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最高裁判決紹介 

ASSOCIATION FOR MOLECULAR  
PATHOLOGY, ET AL., Petitioners, 

v. 
MYRIAD GENETICS, INC., ET AL. 

(No. 12-398) 
判決日 2013 年 6 月 13 日 

 

1. 事件の概要 

 本件は、Myriad Genetics, Inc.社（以下、Myriad）が有する７件の特許（米国特許第 5,747,282
号、米国特許第 5,837,492 号、米国特許第 5,693,473 号、米国特許第 5,709,999 号、米国特

許第 5,710,001 号、米国特許第 5,753,441 号、米国特許第 6,033,857 号）の特許適格性（101
条）について争われた事件である。 
 Myriad は、クレーム主題は特許適格性がないと判断した連邦地裁の判決に控訴した。 

 連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、腫瘍サンプルをスクリーニングする方法（診断方法）につ

いては特許適格性がないが、BRCA 遺伝子自体及び癌治療薬のスクリーニング方法は特許適

格性を有すると判断した。 
 本件はその後上告されたが、Mayo v. Prometheus の最高裁判決（チオプリン代謝物の血中

濃度と、チオプリン薬投与量の有効性または毒性との相関は自然法則に過ぎないとして特許

適格性が否定された）を受けて、CAFC に差し戻された。 

 CAFC は、Mayo v. Prometheus 最高裁判決にかかわらず、判断を変更しなかった。 
 最高裁は、上告を受理し、ヒト単離 DNA 分子の特許適格性についてのみ審理を行い、単

離 DNA については特許適格性なし、cDNA については特許適格性ありとして、CAFC の判断

を一部支持し、一部覆した。 
 
   2009/05/12 Association for molecular Pathology 等がニューヨーク南地区連邦地裁に

  Myriad の７件の特許の無効の提訴 
   2010/03/29 連邦地裁、対象特許は特許適格性なしと認定 
   2011/07/29 CAFC は、BRCA 遺伝子及び癌治療薬のスクリーニング方法は特許適格性

  あり、診断方法は特許適格性なしと認定、その後、最高裁に上告 
   2012/03/25 Mayo v. Prometheus 最高裁判決 
   2012/03/26 Mayo v. Prometheus 最高裁判決を受けて CAFC に差し戻し 

   2012/08/16 CAFC は、BRCA 遺伝子及び癌治療薬のスクリーニング方法は特許適格性

  あり、診断方法は特許適格性なしと再度認定 
   2013/06/13 最高裁は、天然に存在する単離 DNA については特許適格性なし、人工物で

  ある cDNA については特許適格性ありと認定 
 

2. 背景 

 BRCA 遺伝子の特定の変異は、乳癌及び卵巣癌のリスクの増加と相関する。米国の女性は、

その生涯において、乳癌を発症する可能性が約 12～13%である。対照的に、BRCA 変異を有

する女性は、乳癌を発症する可能性が 50～80%、卵巣癌を発症する可能性が 20～50%とな

る。従って、BRCA 変異の存在についての遺伝子診断テストは、乳癌または卵巣癌の臨床治

癒を考慮する際に重要である。 
 本特許の発明者らは、ヒトゲノム内の BRCA 遺伝子の位置をマッピングし、BRCA 遺伝子
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を単離し、塩基配列を決定した。これにより、Myriad は、BRCA 診断試験サービスを女性に

