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CAFC en banc 
 THERASENSE, INC. (NOW KNOWN AS ABBOTT DIABETES CARE, INC.)  

AND ABBOTT LABORATORIES,  
Plaintiffs-Appellants,  

v.  
BECTON, DICKINSON AND COMPANY, AND NOVA BIOMEDICAL CORPORATION, 

Defendants-Appellees,  
AND  

BAYER HEALTHCARE LLC, Defendant-Appellee.  

 

判決日 2011 年 5 月 25 日 

 

１．事件の背景 

 USP 5,820,551特許（以下、「551」特許という）は、糖尿病の管理のための使い捨て可能な血糖試

験片に関する。この試験片には、血液資料中の血糖レベルを測定するための電気化学的センサーが設け

られており、血液が試験片に接触したときに、血中の糖は当該試験片上の酵素と反応し、糖から酵素へ

移動した電子を、メディエーターが当該試験片上で電極に移動させる。その後、当該試験片から、電流

に基づいて糖の濃度を測定する糖測定器（a glucose meter）に電子が流れる。551特許は、電極を覆う

メンブレン（膜）なしで、全血を試験する電気化学センサーを有する試験片をクレームしている。 

1. A single use disposable electrode strip for attachment to the signal readout circuitry of a 

sensor to detect a current representative of the concentration of a compound in a drop of a 

whole blood sample comprising:  

a) an elongated support having a substantially flat, planar surface, adapted for releasable 

attachment to said readout circuitry;  

b) a first conductor extending along said surface and comprising a conductive element for 

connection to said readout circuitry;  

c) an active electrode on said strip in electrical contact with said first conductor and positioned 

to contact said whole blood sample;  

d) a second conductor extending along said surface comprising a conductive element for 

connection to said read out circuitry; and  

e) a reference counter electrode in electrical contact with said second conductor and positioned 

to contact said whole blood sample,  

wherein said active electrode is configured to be exposed to said whole blood sample without 

an intervening membrane or other whole blood filtering member . . . .  

 ここで、「全血」はクレーム中で重要な用語であり、赤血球を含めて、すべての成分を含有する血液

を意味している。 

 従来の幾つかのセンサーでは、出願当時の遅いメディエーターが糖の速いインフラックスに対処でき

なかったため、電極への糖の流れを制御する拡散制限（diffusion-limiting）膜を用いていた。また、別の
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従来のセンサーでは、赤血球が活性電極に付着し、電極への電子の流れを妨害する「汚染（fouling）」

が起こらないように、糖は通すが赤血球は通さない保護膜が用いられていた。 

 Abbott社は、1984年にこの出願をしたが、以下のような保護膜についての記載がある自社のU.S. 

Patent No. 4,545,382（以下、「382特許」という。）に基づいて、予測可能性がある、自明であるとい

う拒絶理由通知を何度も受けている。 

“Optionally, but preferably when being used on live blood, a protective membrane surrounds 

both the enzyme and the mediator layers, permeable to water and glucose molecules.” Col.4 

ll.63-66. “Live blood” refers to blood within a body.  

 1997年に、メンブレンを必要としない新たなクレームが審査官に示され、保護膜を必要とする382特

許に基づく拒絶理由は解消されたとの主張がされた。 審査官は、先行技術がその当時、メンブレンを

必要としていたことを示すaffidavitを要求し、affidavitが提出された。 

 一方、382特許の対応欧州出願EP 0 078 636（以下、「EP ’636」という。）の審査中に、ドイツの引

例D1との差異を明確にするために、欧州の代理人が以下のように述べていた。 

 Contrary to the semipermeable membrane of D1, the protective membrane optionally utilized 

with the glucose sensor of the patent is [sic] suit is not controlling the permeability of the 

substrate . . . .  

