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血中の DNA を分離・濃縮する工程を含む発明を 

保護対象として認定したＣＡＦＣ判決の紹介 

ILLUMINA, INC., SEQUENOM, INC., 

 v.  

ARIOSA DIAGNOSTICS, INC., ROCHE 

SEQUENCING SOLUTIONS, INC., ROCHE 

MOLECULAR SYSTEMS, INC.,1 

 

判決日 2020 年 3 月 17 日 

判決文の変更 2020 年 8 月 3 日 

 

1．事案の概要 

Illumina, Inc.ら（以下、「Illumina ら」という）が、母体血液に含まれる胎児 DNA を濃縮する方法に係る特許

US9,580,751とUS9,738,931に基づいて、Roche Sequencing Solutions, Inc.ら（以下、「Rocheら」という）を訴えた

のに対し、これらの特許が 101 条を充たさないことにより無効である旨の summary judgment を求め、地裁は被

告（Roche ら）の主張を認めて’751 特許および’931 特許を無効と判断した。地裁判決に対して提起された

CAFC における本控訴審では、地裁の判決を破棄し、両特許は 101 条の特許適格性を充たすと判断した。 

本事件が米国連邦最高裁に上告された後、CAFC は本判決を一部変更するとともに、少数派判事による反

対意見を発行した。 

 

2．事案の背景 

（1） 特許の内容 

本件特許 US9,580,751 と US9,738,931 は、母体血液中に検出することのできる胎児の細胞外 DNA を遺伝

子診断等に利用する技術に関連しており、母体血液中に検出される細胞外DNAのほとんどは母体由来のも

のであって、少量しか存在しない胎児由来細胞外DNAを単離、解析することが困難であった問題を、母体由

来 DNA の大半は 500 塩基対超の長さを有しており、胎児由来 DNA の大半は 500 塩基対未満の長さを有し

ていることを発見したことを利用して、DNAの長さに基づいて母体血液中の胎児由来 DNA を分離、分析する

発明としたものである。 

                                                   
1 
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/19-1419.OPINION.8-3-2020_162953
7.pdf 
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US9,580,751 

Claim 1   

A method for preparing a deoxyribonucleic acid (DNA) fraction from a pregnant human female useful for 

analyzing a genetic locus involved in a fetal chromosomal aberration, comprising: 

    (a) extracting DNA from a substantially cell-free sample of blood plasma or blood serum of a pregnant 

human female to obtain extracellular circulatory fetal and maternal DNA fragments; 

    (b) producing a fraction of the DNA extracted in (a) by: 

        (i) size discrimination of extracellular circulatory DNA fragments, and 

        (ii) selectively removing the DNA fragments greater than approximately 500 base pairs, 

        wherein the DNA fraction after (b) comprises a plurality of genetic loci of the extracellular circulatory 

fetal and maternal DNA; and 

    (c) analyzing a genetic locus in the fraction of DNA produced in (b). 

 

US9,738,931 

Claim 1. 

A method, comprising: 

    (a) extracting DNA comprising maternal and fetal DNA fragments from a substantially cell-free sample of 

blood plasma or blood serum of a pregnant human female; 

    (b) producing a fraction of the DNA extracted in (a) by: 

        (i) size discrimination of extracellular circulatory fetal and maternal DNA fragments, and 

        (ii) selectively removing the DNA fragments greater than approximately 300 base pairs, 

    wherein the DNA fraction after (b) comprises extracellular circulatory fetal and maternal DNA fragments of 

approximately 300 base pairs and less and a plurality of genetic loci of the extracellular circulatory fetal 

and maternal DNA fragments; and 

    (c)  analyzing DNA fragments in the fraction of DNA produced in (b). 

 

（2）事件の背景 

原告（Illumina ら） 

Illumina, Inc.  

Sequenom, Inc. (特許の Assignee) 

 

被告（Roche ら） 

Ariosa Diagnostics, Inc., 

Roche Sequencing Solutions, Inc.,  

Roche MolecularSystems, Inc 
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原告（Illumina ら）が被告（Roche ら）に対して’751 特許および’931 特許に基づく特許侵害訴訟を地裁に提

起したところ、被告（Roche ら）はこれらの特許が 101 条を充たさないことにより無効である旨の summary 

judgment を求め、地裁は被告（Roche ら）の主張を認めて’751 特許および’931 特許を無効と判断した。 

本事案は、原告（Illumina ら）が当該地裁判決に対して提起した控訴審である。 

 

