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JAPAN IP ENFORCEMENT & TRANSACTIONS 

NEWSLETTER 

 This newsletter introduces two recent judgments rendered by the Intellectual 
Property High Court of Japan ("IPHC") which elaborates on the usage and 
interpretation of the term "technical idea" which is used to define the term 
"Invention" in Article 2 of the Patent Act: 

First case: IPHC's judgment (Grand Panel of 5 sitting IPHC Judges) dated 
April 13, 2018 (Case Nos. 2016 (Gyo-ke) 10182 and 10184) 

Second case: IPHC's judgment dated April 4, 2018 (Case Nos. 2017 (Ne) 
10090) 

Article 2, Paragraph 1 of the Patent Act defines the term "Invention" as an 
advanced creation of technical ideas utilizing the laws of nature. These judgments 
are particularly important and useful as both the cases revolve around the usage 
and interpretation of the term "technical idea" and arrive at conclusions that are 
more favorable to the patentees. (p.1) 

 

 本ニュースレターでは、特許における「技術的思想」に関する最近の知的財産高等裁判
所による裁判例として、 

・ 知財高裁平成 30 年 4 月 13 日大合議判決（平成 28 年（行ケ）第 10182 号、第
10184 号） 

・ 知財高裁平成 30 年 4 月 4 日判決（平成 29 年（ネ）10090 号） 

を紹介します。 

 知財高裁平成 30 年 4 月 13 日大合議判決では、発明の進歩性判断を行う際に化合
物に係る引用発明を認定するためには、刊行物に化合物に関する一般的な記載がある
だけでは足りず、当該化合物に係る具体的な技術的思想を抽出できるだけの記載が必
要である、と判断しました。 

 また、知財高裁平成 30 年 4 月 4 日判決は、特許法 79 条の先使用権を基礎づける
ための先行発明の完成を認めるためには、原告の特許出願当時、原告の特許発明と同
じ構成のサンプル品を製造していたというだけでは足りず、当該サンプル品に当該特許発
明と同じ内容の技術的思想が具現化されていなければならない、との判断を示しました。 

 いずれの判決も、「技術的思想」をキーワードに、特許権者側に有利な判断を示したも
のとして、注目されます。 (p.8) 
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[Japanese IP Topic 2018 No.2 (English)] 

The IPHC ruled that in order for an invention to 

be found in a prior art publication, the 

publication must include a specific description 

to extract a specific technical idea of the 

patented invention.  

 

The Grand Panel Judgment dated April 13, 2018 

ruled on how to examine the inventive steps of a 

patented invention in light of prior art publications. 

The judgment stated that in order for an invention 

regarding a chemical compound to be found in a 

prior publication, the publication must include not 

only a general description about the compound, 

but also a specific description to extract a specific 

technical idea regarding the patented compound. 

 

1 Summary of the IPHC Judgment 

 

The IPHC Judgment presented the following two 

rulings: 

•The legal action to seek revocation of a trial 

decision of the Japan Patent Office ("JPO") 

dismissing a request for an invalidation trial can 

be maintained even after the expiration of the 

patent right; and 

•If a chemical compound is described in the form 

of general formula in a prior publication and the 

general formula has an enormous number of 

alternatives whereby the specific technical idea 

of a specific alternative is not obvious and 

hence cannot be extracted, then the invention 

of such a specific alternative, which cannot be 

found without a specific reason to select the 

technical idea of the alternative can be 

patented. 

 

This newsletter focuses on the second ruling 

regarding how to find a cited invention when 

examining the inventive step of a patented 

invention. 

 

2 Background 

 

The patent-in-quit (Patent No. 2648897, the 

"Patent") was registered by the JPO on May 16, 

1997 for an invention titled "Pyrimidine 

Derivatives" in the name of Shionogi & Co., Ltd. 

 

Plaintiff X filed a request for initiating a patent 

invalidation trial on March 31, 2015 against the 

Patent before the JPO (Invalidation Trial No. 

2015-800095). AstraZeneca UK Limited joined the 

trial to support the patentee, i.e. Shionogi & Co., 

Ltd. and Nippon Chemiphar Co., Ltd. joined 

Plaintiff X as a requester to the trial. 

