生物活性に影響を与える可能性がある。故に当業者は、RG 欠失以外に、どん

な突然変異を含むα－アミラーゼ変異体は熱安定性を高めるかを予め確定することがで

きない。したがって、無効審決では、請求項が明細書にサポートされていないと認定され

た。本願のファミリー出願は、欧米及び日本ではいずれも、開放式請求項が例証された以

外の配列もカバーしているが、特許されない、又は特許無効審判が下されるといった状況

は生じていない。 

2、普遍的な技術的要求は、改良の動機を与えるか否か 

ある復審案件は、人の細胞の標的核酸配列上に二本鎖切断を導入する方法に関している。 

拒絶査定では以下のとおり指摘された。即ち、化膿レンサ球菌 CRISPR-Cas9 システムが標

的 DNA の二本鎖切断を行う原理は、従来技術にすでに開示されており、Cas9 ヌクレアー

ゼの機能はすでに明らかである。また、ゲノム編集技術を用いて目標遺伝子を編集し、特

定の DNA 断片を修飾する等の目的を実現し、ゲノム編集技術を体外、原核細胞から真核細

胞にまで発展させて当該技術をより広く応用することは、当業者の普遍的な追求である。 

当業者は、より広く応用するために、真核細胞の標的核酸配列への部位特異的な二本鎖

切断の導入に、当該システムを応用する動機づけを持っている。また、真核細胞の核 DNA

は細胞核内に存在しており、核局在化配列によって Cas9 蛋白を細胞核に注入し核 DNA を

切断することができる。したがって、真核細胞に核局在化配列を設計して標的蛋白に対し

核局在化を行うことは、本分野では通常の技術手法である。原核細胞と真核細胞には差異

が存在するものの、当業者は依然として、当該 CRISPR-Cas9 システムを真核細胞に用いる
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動機づけを持っているとともに、合理的に成功を予期することができ、その効果も、予測

不可能なものではない。即ち、審査官は、CRISPR-Cas9 システムを利用した二本鎖切断の

原理は既知のものであり、ゲノム編集技術を体外、原核細胞から真核細胞にまで発展させ

ることは本分野の普遍的要求であり、その過程で関係する手法は通常の技術であることを

理由とした。即ち、当業者は前記ゲノム編集システムを原核細胞から真核細胞に転用する

動機づけを持ち、且つその成功が合理的に予測できるとの認識である。本願の最終の拒絶

査定は取り消されたものの、復審合議体は拒絶査定における上述の論評意見を否定はして

いない。同じくゲノム編集ツール CRISPR/Cas9 システムに関する別の特許出願の審査プロ

セスにおいても、審査官は、従来技術に記載された原核 CRISPR/Cas9 システムに基づき、

当該原核システムから真核システムの効果は予測可能であり、この主張に基づき本発明は

進歩性を有しないと認定している。 

こうした審査意見は、バイオテクノロジー分野の特許出願の進歩性審査における一つの

傾向を示している。つまり、従来技術が、ある種の可能性が言及されているだけの状況に

おいて、成功を合理的に予測できると認定されており、その結果、発明の技術的貢献が過

小評価され、進歩性の審査基準が引き上げられてしまっている。 

 

四、審査及び審判の実務に基づく特許出願・保護の戦略及び提案 

上述したように、バイオテクノロジーの急速な発展、新技術の絶え間ない出現により、

バイオテクノロジー分野、特に新興の注目分野の特許率は全体的に他の分野より高い。し

かし典型的な試験的分野であるため、バイオテクノロジー分野の特許出願には、予測可能

性の低いことや審査の主観性が比較的強いことにより、審査プロセスにおいて発明の高度

性が過小評価される状況が存在している。同時に、バイオテクノロジー分野の特許審査に

影響する考慮すべき要素、例えば社会倫理等は、技術の急速な発展や人類の知見レベルの

上昇に伴い、急速に変化しており、こうした急速な変化も、特許審査の政策や基準が相対

的に頻繁に変更される。例えば、技術革新や社会発展の必要に応じて、最新版の「特許審

査指南」では、特許法第 5 条に基づく胚性幹細胞に関する審査基準が改正された 1。適時

且つ正確にこうした審査・審判動向を理解・把握し、このような変化に対応することは重

要であり、出願人（又は特許権者）が特許権を順調に取得、維持し、その合法的権益を保

護するのに利することになる。以下、試験データ及び明細書の十分な開示、生物配列のサ

ポート要件並びに進歩性の評価における技術的示唆という 3 つの問題から、本分野の審

査・審判の動向を分析し、これに基づき対応のための戦略及び提案を示す。 

 

