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医薬特許のあり方について取り上げる。先発医

薬品と後発医薬品の関係をめぐる問題は、各国が

共通に抱える課題となっており、そのアプロー

チは多様である。そこで、日米印の専門家を招

き、基調講演では、知的財産高等裁判所の設楽隆

一所長、インド・デリー高等裁判所のBhat裁判
官、そして、米国における政策的観点からスタン

フォード大学Lisa Ouellette助教に講演していた
だく。テーマとしては、特許適格性、特許権存続

期間の延長、明細書の保護、記載要件、政府の医

療政策などが関係する。また、厚生労働省を含む

日米印の産官学の専門家にも登壇して頂くことに

している。後半ではパネルディスカッションを行

い、活発な議論を展開する予定。

Christoph Rademacher（早稲田大学法学
学術院 准教授）：司会

　In this session, we will hear different prominent 
speakers giving a background and discussing how to 
protect life sciences in their respective jurisdictions. If 
is often said that, at least in developed countries, the 
patent system works best and is most important in the 
area of pharmaceutical inventions. In those countries, 
patent protection is furthermore supplemented by 
additional regulatory protection, as we will learn. 
　Today, we will hear different speakers introducing 
the system of protecting pharmaceutical and biotech 
innovation in the US, in Japan, and in India. We will 

hear voices from leading judges, professors, the industry 
and the regulator. Analyzing and comparing the three 
aforementioned jurisdictions makes a lot of sense. 
The US was one of the first countries to introduce 
patent protection for pharmaceutical inventions. India 
has received a lot of attention as being a country very 
reluctant to grant patent protection in this area. Japan 
is a country with experiences that may bridge the 
Indian and the US perspectives, as it introduced patent 
protection for pharmaceutical inventions only relatively 
recently, and gradually extended such regulatory 
protection in the last years. 
　We want to begin the discussion today, however, 
with learning about the international framework that 
seeks to harmonize patent protection across the world 
and that was the trigger for India introducing patents 
for pharmaceuticals.

鈴木 將文（名古屋大学大学院法学研究科 
教授）：医薬特許に関係する国際知財法

　本日は、只今お話がありましたように、医薬特

許をめぐる諸問題について、アメリカ、インド、

そして日本の状況が報告され、また議論されま

す。私からは、これからなされる報告や議論に対

する事前準備という意味で、医薬特許に関する国

際的な法的ルールについて手短にご説明をしたい

と思います。

　すなわち、これからお話を伺います各国の制度
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や運用は、基本的に各国それぞれの独自のもので

