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iPS細胞の基本特許の成立状況 
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2015年11月現在 31の国・地域で成立 
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京都大学が直面した特許法上の課題 

② パイオニア発明であることに起因する問題 

  ・記載要件の充足性 

①  iPS細胞の基本発明に特有の問題 

  ・ＥＳ細胞とｉＰＳ細胞の構造上の相違の有無 

  ・ＰＢＰ(プロダクトバイプロセス)クレームの解釈 
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Ⅱ. ｉＰＳ細胞とＥＳ細胞の相違 
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- ES細胞は、生命の萌芽であるヒト胚の滅失という倫理問題を発生 

- ES細胞は、その供給源が余剰胚など、極めて限定される 

Source: http://www8.cao.go.jp/cstp    

受精卵 

 Fertilized ovum 

胚盤胞 

Blastocyst 

内部細胞塊 

 Inner cell mass  ES細胞  

ES cells 

培養 

Culturing 

 

「ES細胞」（Embryonic Stem Cells）の作製方法  



Source: http://www.cira.kyoto-u.ac.jp/j/faq/faq2.html 
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Pluripotency-inducing factors 

Somatic cell 

Culturing 

iPS cell 

「iPS細胞」(induced Pluripotent Stem Cells)の作製方法   

- iPS細胞は、すべてのヒト（患者本人を含む）から作製可能 

- ES細胞の倫理問題（生命の萌芽であるヒト胚の滅失）を解消 



8 

24遺伝子の導入で 
作製されたマウスiPS細胞の一例 マウスES細胞の一例 

4遺伝子の導入で 
作製されたマウスiPS細胞の一例 iPS細胞のコロニーの一例 
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ｉＰＳ細胞 ＥＳ細胞 

由来 皮膚細胞等の体細胞 
初期胚 

（胚盤胞の内部細胞塊） 

作製法 
初期化因子（遺伝子等）を

作用させる 
特別な条件下に培養 

特性（共通） 
① 自己増殖能を有する（無限に自己増殖可能） 

② 分化多能性を有する（あらゆる体細胞に分化可能） 

相違点の存否 
 ｉＰＳ細胞群とＥＳ細胞群に共通する構造上の 

  相違は見つかっていない（存在しない？） 

ｉＰＳ細胞とＥＳ細胞の比較 
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  参考１：遺伝子の発現とは 

タンパク 

（＝遺伝子の産物） 

・ATCGATCGATCG・ 

・TAGCTAGCTAGC・ 

・AUCGAUCGAUCG・ 

染色体 

Chromosomes 

遺伝子＝DNA 

Gene = DNA 
メッセンジャーRNA 

mRNA 

転写 
Transcription 

翻訳 
Translation 

説明： 

1 染色体（ゲノム）中の遺伝子（＝DNA配列）は、タンパクのアミノ酸配列の

情報をコードしており、遺伝子の機能はタンパクを通じて発現される。 

2 したがって、ある特定の遺伝子がiPS細胞を誘導するならば、当該遺伝子の

産物であるタンパクも、iPS細胞を誘導する能力を有する蓋然性が高い。 

3 染色体のＤＮＡ配列を伝達するｍＲＮＡも同様の誘導能力を有する蓋然性 

が高い。 
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mRNA 

タンパク 

・ATCGATCGATCG・ 

・TAGCTAGCTAGC・ 

① レトロウイルス・ベクター法     

② プラスミド・ベクター法  

内在遺伝子 

+ 
・プラスミド・ベクター法では、外来遺伝子 

  は、染色体(ゲノム)に挿入されない 

・この方法は、有用タンパクの製造に広く使 

  用されているが、時間の経過とともに、往 

  々にしてプラスミドは宿主細胞から排出さ 

     れる 

外来遺伝子は、染色体(ゲノム)に挿入される 

内在遺伝子 

Source : http://www.kyoto-u.ac.jp 

外来遺伝子を発現させる周知の方法の例 
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Ⅲ. iPS細胞の発明の科学技術上の評価 
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iPS細胞の背景技術  

核移植による初期化の成功（1962年） 

     （ガードン教授（瑛）。山中教授とノーベル賞を共同受賞）     

 -  ガードン教授は、オタマジャクシの腸細胞の核を、核を除去した 

  カエルの卵子に移植して、オタマジャクシの個体の発生に成功。 

 -  終局的に分化した体細胞の核が全ゲノムを保持していることを証明 

 

ＥＳ細胞（胚性幹細胞）株の樹立 

 -  1981年にマウス、1998年にヒトについて、ES細胞が樹立された。 

 -  ES細胞は、「自己増殖性」と「分化多能性」を備えた「幹細胞」であり、 

  再生医療や創薬に極めて有用。 
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ES 細胞の特性（自己複製能・分化多能性）の維持に  

重要な役割を果たす因子は、体細胞の多能性誘導に 

おいても枢要な役割を果たす。  

Factors that play important roles in the maintenance of ES  

cell identity also play pivotal roles in the induction of 

pluripotency in somatic cells.   (Cell 126:663-676 2006)  

 

 

 

