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Overview of the presentation 
プレゼンテーションの概要 

  
General patentability requirements 
一般的な特許性要件 

 

Possible ways of claiming antibodies 
抗体をクレームする可能な方法 

 

Can Abs by defined by the VH or VL chain or less than 6 CDRs? 
ＶＨ鎖（可変重鎖）又はＶＬ鎖（可変軽鎖）、又は６未満のＣＤＲ（相補 

 性決定領域）によって抗体を定義できるか？ 

 

Sufficiency of disclosure of hybridomas 
ハイブリドーマの十分な開示 

 

Defining Abs by epitopes 

抗体をエピトープによって定義  
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Inventive step issues: structural non-obviousness  

          routine method analysis 

進歩性の問題：構造的非自明性 

        常法による分析 

 

Types of follow-up protection 

フォローアップ保護の種類 

 

  Medical uses 

  医薬用途 
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General requirements for patentability 
一般的な特許性要件 

 Technical character (Art. 52, 57 EPC) 技術的特徴 (EPC52, 57条） 

leading to industrial applicability  
 産業上の利用可能性につながる  
 
 Novelty (Art. 54 EPC) 新規性（EPC54条） 

  unknown at the filing date of the patent application 

  特許の出願日に知られていない 

 
 Inventiveness (Art. 56 EPC) 進歩性（EPC56条） 

 no apparent motivation to obtain the solution 
   解決策を得るための、明白な動機づけがない 

 
 Sufficient disclosure (Art. 83 EPC) 十分な開示（EPC83条） 

  invention must be reproducibly described 

  発明は再現可能なように記載されていなければならない 
 
 Clarity (Art. 84 EPC) 明瞭性（EPC84条） 

  clear claim terminology 

  明瞭なクレーム文言 
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General considerations 
概論 

 Target X is novel and function known  

 標的Ｘは新規で、機能は知られている 

 

 

 Ab against X is novel & inventive even if Ab has not been made (T 0582/95) 

Ｘに対する抗体は、抗体が作製されていなくても新規性及び進歩性を有する 

（審決T0582/95） 

A generic Ab against a known target is not inventive  

 既知の標的に対するジェネリックな抗体は、進歩性がない 

A particular Ab Y against a known antigen X  inventive only if it: 

 既知の抗原Ｘに対する特定の抗体Ｙは、以下である場合にのみ進歩性を有する 

  - exhibits unexpected properties, or -予想外の特性を提示;又は 

            - was unexpected that such an Ab could be produced at all 

      -かかる抗体が生産可能であることが全く予想外であった 

  - See decisions T 0735/00, T 0187/04, T 0654/02 (審決参照） 

 

broadest scope 
最も広い範囲 
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How can antibodies be claimed? 
どのように抗体をクレームすることができるか？ 

 
a) 

antigen specificity 

抗原の特異性 

b) 

structural features: 

構造的特徴： 

- sequence  配列 

     - domain architecture 

ドメイン構造 

-new antibody formats 

新規の抗体フォーマット 

 c) 

functional features: 

機能的特徴  

- target dependent 標的に依存 

- target independent 標的に非依存 

 

d) 

 hybridoma 
accession number 

d)ﾊｲﾌﾞﾘﾄﾞｰﾏのｱｸｾｯｼｮﾝ番号 

e) 

production 

Process 

生産工程 

f) 

target epitope 

標的エピトープ 

or combinations of any of a)- f) 
又は a)- f) の組合せ  
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b) Definition by structural features 

   構造的特徴による定義 
  

Example 1: 例１: 

 “Monoclonal antibody binding to X comprising 

 a heavy chain variable domain of SEQ ID NO. 1 and 

 a light chain variable domain of SEQ ID No. 2” 
 「配列番号１の重鎖可変領域及び配列番号２の軽鎖可変領域を含む、 

  Ｘに結合するモノクローナル抗体」 

 

Example 2: 例２: 

