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Mayo vs. Prometheus
Justice Breyer
特許法第１０１条は特許可能な主題を定義している。条文は以下の通りである。
「何らかの新規かつ有用な、方法、機械、製造物、組成物、またはそれらに関する何ら
かの新規かつ有用な改良を発明または発見した者は、本法の定める条件および要求にした
がって、それについての特許を取得することができる。」
最高裁判所は長く、この規定は重要な暗黙の例外を含むと判示してきた。「『自然法則、
自然現象、及び抽象的思想』は特許を受けることができない。」Diamond v. Diehr, 450 U.
S. 175, 185 (1981);さらに、 Bilski v. Kappos, 561 U. S. ___, ___ (2010) (slip op., at 5);

Diamond v. Chakrabarty, 447 U. S. 303, 309 (1980); Le Roy v. Tatham, 14 How. 156,
175 (1853); O’Reilly v. Morse, 15 How. 62, 112–120 (1854); cf. Neilson v. Harford,
Webster’s Patent Cases 295, 371 (1841)（同じ論点を扱ったイギリスの事件）を参照。こ
のため、最高裁判所は、「地中に見出された新たな鉱物又は野生で見出された新たな植物
は特許可能な主題ではない。同様に、アインシュタインは有名なE=mc2の法則で特許をとる
ことはできない；ニュートンは重力の法則で特許をとることはできなかった。このような
発見は『自然の発現であり…全ての人に開放され、誰かに排他的に保存されているもので
はない』」と述べている Chakrabarty, supra, 309 (Funk Brothers Seed Co. v. Kalo

Inoculant Co., 333 U. S. 127, 130 (1948)を引用)。
「発見されたばかりであっても、自然現象、心理的プロセス及び抽象的知的概念は科学

及び技術的作業の基本的な道具であり、従って特許適格性を欠く」Gottschalk v.

Benson, 409 U. S. 63, 67 (1972)。特許付与によるこのようなツールの独占は革新を促
進するよりも阻害することになるであろう。
しかしながら最高裁判所は、このような例外の原則をあまりに広く解釈することは特
許法を骨抜きにしかねないと認識している。なぜなら全ての発明はあるレベルで、自然
法則、自然現象または抽象的思想を具体化し、利用し、反映し、基礎とし又は適用して
いるからである。このため、Diehr 事件において最高裁判所は「プロセスは、自然法則
又は数学的アルゴリズムを含んでいるというだけで特許不可能になるわけではない」と
指摘した。450 U. S., 187 (Parker v. Flook, 437 U. S. 584, 590 (1978)を引用)。さらに、
「公知の構造又はプロセスに自然法則又は数学式を適用することは、特許保護の対象と
なりうる」と付加えている。上記 Diehr、 187。さらに、最高裁判所は Mackay Radio

& Telegraph Co. v. Radio Corp. of America, 306 U. S. 86 (1939)事件における Stone 判
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示の同様の見解を強調した：
「『科学的な真実、又はその数学的表現は特許可能な発明ではないが、科学的真実の
知識を助けとして創造された新規かつ有用な構造は特許可能でありうる』」450 U. S.,
188 (上記 Mackay Radio 94 を引用)。
「もし発明が［自然法則の発見から］来る
さらに、上記 Funk Brothers, 130 を参照（
とすれば、これは自然法則を新規かつ有用な目的で適用したところから来るはずであ
る」）
。
それでもなお、最高裁判所は、特許不可能な自然法則を、その法則の特許適格性のあ
る応用に変形するには、単に自然法則を述べて『適用する』という語を付加する以上のも
のが必要であることを明確にしている。例えば、上記 Benson、71–72 を参照。

本件はこれらの基本的な原則の交差する点にある。本件は、自己免疫疾患の患者をチ
オプリン薬剤で治療する医師が、所与の投与レベルが低すぎるか高すぎるかを判断する
支援となるプロセスをカバーした特許クレームに関する。クレームは、あるチオプリン
代謝物の血中濃度と、薬剤の投与量が効果なしとなるか又は有害な副作用をもたらすか
との関係を説明する自然法則を適用しようとするものである。クレームされたプロセス
が、特許不可能な自然法則を、これらの法則の特許適格性を有する応用に変形させたか
否かを判断しなければならない。当審の結論は、否であり、したがってこれらのプロセ
スは特許可能でない。
この結論は、最高裁判所の先例に照らして、対象となった特定のクレームを検討した
結果に基づく。これらの先例は、特許法を、「［自然法則に対する］特許禁止のもとと
なる原則」を基準とせずに特許適格性が「起草者の腕にのみ依存」するようなやり方で
解釈することのないよう警告している。上記Flook、593。これらは自然法則の利用をあ
まりに広く占有するようなプロセスをクレームする特許を支持しないよう警告してい
る。上記Morse、112– 120; 上記Benson、71–72。さらにこれらは、自然法則の利用
に焦点を当てるプロセスは、特許が実際に、自然法則そのものの特許よりも重要なもの
をもたらすことが確実であるような、時として「発明的概念」と呼ばれる他の要素又は
要素の組合せを含んでいなければならない、と主張する。上記Flook、594;さらに、上
記Bilski、 ___ (slip op., 14)（「抽象的思想への特許の禁止は『その式を特定の技術