 

The JPO rendered its decision on July 5, 2016 to 

the effect that "the request for invalidating the 

patent was groundless" ("JPO Decision"). The 

invention according to Claim 1 of the Patent 

("Invention 1") is as follows: 

 

Invention 1 

A compound represented by the following formula: 

Formula 1. 

 

 

 

 

 

 

Where: 

R1 is a lower alkyl; 

R2 is a phenyl substituted with halogen; 

R3 is a lower alkyl; 

R4 is hydrogen or a calcium ion forming a 

hemicalcium salt; 

X is an imino group substituted with an 

alkylsulfonyl group; 

the dashed line represents the presence or 

absence of a double bond or a ring-closed lactone 

body thereof. 
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The Plaintiffs alleged the following grounds for 

invalidating the patent: 

• Lack of inventive step in light of the invention 

described in Exhibit Ko 1 (Publication of 

Japanese Translation of PCT International 

Application No. 1991-501613) ("Ko 1 

Invention"), the invention described in Exhibit 

Ko 2 (Japanese Unexamined Patent 

Application Publication No. 1989-261377) ("Ko 

2 Invention") and the common general 

technical knowledge as of the priority date of 

the Patent; and 

• Noncompliance of support requirement 

 

In this newsletter we are focusing on the first 

invalidation ground, i.e. on the lack of inventive 

step. 

 

3 Outline of the JPO Decision 

 

The JPO Decision found the following common 

features and differences between Invention 1 and 

Ko 1 Invention which is as follows: 

 

Common features: 

 

A compound represented by the following formula: 

 

 

 

 

 

Where: 

R1 in Invention 1 and Ko 1 Invention is a lower 

alkyl; 

R2 in Invention 1 and Ko 1 Invention is a phenyl 

substituted with a halogen; 

R3 in Invention 1 and Ko 1 Invention is a lower 

alkyl; 

the dashed line in Invention 1 and Ko 1 Invention 

represents the presence or absence of a double 

bond or a ring-closed lactone body thereof. 

 

Differences: 

 

• X in Invention 1 is an imino group substituted 

with an alkylsulfonyl group, whereas X in Ko 1 

Invention is an imino group substituted with a 

methyl group. 

• R4 in Invention 1 is hydrogen or a calcium ion 

forming a hemicalcium salt, whereas R4 in Ko 1 

Invention is a sodium ion forming a sodium salt. 

 

The JPO ruled that Invention 1 has an inventive 

step as there was no obviousness or any 

motivation to replace "dimethylamino group" of Ko 

1 Invention with "-N(CH3)(SO2R')" of Invention 1 

even in light of prior art Ko 1 Invention, Ko 2 

Invention and the common general technical 

knowledge that was prevalent as of the filing 

(priority) date. 

 

4 IPHC Judgment 

 

The IPHC Judgment confirmed that Invention 1 

had an inventive step and upheld the JPO 

Decision. 

 

First, the IPHC Judgment explained how to 

examine the inventive step of a patented 

invention: 

• In order to examine an inventive step, the 

invention of the patent application should be 

compared with a prior art invention to ascertain 

the common features and the differences. The 

differences should be examined as to whether 

those skilled in the art could easily conceive the 

invention in light of the state of the art as of the 

filing (or priority) date. 

• If the prior art invention to be compared with 

the patented invention i.e. (a main cited 
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invention) is an invention described in a 

publication, it must be a specific technical idea 

that can be extracted from the description of 

the prior art publication. 

• If a compound is described in a form of a 

general formula in a publication and the 

general formula has an enormous number of 

alternatives, those skilled in the art would not 

be able to extract a specific technical idea of a 

specific alternative from the general formula 

described in the publication without a specific 

reason to select the technical idea that is 

embodied in the patented invention. 

• This rule should apply in the same manner 

when finding a secondary cited invention  

from a publication to determine whether a 

difference between the patented invention and 

the main cited invention could have been easily 

conceived by applying the main cited invention 

to the secondary cited invention. 