すが、それらの制度の背景には、国際的に定めら

れた枠組みが、主に条約という形で存在します。

もちろん全ての問題についてそうした国際的な枠

組みがあるわけでなく、現在進行形の事項、すな

わちどのような国際的ルールを定めるかについ

て、現在議論が行われている最中の分野も多数あ

ります。

　今日は、そうした現に存在している、あるいは

現在まだ議論中の、国際的な法的枠組みについて、

主要なポイントのみにはなりますが、かいつまん

でお話をします。

　それは大きく３点あり、第一にTRIPS協定に
おける特許保護に関する基準、第二にそれ以外の

条約における基準等。それから三つ目に、補足と

して、未だ国際的な制度が形成されていないが主

要国で共通の問題となりつつあると思われる問題

について、一言コメントをしようと思います。

　まずTRIPS協定についてです。TRIPS協定は、
1995年に発足をしたWTO（世界貿易機関）にお
ける条約の一つで、知財制度に関する最も包括

的かつ詳細なルールを定めた多国間条約です。ま

ず、特許に限らずTRIPS協定上の知財全体に共通
する一般原則でありますが、minimum standards、
すなわち最低保護水準が定められているという原

則があります。すなわちTRIPS協定で定められ
た保護の基準というのはあくまで最低限のもので

あって、これを上回る保護を各国が定めることは

自由であるという原則です。

　第二に、無差別原則、つまり外国人を差別して

はいけないというルールが非常に重要な大原則と

してあります。

　それから、むしろ知財保護を制約する要因とし

て、他の公共政策との調和がうたわれています。

医薬特許を巡っても、国家が国民の健康や衛生を

守るという公益目的の政策との関係性が問題にな

ることが多いわけですが、そうした公共政策への

配慮も当然にすべきものだと位置付けられていま

す。８条などがその例です。ただし、本協定に適

合する限りで、言い換えれば、本協定に反しない

限りでそうした公共政策を講じ得るという条件が

定められるという点も留意する必要があります。

　さて、特許プロパーのルールに入っていきたい

と思います。まず保護の対象は発明ということで

すが、これは全ての技術分野について保護しなく

てはいけない事が明確に定められており、物であ

るか方法であるかは問わないと明記されていま

す。従って、薬についても製造方法といった方法

の発明のみならず、物質そのものを物の発明とし

て保護しなければいけない事もここで明記をされ

ているわけです。　　

　また、特許の要件については、日本の特許法に

もあるような、新規性、進歩性、産業上の利用可

能性という要件が、TRIPS協定上も明記をされ
ています。ただし、この要件、例えば進歩性の要

件というものを一体どのように判断するかという

ことについては、協定自身は触れておりません。

これは基本的には各国の裁量ということになって

います。

　それから技術分野などによる差別の禁止が定め

られています。無差別というのは、特許の保護対

象という面や、特許を与えるという面だけではな

くて、特許権の享受や保護の仕方についても差別

をしてはいけないということです。例えば、加盟

国が自国の産業保護のために、特定の産業分野に

ついてのみ特許権付与のハードルを上げるという

ようなことは明確に禁止されています。

　そして保護の例外ですが、著作権の世界ではス

リー・ステップ・テストが、ベルヌ条約という古

くからある条約で定められていますが、このよう

な権利の例外を各国が設けることについて、ス

リー・ステップ・テストに似たルールが、TRIPS
協定の30条で特許についても定められています。

　薬の関係では、例えば後発医薬品の製造承認の

ための試験において、先発医薬品にかかる特許発

明を実施する行為に関し、特許権を一定範囲で制

限する措置が多くの国でとられておりますが、そ

ういった措置は権利を制限するということで、こ
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の30条に違反しない範囲でのみ可能であるという

ことになるわけです。

　それから同じく特許権の効力に対する例外とし

て、31条、いわゆる強制実施権についての規定が

あります。この31条には非常に多くの要件が定め

られておりまして、それらを全て満たさないと強

制実施権を発動できないとされています。

　過去十数年の間、薬に関して非常に大きな問題

となったのが、要件の一つに、外国に輸出するた

めに強制実施権を発動することは原則許さないと

いうルールがあることです。31条（f）という規定
ですが、この規定があることによって、特に途上

国等、自国内では薬を製造できない国が、別の国

が強制実施権を発動して製造した比較的安い薬を

輸入する、そういう形で薬へのアクセスを確保す

る事ができない点が、WTOの場で大きな問題に
なってきました。これについては、2001年のドー

ハ閣僚会議で検討する事が決まりまして、2003年

には特別のルールが加盟国間で合意されていま

す。さらに2005年にTRIPS協定自体に新しい条文
を入れるということまで合意に至っています。ま

だその規定自体は発効しておりませんけれども、

その内容については既に加盟国間で合意に至って

います。

　続きまして、TRIPS協定以外の条約の動きで
すけれども、貿易や経済に関する国際条約として

は今お話ししましたTRIPS協定を含むWTO協
定が、150カ国を超える多くの国が参加する形で

世界的なルールとして存在いたします。

　しかし他方で、1990年代の末ごろから、そう

いった多国間協定ではなくて二国間あるいは少数

国間で、貿易ないしは経済に関する合意をする、

いわゆる自由貿易協定、あるいは日本ではEPA
（経済連携協定）と呼ばれますが、こういった協

定を結ぶ動きが非常に活発化しております。そう

いう協定の中で知的財産についてもルールを定め

る事がかなり一般化しております。少数国間の協

定の多くで定められている、医薬品に関連する条

項の例を、このスライドで示してあります。

　現在、TPP（環太平洋パートナーシップ協定）
がまさに交渉中でありますが、まだその中身は明

らかになっておりません。しかし、恐らくこう

いった製薬に関連する事項の少なくとも一部は交

渉の俎
そじょう

上に載っているものと思われます。

　それから、経済に関する国際協定の一つのカテ

ゴリとして、投資に関する協定というものがあり

ます。この投資に関する協定の一つの大きな特徴

として、投資家である企業が国を訴える、実際は

仲裁という形をとることが多いのですが、企業対

国の紛争解決制度（ISDS）というものが設けら
れることが非常に多い点が挙げられます。先ほど

触れましたEPAのような協定の多くは、非常に
包括的な経済問題を扱っておりますので、投資に

関するルールも含んでおります。TPPでも、投
資のルールが盛り込まれると思われ、したがっ

て、ISDSの制度が入る可能性もかなり高いので
はないか、可能性まで言及するのはちょっと行き

過ぎかもしれませんが、交渉の俎上には載ってい

ると思われます。

　こういった ISDSの制度が、知財に関しても使
われる例が最近幾つか出ておりまして、ちょうど

医薬に関するものとして今非常に注目されてお

りますのが、Eli Lillyというアメリカの大企業が
カナダを相手に仲裁手続きをとっている事案で

す。これは、カナダにおける特許付与の要件に関

して、アメリカの製薬企業が投資保護のルール上

問題ありとして訴えているもので、現在継続中で

す。

　それから、まだ具体的なルールは未成立で、国

際的な法的枠組みについて、現在議論が行われて

いるものに、伝統的知識の保護という問題があり

ます。既に発効している生物多様性条約という、

広い意味での環境関係の条約には、この伝統的知

識の保護についての規定が存在していますが、知

的財産との関係でどのように位置付けられ、また

知的財産制度にどのような影響を与えるかについ

てはまだ議論が行われておりまして、決着を見て

おりません。
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　例えば、薬との関係では、薬草などが伝統的知