的環境に限定しようとする試みによって』又は『重要でない解決後の行為によって』
回避することはできない」（上記Diehr、191–192を引用））。
ここで争点となっているプロセスクレームはこれらの条件を満足しない。特に、クレー
ムされたプロセスのステップは、（自然法則そのものは別として）この分野の研究者がそれ
まで従事してきた十分に理解され、決まり切った慣用の行為に関わる。同時に、特許を維
持することはもととなる自然法則の利用を不釣り合いなほどに拘束し、さらなる発見をす
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るためにそれらを利用することを妨げる。
I
A
審理の対象となっている特許は、クローン病及び潰瘍性大腸炎等の自己免疫性疾患の治
療におけるチオプリン薬剤の利用に関するものである。患者がチオプリン薬剤を摂取する
と、体内でこの薬剤を代謝して、血中に代謝物ができる。チオプリン化合物の代謝の仕方
は人によって異なるので、同じ投与量のチオプリン薬剤でも人により効果が異なり、ある
患者に所与の投与量が高すぎて有害な副作用が出るか、低すぎて効果が出ないかを医師が
判断するのは困難であった。
本件特許に具体化された発見がなされた時点で、科学者はすでに、６－チオグアニン及
びそのヌクレオチド（６－ＴＧ）と６－メチル－メルカトプリン（６－ＭＭＰ）とを含む
ある種の代謝物の患者血中レベルが、チオプリン薬剤の特定の投与量が有害か、効果なし
かの可能性に相関があると理解していた。米国特許第 6,355,623 号、第８欄第３７－４０行、
2. App. 10 を参照（「これまでの研究から、６－ＭＰ代謝物レベルがアザチオプリン又は６
－ＭＰの臨床的効果及び許容量の予測に利用可能であることが示唆されている」（Cuffari,

Théorêt, Latour, & Seidman, 6-Mercaptopurine Metabolism in Crohn’s Disease:
Correlation with Efficacy and Toxicity,39 Gut 401 (1996)を引用））。しかしながら、こ
の分野の人々は、代謝物のレベルと害、又は無効の可能性との正確な相関関係を知らな
かった。争点となっている特許クレームは、これらの相関関係をある程度の正確さで特
定し、研究者の知見を具体化したプロセスを記載している。
具体的には、これらの特許、米国特許第 6,355,623 号（’623 号特許）及び米国特許第
6,680,302 号(‘302 号特許)は、あるレベル（８×１０８赤血球あたりそれぞれ４００及び
７０００ピコモル）を超える、患者血中の６－ＴＧ又は６－ＭＭＰ代謝物濃度は、投与
量が患者に対しおそらく高すぎることを示し、その一方で、あるレベル（８×１０８赤
血球あたり約２３０ピコモル）より低い６－ＴＧ代謝物濃度は、投与量がおそらく低す
ぎて効果がないことを示す、という知見を具体化している。
特許クレームはこの研究を一組のプロセスとして具体化しようとしている。連邦巡回
裁判所と同様に、クレームされたプロセスの１つを記載した’623 号特許のクレーム１を
代表的なものとして採りあげる。
「免疫介在性胃腸疾患の治療の治癒効果を最適化する方法であって：
（ａ）前記免疫介在性胃腸疾患の患者に６－チオグアニンを与える薬剤を投与するステ
ップと；
（ｂ）前記免疫介在性胃腸疾患の患者の６－チオグアニンレベルを測定するステップと
を含み；
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８×１０８赤血球細胞あたり約２３０pmol 未満の６－チオグアニンレベルは、前記患者
にその後投与すべき前記薬剤の量を増加させる必要を示し、
８×１０８赤血球細胞あたり約４００pmol を超える６－チオグアニンレベルは、前記患
者にその後投与すべき前記薬剤の量を減少させる必要を示す、方法。」’623 号特許、第２

０欄第１０－２０行、2 App. 16。
ここでの目的に関しては、特許の他のクレームもクレーム１から大きく異ならないと
仮定する。
B
答弁者、Prometheus Laboratories, Inc. (Prometheus)は、’623 号特許及び’302 号特
許の唯一の専用実施権者である。Prometheus は特許が記載するプロセスを具体化した
診断用テストを販売している。
申立人 Mayo Clinic Rochester 及び Mayo Collaborative
Services（Mayo と総称する）は、しばらくの間これらのテストを購入し利用していた。
しかし、２００４年に Mayo はそれ自身のテストを利用し販売すると通告した。このテ
ストは有害性を判断するのにより高い代謝物レベルを利用したものである（８×１０８
赤血球あたり６－ＴＧで４５０ピコモル、８×１０８赤血球あたり６－ＭＭＰで５７０
０ピコモル）
。Prometheus は特許侵害を主張してこの訴訟を提起した。
地方裁判所は Mayo のテストが’623 号特許のクレーム７を侵害すると認定した。App.
to Pet. for Cert. 110a– 115a。クレーム解釈にあたって、裁判所は、Mayo のテストの
毒性リスクレベルの数字とクレームとは非常に近く、テストを大きく変えるものではな
いという Prometheus の見解を受入れた。Mayo が用いた数字（４５０）はクレームが
用いた数字（４００）とあまりに近いので、所与の適切な誤差マージンを考えれば問題
にならない。同上、98a–107a。地方裁判所はまた、Mayo のテストを利用する医師は、
そのテストに照らして実際に治療上の判断を変えなかったとしても、特許を侵害する可
能性がある、という Prometheus の見解を受入れた。こうするにあたって、裁判所は「減
少させる必要（又は「増加させる」）というクレームの文言を、テスト結果がそのような