1、試験データ及び明細書の十分な開示 

生命活動の極度な複雑化により、バイオテクノロジー分野の発明を実施する時に成功す

るか否かの予測可能性はかなり低い。よって、試験データにより検証する必要がある。一

方、バイオテクノロジー分野の発明について、試験データを取得するための試験計画が複

雑である。 

明細書に記載された文字内容からのみ試験結果（例えば真実性）を評価することも、困

難である。審査の実務では、行政コスト及び操作可能性の面を考慮し、審査官は通常、出

願人を信じるという原則に基づき試験データの真実性及び証明力を認める。但し、当該試
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験データに、試験の設計及び/又は試験結果において明らかにその真実性を疑うような不

備が存在し、且つ、出願人がそれについて合理的解釈や説明ができない場合は除く。 

特許権の無効審判においても、信頼保護等を考慮し、立証責任は、試験データに不備が

存在すると主張する無効審判請求人に、より多く割り当てられる。無効審判請求人が、発

明の技術的効果を否定できる十分な証拠を提供できず、陳述理由も、合議体に合理的疑念

を生じさせるのに十分でない場合、合議体は明細書の当該試験データの証明力を信用して、

特許権の有効性を維持する傾向がある。明細書に記載された試験データに幾ばくかの瑕疵

が存在したとしても、これら瑕疵が明らかに一貫性を欠く場合を除き、合議体は通常、善

意に理解し解釈する。 

しかしながら、シネパジド無効審判の審決取消訴訟において、特許復審委員会（被告）

が一審・二審で敗訴した後、こうした状況に微妙な変化が生じている。当該案件では、一

審裁判所は、明細書で記載されている死亡率及び摂取量に関する試験結果は常識から外れ

ており、当初の試験報告が提供できない前提では、特許権者の死亡率、摂取量に対する解

釈は道理やロジックと相反するため、明細書に記載されている試験データの真実性及び証

明力は信用できないとし、明細書の開示が不十分であると認定し、特許復審委員会が下し

た無効審判の審決を取り下げ、二審判決も一審判決を維持した 2。当該案件の判決は、特

許復審委員会も含めた専利局各部門が、今後の発明特許の実体審査及び後続の復審無効案

件の審理において、明細書に記載された試験データの形式及び実体上の全面的審査をさら

に強化するよう促すものであり、無効審判請求人も含む利害関係者も、分析の視線を特許

文書に記載の試験データに向けることになり、その結果、特許出願が特許されたとしも、

これで枕を高くして眠るというわけにはいかなくなっている。したがって、出願前の特許

出願については、試験データで証明したい事項と、発明目的又は発明が奏する技術的効果

との対応性、試験設計のロジックの合理性、及び試験結果の合理性と信頼性を分析する必

要がある。明細書の試験実施例に対する記載が全ての面で完璧であることは要求されてい

ないとはいえ、発明点又は発明の技術貢献に直接関係する内容については、極力明確且つ

完璧に記載すべきである。その他の記載されていない内容は当然、当業者が掌握可能な普

通の技術的知識でなければならない。或いは質疑を受けた場合は、確実に証拠を提示して

明確にすることが可能である。出願済みの特許出願又は特許された特許権について、試験

設計が不合理又は試験結果が信用できないと質疑された場合、立証や十分な理論づけによ

り、記載されていない内容の不必要性及び明細書に明記された試験設計及びその結果の合

理性をできる限り説明するしかない。補充及び証明のために、可能であれば元の試験記録

を提出すべきである。 

 

2、生物配列に係る発明のサポート要件 

バイオテクノロジー分野の研究開発は投入が大きく難易度が高く、ハイリスクで回収サ

イクルが長い。特許権取得後も保護が難しく回避され易いという問題がある。例えば、特

許請求項が特定配列のヌクレオチド、蛋白質、抗体等の保護だけを要求している場合、再

構成や同源性の高い配列の選択等の方法で回避することが容易である。しかしながら、生

物配列は可変部位が多く且つ部位の変化後の効果が予期し難いため、認められる保護範囲

について、中国の特許審査では長期間にわたり、比較的厳格な基準を採用してきた。この
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ため、創新主体や特許代理業の非難も招いてしまった。このような背景の下、特許復審委