山中教授の仮説 



レポーター遺伝子の選定とノックインマウスの作製 

 -  Fbx15 遺伝子が初期胚とES細胞で発現するが、多能性維持やマウス 

 の発生に必須でないことを解明し、これをレポーター遺伝子として 

 選定。  

 -  Fbx15遺伝子の遺伝子座にβgeoカセット（βガラクトシダーゼと 

 ネオマイシン耐性遺伝子の融合遺伝子）を相同組換えにより組み 

 込んだノックインマウス（ Fbx15βgeo/βgeoマウス）を作製。 

        このノックインマウスの体細胞（線維芽細胞）を、ｉＰＳ細胞 

 の誘導実験に使用。実験が成功すれば、生成したiPS細胞は、ネオマ 

 イシン濃度の高い培地中で生き残って増殖し、かつ、βガラクトシダ 

 ーゼにより青色に発色する。 

仮説の証明  
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① 仮説の証明のための実験系の確立  

（Cell誌 126:663-676 2006の記載に基づく） 

説明： 上のように、実験目的に合致する遺伝子組換え細胞を作製 

    したうえで、この細胞を実験に使用すれば、スタップ細胞 

    のような誤りは絶対に発生しない。 
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1   初期化因子候補として次の２４遺伝子を選定 

 ② 「 候補遺伝子の選定」 と「 レトロウイルスへの組込み」 

(1) Ecat1,       (2) Dppa5(Esg1),      (3) Fbxo15,     (4) Nanog,      (5) ERas,     

(6) Dnmt3l,    (7) Ecat8,                  (8) Gdf3,         (9) Sox15,      (10) Dppa4,  

(11) Dppa2,    (12) Fthl17,              (13) Sall4,       (14) Oct3/4 (Pou5f1),  

(15) Sox2,      (16) Rex1(Zfp42),    (17) Utf1,        (18) Tcl1,     (19) Dppa3(Stella),  

(20) Klf4,      (21) β-catenin,          (22) c-Myc,     (23) Stat3,        (24) Grb2 

2   上記２４個の遺伝子を、それぞれ、レトロウイルスに組込み 

  注： 下線（赤字）は、後に山中４因子と呼ばれることになる遺伝子 
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1   24遺伝子のそれぞれを、レトロウイルス法により、Fbx15βgeo/βgeo 

ノックインしマウス由来の線維芽細胞に導入し、これを、STOフィー
ダー細胞上で、抗生物質G418を含むES細胞用培地にて培養した。 

 この場合、抗生物質G418に耐性の細胞のコロニーは生成しなかった。 

2 次に、24の候補遺伝子全部を同時に導入し、形質転換した細胞を１
と同様に培養。ES細胞類似の形態を有する初期化されたG418耐性の
コロニーが生成した。 

3     初期化に24の候補遺伝子の全てが必要か否か確認するため、1遺伝子
を除いた23遺伝子を使用して2の操作を繰り返した。 

 その結果、10遺伝子について、それが１つでも除かれると、G418耐

性のコロニーが全く形成されないか、形成が著しく阻害されることが
確認された。 

4    次に、上記10遺伝子、または、上記10遺伝子から1遺伝子づつ除外し
た９遺伝子を使用して2の操作を繰り返した。 

5   10遺伝子全部およびOct3/4, Sox2, c-Myc and Klf4の4遺伝子を使用する
ことにより、iPS細胞株を樹立することができた。 

③ 実験   （Cell誌 126:663-676 2006の記載に基づく） 
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 iPS細胞の特徴 

1  ｉＰＳ細胞は、仮説に基づいて、山中教授によ
り「創出された細胞」。 

 山中教授により創出される前は、そのような細
胞が存在しうるか否かさえ、全く不明であった。 

2 創出されたiPS細胞は、自己複製能と分化多能性
を兼ね備える幹細胞である点でES細胞と特性にお
いて共通するが、生命の萌芽の滅失という重大な
倫理問題を内包するＥＳ細胞と、そのような問題
のないｉＰＳ細胞とは、科学技術上、別異の細胞
と認識され、実態上も別異の細胞として取り扱わ
れている。 



 iPS細胞技術の急速な発展 
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Dec. 13, 2005   -  山中先生のiPS細胞の特許出願（実施例はマウスのみ） 

                         

Aug. 25, 2006   - マウスiPS細胞の学術論文の発表 (Cell 126:663-676) 

         

Dec. 6, 2006  - iPS細胞のPCT特許出願（ヒトiPS細胞の実施例追加） 

 

Oct. 9, 2008     -  プラスミドをベクターとして使用するiPS細胞の開発 

           （この方法では、外来遺伝子はゲノム中に挿入されない） 

       

Sep. 12, 2014   -   患者由来のiPS細胞を使用した初の臨床試験の実施 

       （患者本人の体細胞から作製されたiPS網膜の移植） 

 

2014年度    -「iPS ストック」(= iPSバンク) の作製開始 

 

 2015.8.6     - 再生医療用の用途への「iPS ストック細胞」の提供開始 
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・iPS 細胞は，患者本人の体細胞から作製が可能であるが，その作製と安全性の確認には多大
の費用と時間を要する。 

・一方，再生医療に使用するiPS 細胞は，必ずしも患者本人の細胞でなくとも，免疫拒絶の問
題がなければ支障はない。特性が良好なiPS 細胞を，各種HLA(白血球型抗原)型について予