調整が望ましいと示唆している場合に医師が実際に投与レベルを減少させる（又は増加
させる）事例には限られないと解釈した。同上、107a–109a。さらに、答弁者書面 i（ク
レームされたプロセスを「個別化された代謝物測定値を用いて…チオプリンの…投与量
調整に…情報を与える…ことにより治療を改善する」方法と説明）を参照。
それにもかかわらず、地方裁判所は最終的には Mayo に好意的な略式判決を出した。
地方裁判所は、特許は事実上自然法則と自然現象、すなわちチオプリン代謝物レベルと
チオプリン薬剤の投与量の毒性及び効果との相関関係をクレームしており、従って特許
可能でないと理由づけた。App. to Pet. for Cert. 50a–83a。
控訴審で、連邦巡回裁判所はこれを覆した。連邦巡回裁判所は、これら自然の相関関
4
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係に加えて、クレームされたプロセスは（１）患者に「［チオプリン］薬剤を投与する」
ステップと（２）
「［結果として生じる代謝物の］レベルを測定するステップとを含んで
いると指摘した。巡回裁判所の説明によれば、これらのステップは人体又は人体から採
取した血液の変形を含む。従って、特許は巡回裁判所による「機械又は変形のテスト」
に合格し、裁判所はこれを、「特許による独占をかなり明瞭な境界に制限する」に十分
であると考え、クレームが第１０１条に従っているとした。581 F. 3d 1336, 1345,
1346–1347 (2009)（中の引用符は省略）。
Mayo は裁量上訴を申立てた。最高裁判所はこの申立てを認め、判決を破棄し、この
事件を、「機械又は変形のテスト」は特許適格性の決定的なテストではなく、重要で有
益な手掛かりに過ぎないことを明確にした Bilski, 561 U. S. ___事件に照らして再考慮
するようこれを差し戻した。同上、___–___ (slip op., at 7–8)。差戻し審で、連邦巡回
裁判所は先の結論を再確認した。巡回裁判所は、「機械及び変形のテスト」が単に重要
で有益な手掛かりに過ぎないことを理解した上で、それでもなお、「クレームは自然法
則を包含せず自然の相関関係を占有しないという…明確かつ説得力のある結論につな
がった」と理解した。628 F. 3d 1347, 1355 (2010)。Mayo は再び裁量上訴を申立て、
最高裁判所はこれを認めた。
II
Prometheus の特許は自然法則を記載している‐すなわち、ある代謝物の血中濃度と
チオプリン薬剤の投与量が効果なしとわかるか又は害を及ぼすかの可能性との関係で
ある。例えば、クレーム１はもし（チオプリン薬剤のある投与量を摂取した患者の）血
中の６－ＴＧレベルが８×１０８赤血球細胞あたり約４００pmol を超える場合は、投与さ
れた薬剤はおそらく毒性のある副作用を生じさせると記載している。ある人にこの関係を
発現させる引き金としてヒトの行為（チオプリン薬剤の投与）が必要ではあるが、この関
係そのものは原理的に何ら人の行為とは関係なく存在する。この関係はチオプリン化合物
が体内で代謝される態様の結果であり、完全に自然のプロセスである。従って、この関係
を記載した特許は自然法則を述べている。
我々が直面する問題は、このクレームが有意に、単に自然の関係を記載したもの以上の
ものか否か、である。問題を明確にいえば、特許クレームが相関関係の記述に、記載した
プロセスに自然法則を応用した特許適格性を有するプロセスとしての資格を与えるに十分
な何物かを付加しているか、ということである。この問に対する答えは否である。
A
自然法則が特許可能でないなら、自然法則を記載したプロセスも、そのプロセスが自然
法則そのものを独占しようと意図した起草の努力以上のものであることを実際に確証させ
る付加的な特徴がない限り、特許可能ではない。例えば、特許は単に自然法則を記載し、
5
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それに「その法則を適用する」という指示を付加するだけであってはならない。線形加速
器のオペレータに、法則を基準にしてある質量がどれほどのエネルギを生じさせたか（ま
たはその逆であるか）を判断せよ、と述べただけのプロセスをクレームしても、アインシ
ュタインはあの有名な法則に特許を得ることはできなかったであろう。また、船大工に、
原理を基準にして物体が浮くかどうかを判断するよう述べただけのプロセスをクレームし
ても、アルキメデスは浮力の原理に特許を得ることはできなかったであろう。
では、これらのクレームに他の何があるか？各クレームが記載するプロセスは、この主
題に関心のある医師に、研究者が発見した相関関係について述べている。こうするにあた
って、プロセスは、「投与」するステップ、「測定」するステップ及び ”wherein”のステッ
プを記載している。これらの付加的なステップはそれら自体は自然の法則ではないが、ク
レームの性質を変えるに十分でもない。
第１に、「投与」するステップは単に、関連の聴衆、すなわちチオプリン薬剤である種の
疾患の患者を治療する医師に言及しているだけである。この聴衆は既存の聴衆である。医
師は誰かがこれらのクレームを主張するずっと以前から、自己免疫疾患の患者の治療にチ
オプリン薬剤を用いてきた。いずれにせよ、「抽象的思想への特許の禁止は『その式を

特定の技術的環境に限定しようとする試みによって』又は『重要でない解決後の行
為によって』回避することはできない」上記 Bilski、___ (slip op., at 14) (quoting