 “A single chain antibody binding to X comprising  

 VH CDR1, CDR2 and CDR3 consisting of the amino acid 

 sequence of SEQ ID NO. 1, 2 and 3, and 

 VL CDR1, CDR2 and CDR3 consisting of the amino acid 

 sequence of SEQ ID NO. 4, 5 and 6“ 
「配列番号1,2及び3のアミノ酸配列からなるVH CDR1,CDR2及びCDR3;並びに 

配列番号4,5及び6のアミノ酸配列からなるVL CDR1,CDR2及びCDR3 

を含むＸに結合する一本鎖抗体」 
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A canonical heavy or light chain does not reproduce the technical 

effect shown for the entire Ab => Lack of inventive step  
          標準的な重鎖又は軽鎖は、抗体全体に示される技術的効果を再現しない 

                                                                      =>進歩性の欠如 

 Single CDRs are often not new  

              単一のＣＤＲは新規でないことが多い 

 Exceptional cases of single domain antibodies or binding peptides 
(T 0617/07)単一ドメイン抗体又は結合ペプチドの例外的なケース (審決0617/07) 

 if experimental data is provided   実験データが提供された場合 

    

    e.g. 3D X-ray struct. of anti-ILZ(Fab) complex with antigen  

          HCDR1-3 + LCDR3  Interact with target 
                                         例：抗ILZ（Fab）と抗原の複合体の3D X線構造 

                                                標的と相互作用するHCDR1-3＋LCDR3 

 

 

Why is one variable region/chain or any less 

than 6 CDRs not sufficient? 
なぜ１つの可変領域／鎖、又は６未満のＣＤＲでは十分でないのか？ 
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Are 6 CDRs sufficient to identify antibodies ? 
抗体を特定するには６ＣＤＲで十分か? 

 
 

 

− So far claims covering Abs defined by the 6 CDRs have been 

accepted 

現在までは、6CDRによって定義された抗体に関するクレームは受理されている 

     but しかし  

− CDRs  are fragments of the antibody sequence 

 ＣＤＲは抗体配列の断片である 

− Differ according to the authors and the publications 

 著者及び刊行物によって異なる 

− Might even not include several amino acids interacting with the  

antigen 

 抗原と相互作用する複数のアミノ酸さえ含まない可能性がある 
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- It is possible that the sequences of the 6 CDRs may represent a 

„fingerprint“ of the antibody  

    6CDRの配列が、抗体の「指紋」を示す可能性がある 

 

   combine with an inventive functional feature 

                                    進歩性を有する機能的特徴と組み合わせる 
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What are CDRs?  ＣＤＲとは何か？ 

 

  
 An antibody can presently be claimed by the Seq. of its 6 CDRS 

現在、抗体は、その6CDRの配列によってクレームすることが可能である 

          but しかし 
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    Kabat 1983 Chothia 

1987 

Chothia 

1989 

Chothia 

1997 

IMGT 1999 

  

Heavy 

  

chain    

  

CDR1 31-36 (6) 26-32 (7) 26-32 (7) 26-32 (7) 27-38 (12) 

CDR2 50-65 (16) 53-55 (3) 52-56 (5) 52-56 (5) 56-65 (10) 

CDR3 95-102 (8) 96-101 (6) not given 92-104 (13) 105-117 (13) 

  

Light   

chain  

CDR1 24-34 (11) 26-32 (7) 26-32 (7) 25-32 (8) 27-38 (12) 

CDR2 50-56 (7) 50-52 (3) 49-53 (5) 50-52 (3) 56-65 (10) 

CDR3 89-97 (9) 91-96 (7) 90-97 (8) 91-96 (6) 105-117 (13) 

„CDRs may miss approximately 20% of the antigen-binding residues“ 

「ＣＤＲは抗原結合残基を約２０％逃す可能性がある」 

 

Kunik & Ofran, Protein Engineering Design & Selection, vol. 26,no.10, pp599-609, 2013 
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In the future.... 
将来的に… 