め作製してストックしておけば，免疫拒絶を最小化しつつ，迅速で安全性の高い治療が実現
する。 

・この目的のため，特性が良好で安全性の高いiPS 細胞の標準的な作製方法が京都大学iPS 細
胞研究所で開発され，この方法によるiPS 細胞ストックの作製が2013 年度に開始された。日
本人で最も頻度の高いHLA 型のiPS 細胞については，2015 年8 月に提供が開始されている。 

 iPS細胞ストックについて  

① Oct3/4 
② Sox2 
③ Klf4 
④ L-Myc  
⑤ Lin28 
⑥ p53阻害因子 

 iPS細胞ストックの作製に使
用されている誘導因子  

 iPSストック細胞の作製法： 

プラスミドベクター法 

説明： ①～④は、いわゆる山中４因子 



21 

  ・ 2012年ノーベル医学・生理学賞を受賞 

  ・ その他ガードナー賞、ラスカー賞など多数の賞を受賞 

「iPS細胞」の科学技術上の評価 

 ◇ 世界中の研究者が一致して賞賛 

(a)「iPS細胞」と「ES細胞」は同一特性。その最大の相違は由来に

ある。これにより①倫理問題が解消され、②患者本人の体細胞
（疾患性体細胞）からの作製が可能となり、さらに、③iPSスト
ックの作製さえ可能となる。 

(b)  ある「iPS細胞」 の構造が「ES細胞」と相違しない場合、その
「iPS細胞」の科学技術上の価値は、毀損されるか？ 

否。ES細胞と構造が異ならないことは、科学技術の観点からは

より望ましい。 

 ◇ iPS細胞とES細胞の「構造上の相違の有無」と 

      科学技術上の評価 
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Ⅳ.  ｢ヒトiPS細胞」の｢特許」を巡る熾烈な争い 

（「マウスiPS細胞株」の樹立の報に接した世界の研究者が 

  「ヒトiPS細胞」の発明の特許取得を目指して競争を展開） 
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競争の背景(1)    

① 山中教授は、マウスのiPS細胞株の樹立に成功した段階で
学会発表 

      他の研究者には、山中教授に先んじてヒトiPS細胞 
    の特許を取得するチャンスが生まれた。 

 ② ・発表前に検討されたのは24の遺伝子のみ 
   ・実験された作製法は「レトロウイルス・ベクター法」のみ 
 
       他の研究者には、山中教授に優越するｉＰＳ細胞の 
       製造方法の特許を取得するチャンスが生まれた。 
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・米国における記述要件に関する著名CAFC判決の存在 

（⇒ 2010年のAriad事件大合議判決に先だって、記述要件について判示した判決） 

  競争の背景 (2)   

Regents of University of California v. Eli Lilly Co. 119 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1997) 

事例（米国特許第4652525号  CIP）： 

  ヒトインシュリンを産生する組換え微
生物の特許を有するCalifornia大学が、
Lilly社を特許権侵害で提訴。  

Case (USP 4,652,525 CIP): 

    The University of California (UC) filed a 

patent infringement suit, alleging that Lilly 

infringed UC’s patent on a recombinant 

microorganism that produces human insulin.  

判決: （特許法112条1項の解釈部分） 

1  California大の当初出願(出願：1977 

 年)の明細書には、ラットインシュリ 

 ンのc-DNAについては記載されてい 

 るが、ヒトインシュリンについては、 

 そのアミノ酸の配列情報とc-DNAの 

 一般的な取得法しか記載されていな 

 い。 

2  本件特許は、§112.1所定の記述要件 

 を充足せず、無効。 

Decision :  (§112.1of Patent Law)  

1  The description of the UC specification as  

   filed contains rat insulin c-DNA. However, it 

   provides only the amino acid sequences of 

   human insulin along with a general method  

   for obtaining human insulin c-DNA.  

2  Therefore, the UC patent is invalid for  

    failure to provide an adequate written  

    description  (US Patent Law112.1) of  

     subject matter of the asserted claims.  
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University of California v. Eli Lilly Co. 119 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1997) 

  A description of a genus of cDNAs 

may be achieved by means ① of a 

recitation of a representative number of 

cDNAs, defined by nucleotide 

sequence, falling within the scope of 

the genus or ②of a recitation of 

structural features common to the 

members of the genus, which features 

constitute a substantial portion of the 

genus.  

  This is analogous to enablement of a 

genus under § 112, 1, by showing the 

enablement of a representative number 

of species within the genus. 

ｃDNA（本件ではインシュリン）の属ク

レーム（本件では「哺乳類」のクレーム）
の記述要件は、次の①、②の場合に充足さ
れる。 

① 当該「属」に含まれるｃDNAを、(ア
ミノ酸配列ではなく)核酸配列で記載して、
代表的な数だけ列挙するか、または 

② 当該属のメンバーに共通する構造上の
特徴であって、当該特徴が当該属のｃDNA

の構造の実質的部分を占めるものを挙げる
こと。 

 上記要件は、１１２条１項の実施可能
要件において、属内の代表的な数の種
(Species) について実施可能性を示すことを
要するのと類似の要件である。 

（参考１） 本判決のその他の判示事項 

 ◇ 哺乳類との属(Genius)クレームが Written description  

   requirement (記述要件) を充足するための要件（意訳） 
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  競争の背景 (3)   