Diehr, 450 U. S., at 191– 192)。
第２に、”wherein”の句は単に医師に関連の自然法則について説明しているだけであ
り、せいぜい、患者の治療にあたってこれらの法則を勘案すべきと示唆しているだけで
ある。すなわち、これらの句は、関連の聴衆に、法則について述べるとともに、関連の
判断に関わる際にはこれらの法則を適切に用いるよう任せている（アインシュタインが
線形加速器のオペレータに基本的法則を説明し、関連のところではそれを使うよう任せ
るようなものである）
。
第３に、「測定」するステップは、医師又は研究所が望むどのようなプロセスによっ
てでもよいが、医師に血中の関連の代謝物レベルを測定するよう求める。特許に記載さ
れているように、代謝物レベルを測定する方法は技術分野で周知である。’623 号特許、
第９欄第１２－６５行、2 App. 11。実際、科学者は代謝レベルとチオプリン化合物の
有効性又は毒性との関係の調査の一部として、日常的に代謝物を測定していた。’623
号特許、第８欄第３７－４０行、同上、10。従って、このステップは医師に、この分野
で働く科学者がそれまで従事していた、良く理解された日常的な慣用の行為を行うよう
に求めている。純粋に「慣用又は自明」な「解決［前の］行為」は通常、特許不可能な
自然原則をそのような法則の特許適格性を有する応用に変形させるには不十分である。

Flook, 437 U. S., 590; さらに Bilski, 561 U. S., ___ (slip op., at 14)（「抽象的思想に対
する特許の禁止を…『重要でない解決後の行為』を付加することによって…『回避する
ことはできない』」
（上記 Diehrt 191–192 を引用）)。
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第４に、３つのステップを順序づけた組合せとして考えても、これらのステップを別
個に考慮した場合にすでに存在する自然法則に何物も付加しない。上記 Diehr 188 を参
照（「あるプロセスにおけるステップの新たな組合せは、組合せがなされる前に組合せ
の全ての構成要素が周知でありかつ慣用であったとしても、特許可能であり得る」）
。こ
れらの法則を利用しようとするものは誰でも、まず初めにチオプリン薬剤を投与し、結
果として生じる代謝物の濃度を測定しなければならない。従って、この組合せは、患者
の治療の際に適用可能な法則を適用するようにと医師に指示する以上の重要な事柄に
つながらない。
結論をいえば、３つのステップは単に、医者がデータを収集し、相関関係に照らしてそ
こから類推を引出すことができるだろう、と述べているにすぎない。問題をより簡潔にい
えば、クレームは関心のある聴衆に対しある自然法則の情報を与えている；付加的ステッ
プはいずれも、十分に理解され、科学界においてすでに行われている日常的で慣用の行為
からなる；これらのステップは、全体として見た場合、それらの部分を別個に見た場合の
和を超えるような重要なものを何ら付加しない。これらの理由により、これらのステップ
は特許不可能な自然の相関関係をこれら規則の特許可能な応用に変形するには不十分であ
ると信じる。

B
1
支配的な先例をより詳細に検討すれば、当審の結論が強化される。最も争点に近いの
は Diehr 事件及び Flook 事件であり、これらは最高裁判所が自然法則の均等物を具体
化したプロセスの特許適格性について正反対の結論に達した事件である。（特許適格性
を有すると判示された）Diehr のプロセスは、生の、硬化されていないゴムを様々な硬
化された成形品に成形する方法を記載していた。このプロセスは公知の数式であるアレ
ニウスの式を用いて、（型の内部の温度、ゴムが型の中にあった時間、及びゴムの厚さ
により）いつプレスを開成すべきかを判断していた。これは以下のステップの効果から
なる：
（１）型内部の温度を継続的に監視するステップと、
（２）結果として得られる数
値をコンピュータに送り、これがアレニウスの式を用いて型開成時期を連続して再計算
するステップと、（３）プレスを開成するよう「装置」に適切な瞬間に信号を送るよう
にコンピュータを構成するステップと、である。Diehr, 450 U. S., 177–179。
最高裁判所は、基本的な数式は、自然法則と同様に、特許可能でないと指摘している。
しかしながら、裁判所は、自然法則と同様、基本的な数学式は特許性を有していないと指
摘した。しかしながら、このプロセスの付加的ステップが、数式を全体としてのプロセス
に統合しているその方法により、裁判所はプロセス全体を特許適格性があると認めた。こ

れらのステップは、
「ゴムをプレスに入れ、モールドを閉成し、モールドの温度を常に判定
し、数式とディジタルコンピュータとを用いて適切な硬化時間を常に再計算し、適切な時
7
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間にプレスを自動的に開成する」ステップを含んでいた。同上、187。これら全てのステッ
プ、又は少なくともこれらのステップの組合せが、内容から自明である、すでに使用され
ている、又は純粋に慣用のものであることを示唆するものはなかった。従って特許権者は、
「数式の利用を占有しようと」するものではなく、「その数式を彼らがクレームしたプロセ
スの他のステップ全てと関連させて他者が利用することを排除しようするだけ」であった。
同上。これら他のステップは明らかに、特許法の観点からいえば重要性を有するものをこ
の数式に付加した－すなわちこれらがそのプロセスを数式の発明的な応用に変形したので
ある。
（特許可能でないと判示された）Flook のプロセスは、炭化水素の触媒転換において「警

