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CAFC判決2008-1073 

Boston Scientific Scimed, Inc. and Boston Scientific Corporation  
v. Cordis Corporation and Johnson & Johnson, Inc. 

2009 年 1 月 15 日判決 
 
１．事件の経緯 
 Cordis Corporation and Johnson & Johnson, Inc. (以下 “Cordis”という)は、Boston 
Scientific Scimed, Inc. and Boston Scientific Corporation (以下 “Boston”という)の特許

6,120,536 号（以下 536 号特許という）のクレーム 8 は有効であり、Cordis の製品は同

特許を侵害するとした、Delaware 地裁の判決を不服として CAFC に提訴した。訴えの

理由は、裁判所が、陪審の当該特許は自明でない及び Cordis 製品は同特許を侵害すると

する評決を認めたことは、その判断を誤ったものであるというものであり、Cordis は判

決の破棄を求め控訴したものである（地裁判決：2007 年 9 月 24 日）。CAFC に対する控

訴ではクレーム 8 のみを控訴の対象としている。 
 
２．事件の背景 
（１）地裁での審理 
 Boston は抗血栓性表面を持つ薬剤溶出拡張ステントに関する 536 号特許を保有する。

Boston は、Cordis の Cypher ステントは 536 号特許、中でもクレーム 8 を侵害するとし

て 2003 年 3 月に Cordis を提訴した。Boston の 536 号特許のクレーム 8 は、クレーム 6
に従属し、クレーム 6 はクレーム 1 に従属する。クレーム 1、6、及び 8 は以下の通りで

ある。 
Claim 1. A medical device having at least a portion which is implantable into the body of a 

patient, wherein at least a part of the device portion is metallic and at least part 
of the metallic device portion is covered with a coating for release of at least one 
biologically active material, wherein said coating comprises an undercoat 
comprising a hydrophobic elastomeric material incorporating an amount of 
biologically active material therein for timed release therefrom, and wherein said 
coating further comprises a topcoat which at least partially covers the undercoat, 
said topcoat comprising a biostable, non-thrombogenic material which provides 
long term non-thromobogenicity to the device portion during and after release of 
the biologically active material, and wherein said topcoat is substantially free of 
an elutable material.  

Claim 6. The device of claim 1 wherein the medical device is an expandable stent.  
Claim 8. The device of claim 6 wherein the stent comprises a tubular body having open 

ends and an open lattice sidewall structure and wherein the coating conforms to 
said sidewall structure in a manner that preserves said open lattice. 
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（和訳） 
クレーム 1：患者の体内に埋込み可能な少なくとも部分を持つ医療用装置であり、前記

装置の部分の少なくとも一部は金属製であり、その装置の部品の少なくとも一

部は少なくとも生物活性材料の放出のための被膜で覆われており、前記被膜は、

該被膜からその放出時間を予定した生物活性材料のある量を含む疎水性弾性

材料を含む下層被膜を含み、及び前記被膜は下層被膜を少なくとも部分的に覆

おうトップ被膜を更に含み、前記トップ被膜は、生物活性材料の放出の間及び

放出後に前記装置の部分の血栓形成を長期に防ぐ、生物学的に安定した非血栓

性材料を含み、及び前記トップ被膜は実質的に溶出材料を含まない、前記医療

用装置。 
クレーム 6：前記医療用装置は拡張可能なステントである、請求項１の装置。 
クレーム 8：前記ステントが開口末端及び窓の開いた格子状側面構造を持つ管状躯体を

有し、及び被膜は前記窓の開いた格子を維持する様な方法で前記側面構造に塗

布される、請求項６の装置。 
 
 Cordis の製品 Cypher は薬剤溶出可能な拡張ステントであり、薬剤を含む下層被膜及

び薬剤を含まないがポリマー及び 2 つの溶解剤を含むトップ被膜の２層よりなるステン

トである。Cordis は、Wolff (U.S. Patent 5,545,208)及び Domb(U.S. Patent5,512,055)他
を引用して 536 号特許のクレーム８は自明であり、無効であると主張した。 
 地裁は、「Domb は食道用ステントであり、金属ステントを教示していない。Wolff は
２層被膜の金属製ステントを開示していない。また Wolff 特許の譲受人はステントを譲