・ 欧州では、ヒト胚を利用する「ES細胞」の発明は、欧 

  州特許条約・EUバイオ指令により特許適格性なし。 

・ iPS細胞は、この欧州特有の問題を解消しうる。 

参考：欧州特許条約53条(a)2、同規則28( c) 

              EUバイオ指令98/44/EC第 6 条(2)(c) 

              EPO拡大審判審決 G02/06 (2008年) 

     欧州連合司法裁判所判決 C-34/10  (2011年) 
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1

基礎出願❶
（実施例：マウスのみ）

JP2005-359537 
出願：2005年12月13日

Dr. Sakurada (ヒト)
Bayer Japan→→iPierian

(現：Bristol-Myers) 

WO2009/006930❻
最先優先日: 

2007年6月15日
公開日2009年1月15日

後掲「特許㋜」参照

山中教授の特許出願と学会等での発表

公開日：2007年6月21日

優先権主張出願❷
(実施例：マウス＋ヒト)

PCT/JP2006/324881
WO2007/069666

出願:  2006年12月6日

Dr. Jaenisch (マウス＋ヒト)
White Head Insti. (MIT)

WO2008/124133❹
最先優先日:

2007年4月7日
公開日2008年10月16日

（日米欧では特許未成
立）

Dr. Thomson (ヒト)
米国：ウイスコンシン大学

WO2008/118820 ❸
最先優先日：

2007年3月23日
公開日: 2008年10月2日

後掲「特許㋛」参照

米国でのインターフェアレンスの可能性

“Keystone 
シンポジウム”

2006年3月28日

“Cell誌”
(マウス iPS)

2006年8月10日

“Cell誌”
(ヒト iPS)

2007年11月20日

“Science誌”
(ヒト iPS)

2007年11月20日
Dr. Thomson

山中教授以外の特許出願等

Dr. Hochedlinger (ヒト)
General Hospital of Harvard

WO2008/151058❺
最先優先日：

2007年5月30日
公開日2008年12月11日

（その後放棄）

「ヒトiPS細胞の特許」の取得競争の結果 



28 

Ⅴ. 「ＰＢＰクレーム」の解釈 

（ＰＢＰ＝プロダクト・バイ・プロセス） 
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 iPS細胞・ES細胞それ自体の発明は、いずれも 

本質的に、ＰＢＰ（プロダクト・バイ・プロセス）発明 

・「iPS細胞」＝induced pluripotent stem cell  

         ＝誘導多能性幹細胞 

・「ES細胞」 ＝ Embryonic Stem Cell  

         ＝胚性幹細胞 

・「iPS細胞」は、体細胞から初期化因子を使用して誘導された、 

 自己増殖能と分化多能性を有する細胞の総称。 

 特定の構造を有することは、その定義に含まれていない。 

 

 ・「ES細胞」は、培養により初期胚（胚盤胞）から誘導された、 

 自己増殖能と分化多能性を有する細胞の総称。 

 特定の構造を有することは、その定義に含まれていない。 
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 （平成２４年（受）第１２０４号・平成２４年（受）第２６５８号）  

① 日本   

PBP(プロダクト・バイ・プロセス)クレームの発明の要旨・技術的範囲 

プラバスタチン事件最高裁第２小法廷判決（平成27年6月5日 ）  

物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその

物の製造方法が記載されている場合であっても，その発

明の要旨（その特許発明の技術的範囲）は，当該製造方

法により製造された物と構造，特性等が同一である物

として確定されるものと解するのが相当である。 
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プラバスタチン事件最高裁第２小法廷判決（続き ）  

①PBPクレームの発明は、原則として、明確性要件を
充足 しない。 

②物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にそ
の物の製造方法が記載されている場合において，当該
特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号にいう「
発明が明確であること」という要件に適合するといえるの
は，出願時において 

(a) 当該物をその構造又は特性により直接特定する 
     ことが不可能であるか，又は 

 (b) およそ実際的でない 

という事情が存在するときに限られる 
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プラバスタチン事件知財高裁大合議判決（平成24年1月27日 ）  

◇ (PBPクレームで規定された)特許発明の技術的範囲は

、当該製造方法によって製造された物に限られると解

すべきであって、物の構成を記載して当該物を特定す

ることが困難であり、当該物の製造方法によって、特

許請求の範囲に記載した物を特定せざるを得ないなど

の特段の事情がある場合(=真正PBPクレームに該当す

る場合)に限り、当該製造方法とは異なる製造方法によ

り製造されたが物としては同一であると認められる物

も、その技術的範囲に含まれる。 

◇ 特許法104条の3の抗弁における特許発明の要旨認定に

おいてもPBPクレームは同様に解すべきである。 
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(1) 侵害訴訟におけるPBPクレームの解釈（製法限定説）   

② 米国   

(2) 特許出願の審査におけるPBPクレームの解釈（物同一説）   

齟齬！ 

  

 CAFC Abbott  v. Sandoz 事件大法廷判決（May 18, 2009）  

 プロダクト・バイ・プロセス・
クレーム中のプロセスの規定は、
侵害の成否の判断においては、
（クレームの）限定として機能
する (例外なし) 。 

Process terms in product-by-

process claims serve as 

limitations in determining 

infringement (with no 

exceptions).  