 

Second, when referring to descriptions of Ko 2 

Invention, the IPHC Judgment acknowledged that, 

as for the general formula in Ko 2 Invention: 

 

 

 

 

 

 

 

Ko 2 Invention describes "-NR4R5" as an 

alternative of substituent group R3 at the 2nd 

position of the pyrimidine ring of a "particularly 

preferable compound" among the compounds 

represented by general formula (I) provided above, 

and Ko 2 Invention also describes "methyl group" 

and "alkylsulfonyl group" as an alternative for R4 

and R5.  The IPHC Judgment, however, pointed 

out that there are numerous alternatives of R3 in 

"particularly preferable compound" of Ko 2 

Invention, and the number of such alternatives is 

at least 20 million and that the compound where 

R3 is "-NR4R5, and R4 and R5 are "methyl" and 

"alkylsulfonyl" is just one alternative among such 

20 million or more alternatives.  

 

The IPHC Judgement stated the following: 

 

• Although Ko 2 Invention describes an 

alkylsulfonyl group, it is impossible for those 

skilled in the art to find from the description of 

Ko 2 Invention any reason to select "-NR4R5 " 

as R3 of the general formula (I) of Ko 2 

Invention and further select "methyl" and 

"alkylsulfonyl" for R4 and R5. 

• The technical idea of selecting the group at the 

2nd position of the pyrimidine ring as 

"-N(CH3)(SO2R')" cannot be extracted from Ko 

2 Invention; therefore, it cannot be found that 

Ko 2 Invention describes the structure of 

difference explained above. 

• Thus, the combination of Ko 1 Invention with 

Ko 2 Invention may not result in the structure of 

difference that is the patented Invention 1. 

 

5 Comments 

 

The JPO examined the motivation to conceive the 

structure of difference between Invention 1 and 

the published prior art immediately after 

determining the common features and differences 

between Invention 1 and Ko 1 Invention without 

delving into any fact finding as to Ko 2 Invention.  

To the contrary, the IPHC Judgement examined 

how to find Ko 2 Invention as a secondary cited 

invention to be combined with the main cited 

invention (i.e., Ko 1 Invention), and stated that 

Invention 1 had an inventive step because Ko 2 

Invention did not describe the structure of 

difference. 

 

Although the IPHC Judgment is specific to an 

invention of chemical compounds described as a 
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general formula, the ruling can be applied to other 

categories of inventions as well.  It is now 

expected that, if a prior art publication has only 

general descriptions, it will not be sufficient to 

invalidate a patent; the courts would have to 

establish that the patented invention cannot be 

found unless a specific technical idea 

corresponding to the patented invention can be 

extracted from the general descriptions in the prior 

art publications. 

 

This IPHC Judgment has made it difficult to 

invalidate a patent on the findings of a prior 

invention when examining an inventive step of a 

patented invention because now the prior art 

publication must include not only a general 

description on the invention, but also a specific 

description to extract a specific technical idea 

regarding the patented invention. This ruling is 

apparently in favor of patentees and hence 

encourages inventors to file patents to better 

protect their rights. 

 

[Japanese IP Topic 2018 No.3 (English)] 

The IPHC ruled that in order to establish the 

prior user right, the defendant must 

demonstrate that the sample product 

manufactured before the filing date embodied 

a technical idea identical to that of the 

patented invention. 

 

The IPHC Judgment dated April 4, 2018 ruled on 

prior user rights under Article 79 of the Patent Act.  

In order for a defendant to establish its prior user 

right based on a sample product it manufactured 

as of the filing date of the plaintiff's patent, the 

defendant has to establish not only that the 

sample product had all the elements of the 

plaintiff's patented invention but also that the 

sample product embodied a technical idea 

identical to that of the patented invention. 

 

1 Summary of the IPHC Judgment 

 

This Judgment rendered by the court of first 

instance is for an infringement action initiated by 

the patentee for an injunctive order against the 

sale of the Defendant's (i.e., the Appellant's) 

product.  The Judgment denied the Defendant's 

prior user right because the technical idea 

embodied in a sample product of the Defendant's 

product was not identical to that of the Plaintiff's 

(i.e., the Appellee's) invention. 

 

2 Background 

 

Kowa Company, Ltd. (the Plaintiff and Appellee), 

having a patent right (the "Patent Right") over 

Patent No. 5190159 (the "Patent") for an invention 

titled "Medicine," filed an action against Towa 

Pharmaceutical Co., Ltd. (the Defendant and 

Appellant), alleging that the product manufactured 

and sold by the Defendant was covered by the 

technical scope of the invention of Claim 2 of the 

Patent (Invention 2). 