受後 10 年以上 Boston のクレーム 8 に相当するステントを製造していないから、二次的

考察に相当する理由もない。したがって、536 号特許のクレーム 8 は非自明であり、有

効である。よって Cordis 製品 Cypher は 536 号特許のクレーム 8 を侵害する」とした。 
 
３．CAFC の 536 号特許の有効性についての判断 
 クレーム 8 は窓の開いた格子構造を持つ金属性ステントに関するものであり、このス

テントは下層被膜は薬剤を含む下層被覆と、薬剤を含まず非血栓性トップ被覆をと含む。

Boston が認めるように Wolff はクレーム 8 の限定の殆どを含む、窓の開いた格子構造を

持つ金属性ステントを開示している。 
 Wolff はまた、薬剤を含む下層被膜及びトップ被膜を含むステントを開示している。図

3B では、「第 2 のポリマー層 15」により覆われたポリマーからなる「層 14」が示され

ている。更に、明細書には図 3B に示すステントは一つの又は幾つかのポリマー層から

なっても良いことが記載されている。図 3B は 2 層のポリマー、ステント自身及び単層

被膜しか示していないが、明細書は明らかに幾つかの又は 2 より多いポリマー層の使用

を意図している。このことは、少なくとも 2 つの被膜を考慮していることを意味する。 
 Wolff はまた、トップ被膜は非血栓性であることを開示する。「バリア被膜 15 はシリコ

ン又はポリウレタンのように簡単であっても良く」、これら２つの材料は通常非血栓性で

ある。Boston が主張するように、シリコン又はポリウレタンが固有に非血栓性でないと

しても、Wolff は明らかにトップ被膜は非血栓性であると考えている。換言すると、血栓

を減少させるための血栓凝固溶解薬剤の溶液を使用することに加えて、血栓を減少させ

るために、Wolff はステントの設計を利用することを考慮しており、それにはシリコン又

はポリウレタンのトップ被膜を含むと考えられる。 
 Bostonは、Wolffは、薬剤を含むトップ被膜に対する本質的に薬剤を含まないトップ被
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膜の、非血栓性をもたらすという付加的利益を認識していないと主張する。しかし、Wolff
は当該クレームを非自明とするために、ある実施の態様における付加的利益を認識して

いる必要はない（下線は訳者が追記。以下同じ。）。先行特許が多数の効果を持つ組み合

わせを開示していることが、その特定の構成の持つ自明性を低減させることにはならな

い。これは本件において、特に当てはまる。その理由は当該クレームの構成は先行技術

により教示されると同じ目的に用いられているからである（Corkillにおいて、洗剤中で

脱水されたゼオライトが機能することを教示することに照らせば、発明者は数千の化合

物からクレームのゼオライトを選択したとしても、非自明を欠くという理由で拒絶され

る）。 
 上に説明した様に、Wolff はクレーム 8 の全ての限定を教示している。但し、全ての限

定が Wolff 特許に含まれている一つの実施の態様中にあるのではなく、隣接して示され

ている図で表わされる 2 つの別個の実施の態様に含まれている。このため、もし当業者

が予想される変形を実施することができるならば、103 条によりその特許性は否定され

るであろう。当裁判所は Cordis の、「当業者は Wolff の図３Ｂの実施の態様を、Wolff の
図 4 の実施の態様と組み合わせ、2 つの被膜層を持つ金属ステントに想到する動機付け

となったであろう」との主張に同意する。 
 先行特許に含まれる、互いに隣接した２つの実施の態様を組み合わせることは、発明

に必要な飛躍を必要としない。Cordisの図面と明細書に記載された様に、薬剤溶出ポリ

マー被膜を持つ金属ステントの被膜の符号は 14 であり、第２のポリマー層 15」で被膜

されている。そして、図 3Bは当該特許の図 4 の直下の位置にあるから、当業者は、図 4
の金属ステントを、薬剤を含むポリマー層 14 を含み、実質的に溶出材料を含まない図

3Bの層15の様に、第２のポリマー層で被膜することに対して動機付けされるであろう。

図 3Bのステントが、薬剤含有層と、薬剤の拡散を限定する層とによる利益を受けるのと

同様に、図 4 のステントも同様の 2 つの被膜層による利益を受け得るであろう。図 3B
及び図 4 に示される、薬剤溶出ポリマーが薬剤を含まないポリマーの第二の層で被膜さ

れた金属ステントはクレーム 8 を構成するものである。 
 非自明性の判断において、Wolffの二次的考察結果は弱いが、536 号特許のクレーム 8
を無効であることを示す強い疎明理由を否定するものではない。二次的考察による証拠

は、当該クレームが自明であるとする最終結論を覆すには不十分である（Leapfrog 
Enters., Inc. v. Fisher-Price, Inc.）。 
 以上より、他の引用文献との対比及び Cordis 製品 Cypher の侵害については議論しな

い。 
 
結論：地裁の判決を破棄する。 
 
 
 
 
 
 
 

 
４．コメント 
 同判決に見られる CAFC の非自明性判断での要点は、異なる文献ではなく、同一の文
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献の隣接する実施例を組み合わせて容易としていること、また組合せの動機付けに薬剤

の拡散を防ぐという同様の動機があったとしていること、また、二次的考察は、強い非

自明性の理由を阻却しないということかと思います（CAFC の判断中の各下線部分が該

当）。 
                
参考URL: http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1073.pdf 