・米国特許商標庁は、PBPクレームの発明を物同一説 
 に従って審査している。 
・すなわち、審査に際し、プロセスの特定はすべて無視 
 し、構造の同一性に基づいて特許性を判断している。 
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(1) 欧州特許庁の運用（物同一説） 

③ 欧州   

(2) 侵害訴訟（物同一説を採用）   

PBPクレームは、「物それ自体が特許要件を充足するもの

であり、かつ、明細書中に、（当該物の）組成、構造また
はその他いくつかのテスト可能なパラメーターなどのよう
な、それを参照することにより、出願人が当該物を十分に
定義することができたはずである情報が存在しない場合に
限って認められる。」（EPOのHPのCase Law of the Boards 

of Appealより。） 

ドイツ、英国の侵害訴訟で、物同一説を採用した判決
が存在する。 

ＰＢＰクレームは、ＰＢＰクレームによらなければ発明が定義
できないとの事情がある場合のみ、認められる。 
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 細胞について、その構造上の同一性を考える場合、少
なくとも次の①〜③について考慮することが必要である。 

 ① 細胞のDNA 配列の相違 

 ② エピジェネティクスの相違 

 ③ その他の構造（細胞の形状等）の相違 

 これらのうち、②のエピジェネティクスとは、DNA 配列 

の変化を伴わず、後天的な修飾により遺伝子発現が制御され
る仕組みをいう。受精卵は、すべての細胞に分化可能である
が、細胞が分化するにしたがって、DNA がメチル化等の修飾

を受け、修飾を受けた遺伝子は発現しなくなる。このため、
ある生物の個体中の体細胞は，①のDNA 配列については相違

しないが，②のエピジェネティクス上相違し、この相違に基
づいて、生体内における特性や機能等が異なることになる。 

参考２：細胞の発明における構造の同一性とは 
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iPS細胞とES細胞とは、エピジェネティクスに 

おいて相違するか？ 

◇ プラスミドベクター法で作製したiPS細胞では、外来遺伝子は染色体 

(ゲノム)に外来遺伝子は挿入されないから、エピジェネティックスに
おいても、構造が同一である可能性がある。現に、エピジェネティッ
クスまで考慮しても、ES細胞と区別ができないiPS細胞も存在する。 

◇ 科学技術上、ES細胞と構造において全く相違しないiPS細胞は、むし
ろ望ましい。しかし、特許法上、新規性を欠如すると解すべきか？ 

ES細胞と構造が同一のiPS細胞は、特許法による保護に値しない発明
であるか？ 

ES細胞群 iPS細胞群 



① 「人造ダイヤモンド」の発明をPBPクレームで規定して特許
出願しても、 「人造ダイヤモンド」 は、特許法上「天然ダ
イヤモンド」と「等価物」であり新規性を欠如する。 

② 「 iPS細胞」も 、「ES細胞」と構造が異ならない限り、 

 特許法上、等価物であり、新規性を備えないか？ 

    ・ 仮に、特許法上「等価物」とすれば、特許法は 

  「iPS細胞」の発明は、「ES細胞の新しい製造 

       方法」の発明、としか評価しないことになる？ 
37 

特許法の解釈に関する新たな課題？ 

構造が同一の「物」は、常に、特許法上、等価物か？ 

例１：  天然ダイヤモンド ⇔ 人造ダイヤモンド  ←  等価物 

例２：  ＥＳ細胞 ⇔ ｉＰＳ細胞   ←  等価物？ 
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Ⅵ. パイオニア発明と「記載要件充足性」の判断 

（「パイオニア発明」は、「記載要件」の充足が困難？） 



  記載要件の種類 

 ・ クレームされた発明が明細書でサポートされていること。 

 

 (a)   JP    :  サポート要件／Support  Requirement  

        US   :   記述要件／Written Description Requirement 

        EPO:  サポート要件／Support  Requirement 
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 (b)  実施可能要件／Enablement Requirement 

 ・ クレームされた発明が当業者に実施可能であること。 

  (c)  明確性要件 
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Part F - The European Patent Application 

   Chapter IV - Claims 

     6. Support in description  

     6.2 Extent of generalisation 

パートＦ- 欧州特許出願 

   第Ⅳ章 – 特許請求の範囲 

     6．明細書におけるサポート 

     6.2 一般化の限度  
 

  Most claims are generalisations from 

one or more particular examples. The 

extent of generalisation permissible is a 

matter which the examiner must judge in 

each particular case in the light of the 

relevant prior art.  

  Thus an invention which opens up a 

whole new field is entitled to more 

generality in the claims than one which is 

concerned with advances in a known 

technology.  