 そして、本件特許明細書のカラム5、30～33行目には、“Optionally, but preferably when being 

used on live blood, a protective membrane surrounds both the enzyme and the mediator layers, 

permeable to water and glucose molecules.”という記載がある。さらに、本件特許のクレーム

10には、水と糖とを通過させる保護膜が存在している。 

 このため、本件特許では、in vivoでの測定において、大きな粒子による妨害を受けることな

く測定を行うための膜の目的が問題となった。 

 

２．争 点 

 以上の経過の下で、欧州特許出願の審査中に行われた陳述を、本件特許の審査中に開示しなかったこ

とが不公正行為に該当するか否かが争点となった。 

 従来、不公正行為の認定基準として、①特許性の判断において、問題の行為がどの程度重要か（重要

性，materiality）②問題の行為において、USPTO(特許商標庁)を欺く意図があったか（欺く意図，intent）

③「重要性」と「欺く意図」の比較考量(balancing of materiality and intent)の３つの基準があった。 

 2011 年 5 月 25 日の CAFC 大法廷判決では、上記①と②の認定基準を引上げ、①と②の基準は各々独

立したものであり③の比較考量は行わない、とする基準に修正した。 

 

３．裁判所の判断 

（3-1）特許性の判断において問題の行為がどの程度重要か(重要性，materiality)について 

（１）従来の基準 

 原則は、US CFR 1.56（特許規則 1.56）に規定される基準である。すなわち、「情報が累積的なもの

ではなく、①その情報のみで、若しくは他の情報との組合せにより、一見して(prima facie)クレームに

特許性がないとされる場合、又は②特許性を満たさないとする見解に反論する出願人の主張や、特許性

を満たすとする出願人の主張に、逆行する若しくは矛盾する場合」に、その情報は特許性において重要
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とされる。実務上、クレームの記載内容に少しでも関連しそうな情報は、重要とされる可能性があった。 

（２）修正後の基準 

 "but –for materiality"の基準となった。これは、「USPTO が知っていれば、当該特許のクレームを許可

することはなかった」とする基準であり、重要性の認定基準は引上げられた。 

（３）修正後の基準を適用しない例外 

 極めて悪質な行為(Egregious misconduct)、例えば、偽証，偽りの証拠の作成等があった場合には、

修正後の基準は適用されない。 

（４）上記「修正後の基準」を支持した多数派の判決に対する反対意見 

 「従来通り、CFR 1.56（特許規則 1.56）に規定される基準を採用すべき」との反対意見が出されて

いる。 

 

（3-2）特許性の判断において、詐欺の意図（intent to deceive）があったかについて 

（１）従来の基準 

 「ある情報の重要性が高い、すなわち、ある情報がクレームの特許性に直接的な影響を与えるこ

とが示された場合には、権利者（出願人）がその情報を提出しなかった合理的理由を説明しない限

り、詐欺の意図が推論される」というルール（ルール 1）と、「重要性と詐欺の意図とは別個独立の

要件であり、被疑侵害者が各要件を別個独立に立証しなければならない」というルール（ルール 2）

とが並存していた。 

（２）修正後の基準 

 「明白かつ確実な証拠（clear and convincing evidence）」の基準 

 「知るべきであった基準（”should have known” standard）」に基づく重過失（gross negligence）

又は過失（negligence）の立証だけでは、「詐欺の意図」を立証するには不十分である。侵害者と

疑われる者が、「①出願人がその情報を現に知っており、②その情報が重要であり、かつ③その情

報を隠匿する決断をしたこと」をもって、「明白かつ確実な証拠」の基準で立証しなければならな

い。 

（３）採用されたルール 

 本件では、連邦地裁は、欧州特許庁に提出した書面を提出しなかったことについて Abbott 社が

誠実に説明を行わなかったことを理由に詐欺の意図を認定した。 

 しかし、CAFC は、「特許権者は、被疑侵害者がまず詐欺の意図を『明白かつ確実な証拠』の基

準で立証しない限り、情報の誤開示又は不開示の誠実説明をする必要はない。」と述べて、連邦地

裁の判断を覆した。さらに、「地裁は、詐欺の意図の認定にあたり、「知るべきだった」という過失

基準（”should have known” negligence standard）を適用したが、本判決で示された基準（knowing 

and deliberate standard）に基づいて詐欺の意図を認定していないため、当裁判所は連邦地裁によ

る詐欺の意図の認定を認めない」と判示した。そして、差戻審において、「Sanghera 博士又は Pope

弁護士が欧州特許庁に提出した書面を知っており、その重要性を知っており、かつ、特許商標庁を

欺くためにその書面を提出しないと決断した旨の『明白かつ確実な証拠』が存在するかどうかを判

断する」ことを求めた。 

 以上から、上述した並存する 2 つのルールのうち、ルール 1 は適用できず、ルール 2 を適用すべ

きことが明確になった。 
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（3-3）「重要性」と「欺く意図」の比較考量 (balancing of materiality and intent) について 