識の例になります。特定の地域で昔から植物が薬

として使われてきた、そういった情報について、

発明として特許が取れる場合がありますが、特許

を取るのはむしろ製薬メーカーであって住民とは

直接関係しないということで、住民から事前に承

諾を得るべきではないか、あるいは特許による利

益を住民にも、あるいは住民の属する地域や国な

どにも還元をするべきではないかといった議論

が、国際的に行われています。その関係で、一部

論者からは、特許制度および特許制度に関する国

際ルールも見直すべきではないかという主張もな

されています。

　最後に補足的なコメントとして、具体的な国際

ルールがある訳ではありませんが、競争政策との

関係について一言触れておきたいと思います。特

許権の取得や行使が競争政策上の問題となる事が

あります。この問題については、既にTRIPS協
定に「知的財産権の濫用に対して加盟国が措置を

とり得る」ということが定められています。ただ、

競争政策そのものに関する国際ルールというのは

未発達で、今のところは原則、各国の裁量に委ね

られているというのが現状と言えます。国際的な

ルールについてはそのような状況でありますが、

医薬品特許の関係で、その権利行使が競争政策

上問題になる事例が国際的にも議論になっていま

す。例えばリバース・ ペイメントと呼ばれる問題
でありますとか、あるいはエバーグリーニングな

どと呼ばれる問題が、具体的に競争政策との関係

で問題になっております。現時点では、主にアメ

リカやヨーロッパで実際に問題になっております

が、近年、一部の新興国でも競争政策が急速に整

備をされておりますので、今後先進国のみならず

新興国でもそういった医薬特許と競争政策の関係

が問題になってくる可能性があると思われます。

Lisa Ouellette（Assistant Professor, 
Stanford Law School）: IP Protection for 
Pharmaceutical Inventions in the United 
States

　I am going to provide a brief overview of IP 
protection for pharmaceuticals in the U.S., including 
some of the current contentious issues. But it is 
important to note before I get started that many U.S. 
scholars think that there are a lot of problems with this 
system of incentivizing pharmaceutical development 
and are writing about ways to improve it both in the U.S. 
and in other countries. I don’t think that every country 
should necessarily follow exactly what the U.S. is doing, 
although the freedom to experiment is constrained 
by TRIPS and other agreements that you have just 
heard about. But my talk is primarily descriptive about 
the current state of U.S. law. I obviously cannot cover 
everything in 15 minutes, so these are just some of the 
highlights, which might be interesting for those who are 
less familiar with the U.S. laws.
　When you hear pharmaceutical IP, most people 
probably think primarily of patents, and that’s what 
I am going to focus on for most of this talk. But it’s 
important to note at the outset that there are a number 
of ways that pharmaceutical companies can appropriate 
the returns on R&D investments. Trade secrecy law is 
very important for many pharmaceutical companies, 
particularly for protecting their manufacturing 
processes. In the U.S., Professors Nicholson Price 
and Arti Rai are doing some great work about the 
importance of trade secret protection. This work 
is complicated by the fact that trade secrecy law is 
primarily state law not federal law, meaning that the 
laws are different in each of the 50 states̶although 
there are a lot of similarities, and there is some 
movement now to have a Federal Trade Secrets Act.
　Trademarks are also important for protecting brands, 
particularly after patent expiration, and particularly 
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for over-the-counter medicines. For example, Bayer 
can charge a higher price for aspirin that says “Bayer” 
than the store brand can because of the strength of 
its trademark. There are a lot of really interesting 
trademark issues not just about the name of the drug, 
but about trade dress protection, including when you 
can protect things like the color or shape of a pill, or 
the product packaging.
　Regulatory exclusivity is a patent-like protection that 
is due to the process of getting approval for the drug 
at the Food and Drug Administration, and I will cover 
this in more detail in a minute. As a final overview 
note, when you’re thinking about IP protection for 
pharmaceuticals it is important to keep in mind that 
there has been a lot of activity recently in terms of 
antitrust limits on pharmaceutical IP, which I will turn 
to at the end of my talk.
　Before I get to regulatory exclusivity, I thought 
it would be useful to just quickly review the main 
institutions for U.S. pharmaceutical IP law, especially 
because our system of federalism is unfamiliar for 
many non-U.S. lawyers. Most pharmaceutical IP laws 
involve the federal government, and all three branches 
of the government are involved here. Congress passes 
the statutes that govern pharmaceutical approvals 
and IP, and there are a number of specific statutes 
governing pharmaceuticals and regulatory exclusivity. 
There are currently many proposals for new statutes 
involving both pharmaceuticals and IP law.
　Within the executive branch of our federal govern-
ment, the most important agencies here are the Food 
and Drug Administration （FDA）, which handles the 
approval of new drugs and makes sure that they are 
safe and effective, and the Patent and Trademark Office 
（USPTO）, which evaluates applications for patents. 
　Lawyers are probably most familiar with the judicial 
branch, and when we are talking about patent cases, 
we are primarily talking about federal courts and 
appeals that go to the Court of Appeals for the Federal 