員会の審判官は掘り下げた研究を行い、立法の主旨から状況毎に区分し複数の典型的案件

をまとめて、特許法第 26 条第 4 項の生物配列発明での適用に対し、原則及び実際の操作

の面からそれぞれ、より操作性に優れた審査の提案を行った。即ち、生物配列に係る請求

項においてよく見られる数種類の記述方法に対し、それぞれ、具体的な審査構想及び判断

ルールを示した。また、統一的な審査基準のために、特許局も、抗体配列のような特定の

細分化技術分野の発明に対し、審査基準を発表した。 

ここ数年の司法審判も、指導案件の形で、如何に合理的に生物配列に係る発明の保護範

囲を確定するかについて、指針を提供している 3。 

生物配列に係る発明について特許審査の視点から出された上述の審査構想やルール及

び司法実務での指針は、間違いなく、このような発明特許の出願及び保護に対し良好な視

点及び手法を与えている。例えば、構造遺伝子又はそのコーディング蛋白質配列について、

その保護範囲を実証範囲外にまで拡張させたいなら、明細書において、理論的で詳細な説

明及び/又は例証によってその配列構造と効能との関係をできる限り明確にし、請求項が

概括する範囲は、当業者が明細書の手引き又は本分野の普通の技術的知識の導きによって、

通常の実験で選択又は検証可能であると、裁判官に確信させなければならない。 

例えば同源性／同一性、機能由来特徴によって請求項の保護範囲を限定したいのであれ

ば、明細書又は従来技術において配列構造と機能との対応関係が明確に示されていること

が要求される。 

 

3、進歩性の評価における技術的示唆 

現在、特許局は「特許性」判定を主流とする全面的審査政策を推し進めており、これは、

特許出願に特許するか否か、及びどのような範囲の権利を与えるかという問題に対し、適

時、実質的な対応を行うことを目的としている 4。当該審査政策の指導の下、進歩性は現

在の特許審査において最も常用される項目である。例えば、明細書の十分な開示と進歩性

との関係、最も近い従来技術の選択及びその適格性、証拠の組み合せを変更せずに最も近

い従来技術を変更した場合の進歩性の結論への影響、得られる技術的効果の認定、発明の

解決した技術的課題の未認定又は誤った認定等、いずれもさまざまな場面で研究され討論

されてきた。 

進歩性の評価において、手続きから実体、事実認定から法律適用までの一連の問題は、

復審手続きと訴訟手続きでは重視する点及び処理方法上で差異が比較的大きいため、それ

ぞれの手続きの特徴に応じて、異なる方法及び戦略で対応する必要がある。例えば、特許

出願が拒絶された後の救済措施である復審手続きは、同時に特許行政審査許可手続きの延

長でもある。したがって拒絶査定での進歩性の論争は最終的には実体上で解決されたこと

を、より重視しており、拒絶査定で存在した微小な手続き又は実体上の瑕疵については、

これによって審査の結論が誤る程度まで至っていないのであれば、一般的にはこうした微

小な手続き又は実体上の瑕疵を理由に拒絶査定を取り消すことはなく、補充及び改善した

上で拒絶査定を維持する。一方、訴訟手続きはこれと異なる。訴訟手続きは実体的結論を

重視すると同時に、復審決定が下される過程での手続き又はその他の結論と無関係な誤り
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も重視しており、これを理由に復審決定を取り消す可能性がある。例えば、以前、多くの