  

 

- It is possible that the sequences of the 6 CDRs may be regarded 

as „fingerprint“ of the antibody  

- 6CDRの配列が、抗体の「指紋」であるとみなされる可能性がある 

 

 

 

    

   combine with an inventive functional feature 

                                    進歩性を有する機能的特徴と組み合わせる 
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c) Definition by functional features 
 

Example: 

例： 

 “A monoclonal antibody that induces apoptosis of a gastric 

carcinoma cells upon binding to receptor X on the surface of 

said cells.  
 「胃がん細胞の表面のレセプターＸへの結合によって、かかる胃がん細胞

のアポトーシスを誘導するモノクローナル抗体」 

 

"Monoclonal antibody against protein X that neutralizes at 

least 80% of the bioactivity of protein X.“ 
「タンパク質Ｘの生物学的活性を少なくとも８０％中和するタンパク質Ｘに対

するモノクローナル抗体」 

 

 

 

 

 

 

• target and activity must be defined in the claim 
•標的及び活性をクレーム中に定義しなければならない 

• parameter/value must be unambiguous 
•パラメーター／値は明確でなければならない 

• experimental evidence and sufficiency of disclosure => reproducibility 
•実験的証拠及び十分な開示 =>再現性 

ｃ）機能的特徴による定義 
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d) Definition by hybridoma accession number 

ｄ）ハイブリドーマアクセッション番号による定義 

 
 

Example 1: 
例１: 

 

“ A monoclonal antibody binding to antigen X obtained from the 

hybridoma cell line 57DX79 ” 
ハイブリドーマ細胞株57DX79から得られた抗原Ｘに結合する 

モノクローナル抗体 

 

 

Hybridoma cell line 57DX79 is not commercially or publicly available. 
ハイブリドーマ細胞株57DX79は、市販されても、公的に入手可能でもない 

 

Insufficiency of disclosure (Art. 83 EPC) 
不十分な開示（ＥＰＣ８３条） 
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 Example 2: 

 例２: 

 

− “A monoclonal antibody that specifically binds to antigen X 

obtained from the hybridoma cell line deposited at ATCC on May 

22, 1996 under Accession No. 111111 ” 

− 「アクセッション番号111111により、1996年5月22日にATCCに寄託されたハイブ

リドーマ細胞株から得られた抗原Ｘに特異的に結合するモノクローナル抗体」 

 

− Deposit must be made under the Budapest Treaty prior to the 

date of filing (Rule 31 EPC) 

− 出願日前にブダペスト条約に基づいて寄託する必要がある（欧州特許条約施行規

則第31規則） 
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Antibodies defined by deposited hybridomas 
寄託されたハイブリドーマによって定義される抗体 

  Notice of the EPO dated 7.7.2010 (Official Journal 10/20, pg. 498) 

 2010年7月7日付のEPOの通知（官報10/20、498ページ） 

 

 International patent applications designating or electing the EPO  

 ＥＰＯを指定又は選択する国際特許出願 

 

The depositor must be one of the applicants for the EPO 

寄託者は、ＥＰＯへの出願者の一人でなければならない 

 If not, an authorisation of the depositor must be provided. 

そうでない場合、寄託者の許可が必要 

 Authorisation and consent of the depositor must be given as from 

the date of filing of the patent (Notice, I-3.6) 

寄託者の許可及び承諾は、特許の出願日以降でなければならない（通知I-3.6） 
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Importance of depositing biological material on time 
期限内に生物学的材料を寄託する重要性 

   Application discloses one antibody X against tyrosine kinase Z 

overexpressed in metastatic epithelial cells 

 出願は、転移性上皮がん細胞に過剰発現したチロシンキナーゼＺに対する１つの抗

体Ｘを開示している 

 

 Application shows that Ab X:    出願は、抗体Ｘが: 

  -  decreases the growth of metastatic breast and prostate 

     cancer cells in vivo (mouse model) 