Circuit （CAFC）. The cases involving the other areas 
of law that I talked about̶including trade secrecy, 
trademarks, and antitrust̶might be appealed to 
other federal appellate courts or might be filed in state 
courts. While the U.S. Supreme Court has the final say 
in interpreting any federal law, state supreme courts 
have the final say in interpreting state laws. And so it 
can be very complicated to figure out where to look for 
any given law in a U.S. case.
　Now let’s delve into regulatory exclusivity, which is 
similar to patents in some ways. The relevant statute 
is the Hatch-Waxman Act that was passed in 1984 
to encourage the entry of new generic drugs and to 
lower healthcare costs, but also to maintain incentives 
for brand name companies to bring the drugs to the 
market in the first place. The most common kind 
of regulatory exclusivity is sometimes called data 
exclusivity, which means that the FDA will not allow 
a generic to rely on a brand name company’s clinical 
trial data for a period of years after an initial approval. 
After this period, the generic company just has to 
show that their drug is bioequivalent in order to get 
approval. This data exclusivity period is five years for 
drugs that have a new active ingredient and three years 
for other drugs, and an additional six months for drugs 
that rely on special pediatric studies. Orphan drugs or 
drugs for rare diseases get an even stronger form of 
regulatory exclusivity called market exclusivity during 
which the FDA won’t allow other drugs on the market 
even if the company did its own clinical trials. These 
are very important provisions for pharmaceutical 
companies, but it’s also clear that absent strong 
patent protection, regulatory exclusivity alone does 
not provide sufficient incentives for a company to 
undertake clinical trials.
　So far I have been talking about small molecule 
drugs, but we also have a relatively new statute in the 
U.S. for biologics, which are larger drugs that are often 
based on proteins. They get 12 years of regulatory 
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exclusivity. It’s not clear yet whether this is long 
enough to encourage clinical trials without also having 
patent protection. The very first FDA approval of a 
generic biologic drug occurred in March of this year. 
So, we are still figuring out the legal framework for 
this category of drugs.
　Now that we’ve reviewed other forms of IP protec-
tion for pharmaceuticals, let’s return to patent law. 
Patent protection is very important for pharmaceutical 
companies in the U.S., and here is a quick overview of 
the patentability requirements. Patentable subject matter 
used to not be an issue at all, as almost everything was 
patentable subject matter. But there have been a lot of 
changes in U.S. law related to patentable subject matter 
lately. And so I am going to come back to this in a 
minute because I think it’s important.
　Utility means showing that the invention is useful. 
Usually it’s not a very high bar in the U.S. and most 
inventions pass this. But it has been applied sometimes 
in the pharmaceutical context to prevent patenting 
before the inventor has sufficient evidence that the 
invention actually works. This is very closely related 
to the disclosure requirements under Section 112, 
which require showing that the invention is enabled 
and that it fulfills the written description requirement. 
To satisfy these requirements, you don’t need to have 
clinical trials, but you typically need to have some 
kind of evidence such as animal trials or in vitro 
experiments.
　The other important patentability requirements are 
the novelty and non-obviousness requirements. There 
haven’t been as many changes to the law in these areas 
recently, but there are some interesting issues. For 
example, you can destroy novelty through publishing 
the idea of a drug before clinical trials have been done, 
and then there will be no incentives for the company 
to take the drug through clinical trials. And so there is 
the important policy issue of how to provide sufficient 
incentives for drugs that cannot be patented because 

they are not novel.
　I want to return to patentable subject matter doctrine, 
i.e., whether the invention is the kind of thing that 
you can patent even if it’s novel and nonobvious. Our 
statutory language on patentable subject matter is 
very broad, but the Supreme Court has emphasized 
in a number of recent cases that there is an important 
implicit exception: you cannot patent abstract ideas, 
laws of nature, or products of nature. The details of 
these exceptions are not based on the statute. Rather, 
they are based on how these exceptions have been 
elaborated by the courts. The Supreme Court has issued 
four important decisions on patentable subject matter 
recently, generally expanding these exceptions and 
saying that more things cannot be patented.
　So far, patentable subject matter has not been used 
for invaliding patents on therapeutics, but I think that 
some of these cases could affect the patentability of 
some therapeutic drugs. One of the recent cases is 
Mayo v. Prometheus, a case on a method of determining 
whether a drug dosage is too high or too low. The 
Supreme Court said that this method wasn’t patentable 
because it involved a law of nature. The Myriad case 
is another important case on the products-of-nature 
exception, in which the Supreme Court said that isolated 
genomic DNA is not patentable. Alice v. CLS Bank 
involved a patent on a method of using a computer 
as an intermediary to facilitate a financial exchange. 
This might sound like it has nothing to do with 
pharmaceuticals and life sciences, but it’s a very broad 
decision. In Alice, the Supreme Court reaffirmed that the 
test laid out in Mayo v. Prometheus is the test for figuring 
out whether something is patentable subject matter.
　Alice has been cited in over a hundred cases, mostly 
invalidating software patents, but also just recently we 
had a case from the CAFC called Ariosa v. Sequenom, 
which involved a method of testing the blood of a 
pregnant woman to analyze the DNA of her fetus 
aiming to learn the gender of the fetus and whether 
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there are any genetic problems. The CAFC said that 
based on the Supreme Court’s test in Mayo and Alice, 
this is now not patentable, even though the invention 
seems to be the kind of invention that should be 
patentable in the opinion of many judges at the CAFC 
and many commentators.
　I thought it would also be useful to give you a sense 
of how many patents there are on drugs in the U.S. 
Companies that get FDA approval for a new drug 
are required to list any patents that cover the drug in 
what’s known as the Orange Book. Most drugs are 
protected by more than one patent, including patents 
on new formulations or uses of an old molecule for 
new indications. Here’s a chart from one of my papers 
that shows the number of patents related to the 938 
drugs that were approved by the FDA from 1998 to 
2005. As you see, there are lots of drugs that have 
only one listed patent, but many drugs that have more 
than that. I also found that the number of patents per 
drug seems to have been increasing over time. My 
impression is that this trend has continued, but I don’t 
have more recent data on this, and I think this will be 
very interesting for other scholars to study.