提供できるようになった。 
 しかしながら、Myriad の特許のため、研究者や医療機関は、BRCA 遺伝子検査を実施する

ことができず、患者は、保険によってカバーされるかまたは手ごろな価格の BRCA 遺伝子検

査を受けることができないという問題が生じていた。 
 このような状況下、学会等が Myriad に対して訴訟を提起した。 
 
3. 争点 
 ヒトゲノムは、約 22,000 遺伝子が組み込まれた 23 対 46 本の染色体から構成されている。

各遺伝子は、二重らせん構造の DNA としてコードされており、DNA の二重らせんは、対を

なす２つのヌクレオチド（アデニン(A)はチミジン(T)と、シトシン(C)はグアニン(G)と、それ

ぞれ対を形成する）が化学結合して構成されている。DNA 中のヌクレオチドの配列は、アミ

ノ酸を産生するのに必要な情報を含み、アミノ酸は、体内で使用されてタンパク質を構築す

る。 
 構造遺伝子は、アミノ酸配列をコードしており、後にアミノ酸配列に翻訳される「エクソ

ン」と呼ばれる領域と、アミノ酸をコードせず翻訳されない「イントロン」とを含む。 

 DNA からのタンパク質の産生は、転写及び翻訳の２つの主な工程を含んでいる。転写では、

DNA の二重らせんが２つの一本鎖にほどかれる。一本鎖が鋳型として使用され、鋳型に相補

的な RNA 鎖が作成される。この相補的な RNA 鎖は、DNA 分子中のエクソンとイントロン

とを含み、「スプライシング」によって、元の DNA 鎖のエクソンにのみ対応するヌクレオチ

ドを含む RNA 鎖が得られる（mRNA と呼ばれる）。（下図参照。） 

 
 はじめの一歩のイラスト生化学・分子生物学 前野 正夫 磯川 桂太郎 著 
 1999 年 6 月 20 日第 2 刷発行  （株）羊土社  109 頁より抜粋 
 
 科学者は、mRNA 分子を利用して新しい合成 DNA 分子を作成することができる。mRNA
はスプライシングによりイントロンが除去されており、mRNAから作成された合成 DNAは、

エクソン配列のみを含む。この合成 DNA は、cDNA と呼ばれる（cDNA は天然には存在しな

い DNA である）。 
 本件では、天然に存在する DNA の断片（エクソン及びイントロンを含む）及び天然に存

在しない cDNA（エクソンのみを含む）が特許適格性を有するかが争点となった。 
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4. 本件発明 
 DNA クレーム（’282 号特許のクレーム 1,2,5） 
1. An isolated DNA coding for a BRCA1 polypeptide, said polypeptide having the amino acid 

sequence set forth in SEQ ID NO:2. 
2. The isolated DNA of claim 1, wherein said DNA has the nucleotide sequence set forth in 
SEQ ID NO:1. 
5. An isolated DNA having at least 15 nucleotides of the DNA of claim 1. 
 

1. 配列番号２のアミノ酸配列を有する BRCA1 ポリペプチドをコードする単離 DNA。 

2. 配列番号１の塩基配列を有するクレーム１に記載の単離 DNA。 
5. クレーム１に記載の DNA の少なくとも１５個の塩基を有する単離 DNA。 

 
5. 最高裁の判断 
 米国特許法 101 条は、「任意の新規かつ有用なプロセス(process)、機械(machine)、生産物

(manufacture)、若しくは組成物(composition of matter)又はその新規かつ有用な改良を発明又

は発見した者は誰でも、この法律の条件及び要件に従って、それについて特許を受けること

ができる」と規定している。しかしながら、101 条の広範な特許適格性には、自然法則、自

然現象、及び抽象的アイデアは特許可能でないという例外がある。 
 
単離 DNA 分子について 
 Myriad が、BRCA1 及び BRCA2 遺伝子にコードされる遺伝子情報を作成も変更もしてい

ないことは疑いがない。Myriad が BRCA1 及び BRCA2 遺伝子を見出す前からこれらは天然

に存在していた。また、Myriad は、DNA の遺伝子構造を作成も変更もしていない。 
 Diamond v. Chakrabarty (447 U.S., at 305)では、４つのプラスミドを導入し、原油の種々