告限界」を調整する方法を提供する。いくつかの動作条件（温度、圧力、流量等）が転
換プロセス中継続して監視され、それらがある「警告限界」を超えると、無効性又は危
険を信号で知らせる。クレームされたプロセスは、以下のステップを通して、これらの
警告限界を更新する改良されたシステムになる。すなわち（１）変数、例えば温度の現
在のレベルを測定するステップと、（２）一見したところ新規な数学的アルゴリズムを
用いて、現在の警告限界を計算するステップと、（３）新たな警告限界の値を反映させ
てシステムを調整するステップと、を含む。437 U. S., 585–587。
最高裁判所は、Diehr事件と同様に、基本的な数式は自然法則と同様に、特許不可能
であると指摘した。しかしながら、最高裁判所は、クレームされたプロセスは「更新さ
れた警告限界を計算するための「［特許可能でない］式を提供」する以上の何もしてい
ないと特徴づけた。上記Flook、586。Diehrのプロセスと異なり、これは「式の中で用
いられている変数がどのように選択されたかを説明しておらず、また［クレームは］作
用する化学的プロセス又は警告を設定するための、又は警告限界を調整するための手段
をなんら開示していない。」上記Diehr、at 192, n. 14; さらに Flook, 437 U. S., 586
を参照。このためプロセスの他のステップも、クレームを特定の応用に限定していない。
さらに、「炭化水素の触媒変換に関わる化学的プロセスは…化学的プロセスの変数を監
視し、警告限界を用いて警告を発するという実務と、警告限界の値を再計算し再調整し
なければならないという概念と、『自動監視‐警告』のためにコンピュータを用いるこ
ととを含み、これらは全て『周知』であるので、式を別にすれば、式のクレームされた
応用には何ら『発明の概念』がない。同上、594。「純粋に『慣用又は自明』な『解決
後の行為』は「特許不可能な原理を特許可能なプロセスに変形することはできない」と
裁判所は判示した。同上、589, 590。
当審に提示されたクレームは、
（特許適格性を有する）Diehr のクレームよりは弱く、
（特

許不可能である）Flook のクレームより強くはない。関連のある聴衆、すなわちチオプ
リン薬剤を投与する人を選ぶことを除き、クレームは医師に以下のことを伝えているだ
けである。すなわち（１）（何らかの方法で）関連の代謝物の現在のレベルを測定する
こと、
（２）特定の（特許不可能な）
（クレームが記載する）自然法則を用いて現在の毒
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性／無効性の限界を計算すること、及び（３）法則に照らして薬剤の投与量を再考慮す
ること、である。これらの指示は、この自然法則に、この分野で以前から行われている
良く理解された、日常的な慣用の行為以上のものを特に何も付加しない。さらに、これ
らは問題の法則を適用するために採らざるを得ないステップであるから、その効果は、
単に医師に対し、患者を治療する際に何らかの方法でその法則を適用せよと求めている
に過ぎない。Diehr のプロセスはそのようには特徴づけられていない。Flook はほぼ同
様の特徴である。
2
高いレベルで一般的に特定された慣用のステップを自然法則、自然現象及び抽象的思
想に単に付加してもこれらの法則、現象及び思想は特許可能にならないという見解に関
し、他の判例もさらなる支持を与える。最高裁判所は以前に、今問題となっているもの
と同様の法的問題を提起する特許クレームにかかるイギリスの事件、Neilson 事件を詳
細に議論している。ここで特許出願人は以下のようなクレームを主張した。
「送風機を必要とする火、鍛造炉、加熱炉等において発熱のための空気の付与を改善
する目的で、［発明は］以下のように応用される：送風機によって生成された空気の噴
出又は流れがその噴出に耐えられるよう十分に強固に作られた空気容器又は受容器へ
と流され；その容器又は受容器からチューブ、管又は開口部を介して火へと流されるよ
うにする、ここで受容器は、外部から与えられる熱により相当の温度に人工的に加熱さ
れたまま維持される。
」Morse, 15 How., 114–115
イギリスの裁判所は、クレームされたプロセスはユーザに、単に熱い空気は冷気より
発火を促進するという原理を支持する以上のものを達成している、なぜなら、これはそ
の原理をどのように発明的な方法で具体化するかを説明しているからである、と結論づ
けた。（裁判所として）Baron Parke は以下のように述べている。
「［Neilsonのクレームを］原則にかかる特許の明細書と区別することは非常に困難
であり、当初、判事の中には非常に難しいと考えたものもあった；しかしながら、十分
に検討した後、私たちは、原告が単に原理をクレームしているのではなく、原理を具体
化した装置であって非常に価値のあるものをクレームしていると考えるに至った。この
事件は、原理は周知であり、原告はこれを機械的な装置によって加熱炉に応用するモー
ドを初めて発明したと考えるべきであろう；その場合、彼の発明は以下によって構成さ
れる‐加熱された空気の受容器を送風機と加熱炉との間に挿入すること。この受容器に
より、受容器の外部から熱を与えて加熱すべき空気の方向を定め、こうして前には冷気
であったものを加熱された状態で加熱炉に噴出させて与えるという目的を達成する。
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Neilson v. Harford, Webster’s Patent Cases, 371。
このように、クレームされたプロセスは自然法則のみならず（受容器を挿入するステ
ップ、外部から受容器に熱を加えるステップ、空気を加熱炉に噴出させるステップ等）
いくつかの慣用でないステップを含んでおり、これらのステップがクレームを原則の特
定の有益な応用に限定している。