　Finally, as I mentioned at the beginning, if you’re 
interested in the scope of IP protection for pharma-
ceuticals in the U.S., you cannot ignore many recent 
cases that have placed clear limits on those IP rights 
through antitrust laws. 
　First, there has been a number of cases involving 

pay-for-delay or reverse-payment settlements. The 
first generic that has successfully challenged patents 
gets a 180-day exclusivity period before the FDA 
will allow a second generic on the market. Brand-
name companies will sometimes enter settlements 
where they pay the generic to stay off the market, and 
then they and the generic share the higher price that 
they could charge due to the longer period of market 
exclusivity. Empirical work shows that most of the 
patents in these cases are secondary patents rather than 
the primary patent on the molecule, and the generics 
were more likely to win on these secondary patents. 
It looked like these settlements were primarily used 
to limit generic entry in cases that would, otherwise, 
have been generic wins. Some U.S. courts have said 
that these settlements were legal except in the case of 
sham litigation, but the U.S. Supreme Court in FTC 
v. Actavis said that they were subject to the rule-of-
reason standard and that they could violate antitrust 
law. The California Supreme Court just said in the 
Cipro case that these settlements may also violate 
California antitrust laws.
　Another interesting antitrust example is New York v. 
Actavis, which evolved around a drug for Alzheimere’s 
where the brand name company wanted to withdraw 
their twice-a-day version from the market and force 
the consumers to switch to the once-a-day version 
before the twice-the-day version went off patent. New 
York State sued for violations of federal and state 
antitrust laws, and the district court and the Second 
Circuit issued a preliminary injunction barring the 
defendants from restricting access to the twice-a-day 
version prior to generic entry.
　I think a lot of litigation in this area will continue to 
happen. Yesterday there was a Third Circuit decision 
holding these settlements in which drug manufacturers 
relinquish their right to produce authorized generic 
also violating antitrust laws. So lawyers interested in 
pharmaceutical IP law shouldne’t ignore antitrust.
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　I have of course glossed over a lot of the details 
here, but I think that covers all the fundamentals of 
pharmaceutical IP law in the United States.

Rabvindra Bhat（Justice, Delhi High 
Court）: Patent Protection for Pharma-
ceutical Patents in India

　India is a signatory to the Paris Convention for 
Trademarks, the Berne Convention for Literary and 
Artistic Works in Copyright. It is a signatory to the 
TRIPS and the Patent Cooperation Treaty. It also 
ratified the Madrid protocol. In the first slide of this 
presentation, I have provided an overview of the kind 
of protection which each IP intellectual property law 
bestows on the concerned field. For Patents, it is 20 
years; Trademarks registration is 10 years renewable; 
Designs Act, it is again 10+5 years; Geographical 
Indication is 10 years. And we have a Plant Variety & 
Farmere’s Right Act 2000 whose maximum protection 
is 18 years. We have a little used Semiconductor 
Integrated Circuits Layout Design Act of 2000.
　India had a patent law before TRIPS. In fact, we 
have had a patent law right from the 19th Century, 
but there were important changes in 1970 that led to 
the encouragement and growth of our generic industry 
in pharmaceuticals. One of the main reasons was that 
there were no product patents and the protection for 
process patents was also limited.
　TRIPS obligations led India to align our laws with 
the treaty and to make some substantive changes, and 
some of these substantive changes is what led to the 
judgments. Ms. Lisa Ouellette mentioned the tests 
for patentability. We also follow the same - novelty, 
industrial application, and non-obviousness through 
the concept of “inventive step”.
　Inventive step - in Indian law - means a feature 
of an invention that includes technical advance as 
compared to the existing knowledge or having economic 