の成分を分解できるようにした細菌は、特許可能であると判示されている。特許クレームは、

今までに知られていない自然現象に関するものではなく、天然に存在しない生産物または組

成物（すなわち、別個の特徴及び用途を有するヒトの創造力の産物）に関すると説明されて

いる。 
 対照的に、Myriad は何も創出していない。BRCA1 及び BRCA2 遺伝子は、重要かつ有用

な遺伝子であることが見出されたが、これらの遺伝子を周囲の遺伝子材料から分離すること

は発明行為(act of invention)ではない。 
 
cDNA 分子について 

 mRNA からの cDNA 配列の作成は、天然に存在しないエクソンのみの分子を生じる。 
 cDNA は DNA の天然に存在するエクソンを保持しているが、cDNA が由来する DNA とは

別のものである。結果として、cDNA は「自然の産物(product of nature)」ではなく、101 条

の特許適格性を有する。 
 
6．USPTO ガイドライン 

 本件最高裁判決を受けて、USPTO は、判決の当日（6 月 13 日）にメモランダムを発行し、

審査官に対して 101条の審査に係る予備的なガイドラインを示した。このガイドラインには、

例えば、以下が記載されている。 
「審査官は、単離されているか否かにかかわらず、天然に存在する核酸またはそのフラグメ

ントのみに関するプロダクトクレームは、101 条の法定の主題に該当しないとして拒絶すべ

きである。cDNA 又は天然に存在するヌクレオチドの順序が変更された核酸（例えば、人工

改変配列）などの天然に存在しない核酸に明確に限定されたクレームは特許適格性がある。」 
 USPTO は、本件最高裁判決を精査し、より包括的なガイダンスを発行する予定である。 
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7. 訳者コメント 
7.1. 単離 DNA 及び cDNA について 
 本判決では、最高裁は、単離 DNA（天然に存在する DNA の断片）及び cDNA の特許適格

性についてのみ審理を行い、天然に存在する DNA 断片は、自然の産物であり、単離されて

いるからといって特許適格性があるわけではないと認定し、天然に存在しない人工物 cDNA
については特許適格性ありと認定した。 
 単離 DNA 分子の保護によりバイオテクノロジー産業の技術革新が促進され、バイオテク

ノロジー産業はその収益を特許に依存してきたため、今回の単離 DNA 分子の特許適格性が

ないとの判決により、産業全体に非常に大きな影響を与えることとなった。 
 また、前回の CAFC の判決において、単離 DNA 分子については３人の判事のうち２対１

で特許適格性の判断が分かれたものの、cDNA については３人とも特許適格性ありと判断し

ており、前回の CAFC 判決を考慮しても、妥当な判決と言える。 
 なお、最高裁は、Myriad のどの特許のどのクレームが特許適格性がないのかについては明

示していない。しかしながら、判決文においては、例えば、’282 号特許のクレーム 1,2,5 は

cDNA に関するものであると指摘されているため、上述の USPTO ガイドラインからも支持

される通り、cDNA について明確に限定されているクレームとして特許適格性があると判断

していると考えられる。 
 
7.2. 単離 DNA 及び cDNA 以外のクレームについて 
 本件判決文においても記載されているが、最高裁は、方法クレームについては判断してい

ない。しかしながら、上述の USPTO ガイドラインには、天然に存在する核酸を含む方法ク

レームについては、従来通り、既存のガイダンス MPEP2016 Patent Subject Matter Eligibility

の下で審査されることが記載されている。 
 最高裁は、BRCA1 及び BRCA2 遺伝子についての知識 (knowledge)の新しい適用

(application)についてのクレームの特許適格性についても審理していない。しかしながら、こ

れらのクレームは、その多くが無効を請求されていないことから、自然法則以上のものを追

加・適用しており、特許適格性を有していると考えられる。 
 

8. まとめ 
 遺伝子及び遺伝子がコードする情報は、周囲の遺伝子材料から単離されただけであるから、

101 条の特許適格性がない。 
 

以上 
 

参考 URL：http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf 
 