 

The elements of Invention 2 are as follows: 

1: A pharmaceutical product comprising a solid 

preparation comprising ingredients (A) and (B): 

(A) pitavastatin or a salt thereof; and 

(B) at least one selected from the group 

consisting of carmellose and a salt thereof, 

crospovidone, and microcrystalline cellulose, 

2: wherein the solid preparation has a water 

content of 2.9 mass % or less 

3: and is stored in an air tight package. 

4: wherein the solid preparation has a water 

content from 1.5 to 2.9 mass %. 

 

Admitting that the Defendant's product was 

covered by the technical scope of Invention 2, the 

Defendant alleged that:  
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• the Defendant had the prior user right (Article 

79 of the Patent Act) for its product; and 

• the patent for Invention 2 should be invalidated 

by a patent invalidation trial as it lacked the 

inventive step (Article 29, Paragraph 2 of the 

Patent Act). 

 

The Tokyo District Court, as the court of first 

instance, admitted all the Plaintiff's claims, ruling 

that the Defendant did not have the prior user 

rights, and the patent for Invention 2 should not be 

invalidated by a patent invalidation trial.  

Dissatisfied with this judgment, the Defendant filed 

an appeal. 

 

The Defendant alleged that it manufactured a 

sample drug for clinical trials as of the filing date of 

the Patent (August 8, 2012, the "Filing Date").  

The Tokyo District Court, however, denied the 

prior user right on the following grounds: 

 

• it was difficult to find that an invention identical 

to Invention 2 was made by the Defendant 

independently from the Plaintiff’s invention; and 

• it cannot be found that the content of the 

Defendant's product was fixed unambiguously 

with the element 4 of Invention 2 by the filing 

date; therefore, it cannot be said that the 

Defendant was preparing for business 

implementing the patented invention as of the 

filing date. 

 

3 IPHC Judgment 

 

The IPHC Judgment dismissed the Appellant's 

(i.e., the Defendant's) appeal and upheld the 

original judgment in the matter. 

 

The IPHC Judgment first ruled that, for "a person 

who was preparing for business implementing the 

invention" in Article 79 of the Patent Act, the 

person must have made an invention identical to 

the patented invention without knowledge thereof 

or must have learned it from another person who 

made an invention identical to the patented 

invention without knowledge thereof.  The IPHC 

Judgment further stated that, in order for the 

Appellant to establish the prior user right, the 

technical idea embodied in the sample drug must 

be identical to Invention 2. 

 

The IPHC Judgement then explained its fact 

finding that the water content in the sample drug 

that the Appellant used for clinical trials could not 

be found to have been in the range of the water 

content of Invention 2 (i.e., the range from 1.5 to 

2.9 mass %). 

 

The prior user right can be denied purely on the 

basis of this fact alone; however, the IPHC 

Judgment continued further to state that, even if 

the water content of the sample product of the 

Appellant was within the range from 1.5 to 2.9 

mass %, it could not be said that the technical idea 

embodied in the sample drug was identical to 

Invention 2 for the following reasons: 

 

• Invention 2 focused on the water content in a 

solid preparation of pitavastatin or a salt 

thereof.  The technical idea of Invention 2 was 

to suppress the generation of lactone bodies by 

keeping it at 2.9 mass % or less; to suppress 

the generation of ketone bodies by keeping it at 

1.5 mass % or more; and to prevent 

penetration of moisture by storing the solid 

preparation in an air tight package; 

• It cannot be found that the Appellant measured 

the final water content of the sample drug 

before the filing date of the patent; 

• Even though the Appellant determined that the 

water content in the sample drug should be a 

certain amount, it cannot be said that the 

Appellant controlled and kept it in a certain 

range; 
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• In light of the submitted evidence, the Appellant 
did not pay attention to the water content of the 
sample drug;  

• Therefore, it could not be ascertained that 
when manufacturing the sample drug, the 
Appellant controlled and kept the water content 
within the range of 1.5 to 2.9 mass % (or a 
range within it); 

• As explained above, Invention 2 had the 
technical idea to keep the water content in a 
solid preparation of pitavastatin or a salt 
thereof within the range of 1.5 to 2.9 mass %.  
On the other hand, there is simply no evidence 
to indicate that the sample drug was prepared 
with such an intention to keep the water 
content within the range of 1.5 to 2.9 mass % 
(or a range within it); and 

• In conclusion, therefore the technical idea 
embodied in the sample drug was not identical 
to that of Invention 2. 