significance or both that makes the invention non-
obvious to the person skilled in the art. The test of non-
obviousness was introduced for the first time through 
the TRIPS based amendment to the Indian Patents Act 
in 2005.
　India also has an exclusion list, and it’s a fairly 
exhaustive one. I will not read out the whole lot. These 
include inventions （i） contrary to natural law, contrary 
to public order or morality, and （ii） Section 3（d） - 
which was dealt with directly by a Supreme Court 
ruling -, and which limits patentability of new form 
of a known substance which lacks enhanced eff icacy, 
new use of a known substance, or the use of a known 
process, machine or apparatus without a new product or 
a new reactant. India has incorporated, as mentioned 
by the first speaker, the TRIPS Article 31 flexibility 
and introduced two provisions relating to compulsory 
licensing. A license for patented products can be 
applied to the controller （of Patents） on the ground 
that the reasonable requirements of the public with respect 
to the patented invention have not been satisf ied or that 
the patented invention is not available to the public at a 
reasonably affordable price, or that the patented invention 
is not worked in the territory of India.
　Besides these, the government and the controller are 
empowered- in cases of national emergency, extreme 
urgency, or in the case of public non-commercial use 
（of given patents） to grant compulsory license. It can 
be granted for manufacture and export of patented 
pharmaceutical products to any country having 
insufficient or no manufacturing capacity in the 
pharmaceutical sector. This, last provision was brought 
in after the Doha Declaration, which enabled that least 
developed countries not having a generic industry may 
source generic products from other countries. So, in 
tune with that, India also brought in this amendment.
　In one of the earliest decisions we have had by 
the Supreme Court in 1979, the court ruled on three 
aspects. At that time, there was no requirement of 
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industrial application for patentability. The court 
nevertheless said, “The foundation for this judicial 
interpretation is to be found in the fact that section 26 
of the （old） Act recognizes lack of utility as one of the 
grounds on which a patent can be revoked.”２ The court 
also clarified prior public knowledge of the alleged 
invention which would disqualify the grant of a patent 
can be by word of mouth or by publication through 
books or other media. The most important part of this 
ruling is regarding the appropriate test for determining 
inventive step. This was at a time when the concept 
of inventive step did not exist. The court adopted the 
English test in the decision in Radov. John Tye & Son 
Ltd.３, i.e., whether the alleged discovery lies so much 
out of track of what was known before that it would 
not naturally be suggested to a person thinking on the 
subject. It must not be obvious. In other words, the 
teaching of the previous existing knowledge should 
not lead to that outcome.
　Much before the amendment of 2005, following the 
U.S. Supreme Court ruling in Diamond v. Chakrabarty 
of 1980, the Calcutta High Court４ said that there is no 
per se bar against biotech inventions when it comes to 
patentability. The High Court discussed and decided 
two propositions, firstly that there is no bar to accept 
a manner of manufacture as patentable, even if the 
end product contains a living organism. The second 
is to determine whether the process of manufacture 
involves in invention ought to be patented or not, the 
vendibility test is applicable. This ruling predated the 
present test of what is the economic significance. The 
vendibility test is satisfied if the invention results in 
the production of some vendible item, or it improves 
or restores former conditions of a vendible item or 
its effect is the preservation and prevention from 
deterioration of some vendible product. In other 
words, a vendible product means something which can 
be passed on from one man to another in a purchase 
and sale transaction. This seems now to be broad, and 

we have not yet seen a court decision in the light of 
the amended law.
　I now turn to some important jurisprudence after 
the amendments. In Hoffmann-La Roche５ in 2008, the 
Delhi High Court dealt with the test of obviousness. It 
cannot be that the material of formula was published 
but that having regard to the existing state of prior art 
or the published material it was possible to a normal 
but unimaginative person skilled in the art to discern 
the step on the basis of general common knowledge of 
the art at the priority date. The other deciding factor 
is whether the differences between the prior art would, 
without knowledge of the alleged invention, constitute 
steps which would have been obvious to the skilled 
man or whether they required any degree of invention.
　The Madras High Court decided an important ques-
tion of construction in the following year６. The court 
said that as a general rule in regard to the construction 
of the claim, an interpretation that makes it valid should 
be preferred to the other construction which renders the 
claim invalid. The court also said that patent specifica-
tion should be intended to be read by a person skilled in 
the relevant art; that is by the technical expert, but their 
construction is for the court which is why the court 
has to be informed as to the meaning of the technical 
words and phrases and what was the common general 
knowledge, i.e. the knowledge that the notional skilled 
man would have.
　In a recent judgment７, the Division Bench approved 
what is known as the “Wands Test” named after In 
re Wands adopted in the U.S., as a test to determine 
sufficiency or enablement of disclosure, according to 
the following prongs: the quantity of experimentation 
that is necessary, the amount of direction or guidance 
presented, the presence or absence of working examples, 
the nature of the invention, the state of the prior art, the 
relative skill of those in the art, and the predictability or 
unpredictability and breadth of the claims.
　The second important thing in the context of phar-
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maceutical patents is what are commonly known in this 
field of law as Markush claims. Markush claims are those 
claims where the possibilities and the permutations 
could be running into billions. But at the same time, the 
claimant specifies what could be the relevant combina-
tions. The argument made was that Markush claims 
are per se bad because they are vague and unspecific. 
The court’s view was that a seemingly overbroad claim 
should be seen in the context and not with a view to 
reject it.
　Accordingly, patents cannot be construed so broadly 
as to risk granting the patentee an unduly broad 
monopoly, but equally, one must not construe them 
narrowly and risk allowing competitors to pick the 
closest imitation and frustrate the monopoly. Such 
broad claims - or even amendments limiting them 
later - will not be permitted as being “covetous,” wide 
and indeterminate or vague claims are to be construed 
as insufficient. The answer lies in determining the 
context of the industry involved, the nature of the 
technical contribution and whether the crux of the 
invention is reflected in the combinations claimed.
　Therefore, even if there are two or three billion 
combination claims, if there are two or three specific or 
even ten specific uses of it which are claimed and the 
claims do they show an inventive step, they or some of 
them are to be preferred: that is the test. The question 
whether the asserted patent sufficiently discloses a 
particular combination （out of the billion combinations 
it claims to cover） may arise on a case to case basis, on 
considering whether the combination has a different 
use, action, function, chemical structure or value as to 
take it out of the coverage.
　For the limited issue in these interim hearings, the 
Court notes that - without the benefit of evidence - 
that the Markush formula and all combinations “share a 
common use or property” and “share a common structure” - 
factors relevant to determine the validity of a Markush 
patent, under the draft guidelines. Accordingly, the 