                 - インビボで、転移性乳がん及び前立腺がんの増殖を低減する 

                （モデルマウス）   ことを示している 

 Filing date of the application: 17.08.00  出願日:2000年8月17日 

 Date of ATCC deposit: 08.12.00  ATCC寄託日：2000年12月8日 

   Consequence: Revocation in Opposition  

                結果：異議申立で（権利の）取消 
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e) Definition by production process 

ｅ）生産工程による定義 

Example: 

例： 

 

“A polyclonal antibody obtained by immunisation of a rabbit 

with a compound X isolated from plant Y by method A” 
「方法Ａよって、植物Ｙから単離した化合物Ｘでウサギを免疫化すること

によって得られたポリクロナール抗体」 

 

 
• only if Ab cannot be characterized by other technical features 
• 他の技術的特徴によって抗体が特徴づけられない場合のみ 

 

• reproducibility 
• 再現性 
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f) Definition by linear target epitope 

 ｆ）直鎖状標的エピトープによる定義 

 Example1: 
例１: 

“An antibody that specifically binds to a peptide of amino 

acid sequence Asp-Tyr-His-Ala-Val within antigen X ” 
「抗原Ｘ内のアミノ酸配列Asp-Tyr-His-Ala-Val のペプチドに特異的
に結合する抗体」 

“A human Ab that specifically binds to CDX, wherein the 

epitope comprises amino acid residues 44-66 within SEQ ID 

NO: 2” 
「エピトープが、配列番号２内にアミノ酸残基44-46を含む、 

 CDXに特異的に結合するヒト抗体」 

 

 

• no cross-reacting Abs   交差反応抗体はない 

• unexpected technical effect associated with the epitope 
   エピトープに関連した予想外の技術的効果 

• comparative data might be needed  比較データが必要となる可能性 
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f) Definition by non-linear target epitope 

f)非直鎖状標的エピトープによる定義 

 

 

Example 2: 
例２: 

“An antibody that specifically binds to His78, Lys111, Tyr114 

and Ala156 within antigen X defined by SEQ ID NO:6” 

「配列番号６によって定義される抗原Ｘ内のHis78,Lys111, 

Tyr114及びAla156に特異的に結合する抗体」 

 

 

• target molecule and disparate parts of the epitope are defined 
•標的分子及びエピトープの異種部分は定義されている 

• no cross-reacting Abs  
•交差反応抗体はない 

•unexpected technical effect associated with the epitope 
•エピトープに関連した予想外の技術的効果 

• reproducibility - no undue burden 
•再現性－過度の負担なし 
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Inventive step standards for antibody claims 
抗体に関するクレームの進歩性に関する基準 

 
 
 
Difference in examination standards between small 

molecules and antibodies?   

小分子と抗体との審査基準の相違？ 

 

structural non-obviousness not directly applicable to Abs 

構造的非自明性は、抗体に直接適用されない 

 

All new antibodies are obvious ? 

全ての新規の抗体は自明か？ 

 

When does a technique become "routine"? 

いつ技術が「常法」 になるのか？ 
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Example of small molecules: not structurally close 
小分子の例：構造的に類似していない 

 
 

注：上記化合物(IIIa)及び(IIIb)は、「構造的に類似」でない。 

「構造的に類似」であるには、２つの化合物の少なくとも塩基性核又は環状構
造が同一でなければならない。特許性を有するために(IIIb)が、(IIIa)を超える利
点又は予想外の効果を示す必要はないであろう。 
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Example of small molecules: structurally close 
小分子の例：構造的に類似 

  

先行技術 出願 

注：２つの環系が構造的に類似しているので、化合物(IVa)及び(IVb)は、
「構造的に類似」していると考えられる。(IVb)は、予想外の効果があ
る場合のみ、特許性を有する。 
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Antibody- Antigen binding 
抗体－抗原結合 

 
 
 

The Biology Project, University of Arizona  
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CDRs removed but scaffold remains structurally close 
CDRは除去されたが、足場は構造的に類似したままである 

 
 
 unexpected technical effect has to be shown 
                               予想外の効果を示す必要がある 

 

The Biology Project, University of Arizona  
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Structural non-obviousness also applies to Abs on a 
different level 
構造的な非自明性は、異なるレベルで抗体にも当てはまる 

 
 
 
 

 

 When is a novel compound structurally close to known compounds 

inventive?   