4 Comments 

There have been some court precedents in the 
past that denied prior user right on the grounds of 
lack of "preparation of business" and also for the 
reason that the specification of sample drugs that 
were manufactured by the defendant as of the 
filing date was not unambiguously fixed.  The 
Tokyo District Court's Judgment in this case made 
a similar ruling.  However, in this case, the 
distinction between previous cases and this one is 
that the IPHC Judgment denied the prior user right 
by specifically interpreting and using the term 
"technical idea" and the lack of it as a ground for 
denying prior user rights. 

It should be noted that, the IPHC Judgment ruled 
that even if the sample drug had all the elements 
of the patented invention, since the technical idea 
of the patented invention was not embodied, it 
was therefore denied prior user rights. According 

to the IPHC Judgment, a defendant who would 
like to claim prior user rights has to establish not 
only that the defendant manufactured products 
implementing the patented invention, but also that 
the defendant managed the manufacturing 
process of the product based on a technical idea 
identical to that of the plaintiff's patented invention.  
Since it is very difficult to predict what kind of 
inventions would be covered by patent 
applications of third parties, it can be said that the 
IPHC Judgment increased the hurdles to admit 
prior user rights thus encouraging inventors to 
patent their inventions and secure their rights. 

Masayuki Yamanouchi 
山内 真之 

Tel: 81-3-6775-1187 
Fax: 81-3-6775-2187 

https://www.amt-law.com/professionals/profile/MYY
https://www.amt-law.com/en/professionals/profile/MYY
mailto:masayuki.yamanouchi@amt-law.com
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[Japanese IP Topic 2018 No.2 (Japanese)] 

進歩性判断における引用発明認定の基準について判

断を示した知財高裁平成 30 年 4 月 13 日大合議判

決（平成 28 年（行ケ）第 10182 号、第 10184 号） 

 1. 判決の概要 

 この大合議判決は、以下の 2 つの判断を示していま

す。 

・ 特許権が消滅した後であっても、特許無効審判請

求を不成立とした審決に対する取消しの訴えの利

益は、原則として失われることはない。 

・ 進歩性判断の場面において、刊行物記載された発

明が引用発明として主張された場合、当該刊行物

に化合物が一般式の形式で記載されており、当該

化合物が膨大な数の選択肢を有するときには、特

定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優

先的に選択すべき事情がない限り、当該特定の選

択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することは

できず、これを引用発明と認定することはできない。 

 ここでは、進歩性判断における引用発明の認定に関

する、2 点目の判断について、紹介します。 

 2. 事案の背景 

 本件で問題となった特許は、名称を「ピリミジン誘導

体」とする発明について平成 9 年 5 月 16 日に登録さ

れた特許第2648897号（「本件特許」）であり、本件特

許の特許権者は塩野義製薬株式会社です。 

 本件特許に対しては、まず原告 X が、平成 27 年 3

月 31 日に、特許無効審判を請求しました（無効 2015

－800095 号。「本件審判」）。これに対して、アストラ

ゼネカ ユーケイリミテッドは、特許権者を補助するため

に本件審判に参加しました。さらに、日本ケミファ株式

会社は、請求人として、本件審判に参加しました。 

 特許庁は、平成 28 年 7 月 5 日に、「本件審判の請

求は、成り立たない。」との審決（本件審決）をしました。

当該審決の対象となった特許請求の範囲の請求項 1

記載の発明（本件発明 1）は、以下のとおりです。 

 

【請求項 1】 

式（I）： 

【化 1】 

  

 

 

（式中、 

R1 は低級アルキル； 

R2 はハロゲンにより置換されたフェニル； 

R3 は低級アルキル； 

R4 は水素またはヘミカルシウム塩を形成するカルシウ

ムイオン； 

X はアルキルスルホニル基により置換されたイミノ基； 

破線は 2 重結合の有無を、それぞれ表す。） 

で示される化合物またはその閉環ラクトン体である化

合物。 

 