ambiguity alleged by Glenmark does not in the view of 
this Court imply prima facie invalidity.
　I now turn to one of the most widely commented 
decisions of the Supreme Court８. This is a drug patent 
under Section 3（D） of the new law that requires 
enhanced efficacy in the case of derivates, salts, esthers, 
isomers, etcetera. And there is a deeming provision 
that when you claim a new salt which is derived from 
an existing salt, it is deemed to be the same unless you 
show an enhancement in efficacy.
　The Supreme Court considered the legality of a 
decision of the Intellectual Property Appellate Board. 
Now I must preface this and give a brief introduction. In 
India, a granted patent can be challenged administratively 
before the Intellectual Property Appellate Board, similar 
to the Board of Appeals in the U.S. The board’s decision 
can be reviewed by the courts. In this case particularly, 
Novartis had challenged the provision Section 3（D） 
itself and lost, and suffered the decision of the Intellectual 
Property Appellate Board. On the facts, the board’s 
decision was taken up in appeal by the Supreme Court 
in an extraordinary manner. Normally, these appeals are 
heard by the high courts. But in this case, it was heard 
because the Supreme Court has discretion to take appeals 
from tribunals. 
　Novartis had claimed the bitter crystalline form of 
imatinibmesylate. Imatinibmesylate is the free base here 
that should be compared with imatinib. The objector 
wanted the comparison to be with imatinib mesylate 
and said that this is a mere reproduction and an 
attempt to perpetuate the monopoly, which meant that 
Novartis had to prove significant increase in efficacy. 
To establish this argument, the objectors had to prove 
that imatinib mesylate was known at the time the old 
product, i.e. when the particular patent for imatinib 
known as the Zimmerman patent was granted, and 
that the beta-crystalline form of imatinib mesylate was 
subsumed, meaning that this would be the second time 
that beta-crystalline form was claimed.
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　The Supreme Court accepted the argument that there 
was significant prior art including a judgment from the 
U.S. Board of Patent Appeals, which held that imatinib 
was directly anticipated in the Zimmermanpatent. The 
court held that imatinib mesylate was anticipated by 
prior art documents. Further, the court held that under 
Section 3（d）, which states that when the invention is of 
a molecule, salt, esther, etc., unless there is increase in the 
known efficacy, the new substance or invention is part of 
the existing substance. When interpreting efficacy, the 
court went into the debates in the Indian Parliament and 
also took note and expressly cited provisions from the 
TRIPS Article 8, Article 27, and the Doha Declaration. 
Accordingly, to show efficacy, not all advantageous 
or beneficial properties are relevant, but only such 
properties that directly relate to efficacy, i.e. in case of 
medicine its therapeutic efficacy.
　The court added a caveat which in my opinion clari-
fies that this ground-breaking judgment was somewhat 
narrow at the same time. This is not to say that 3（d） 
bars patent protection for all incremental invention of 
chemical and pharmaceutical substances. It would be 
a grave mistake to read this judgment to mean that 
Section 3（d） was amended with the intent to undo the 
fundamental change brought in the patent regime by 
deletion of Section 5 from the Patent Act. That is not 
said in this judgment.
　Incremental inventions which may themselves 
involve an inventive step are not ruled out per se. In the 
field of pharmaceuticals, if there is a new salt which is 
derived from an existing salt, significant improvement 
of its therapeutic efficacy allows patentability; therefore, 
it is imperative that data supporting this claim is 
submitted. In this case, such data was lacking. Also, 
in this case, the Zimmerman Patent anticipated. So, 
therefore, on these two grounds, the court said that 
patent protection could not be granted to the product. 
　There have been a lot of comments in international 
circles, many of them critical, arguing that this particular 