Bilski 事件において最高裁判所は、例えば、価格の低下に対しリスクを回避したいと
いう売り手の希望を反映して商品を売り手から固定価格で買い、価格の上昇に対しリス
クを回避したいという買い手の希望を反映して商品を買い手に固定価格で売ることで、
価格変動のリスクを回避するプロセスをカバーしたクレームを検討した。クレームの一
つはこのプロセスを記載しており、別のクレームを数式の形にしている。561 U. S., at
___–___ (slip op., at 2–3)。最高裁判所は、記載された「リスク回避の概念」は「特許
不可能な抽象的思想」であると判示した。同上、___ (slip op., at 15)。クレームのいく
つかがリスク回避の方法を商品とエネルギ市場に限定し、「周知のランダム分析技術で
数式の入力のいくつかを確定する［ことができる］」と特定したことは、この結論を揺
るがせるものでなかった。というのも、「Flook 事件が、抽象的思想を１つの利用分野
に限定すること又は解決後の要素を形だけ付加することは、その思想を特許可能にしな
いと確立しているからである。
」同上、___, ___ (slip op., at 16, 15)。
最後に、Benson 事件において最高裁判所は、汎用ディジタルコンピュータにおいて
二進化十進数を純粋な二進数に変換する数学的プロセスの特許性を検討した。クレーム
は「あらゆる種類の汎用ディジタルコンピュータにおいてもクレームされた方法のあら
ゆる使用をカバーすることを意図していた。
」409 U. S., 64, 65。最高裁判所は、
「科学
的な真実の知識を助けとして創造された新規かつ有益な構造」は特許可能であると認め
た。同上、67。
（Mackay Radio, 306 U. S., 94 を引用）。しかしながら、最高裁判所は、
数学的原理を物理的な機械、すなわちコンピュータで単に実現することはその原理の特
許可能な応用ではないと判示した。なぜなら、数式は「ディジタルコンピュータに関す
る以外何ら実体的な実際的応用を有していない」からである。上記 Benson 71。従って、
クレームは（本件のクレームと同様）広すぎる。これは単に「アルゴリズムを適用する」
と云うだけのクレームと有意に異ならない。
3
最高裁判所は、この最後に言及された懸念を繰返し強調してきた。すなわち、特許法
は、自然法則の将来の利用を不適切に拘束することによりさらなる発見を妨げてはなら
ないという懸念である。このため、Morse事件で最高裁判所は「『何らかの方法で開発
された…電気又は流電流の原動力を利用して…あらゆる距離で、判読可能な図形、文字、
記号等を作成又は印刷する』というSamuel Morseの包括的なクレームを特許不可能で
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あるとした。15 How., 86。最高裁判所は次のように説明している：
「科学の発展にともなって、未来の発明者が、原告の明細書に記載されたプロセス又
は組合せのいかなる部分も利用せずに、電気又は流電流によってある距離から書いたり
印刷したりするモードを発見するかもしれない、と私たちは承知している。彼の発明は
複雑でなく、従って故障しにくく、製造にも動作にも費用が安くて済むかも知れない。
しかしながら、もしそれがこの特許によってカバーされていれば、発明者はこれを利用
することができず、また公衆はこの特許権者の許可なしにその利益を享受することがで
きない。」同上、113。
同様に、Benson事件で最高裁判所は、提示されたクレームが「［数式の］公知の用途
も未知の用途もともにカバーするほど抽象的で広範囲である」と述べた。409 U. S., 67,
68。Bilski事件で裁判所は、「申立人にリスクヘッジの特許を与えることはこの方法の
利用を全ての分野で占有させることになる」と指摘した。561 U. S., at ___ (slip op., at
15)。さらにFlook事件では、最高裁判所はクレームされたプロセスは単に「更新された
警告限界を計算する式」に過ぎず、「潜在的な用途の広い範囲をカバーする」可能性が
ある、という懸念を表明している。437 U. S., 586。
これらの発言は、新たな自然法則等を発見した者に特許で報いることが彼らの発見を
奨励するとしても、これらの法則と原理は、総合的に考えれば、「科学的技術的作業の
基本的な道具」である、という事実を反映している。上記Benson、67。このため、そ
れらの用途を拘束する特許を付与することは、それらを前提とした将来の革新を妨げる
危険があり、これは特許されたプロセスが「法則を適用」せよという指示にすぎない場
合、又はもととなる発見が合理的に正当化できる以上に将来の発明を妨害する場合に深
刻なものとなる。総論については、Lemley, Risch, Sichelman, & Wagner, Life After