請求人らが主張した無効理由は、以下のとおりです。 

・ 甲 1（特表平 3－501613 号公報）に記載された発

明（「甲 1 発明」）及び甲 2（特開平 1－261377 号

公報）に記載された発明（「甲 2 発明」）並びに本件

特許の優先日当時の技術常識に基づく進歩性欠

如 

・ サポート要件違反（ここでは、サポート要件違反に

関する紹介は省略します。） 

 

3. 本件審決の判断の概要 

 本件審決は、本件発明と甲 1 発明との間の一致点と

相違点を、以下のとおり認定しました。 
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【一致点】 

「式（I） 

  

 

 

（式中、 

R1 は低級アルキル； 

R2 はハロゲンにより置換されたフェニル； 

R3 は低級アルキル； 

破線は 2 重結合の有無を、それぞれ表す。） 

で示される化合物またはその閉環ラクトン体である化

合物」である点 

 

【相違点】 

（1－i） 

X が、本件発明 1 では、アルキルスルホニル基により

置換されたイミノ基であるのに対し、甲 1 発明では、メ

チル基により置換されたイミノ基である点  

（1－ii） 

R4が、本件発明1では、水素又はヘミカルシウム塩を

形成するカルシウムイオンであるのに対し、甲 1 発明

では、ナトリウム塩を形成するナトリウムイオンである点 

 

その上で、本件審決は、相違点（1－i）について、甲

1 発明、甲 2 発明及び技術常識のいずれに照らしても、

甲 1 発明の「ジメチルアミノ基」を、「－N（CH3）

（SO2R’）」に置き換える動機付けがあるとはいえない、

として、本件発明 1 の進歩性を肯定しました。 

 

 

4. 本件判決の判断 

 本件判決も、本件発明 1 の進歩性を肯定しました。 

 まず、本件判決は、進歩性の判断手法を、以下のと

おり説明しています。 

・ 進歩性に係る要件が認められるかどうかは、特許

出願に係る発明（以下「本願発明」という。）を認定

した上で、先行する発明と対比し、一致する点及び

相違する点を認定し、相違する点が存する場合に

は、当業者が、出願時（又は優先権主張日）の技

術水準に基づいて、当該相違点に対応する本願発

明を容易に想到することができたかどうかにより判

断する。 

・ 進歩性の判断に際し、本願発明と対比すべき、先

行する発明（「主引用発明」）のうち、刊行物に記載

された発明については、当該刊行物の記載から抽

出し得る具体的な技術的思想でなければならな

い。 

・当該刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、

当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合に

は、当業者は、特定の選択肢に係る具体的な技術

的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事

情がない限り、当該刊行物の記載から当該特定の

選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出すること

はできず、これを引用発明と認定することはできな

い。 

・ この理は、本願発明と主引用発明との間の相違点

に対応する副引用発明があり、主引用発明に副引

用発明を適用することにより本願発明を容易に発

明をすることができたかどうかを判断する場合にお

いて、刊行物から副引用発明を認定するときも、同

様である。 

 その上で、本件判決は、甲2の記載を引用した上で、

甲 2 の一般式 
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で示される化合物のうちの「殊に好ましい化合物」のピリ

ミジン環の 2 位の置換基 R3 の選択肢として「－NR4R5」

が記載されるとともに、R4 及び R5 の選択肢として「メチ

ル基」及び「アルキルスルホニル基」が記載されている

ことを認めつつ、甲 2 に記載された「殊に好ましい化合

物」における R3 の選択肢は、極めて多数であり、その数

が、少なくとも 2000 万通り以上あるところ、R3 として、

「－NR4R5」であって R4 及び R5 を「メチル」及び「アルキ

ルスルホニル」とすることは、2000 万通り以上の選択

肢のうちの一つになる、等と指摘して、 

・ 甲 2 にアルキルスルホニル基が記載されているとし

ても、甲 2 の記載からは、当業者が、甲 2 の一般式

（I）の R3 として「－NR4R5」を積極的あるいは優先的

に選択すべき事情を見いだすことはできず、「－

NR4R5」を選択した上で、更に R4 及び R5 として「メチ

ル」及び「アルキルスルホニル」を選択すべき事情

を見いだすことは困難である。 

・ したがって、甲 2 から、ピリミジン環の 2 位の基を「－

N（CH3）（SO2R’）」とするという技術的思想を抽出し

得ると評価することはできないのであって、甲 2 には、

相違点（1－i）に係る構成が記載されているとはい

えず、甲 1 発明に甲 2 発明を組み合わせることによ

り、相違点（1－i）に係る構成とすることはできない。 

と判断しました。 

 