 

 ほとんどのクレームは，1つ又は

複数の実施例から一般化されたも
のである。許容され得る一般化の
程度は，審査官が関連する先行技
術に照らして各特定事案について
判断しなければならない事項であ
る。 

 したがって，まったく新しい分野

を開拓する発明については，公知
の技術の進歩に関係する発明より
も，クレームにおいてより広い一
般化を認めることができる。 

パイオニア発明に関するＥＰＯの審査ガイドライン 

＜パイオニア性の考慮は、明文の規定の有無にかかわらず、世界共通？＞ 
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◇ 特許法は、全ての技術分野の発明に一律に適用さ

れるところ、バイオ・化学の発明が、「記載要件」を「充

足」するためには、他分野の発明と比較して、より多く

の実施例が必要とされることが少なくない。 

◇ 化学・バイオ分野における発明が、いわゆるパイオ

ニア発明である場合、出願時に、十分な数の実施例

を記載することは、容易ではない。というより、不可能

に近い。 

◇ 一般に、新しい分野を開拓する発明にはより広い一

般化が認めれるべきものと考えられている（ EPOの審

査ガイドライン参照）。しかし、その判断は困難であり、

裁量的なものとならざるをえない。 

バイオ・化学等の分野の特徴 
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 山中教授の特許出願❷の明細書の開示 

山中教授のPCT出願❷には、既述の「Cell誌」の記載に加え
て、次が開示されている。 

1   ヒトの体細胞（皮膚線維芽細胞）からも、 Oct3/4, Sox2, 

Klf4 ,c-Myc の４遺伝子により、iPS細胞を誘導することが
出来た。 

2 マウスiPS細胞は、Oct3/4, Sox2, Klf4の3遺伝子とタンパ
ク（サイトカイン(bFGF)）を使用しても、誘導すること

ができた。 

3 Nanog-GFP選択で樹立された iPS細胞では､レトロウイル

スからの4因子の発現はほぼ完全にサイレンシングを

受けており､内在性のOct3/4やsox2により自己複製能
が維持されている。（実施例7参照） 

（PCT/JP2006/324881） 
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4   本発明の核初期化因子は、例えば、次の遺伝子又はその
産物から選択される 
・ＥＳ細胞で特異的な発現または高発現を示す遺伝子 
・WntシグナルまたはLIFシグナルにより活性化される 
 因子をコードする遺伝子 
・ＥＳ細胞の分化多能性維持に必 須の遺伝子、 

5   初期化因子としては、各遺伝子のファミリー遺伝子を使
用することができる。 

6  初期化因子としては、遺伝子の産物を使用することも可
能である。 

7  (a) 薬剤選択や、(b) レポーター遺伝子を使用しなくとも
、樹立されたiPS細胞は、その形態から容易に選別可能で
ある。 

8  iPS細胞の誘導は、体細胞及びiPS細胞が増殖可能な環境
において初期化因子と体細胞と接触させるいかなる方法
を採用してもよい。 

 山中教授の特許出願❷の明細書の開示（続き） 
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山中教授の出願は記載要件を充足するか？    

① 実施例でiPS細胞の誘導に使用された遺伝子は２４のみ 

      明細書中に機能的に開示されているその他の遺伝 
    子も記載要件を充足するか？ 

 ② 実施例で採用された遺伝子の作用方法は「レトロウイルス 
   ・ベクター法」のみ 

       レトロウイルス・ベクターのみが記載要件を充足し、 
       その他のベクター（例えば、プラスミド・ベクター）は、 
       記載要件を充足しない？ 

 ③ iPS細胞の誘導に遺伝子の産物を使用した実施例は 
   サイトカインのbFGFのみ 

              その他の遺伝子の産物も記載要件を充足するか？ 
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Ⅶ.  これまでに成立した特許の例 
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山中教授の基本発明に関する特許 

現在なお多くの国で分割出願等が審査・審判に係属中。これまでに
成立した特許は、広狭さまざま。PBP発明・パイオニア発明の解釈
の困難性を示すものと考える。 

(1) 「 PBPクレーム」の形式の物の発明（iPS細胞それ自体）の特許 

  日本：特許㋐  

(2)「核初期化因子」等の発明の特許 

  EPO：特許㋑  

 米国： 特許㋒ 

    日本：特許㋓ 

(3)「iPS細胞の製造方法」の発明の特許 

 日本：特許㋔、㋕、㋘、㋙ 

 米国：特許㋖、㋗、㋚ 
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PBPクレーム形式の物の発明 

（＝iPS細胞それ自体）に対する特許 
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特許㋐ ：日本特許 第5,603,282号 （Published: Oct. 8, 2014） 

1  以下の(1)～(3)の工程を含んで成る方法により製造される 

 誘導多能性幹細胞： 

（1）ＥＳ細胞で特異的な発現または高発現を示す遺伝子、 

     Wntシグナル、またはLIFシグナルにより活性化される因子を
コードする遺伝子、 

      ＥＳ細胞の分化多能性維持に必須の遺伝子、および  それ
らのファミリー遺伝子から、 

 体細胞へ導入することにより内在性のOct3/4遺伝子および
Nanog遺伝子を発現させる遺伝子の組み合わせを選択する工程
、 

（2）工程（1）で選択された遺伝子の組み合わせを体細胞に導入す
る工程、および 

（3）工程（2）で得られた細胞を培養する工程。 

発明の名称：誘導多能性幹細胞 
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核初期化因子・iPS細胞の誘導剤の発明等 



特許㋑：欧州特許 第1970446号   

1. A nuclear reprogramming factor for a somatic cell, 

which comprises: 

    a) an Oct family gene or gene product; 

    b) a Klf family gene or gene product; and 

    c) a Myc family gene or gene product, and/or a  
    cytokine. 
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1. 次を含む体細胞の核初期化因子： 

    a) Octファミリー遺伝子または遺伝子の産物 

    b) Klfファミリー遺伝子または遺伝子の産物 

    c) Mycファミリー遺伝子または遺伝子の産物、及び／又は 

 サイトカイン 

（Published Aug. 3, 2011） 

発明の名称：核初期化因子 



特許㋒：米国特許第8,048,999号   
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1. 単離された Octファミリー遺伝子、単離されたKlfフ