Bilski, 63 Stan. L. Rev. 1315 (2011) (以下 Lemley)（第１０１条がこの種の懸念を反
映していると議論）；さらにC. Bohannan & H.Hovenkamp, Creation without
Restraint: Promoting Liberty and Rivalry in Innovation 112 (2012)（「（プロセス）
特許の問題の一つは、クレームの記載が抽象的になればなるほど、それらがカバーする
ものを正確に判断するのが困難になることである。これらは特許権者が先取していなか
った広範な状況に適用される危険がある」）；W. Landes & R. Posner, The Economic
Structure of Intellectual Property Law 305–306 (2003)（基本的な真実を特許法から除
外することは、「財産権が得られた場合に生じる莫大な潜在的使用料と…[その真実の]
ユーザとなるべき人に課されるであろう莫大な取引費用との両者」を反映したものであ
る）を参照。
ここで問題となる自然法則は、応用が限られた狭い法則であるが、これらを具体化す
る特許クレームは、それでもなおこの懸念を暗示する。これらは医師に代謝物を測定す
るよう求め、結果の測定値をそれらが記載する統計的関係に照らして検討するよう求め
る。こうするにあたって、これらはその相関関係を用いて医師が引き出した推論に照ら
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して治療が変わろうと変わるまいと、医師のその後の治療判断を拘束する。さらにこれ
らは、Prometheusの相関関係と、後に発見された代謝物の特徴、ヒトの生理機能又は
個々の患者の特性とを組合せた（Mayoのテストが具体化したような）より洗練された
治療提案の進展を禁じる脅威となる。「測定」するステップもまた、高度に一般的な文
言で書かれ、新たな方法で代謝物レベルを測定する後に発見されるプロセスを含む、代
謝物を測定後の相関関係を利用する全てのプロセスをカバーしている。
ここで争点となっているステップがあまり慣用でないかどうかを判断する必要はな
くまた判断することもしないが、クレームのこれらの特徴は、それらを無効と証明する
のに十分であろう。なぜなら、ここで、すでに述べたとおり、これらのステップは自然
法則そのものになんら重要なものを付加しないからである。例えば新たな薬剤又は既存
の薬剤を利用する新たな方法の典型的な特許と異なり、これらの特許クレームはその力
の及ぶ領域がこれら法則の特定の応用にとどまっていない。これらの特許が自然法則の
将来の利用をあまりにも拘束するのではないか、という基本的な懸念があるということ
が、特許に記載されたプロセスは特許適格性を欠くという当審の結論を断固として強化
する一方で、判例から離れようとする衝動は消える。
III
Prometheusの見解を支持するさらなるいくつかの議論を検討したが、異なる結論を
採用するには至らなかった。第１に、当審の対象となっているクレームの特許適格性を
認めた連邦巡回裁判所は、「特定の機械を含まないプロセスクレームの特許可能性に関
しある物品を『他の状態又は物』に変換することが鍵である」という、最高裁判所の判
断に依拠している。上記Benson、 70–71（強調は筆者による）；さらに上記Bilski ___
(slip op., at6–7); Diehr, 450 U. S., 184; 上記Flook 588, n. 9; Cochrane v. Deener, 94
U. S. 780, 788 (1877)を参照。これに従って、連邦巡回裁判所はクレームされたプロセ
スは特許適格性を有する、なぜならこれらはチオプリン薬剤の投与による人体の変形と
血液を分析して代謝物レベルを測定することによる変形とを含むからである、と理由付
けた。628 F. 3d, 1356–1357。
しかしながら、これらの変形のうち最初のものは、妥当でない。すでに指摘した通り、
「投与」するステップは単に、自然法則を適用することに関心のありそうな個人のグル
ープを選ぶ支援となるだけである。上記、９を参照。第２のステップは、もし科学の発
展で代謝物のレベルを測定するのにこのような変形を伴わない全く異なるシステムが
できれば、血液の変形なしで満足される。上記１８を参照。これとは別に、「機械又は
変形のテスト」が特許可能性に関し「重要かつ有益な鍵」であると述べるにあたって、
最高裁判所はこのテストが「自然法則」の例外の切り札になると言ったのではなく、そ
れを暗示したのでもない。上記Bilski、 ___ (slip op., at 6–7)（強調は筆者による）。
そして、ここではそのテストは失敗である。
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第２に、Prometheusは、その特許クレームが具体化する特定の自然法則は狭く具体
的であるから、特許は維持されるべきであると議論した。これは、自然法則のうち、他
の分野又は将来の革新を大いに妨げるものか否かに基づいて区別することを促した。答
弁書42–46;さらに Lemley 1342–1344（同様の議論を展開）を参照。
しかしながら、ここでもととなる機能的な懸念は相対的なものである；発明者の寄与
に対し将来の革新がどの程度阻害されるか、である。同上、１７を参照。狭い自然法則
に基づく特許は、アインシュタインの相対性の法則に基づく特許に比べ将来の研究をさ
ほど妨げないであろう。しかしながら、発明の創造的な価値もまた、かなり小さい。さ
らに、先に指摘した通り、(本件のように)たとえ狭い自然法則であっても、将来の研究
を阻害しうる。上記１７－１８を参照。
いずれにせよ、本件は、それらが具体化する原則が十分に狭いか否かによって異なる
自然法則の中で区別されたものではない。例えば、Flook, 437 U. S. 584を参照（狭い
数式を特許不可能であると判示）。これは理解できる。裁判所と判事とは、異なる自然
法則の中から区別するのに必要とされる種の判断に、組織として適してはいない。この
ため、判例は自然法則、数式等の特許に対し明瞭な線の禁止を是認してきており、これ
はもととなる「構成要素」の懸念に対し、より容易に処理される代替物となっている。
第３に、政府は、自然法則の記載そのものを超える事実上いかなるステップも、特許
不可能な自然法則を第１０１条の要件を満たす潜在的に特許可能な応用に変形させる
可能性があると論じている。合衆国政府のアミカス・キューリー意見書。政府は、必ず
しも（当審でのクレームのように）自然法則をごくわずかに超えるクレームが特許され
るべきであると考えているわけではない。しかしながら、その見解では、他の法律の規
定、クレームされたプロセスが新規であるという米国特許法第１０２条の規定、“先行
技術に対し自明”でないという第１０３条の規定、及び「完全に、明瞭に、簡潔にかつ
正確に」記載されているという第１１２条の規定が、このスクリーニング機能を果たす。
特に、これらのクレームはおそらく第１０２条の新規性を欠くであろう、と議論してい
る。
しかしながら、このような扱い方は、第１０１条の特許可能性の「自然法則」の例外
を空文にしてしまう。従ってこのような扱い方は先行する法律と一貫性を欠く。関連の
先例は、その判断を後の条文ではなく第１０１条に基づいて行っている。Bilski, 561 U.
S. ___; Diehr, 同上; Flook, 同上; Benson, 409 U. S. 63. さらに H. R. Rep. No.
1923, 82d Cong., 2d Sess., 6 (1952)（「人は機械又は製造物を『発明』することができ、
これは人が作り出すいかなるものをも含みうるが、条文の条件が満たされない限り、こ
れは必ずしも第１０１条に基づいて特許可能ではない」）（強調は筆者による）。
付加的ステップの重要性を評価するにあたって、時として第１０１条の特許適格性の
問題と第１０２条の新規性の問題とが重複することは認識している。しかしながら、こ
れは常にそうではない。特許適格性の問題をこれら後続の条文に完全に移すことは、こ
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れらの条文はそのように整えられていないにも関わらず、それができると仮定して、重
大な法律的不確実性を生じさせる。
新たに発見された（かつ『新規な』）自然法則を含む、自然法則は、政府の示唆する
「新規性」の問題においてどのような役割を果たすのか？直感的には、新たに発見され
た自然法則は新規であると考えるであろう。しかしながら、政府は、事実上、全体とし
ての新規性を評価する際に、構成要素としての自然法則の新規性は考慮されないと示唆
している。合衆国政府のアミカス・キューリー意見書２７。しかしながら、第１０２条
及び第１０３条はこれらの条文を適用するにあたって自然法則が先行技術の一部であ
るかのように扱うことについて何の言及もしていない。Diehr, 450 U. S.,188を参照（特
許クレームは「全体として考慮しなければならない」）。第１０２条及び第１０３条に
基づいて特許出願を評価する際に、全ての自然法則を意図的に無視すれば、「全ての発
明が特許不可能となる、なぜなら、全ての発明はもととなる自然原則に帰することがで
き、これは、一旦公知となれば、その具体化は自明だからである。｣同上、189, n. 12。
さ ら に 、 Eisenberg, Wisdom of the Ages or Dead-Hand Control? Patentable
SubjectMatter for Diagnostic Methods After In re Bilski, 3 Case W. Res. J. L. Tech.
&
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1,