 既知の化合物に構造的に類似する新規の化合物が進歩性を有するのは？ 

 

The novel compound must exhibit a use or an effect which is unexpected 

Fulfilment of this condition is sufficient for inventive step 

新規の化合物は、予想外である使用又は効果を示す必要がある 

 この条件を満たすことで、進歩性には十分である  
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When is an antibody not structurally close to known antibodies? 

既知の抗体に構造的に類似していない抗体は？ 

 

•  For example, the scaffold supporting the CDRs is not based on the known 

immunoglobulin structure  

• 例えば、CDRを支持する足場は、既知の免疫グロブリン構造に基づいてい

ない 
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Structural non-obviousness: reasons for the 
difference in the case of Abs 
構造的非自明性：抗体の場合の相違の理由 

 
 

 

 Obvious to obtain further Abs to a known target using known 

methods  

既知の方法を使用して、既知の標的に対するさらなる抗体を得るのは自明 

 

  “The routine methods analysis” 

        「常法による分析」 

 

  An Ab prepared by routine methods is inventive only 

  if it shows unexpected properties (Decision T 645/02) 

       常法によって調製された抗体は、予想外の特性を示した場合のみ 

         進歩性を有する（審決T645/02） 
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Examples of unexpected properties 
予想外の特性の例 

 
 epitope specificity - biological activity 
 エピトープの特異性－生物学的活性 

 new or improved biological activity 
 新規又は改善した生物学的活性 

 significant improvement in affinity 
 親和性の顕著な改善  

 cross-reactivity 
 交差反応  

 low immunogenicity 
 低い免疫原性 

 pharmacokinetic properties 
 薬物動態特性 

 expression level 
 発現レベル 

 stability in solution 
 溶液中の安定性 

 reduced treatment-related toxicity 
 治療関連毒性の低減 
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Nature Biotechnology, Nils Lonberg, Sept. 2005 

When does a method become a routine method ? 
方法が常法となるのはいつか？ 
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When does a technique become a routine method? 
方法が常法となるのはいつか？ 

 
 It depends on the difficulty of the method: 

 方法の難しさにより異なる 

 

− Köhler and Milstein (1975) Hybridoma technology  

− Köhler and Milstein (1975)ハイブリドーマ技術 

 

  * Not routine in 1979 (T 349/91)  

       * 1979年には定法でなかった(T 349/91) 

   * In T0877/03 this is interpreted as being an early 

                  phase of this technology. 

        *T0877/03では、この技術の初期段階であると解釈された 
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− production of camelid heavy chain single domain antibodies 

(Ablynx)  

− ラクダ重鎖単一ドメイン抗体の生産（Ablynx） 

  * immunisation of llamas or camels      Hybridomas 

    *ラマ又はラクダの免疫化 → ハイブリドーマ 

 * Phage display libraries  

    *ファージ提示ライブラリー 

   - Both technologies are well mastered 

      ‐両方の技術は、十分習得されている 

  - No technical problems expected 

   ‐予想される技術的問題はない  

  - A document disclosing the technique might be  

  enough to destroy inventive step 

      ‐技術を開示する文献は、進歩性を否定するのに十分である 

         可能性がある 

 

 
33 



European Patent Office 

 The EPO does not think that finding a new  

therapeutic or diagnostic antibody is like finding  

a needle in a stack of needles  

 

 

 

 

 

 

 