3．判決の要旨 

（1）争点 

 - - 本件特許の発明者らが、自然現象を発見した点については争いがない。争点は、特許が発見された自然

現象自体をクレームしているのか、発見した自然現象を利用した発明をクレームしているのか否か。 

 - - 本件特許の発明者らが発見した自然現象とは？ 

地裁： 胎児 DNA の「試験することが可能な量」または、当該胎児 DNA から得られた「試験結果」 

被告： （主張は一定しなかったが）明細書の表 1 に示された、母体血液中における胎児細胞外 DNA：母体

細胞外 DNA の「サイズ分布」、特に、両者を分ける決定的な線として、「500 塩基対」に注目する「サ

イズ分布」。 

原告： 「胎児由来無細胞 DNA は母体由来無細胞 DNA よりも短い傾向にあること」 

 

（2）結論 

- -  本件特許の発明者らが発見した自然現象とは、「胎児由来無細胞 DNA は母体由来無細胞 DNA よ

りも短い傾向にあること」（原告の主張どおり） 

 

- -  本件特許は自然現象自体を主題とするものではなく、2 段階テストの 1 段階目において、特許非適

格の主題に係るものではないと判断される。よって、101 条の要件を充足し有効である。 

 

［反対意見］ 

- -  本件特許は特許非適格の主題に係るものであり、クレームに特定される構成によって、特許可能な

主題に変換されていないから、101 条の要件を充足せず無効である。 

 

4．判断の詳細 

（1） 地裁の判断 

地裁は、2 段階テストの 1 段階目（発明が特許非適格な主題（自然現象）に係るものであるか否か/ 

whether the claims are “directed to”a patent ineligible concept, naturally occurring phenomena）について、

両特許は自然に発生している胎児DNAの試験から得られる結果に係るものであり、天然産物を何か新しい

ものに変換するものではないこと等を理由に、自然法則自体を主題とする発明に該当するとした。また、2段

階テストの 2 段階目（クレームが発明的概念を記述しているか/ whether the additional elements recited in 

the claim transform the nature of the claim into a patent-eligible application by reciting an inventive 

concept）について、クレームの規定する工程は、ルーチンで、従来から知られており、よく理解された方法で

あることなどを理由に、クレームは発明的概念を記載していないとし、両特許は 101 条の要件を充たさず無

効であるとした。 

 

（2） CAFC の判断（多数派 LOURIE 判事、MOORE 判事、反対意見 REYNA 判事） 

 判決文の変更によって、多数派の意見に若干変更（追記）があったものの、影響は軽微。 

 判決文の変更によって、少数派の意見が追記された。 

  

 



米国情報 

 
4 

ア 1 段階目のテスト（発明が特許非適格な主題（自然現象）に係るものであるか否か）について 

（ア） 本件発明は、診断方法または治療方法に係る発明ではなく、製造方法（method of preparation）の

発明である。最高裁判決 Mayo, 566 U.S. at 78 以降、Athena Diagnostics, Inc. v. Mayo 

Collaborative Servs., LLC, 927 F.3d 1333, 1352 (Fed. Cir. 2019)等にみられるように、診断方法は特

許適格がないと判断され、治療方法は特許適格があると判断されている。本件は診断方法また

は治療方法に係る発明ではなく、製造方法に係る発明であるから、Alice/Mayo テストにより判断

すべきものである。 

 

［反対意見］ 

2 段階テストの 1 段階目の判断は、クレームのカテゴリーに拘束されるべきものではない。当該判

断は、特許に係る工程が自然現象を「含む」か否かで判断され、クレームされた進歩(claimed 

advance)が自然現象自体であるかという観点でさらに検討されるべきである。本件特許に係る方

法に関連する物質はすべて天然に存在するものであり、クレームの工程はこれら物質を変更しな

いから、特許に係る工程は自然現象を含み、自然現象自体を主題とするものである。また、本件

特許のクレームされた進歩は、母体血液中の胎児無細胞DNAが母体無細胞DNAよりも短いとい

った自然現象の予想外の発見である点からも、上記判断は支持される。 

 

（イ） クレームにおいて胎児由来無細胞 DNA を濃縮するためのサイズ分画に使用する DNA サイズの

閾値（‘751特許では 500塩基対、‘931 特許では 300 塩基対）は、自然現象によって決定されてい

るわけではない。当該閾値は、もともとの血液試料よりも、胎児の遺伝子診断により有用な産物を

生む出すために人間によって設定されたパラメータである。 

 

［反対意見］ 

明細書には、本件発明の方法が既存の市販キットで実施可能であることが記載されており、上記

閾値の設定が人間によって設定されたパラメータであるという主張は明細書に裏付けられていな

い。 

 

（ウ） クレームは、天然の母体血液から、これと異なる組成を有するDNA画分を作り出すための物理的

な工程を規定している。 

 

［反対意見］ 

当該判断は 2 段階テストの 1 段階目のテストと 2 段階目のテストを合成したものとなっている。最

高裁の提示した 2 段階テストでは、2 段階目のテストにおいて、クレームの「物理的な工程」が、発

明を自然現象の単なる観察以上のものに変換しているか否かを判断することとなっている。 

 