5. コメント 

 本件審決は、本件発明1と甲1発明との間の一致点

及び相違点を認定した後、特に甲2発明について認定

をすることなく、直ちに動機づけの有無について判断を

行いました。これに対して、本件判決は、主引用発明

である甲 1 発明と組み合わされるべき副引用発明とし

ての甲 2 発明がいかなる内容として認定されるべきか

について検討した上で、相違点（1－i）に係る構成がそ

もそも甲 2 には記載されていない、として、動機づけに

関する判断を行うまでもなく、本件発明 1 の進歩性が

肯定される、と判断しました。（なお、本件判決は、仮に

相違点に係る構成が甲 2 に記載されていると仮定した

場合についても、なお進歩性は肯定されると念のため

判断しています。） 

 本件判決は、化合物が一般式の形式で記載された

場合について判断を示していますが、本件判決の趣旨

に照らすと、化合物に関する発明に限らず、刊行物に

おける記載が一般的なものにとどまる場合には、当該

記載から、具体的な技術的思想を抽出できない限り、

引用発明として認定できない、したがって、進歩性を否

定する際の根拠として用いることができない、との判断

がなされることが、今後予想されます。 

 本件判決は、「技術的思想」というキーワードを用いて

進歩性判断における引用発明の認定ハードルを上げ

たものであり、プロパテントの方向に働き得る判決である

と評価できます。 

 

[Japanese IP Topic 2018 No.3 (Japanese)] 

先使用権の抗弁における先行発明認定の基準につい

て判断を示した知財高裁平成 30 年 4 月 4 日判決（平

成 29 年（ネ）10090 号） 

 

1. 判決の概要 

 本判決は、医薬に係る特許権に基づく被告（控訴人）

製品の差止等請求に関するものですが、被告（控訴人）

製品のサンプル薬に具現された技術的思想が原告

（被控訴人）の発明と同じ内容の発明とはいえないとし

て、被告（控訴人）の先使用権を否定しました。 

 

2. 事案の背景 

 本件は、名称を「医薬」とする特許第 5190159 号

（「本件特許」）の特許権（「本件特許権」）を有する興

和株式会社（原告、被控訴人）が、東和薬品株式会
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社（被告、控訴人）が製造、販売及び販売の申出をす

る被告製品が本件特許の請求項 2 に係る発明（「本件

発明 2」）の技術的範囲に属すると主張して、訴訟を提

起した事案です。 

 本件発明 2 の構成要件は、以下のとおりです。 

A：次の成分（A）及び（B）： 

（A）ピタバスタチン又はその塩； 

（B）カルメロース及びその塩、クロスポビドン並びに

結晶セルロースよりなる 

群から選ばれる 1 種以上；を含有し、かつ、 

B：水分含量が 2.9 質量％以下である固形製剤が、 

C：気密包装体に収容して 

D：なる医薬品であって、 

E：固形製剤の水分含量が 1.5～2.9 質量％である 

被告は、被告製品が本件発明 2 の技術的範囲に属

することを認めた上で、①被告が被告製品につき先使

用権（特許法 79 条）を有すること、②本件発明 2 が進

歩性を欠き（同法 29 条 2 項）、本件発明 2 についての

特許が特許無効審判により無効にされるべきものであ

ること（同法104 条の3 第1 項）を主張し、争いました。 

 原審である東京地方裁判所は、被告は先使用権を

有するとは認められず、本件発明 2 についての特許が

特許無効審判により無効にされるべきものとも認められ

ないとして、原告の請求をいずれも認容しました（「原判

決」）。そこで、被告が原判決を不服として控訴しまし

た。 

 ここでは、先使用権に関する判断を紹介します。被告

は、本件特許の出願日（平成 24 年 8 月 8 日。「本件

出願日」）当時、治験に供する目的でサンプル薬を製

造していたことを主張しましたが、原判決は、 

・被告が、本件出願日までに、被告の社内において、

本件発明 2 の内容を知らないでこれと同じ内容の

発明がされていた（被告が被告の従業員等から当

該発明を知得していた）と認めることは困難であり、 

・ この点を措くとしても、本件出願日までに、被告製

品の内容が、本件発明 2 の構成要件 E を備えるも

のとして、一義的に確定していたと認めることはでき

ず、本件発明 2 を用いた事業について、被告が即

時実施の意図を有し、かつ、その即時実施の意図

が客観的に認識される態様、程度において表明さ

れていたとはいえない 

との理由により、先使用権の成立を否定しました。 

 