判決では、進歩性の最終的な結論がおそらく正しかったとしても、従来技術に開示された

内容、区別的特徴、実際に解決した技術的課題の認定の誤りを理由に、復審又は無効決定

を取り消している。したがって、訴訟の戦略面からのみ考慮すれば、こうした審査過程の

手続き又は実体上の瑕疵を重視することも、考えられる。しかしながら注意すべき点とし

て、最高人民法院は最近の判決において、単一の実際に解決した技術的課題として、抽象

化し概括することが難しい場合、「請求項が限定する技術案における区別的な技術的特徴

の作用、機能及び技術的効果そのものに立ち返るべきであり、実際に解決した技術的課題

をわざわざ主観的に抽象化し概括する必要はない」と指摘している 5。 

このことは、司法の実務においても、実体的結論をより重視し、過度に手続きに拘るこ

とは望まないことを意味する。最高法院が判決においてこのような指針を与えていること、

また、実際に解決した技術的課題の概括についてさまざまな見解があり、しばしば表現の

違いから論争に発展していることから、特許復審委員会の審査において、進歩性の結論に

直接影響する技術的示唆の考察の方をより重視し、実際に解決した技術的課題の認定につ

いては、あまり重きを置かない可能性が大いにある。 

また、上述したようにバイオテクノロジー分野の特許率は相対的に高いが、現在の審査

の実務状況からみると、少数の案件において、関連する技術的示唆の考察に対して一定の

偏りが存在している。即ち、抽象的な技術的要求を、具体的な方向性を有する技術的教示

と見なしており、この結果、発明の技術的貢献が過小評価されている。バイオテクノロジ

ー分野において、重要な生物メカニズムが発見されると、科学研究従事者は通常、医療又

はその他場面で可能な応用及びその見通しを予測し直ちに宣伝・報道をする。しかし生命

活動は極めて複雑で予期が困難であるため、事実上、このような発見には、真の臨床応用

までに尚多くの作業が必要となる。例えば、ゲノム編集及び細胞治療の概念及び原理につ

いて考えると、それらは 1980～90 年代にすでに出現していたが、具体的に CAR-T のよう

な細胞治療技術は最近になってようやく臨床への応用が承認されており、ゲノム編集に至

っては依然として臨床に応用できていない。 

CAR-T 技術及びゲノム編集を含め、現在及び予測可能な将来において、例えばより有効

なゲノム編集ツールの探求、オフターゲット効果の克服、CAR-T 細胞の体内での増殖維持

や副作用等といった臨床での応用上の欠陥又は不足の克服に、力が注がれていくだろう。

こうした作業は、一つの概念又は構想を実際の応用に推し進める創造的労働であるから、

その技術貢献は当然認められるべきである。また、司法の実務では、解決しようとする客

観的な技術的課題に直面する際、当業者が従来技術から得られる示唆は原則として、具体

的、明確な技術手法でなければならず、抽象的な考えや一般的な研究の方向ではない、と

主張されている 6。したがって、案件の審理において見られる、発明の技術的貢献を過小

評価する傾向に対して、積極的な立証や十分な理論づけにより対策を講じて、裁判官に分

野の特殊性を理解・会得させ、裁判官が真に当業者の立場に立つようにするべきである。 

 

五、まとめ 

バイオテクノロジー分野は、急速に発展する技術分野であり、全体的に見ると、本技術
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分野の特許出願件数はこの 20 年間、急速に持続的に増加してきた。中でも細分化された

特定の技術分野、例えば CAR-T 技術や CRISPR に基づくゲノム編集技術は、近年発展し初

め、技術及び社会の注目の的となっているため、特許出願件数はここ数年になってようや

く大幅に増加してきた。また、一部の細分化された分野の出願件数は、疫病流行のような

社会的突発的状況の出現・消滅に伴い、明らかな増減を呈している。バイオテクノロジー

分野の技術の革新発展はスピードが速く、それに応じて、その新規性又は進歩性に影響し

得る従来技術が少ないため、特許出願の特許率が他の技術分野より高い。さらに、技術的

突破口に関わる特許出願、例えば本レポートで触れた CAR-T 技術及び CRISPR に基づくゲ

ノム編集技術の特許出願は、特許率がバイオテクノロジー分野の全体の特許率より明らか

に高い。 

社会倫理等の複雑な考慮すべき要素が関係すること、技術発展が速く予測可能性がより

低いことから、バイオテクノロジー分野には伝統的な化学分野と比べ、多くの特殊性が存

在する。 

このような特殊性は、特許審査では主に、審査政策及び審査基準が相対的に頻繁に変更

されることとして現れる。したがって、本技術分野の審査の動向を適時、正確に理解し把

握する必要がある。本レポートは、試験データ及び明細書の十分な開示、生物配列のサポ

ート要件並びに進歩性の評価における技術的示唆の 3 つの項目及び視点から、現在の特許

審査審判の動向を介紹・分析し、それに応じた対応戦略及び提案を示した。即ち試験デー

タについては、出願前の特許出願については、試験設計及び試験結果の完全性、合理性に

基づき出願文書の内容を改善し、出願済み又は授権された特許については、審査官又は公

衆の質疑を受けた場合に、立証又は十分な理論づけにより、記載されていない内容の不必

要性及び明細書に明記された試験設計及びその結果の合理性を説明し、可能であれば補充

と証明のために元の試験記録を提出する。生物配列に係る特許保護範囲については、特許

局の現在の審査の考え方やルール、司法実務の指針を正確に理解し把握しなければならな

い。進歩性の問題については、案件が置かれている段階に応じて、差別化した対応方法を

適宜採用する。また、審査・審理において発明の技術的貢献を過小評価する傾向に対して

は、積極的な立証や十分な理論づけにより対策を講じて、裁判官に分野の特殊性を理解・

会得させ、裁判官が真に当業者の立場に立つようにするべきである。 
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