 The EPO thinks that it is like finding a 

needle in a haystack with the appropriate  

   tools and methodology 

34 

ＥＰＯは、新規の治療用抗体又は診断用抗体の発
見が、無数の針から１本の針をさがすようなこと
ではないと考えている 

 

ＥＰＯは、適切な道具と方法によって、干し草
の山から１本の針をさがすようなものであると
考えている 
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Other types of follow-up protection 
その他のタイプのフォローアップ保護 

  
 
Combination therapy 

組合せ療法 

 - If Ab and compound X are known for the same purpose 

    ‐抗体及び化合物Ｘが同じ目的で知られている場合 

   “ A therapeutic pharmaceutical composition comprising 

 docetaxel and rhuMA HER2” (EP1169059 Aventis) 

「ドセタキセル及びrhu MA HER2を含む治療用医薬組成物」（EP1169059Aventis） 

    Synergistic effect has to be shown 

       相乗効果を示す必要がある 

 - If Ab and compound X are not known for the same purpose 

   ‐抗体及び化合物Ｘが同じ目的で知られていない場合 

   Additive effect is sufficient 

       相加効果で十分である 
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Other types of follow-up protection 
その他のタイプのフォローアップ保護 

  
 
New pharmaceutic formulations  

新規の製剤処方 

 - Liquid versus lyophilised   液体 対 凍結乾燥 

 - aerosol          エアロゾル 

   - Improved stability        安定性の改善 

Compound claims  cannot be bypassed by off-label use 

化合物クレーム → 承認適応症外使用によって回避できない 

 

 

New way of administration  

新たな投与方法 

-subcutaneous / oral  administration versus intravenous 

-皮下投与／経口投与 対 静脈内投与 
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Other types of follow-up protection 
その他のタイプのフォローアップ保護 

  
 Medical uses  

 医薬用途 

 Antibody is novel :  first medical use possible  

 抗体は新規である：第１医薬用途が可能 

 Ab X for use as medicament / as immunosuppressant 

     医薬／免疫抑制剤として使用するための抗体Ｘ 

 

 Antibody is known:  second or further medical use possible  

 抗体は既知である：第２(以降)医薬用途が可能 

    Ab X for use in a method of treating disease Y 

    病気Ｙの治療方法において使用するための抗体Ｘ 

  

    Note: A biosimilar can be sold off-label for the same indication 

 注：バイオ後続品は、同じ適応に承認適用症外で販売できる 
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Other types of follow-up protection 
その他のタイプのフォローアップ保護 

  
 
Dosage regimen  

投薬計画 

 Decision G 2/08 審決：G2/08 

New dosage regimen of a known compound or combination is 

patentable if it has a surprising or beneficial properties  

既知の化合物又は組合せの新規の投薬計画は、驚くべき又は有利な特

性があれば、特許性がある 

“Antibody X for use in the treatment of disease Y, wherein 60 

mg/Kg of the antibody are administered to the patient by 

intravenous administration during the first week of treatment 

and 20 mg/kg once a week thereafter, for at least eight weeks” 

「病気Ｙの治療において使用する抗体Ｘであって、治療の第１週目は60mg/Kg

の抗体が患者に静脈内投与され、その後は少なくとも８週間の間週１回

20mg/kg投与される抗体。」 
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Sufficiency of disclosure for second medical use claims 
第２医薬用途クレームのための十分な開示 

 
Therapeutic effect is a functional feature of the claims  

治療効果は、クレームの機能的特徴である 

 

 The application must disclose the suitability of the substance or 

composition for the claimed therapeutic indication; a simple verbal 

statement not enough  

出願は、クレーム記載の治療指標に対する物質又は組成物の適切性を開示しなけれ

ばならない。単なる言葉での陳述は十分でない 
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 In vitro test might be sufficient if they render plausible the claimed 

therapeutic indication 

インビトロ検査は、クレーム記載の治療指標を妥当とした場合には、十分である可

能性がある 

 