ァミリー遺伝子、および、単離された Mycファミリー

遺伝子を含む核初期化因子 

  (Patented on Nov. 1, 2011) 

 

発明の名称：核初期化因子 

1.  A nuclear reprogramming factor comprising an 

isolated Oct family gene, an isolated Klf family 

gene, and an isolated Myc family gene. 
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特許㋓：日本特許第5248371号（登録日2013年4月19日） 

発明の名称：誘導多能性幹細胞を製造するための 

      核初期化因子の使用 

1.塩基性線維芽細胞増殖因子の存在下で、体細胞から誘導多
能性幹細胞を製造するためのOct3/4、Klf4およびSox2の3

種の遺伝子、またはそれらの遺伝子産物の使用。 

2. 体細胞から誘導多能性幹細胞を製造するための、Oct3/4、
Klf4、c-MycおよびSox2の4種の遺伝子、またはそれらの

遺伝子産物の使用。 

3. Oct3/4、Klf4およびSox2の3種の遺伝子、またはそれらの
遺伝子産物を成分として 含む、体細胞から誘導多能性幹

細胞へ、塩基性線維芽細胞増殖因子の存在下で培養して
誘導するための、誘導剤。 
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製造方法の発明 
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１  体細胞から誘導多能性幹細胞を製造する方法であって、  
  下記の4種の遺伝子： 
        Oct3/4 、Klf4 、c-Myc 及びSox2 
    を体細胞に導入する工程を含む方法。 

特許㋔： 日本特許第4,183,742号    （Patented:  Sep. 9, 2008） 

発明の名称：誘導多能性幹細胞の製造方法 

１  Oct3/4、Klf4及びSox2の3種の遺伝子が導入された体細胞 

    を塩基性線維芽細胞増殖因子（= bFGF）の存在下で培養 

    する工程を含む、誘導多能性幹細胞の製造方法。 

（Patented:  Nov. 11, 2009） 特許㋕： 日本特許第 4,411,362号    

発明の名称：誘導多能性幹細胞の製造方法 
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特許㋖： 米国特許第8,058,065号  

1. A method for preparing an induced pluripotent stem cell by nuclear 

reprogramming of a somatic cell from a mammalian species, comprising:  

a) introducing into the somatic cell one or more retroviral vectors 

comprising a gene encoding Oct3/4, a gene encoding Klf4, a gene 

encoding c-Myc and a gene encoding Sox2 operably linked to a promoter; 

and  

b) culturing the transduced somatic cell on a fibroblast feeder layer or 

extracellular matrix in a cell media that supports growth of ES cells of the 

mammalian species, wherein one or more pluripotent cells are obtained. 

（Patented  Nov.15, 2011) 

１．哺乳類の体細胞の核初期化によりiPS細胞を作製する方法であって、 

a) プロモーターに操作可能に連結したOct3/4, Klf4, c-Myc及びSox2遺伝子を

含むレトロウイルスベクターを1つ又はそれ以上哺乳類の体細胞に導入し 

b) 当該形質転換体細胞を、線維芽フィーダー層または細胞外マトリックス上で、

哺乳類のES細胞の成長をサポートする細胞培養液中で培養することにより、

１又はそれ以上のiPS細胞を得ることを含む、 

  哺乳類の種の体細胞の核初期化によるiPS細胞の作製方法 
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（Patented: Oct. 2, 2012） 特許㋗： 米国特許第8,278,104号    

１．哺乳類の体細胞の核初期化によりiPS細胞を作製する方法であって、 

a) プロモーターに操作可能に連結したOct3/4, Klf4及びSox2遺伝子を含む1

つ又はそれ以上のレトロウイルスベクターを哺乳類の体細胞に導入し 

b) 当該形質転換体細胞をサイトカインの存在下に線維芽フィーダー層また

は細胞外マトリックス上で、多能性及び自己増殖性を維持する条件のもと

に培養することを含む、 

哺乳類の種の体細胞の核初期化によるiPS細胞の作製方法 

1. A method for preparing an induced pluripotent stem cell by  

    nuclear reprogramming of a mammalian somatic cell, comprising: 

    a) introducing into the mammalian somatic cell one or more  

        retroviral vectors comprising Oct3/4, Klf4 and Sox2  

        operably linked to a promoter, and 

    b) culturing the transduced somatic cell in the presence of a  

        cytokine on a fibroblast feeder layer or extracellular matrix  

        under conditions that maintain pluripotency and self renewal. 
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特許㋘： 日本特許第5,098,028号 （Published: Oct. 10, 2012） 