3. 本件判決の判断 

 本件判決は、控訴人（被告）の控訴を棄却し、原判

決を維持しました。 

 本件判決は、先使用権を規定する特許法 79 条にい

う「発明の実施である事業…の準備をしている者」につ

いて、少なくとも、特許出願に係る発明の内容を知らな

いで自らこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から

知得した者でなければならない、とし、控訴人が先使

用権を有するといえるためには、サンプル薬に具現され

た技術的思想が本件発明 2 と同じ内容の発明でなけ

ればならない、と述べました。 

 その上で、控訴人が、本件出願日までに製造し、治

験を実施していたサンプル薬の水分含量は、いずれも

本件発明 2 の範囲内（1.5～2.9 質量％の範囲内）に

あったということはできない、と認定しました。 

 当該認定のみによって先使用権の成立は否定され

るべきところですが、本件判決はさらに、仮に、サンプ

ル薬の水分含量が 1.5～2.9 質量％の範囲内にあった

としても、サンプル薬に具現された技術的思想が本件

発明 2 と同じ内容の発明であるということはできない、と

の判断を示しました。その理由は以下のとおりです。 

・ 本件発明 2 は、ピタバスタチン又はその塩の固形製

剤の水分含量に着目し、これを 2.9 質量％以下に

することによってラクトン体の生成を抑制し、これを

1.5 質量％以上にすることによって 5－ケト体の生

成を抑制し、さらに、固形製剤を気密包装体に収

容することにより、水分の侵入を防ぐという技術的思

想を有するものである。 
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・ 控訴人が、本件出願日前に、サンプル薬の最終的

な水分含量を測定したとの事実は認められない。 

・ サンプル薬に含有される水分含量について、一定

の値にする旨定められているからといって、控訴人

が、サンプル薬の水分含量が一定の範囲内になる

よう管理していたということはできない。  

・証拠によれば、控訴人は、サンプル薬の水分含量

には着目していなかったというほかない。 

・ したがって、控訴人は、サンプル薬を製造するに当

たり、その水分含量を 1.5～2.9 質量％の範囲内又

はこれに包含される範囲内となるように管理してい

たと認めることはできない。 

・ 以上のとおり、本件発明 2 は、ピタバスタチン又はそ

の塩の固形製剤の水分含量を 1.5～2.9 質量％の

範囲内にするという技術的思想を有するものである

のに対し、サンプル薬においては、錠剤の水分含量

を 1.5～2.9 質量％の範囲内又はこれに包含される

範囲内に収めるという技術的思想はない。 

・そうすると、サンプル薬に具現された技術的思想が、

本件発明 2 と同じ内容の発明であるということはで

きない。 

 

4. コメント 

 従前、先使用権の成立を否定した裁判例には、特許

出願当時に被告が製造等していたサンプル薬の仕様

が一義的に定まっていない等の理由により、「事業の準

備」の要件充足を否定するものがあり（例：東京地方裁

判所平成 21 年 8 月 27 日判決）、本件の原判決も同

様の判断を示しておりましたが、本件判決は、「技術的

思想」をキーワードに、サンプル薬に本件特許の発明の

技術的思想が具現されていないとの理由で、先使用

権の成立を否定しました。 

 注目すべきは、仮に、サンプル薬が本件特許の発明

の構成要件をすべて充足していたとしても、なお、特許

発明の技術的思想が具現されているとはいえないと判

断した点です。本件判決によりますと、先使用権を主

張する被告としては、原告の特許出願当時に実施品を

製造していたことだけではなく、当該実施品の製造工

程において、原告の特許発明と同様の技術的思想に

基づく管理を行っていたこと等を主張立証することが必

要になります。しかし、現実には、いかなる発明につい

て第三者が特許出願を行うかは予想しがたいところで

あり、本件判決に基づくと、先使用権の主張立証のハ

ードルは高くなったと評価できます。 

以上 
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