___

(2012

出

版
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定

)

(

草
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は

85–86,

http://www.patentlyo.com/files/eisenberg.wisdomordeadhand.patentlyo.pdf (2012年
3月16日閲覧、裁判所書記官の事件ファイルでも閲覧可能)); 2 D. Chisum, Patents
§5.03[3] (2005)を参照。
第１１２条は単に、
「発明の書面による記載は…当業者が発明を利用可能な程度に…完全
に、明瞭に、簡潔にかつ正確な言葉で…」あることを要件としているにすぎない。これは、
これらの条件を満たす自然法則（またはその均等物）が依然として自然法則の例外のもと
となる種の危険性、すなわち将来の革新を重大に妨げる危険性を生じさせる、という可能
性に焦点を当てていない。Lemley 1329–1332(第１０１条と第１１２条との差異の概要

を説明)；上記 Eisenberg (草稿 92–96) (同)。Risch, Everythingis Patentable, 75 Tenn.
L. Rev. 591 (2008)（第１０１条の最少主義的取扱いを擁護）と、Lemley（Risch の考
えの変化を反映）とを比較のこと。
このような考察から、よりよく確立された第１０１条の問題を第１０２条、第１０３
条及び第１１２条の問題に代えるべきとする政府の勧誘を退けることとなった。
第４に、Prometheus は、いくつかのアミカス・キューリー意見書の支持を受けて、
ここで特許の保護を否定する法の原則は、医学分野の研究者が特に診断研究の分野で価
値のある発見をする能力を著しく阻害すると論じた。このような研究は自然法則の発見
につながる研究を含み、費用がかかる。「このような研究は米国をこの分野のリーダー
としてきた」
；さらにこれは保護を必要とする。答弁書５２。
しかしながら、他の医学分野の専門家は本件特許クレームが特許適格性を有するとす
る法的基準に強く反論し、反対方向に向く政策上の考察を引起こしている。米国医師会、
14
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アメリカ臨床遺伝学会、米国病院協会、アメリカ人類遺伝学会、米国医科大学協会、分
子病理学会、及び他の医療機関は、「人体の、病気と治療に対する自然な反応に排他的
権利を主張することが認められるならば、その結果は医師が健全な医療ケアを提供する
ために広範に利用可能であるべきある種の科学的データの利用に対し排他的権利の膨
大なチケットになる」と述べている。アメリカ臨床遺伝学会等のアミカス・キューリー
意見書、７；さらに、Association Internationale pour la Protection de la Propriété
Intellectuelle et al. A6, A16 によるアミカス・キューリー意見書提出請求（西欧のほと
んどでは治療方法は特許可能でない）を参照。
このような見解の相違は驚くべきものではない。特許保護は、結局のところ両刃の剣
である。一方で、排他的権利の約束は創造、発明及び発見につながる金銭的な誘因とな
る。他方で、まさにこの排他性のために、例えば一旦創造され特許されたアイデアを利
用する価格は上昇し、潜在的な利用者に既存の特許及び係属中の特許出願の費用と時間
のかかる調査を求め、複雑なライセンス契約の交渉を必要とするなど、発明を可能にし、
実施にはそれに拍車をかけることが可能であるはずの情報の流れが妨げられる。同時に、
特許法の一般的規則は、多くの異なる分野での人の努力における発明行為を支配するも
のでなければならず、この結果、このような考察のバランスをとろうとする一般的な努
力 を 反 映 す る 規 則 の 実 際 上 の 効 果 は 分 野 ご と に 異 な る で あ ろ う 。 Bohannan
&Hovenkamp, Creation without Restraint、98-100 を参照。
この結果、ある分野の必要性にかなうと思われる新たな保護規則が別の分野で予期し
ない結果を生じさせる惧れがあるので、確立された一般的な法律規則から離れることを
躊躇する。さらに、必要に応じてより精密に実情に合わせた規則を作成する議会の役割
を認識しなければならない。米国特許法第１６１－１６４条（植物特許の特別規則）を
参照。政策上の観点から、診断的な自然法則の発見について保護を増強させることが望
ましいのかをここで判断する必要はない。
＊＊＊
これらの理由により、ここで争点となっている特許クレームは、実質上もととなる自
然法則そのものをクレームしているという結論に達した。従って、これらのクレームは
無効である。連邦巡回控訴裁判所の判決は覆される。
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