１下記の(1)､(2) ､(3)および(4)の遺伝子： 

(1)  Oct3/4遺伝子、 

(2)  Klf2およびKlf4遺伝子から選択される遺伝子、 

(3)  c-Myc、N-Myc、L-Mycおよびc-Mycの変異体である 

       T58A遺伝子から選択される遺伝子、および 

(4)  Sox1、Sox2、Sox3、Sox15、およびSox17遺伝子から 

       選択される遺伝子、 

を体細胞に導入する工程を含む、誘導多能性幹細胞の製造方

法であって、初期化される体細胞において前記遺伝子のいず
れかが発現している場合には、該遺伝子は導入する遺伝子か
ら除かれていてもよい、前記製造方法 

（ただし、Oct3/4遺伝子、Klf4遺伝子、c-Myc遺伝子およびSox2

遺伝子を体細胞に導入する場合を除く）。 
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特許㋙： 日本特許第5,467,223号 （Patented: Feb. 7, 2014） 

１1 以下の（1）～（3）の工程を含む、誘導多能性幹細胞の製造
方法： 

（1）ＥＳ細胞で特異的な発現または高発現を示す遺伝子、 

     Wntシグナル、またはLIFシグナルにより活性化される因
子をコードする遺伝子、 

      ＥＳ細胞の分化多能性維持に必須の遺伝子、および 

  それらのファミリー遺伝子から、体細胞へ導入することにより
内在性のOct3/4遺伝子およびNanog遺伝子を発現させる遺
伝子の組み合わせを選択する工程、 

（2）工程（1）で選択された遺伝子の組み合わせを体細胞に導入
する工程、および 

（3）工程（2）で得られた細胞を培養する工程。 
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（Patented: March 6, 2012） 特許㋚ ： 米国特許第8,129,187号 

１． １またはそれ以上の哺乳類の体細胞を調製する方法であって、次の(1)、 

  (2)を含む方法： 

(1) 単離された次の４遺伝子：Oct3/4, Klf4, c-MycおよびSox2遺伝子を含む１つまたは

それ以上のレトロウイルスベクターを、哺乳類の種から得られた体細胞中に導入
し、 

 当該細胞を、フィブロブラストフィーダー細胞層上で培養するか、または、哺乳類
の種のＥＳ細胞の成長をサポートする細胞外マトリックス中で培養することによっ
て１またはそれ以上のiPS細胞を取得し、 

(2) 上記(1)で取得したiPS細胞の分化を誘導し、これにより１またはそれ以上の哺乳
類の体細胞を調製する方法 

1. A method for preparing one or more mammalian somatic cells, which comprises:  

(1) introducing one or more retroviral vectors comprising the following four  

  isolated genes: Oct3/4, Klf4, c-Myc and Sox2 into a somatic cell obtained from a  

     species of mammal and culturing the cell on a fibroblast feeder layer or  

     extracellular matrix in a cell media that supports growth of ES cells of the  

     mammalian species, wherein one or more induced pluripotent stem cells are  

     obtained, and  

(2) inducing differentiation of the induced pluripotent stem cell obtained in (1),  

     wherein the one or more mammalian somatic cells are obtained  



60 

山中教授以外の発明に対する特許 
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（ウイスコンシン大のトムソン博士の特許） 

特許㋛： 米国特許第8,440,461号  (issued on May 14, 2013)   

1.  A method of reprogramming primate somatic cells, the method 
comprising the steps of : 

  introducing a retroviral vector encoding a plurality of potency-
determining factors into the primate somatic cells under conditions 
sufficient to reprogram the cells,  
   wherein the potency-determining factors comprise Oct-4 and Sox 2, 
and do not comprise c-Myc and Klf4; and 
   culturing the primate somatic cells under embryonic stem cell culture 
conditions to obtain pluripotent reprogrammed cells. 

1. 次の工程を含む霊長類の体細胞の初期化方法： 

      複数の多能性決定因子をコードしているレトロウイルスベクターを、霊長類
の体細胞に、当該細胞を初期化するに足る条件下に導入し、 

 その際、多能性決定因子として、Oct-4 と Sox 2を包含し、c-MycとKlf4を
包含しないものとし、そして  

        当該霊長類の体細胞を、胚性幹細胞の培養条件下で培養し、多能性で
初期化された細胞を得る 
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特許㋜： 英国特許第2,450,603号  (Issued: Feb. 10, 2010)   

（桜田博士の発明についてiPierian社（当時）が取得した特許。この特許は、 

 後に京都大学に譲渡された。） 

1.  An in vitro method of inducing human pluripotent stem cells 

having in vitro long-term self-renewal ability and the 

pluripotency to differentiate into ectoderm, mesoderm and 

endoderm, comprising subjecting human postnatal tissue to 

forced expression of each of the genes Oct3/4, Sox2 and Klf4, 

but not c-Myc, and culturing in the presence of FGF-2. 

１． 長期自己再生能力を有し、かつ、外胚葉、中胚葉、内胚葉への分化能を 

有するヒト多能性幹細胞をインビトロで誘導する方法であって、 

 ヒトの出生後組織を、Oct3/4､Sox2､およびKlf4遺伝子は強制発現させる

が c-Myc遺伝子は強制発現させないように、FGF-2の存在下で培養する 

ことを含む方法。 

            （注： FGF-2は、 b-FGF（塩基性成長因子）の異表記） 



63 

ご静聴ありがとうございました。 

・この資料は、AIPPI(2015) 第60巻11号18～53頁の 

  内容を要約したものです。併せてご参照下さい。 

ご質問は k.matsuda@hirota-pat.com まで 