（エ） 確かに、サイズ分画および選択的な DNA 除去は well-known and conventional であるが、

conventionalな分離技術をunconventionalに利用することは可能である。被告は、500塩基対また

は 300 塩基対という閾値を用いることが conventional であることを立証できていない。また、当該

主張は 2 段階テストの 2 段階目に関係するものであるが、1 段階目のテストには関係しない。 

 

［反対意見］ 

明細書には、本件発明の方法が既存のキットで実施可能であることが記載されており、本件発明

の方法が unconventional であるとは言えない。 
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イ 2 段階目のテスト（クレームが発明的概念を記述しているか） 

［多数意見］ 

1 段階目のテストで特許非適格の主題に係る発明でないと判断したので、判断不要。 

 

［反対意見］ 

クレームされた工程のそれぞれ、および組み合わせは新規なものではなく、明細書は本件特許が既

存の市販キットで実施可能であることを記載している。したがって、クレームは発明的概念を記述して

いない。 

 

ウ 従来裁判例との対比 

（ア） ARIOSA DIAGNOSTICS, INC. V. SEQUENOM, INC., 788 F. 3D 1371 

US6258540 (特許適格性無し) 

Claim 1.  

A method for detecting a paternally inherited nucleic acid of fetal origin performed on a maternal 

serum or plasma sample from a pregnant female, which method comprises 

amplifying a paternally inherited nucleic acid from the serum or plasma sample and 

detecting the presence of a paternally inherited nucleic acid of fetal origin in the sample. 

 

（上記特許は、本事案と同じく SEQUENOM, INC による特許である。） 

本件特許とは異なり、特許適格性無しとされた上記特許は、試料が調製または抽出された後に、

自然現象を検出する方法に係るものである。本件特許は、試料調製の工程中に、天然のサイズ

分布を利用するものであり、発見された自然現象を分析する方法に係るものではない。 

 

［反対意見］ 

明細書中に驚くべき発見として記載されているのは自然現象自体のみである点で、上記特許と

本件特許は共通している。 

 

（イ） Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 569 U.S. 576, 580 (2013) 

US5747282(特許適格性無し) 

Claim 1. An isolated DNA coding for a BRCA1 polypeptide, said polypeptide having the amino acid 

sequence set forth in SEQ ID NO:2. 

本件特許とは異なり、特許適格性無しとされた上記特許は、単離された DNA 自体に係るもので

ある。本件特許は、単離された胎児 DNA 自体に係るものではなく、胎児 DNA を濃縮するために、

非胎児 DNA を選択的に除去する方法に係るものである。 

 

［反対意見］ 

発明のカテゴリーの差異のみに基づく判断は誤りである。 

 

（ウ） Rapid Litig. Mgmt. Ltd. v. Cellzdirect, Inc. 827 F.3d 1042 (Fed. Cir. 2016) 

US7604929(特許適格性有り) 

Claim 1. 

A method of producing a desired preparation of multi-cryopreserved hepatocytes, said 

hepatocytes, being capable of being frozen and thawed at least two times, and in which greater 
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than 70% of the hepatocytes of said preparation are viable after the final thaw, said method 

comprising: 

(A) subjecting hepatocytes that have been frozen and thawed to density gradient fractionation 

to separate viable hepatocytes from non-viable hepatocytes, 

(B) recovering the separated viable hepatocytes, and 

(C) cryopreserving the recovered viable hepatocytes to thereby form said desired preparation 

of hepatocytes without requiring a density gradient step after thawing the hepatocytes for 

the second time, wherein the hepatocytes are not plated between the first and second 

cryopreservations, and wherein greater than 70% of the hepatocytes of said preparation are 

viable after the final thaw. 

 

特許適格性有りとされた上記特許は、肝細胞の特定の画分は凍結融解に耐性があるという発

見に基づいてなされた、肝細胞を保存するための改善された工程に係る発明を特許したもので

ある。本件特許においても、発明者らは、発見した自然現象から、胎児 DNA が濃縮された画分

を製造するための物理的な工程を含む方法を発明した。 

 

［反対意見］ 

上記特許は新規の研究用技術を提供するものである。一方、本件特許は何ら新規の工程を提

供しない。 

 

5． 実務上の指針 

（1） 本件でも判事の意見が割れたように、新規の自然現象の発見に基づいた発明について、101条の特許

適格性がどのように判断されるのかは予測が困難である。反対意見のように2段階テストの適用にお

いて、1段階目のテストで「claimed advance」を検討する方法では、2段階目のテストとの区別が不明確

となる印象を受ける。裁判での判断が多様となり得ることを前提に、様々な記載様式による特許保護を

目指すのがよいと思われる。 

（2） クレーム末尾が「診断方法」である場合は適格性が認められない可能性が高いため避けるべきであ

る。 

（3） 人為的に設定するパラメータ、新規の工程を発明の構成に含めると、特許適格性が認められる可能性

が高くなると思われる。 

 

以上 
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