（１）従来 

 不公正行為の判断における「欺く意図」と「重要性」の基準は、時がたつにつれて変動し、CAFC が

「意図」の要件を満たす基準を低く認定する（著しい怠慢、さらには単なる怠慢で足りるとした例；

Driscoll v. Cebalo, 731 F.2d 878, 885; Orthopedic Equip. Co., Inc. v. All Orthopedic Appliances, Inc., 707 

F.2d 1376, 1383-84）、「重要性」を広く認める（"reasonable examiner" 基準；Am. Hoist & Derrick Co. v. 

Sowa & Sons, Inc., 725 F.2d 1350, 1362; 37 C.F.R. § 1.56）ケースがあった。 

 そして、CAFC が「意図」と「重要性」とを一緒にして「スライド制（sliding scale）」を持ち出した

ことにより、不公正行為を立証するために必要な主張がさらに緩和された（Am. Hoist, 725 F.2d at 1362）。

不公正行為論における上記の修正は、重要性を示す強力な証拠があれば意図の立証に必要な証拠レベル

は低くなり、その逆も同様とすることにより、特許を権利行使不可とするものであった。その結果、「意

図」の基準と「重要性」との基準が合成され、希釈された。 

 

（２）修正後の基準 

 判決は、概ね以下のように述べて「スライド制」を禁止した。 

 「意図」と「重要性」とは別個の要件である（Hoffmann-La Roche, Inc. v. Promega Corp., 323 F.3d 1354, 

1359）。重要性の主張が強力なら意図の主張が弱くても十分となり得る（逆も同様）とする「スライド

制」を、用いてはならない。また、「重要性」のみから「意図」を推測してはならない。欺く意図を示

す証拠の重みは、その証拠の（その証拠が特許性の判断に及ぼす）「重要性」とは独立のものである。 

 なお、欺く意図を示す直接的な証拠が得られることは稀であるため、間接的証拠や状況証拠から意図

を推察することは可能である。ただし、「明白かつ確実な証拠（clear and convincing evidence）」基準

を満たすためには、欺く意図が「その証拠から導き出し得る単一の、最も妥当な推論」でなくてはなら

ない。したがって、幾通りかの推論が可能であれば、欺く意図を見出したことにはならない。 

 不公正行為であることの立証責任は、それを主張する側にある。特許権者は、まず被疑侵害者の側が

「明白かつ確実な証拠」レベルで欺く意図の存在を証明しない限り、誠実な説明の提供を求められるこ

とはない。重要な証拠の提出を差し控えたことにつき誠実な説明を行わなかったことは、そのこと自体

は、欺く意図を証明するものではない。 

 

４．今後の実務への影響について 

 今後の特許侵害訴訟の不公正行為の認定において、今回の CAFC 判決で「重要性，materiality」と「欺

く意図，intent」の認定基準が引上げられたことから、不公正行為は認定され難くなると予想される。

不公正行為の立証のハードルが上がるという点で特許権者側にはありがたく、また不公正行為と判断さ

れるかどうかの予測性が高まる点において攻防両者にとって歓迎すべき結論であると考える。 

 また、米国以外の国における審査の中で述べた事項が、米国の特許の有効性に影響を与えることは、

パリ条約上からも問題がある。今回の判決で、他国の審査中に述べた事項を開示しないことが不公正行

為にならないことが明確にされたことは当然と言えよう。 

 なお、審査段階においても、提出すべき IDS の対象となる文献等は減るものと予想されるが、最高裁

判所での更なる検討結果や USPTO における新たな基準が明確になるまでは、今までの基準に従った方

が安全と思われる。 

    （文責：外国情報部米国部 柴田富士子、大井道子、窪田稚之） 

 参考 URL:  http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/08-1511.pdf 
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