Post-published data can be taken into account only to back-up the findings 

in the application and not to establish sufficiency per se 

公開後のデータは、出願内の発見のバックアップとしてのみ考慮でき、そのもので

は十分性を構築できない 

 

     (Decisions T 609/02 and T 0699/06)  

 （審決T609/02及びT0699/06） 
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Inventive step of second medical use claims 
第２医薬用途クレームの進歩性 

  

It has to be credible from the application that the objective technical 

problem is solved 

目的の技術的な問題が解決できることが出願から確実でなければならない 

Post-published data may be taken into account to support the 

evidence disclosed in the application 

公開後のデータは、出願中に開示された証拠をサポートするために考慮す

ることができる 

It cannot be taken into account if the application does not provide 

evidence  

出願が証拠を提供していない場合、そのデータを考慮することはできない 

 

 (Decision T 1329/04)  (審決T1329/04) 
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Inventive step of second medical use claims 
第２医薬用途クレームの進歩性 

 
 

 The type of data needed to substantiate inventive step depends on 

the prior art available:  

 実質的な進歩性に必要なデータの種類は、入手可能な先行技術によって異なる 

Situation 1:  - Signalling via receptor X plays a role in ovarian  

  carcinoma 

      -レセプターＸを介したシグナリングは、卵巣がんに関与する 

            - General suggestion to use antagonist Abs to receptor 

  X to treat the disease 

       -病気を治療するために、レセプターＸに対する 

       アンタゴニスト抗体を使用する一般的示唆 

Application shows in an animal model that  Ab X reduces growth of 

ovarian carcinoma   

出願は、モデル動物において抗体Xが卵巣がんの増殖を低減することを示している。 

  Inventive step can be acknowledged  

                            進歩性は認められる 
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Inventive step of second medical use claims 
第２医薬用途クレームの進歩性 

 
 

 

 The type of data needed to substantiate inventive step depends on 

the prior art available:  

 実質的な進歩性に必要なデータの種類は、入手可能な先行技術によって異なる 

 

Situation 2:  - Phase I and II clinical trials on anti-receptor X Ab in 

             ovarian cancer published 

           - Good safety and tolerability; results encouraging 

   状況２：     -卵巣がんにおける抗レセプターＸ抗体の第１相及び 

                        第２相臨床試験が公開されている 

                       -優れた安全性、忍容性；有望な結果 

 Application must disclose efficacy data in human patients  

               出願は、ヒトの患者における有効性のデータを開示しなければならない 

 

 
43 



European Patent Office 

Conclusions:  
 結論： 

 
 

 It is possible to patent novel antibodies directed to a known target, 

provided an unexpected technical effect is shown 
 予想外の技術的効果が示されていれば、既知の標的に対する新規な抗体を特許にす

ることはできる 

 

 There are different ways of defining antibodies 
 抗体の定義の仕方はたくさんある 

 

 It is not possible to define antibodies only by reference to some of 

the CDRs or to the VH or VL chain without referring to functional 

features  
 機能的特徴に言及せずに、いくつかのCDR、或いはVH鎖又はVL鎖に言及すること

によってのみ抗体を定義することはできない 

 

 In case Abs are defined by hybridomas, they should be deposited 

before the filing date  
 抗体がハイブリドーマによって定義されている場合、出願日前に寄託されていなけ

ればならない 
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 It is not completely true that “Structural non-obviousness” does not 

apply to antibodies   
 「構造的な非自明性」が抗体に適用されない、というのは必ずしも本当ではない 

 

 Several types of follow-up protection are possible  
 複数の種類のフォローアップ保護が可能である 

 

 Second medical uses must be made plausible by the application 
 第２医薬用途は、出願によって有望であることが示されなければならない 
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  Thank you for your attention  

                    ご清聴ありがとうございました 

  
 
  
 

 

 

Thanks to Dres. Helena Domingues, René Wagner, Zoran Cilenšek 

Examiners in Directorate 1412(Immunology and Vaccines)  
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