ruling is not compatible with TRIPS and international 
standards. I am asking: is this incompatible with TRIPS, 
or does it increase the burden on the patent claimant? 
Does it amount to imposition of a fourth requirement? 
We have heard that first three are novelty, industrial 
applicability and non-obviousness. Is this a fourth 
requirement?
　The Novartis decision of the Supreme Court has 
brought a sharp focus on Section 3（d）. Many academics 
and patent claimants have voiced concerns that this 
requirement “increases the threshold” of patentability. 
One has to keep the following in mind: Unlike the Paris 
Convention, which had varied flexibilities with respect 
to patent protection tenure and left it to national law to 
determine whether to grant process or product patents 
or both, TRIPs prescribes minimum standards and also 
has flexibilities. These flexibilities （Articles 7 and 8） 
and the Doha Declaration, Article 5, enable states to 
fashion their patent legislation to peculiarly suit their 
public health policies and problems. Section 3（D） is an 
example of one such policy.
　In this context, it is interesting to notice that Australia 
has also amended its law, and it talks of a higher 
threshold of being “specific, substantial and credible” in its 
Intellectual Property Amendment Act 2012. Supporting 
this tendency, I am also looking at in a 2008 circuit 
court decision from the US, where the court had 
said that the patent for the particular salt was invalid 
since the claimant was unable to establish that it 
lacked unexpected superior results９. I think that this is 
somewhat similar to the increase in efficacy rule. 
　The other topic which has been very widely 
commented on is India’s compulsory licensing policy. 
The earlier presentation had highlighted Article 31. 
In tune with this provision, India amended the law 
and incorporated provisions for compulsory licensing. 
There has been only one compulsory license in the last 
10 years. Critics tend to focus on the local working 
rationale of the patent’s office decision granting the 
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say one more thing which was missed out earlier. 
India has a Traditional Knowledge Digital Library. 
Traditional knowledge is excluded from patents. This 
contains information of about 30 million pages. The 
library was a joint international venture and constitutes 
a prior art search database, according to which several 
claims of patents based on such traditional knowledge 
either have been rejected or the patent applications 
were withdrawn.

設樂 隆一（知的財産高等裁判所長）：医
薬特許の国際比較及び特許期間の延長登
録の知財高裁大合議判決

　本日は、知財高裁の大合議判決を１件ご紹介し

ようと思ったのですが、それだけだと延長登録の

部分だけなので、最初にまず医薬特許の国際比較

という点をご説明したいと思います。とは言って

も、今日は特許庁の審査官の方がいないのでその

代わりにという感じで、特許庁の審査官の方が最

近特技懇で発表されていた「インドにおける医薬

分野の特許の審査について」という論説の中で日

米欧の比較も書かれておられたので、それを参考

までにご紹介します。

　まず、新規物質の物質特許については、日本、

それからヨーロッパ、アメリカは、いずれも特許

を認めています。それから用途発明ですけれど

も、日本は用途発明についてはご承知のように新

規性を肯定して、物の発明として認めておりま

す。具体的なクレームは「加工物Xからなる疾病
Yの治療薬」というふうに書くということです。
これに対しましてEUとアメリカでは、物の発明
としての新規性は否定をしております。しかしな

がらEUでは「疾病Yの治療に使用されるための
化合物X」という形であれば、物の発明の新規性
を肯定するというところです。

　これに対してアメリカはどうかといいますと、

物の発明の新規性は否定している、しかしながら

化合物Xを患者に投与することにより疾病Yを治

compulsory license for sorafenib. The facts demon-
strate that the patentees’ claim of unfairness has to 
be judged in the light of the circumstances. India has 
about 2,000 patients with liver cancer and 9,000 with 
kidney cancer in 2008-2010, and a small quantity 
of sorafenib, was imported to India in 2008. The 
company was servicing only about 200 patients. Bayer 
reported a worldwide profit of over U.S. ＄678 million. 
Its inability to fulfill its duty to cater to the demands 
of the market notwithstanding, the drug pricing was 
excessive. The selling price which Bayer charged was 
of about Rs.2,80,428/- a month （about US ＄5,000）, 
an amount nearly five times higher than the median 
annual income in India. 
　The Intellectual Property Appellate Board rejected 
Bayer’s appeal; that decision was upheld by the Bombay 
High Court. The Bombay High Court judgment10 
stated that the “reasonable requirements of the public” 
had not been met with by Bayer. Despite the evidence 
existing of 8,800 patients needing the medicine in 
India, the products could reach only about 200. The 
court also felt that the “adequate extent” in the context 
of availability of patented products differed from one 
article to the other, and that in case of medicine, it had 
to be the fullest.
　With respect to life sciences and biotechnology, 
we have specific provision in Section 10（4）, which 
mentions depositing material in line with the Budapest 
Treaty: （a） the deposit of material shall be made not 
later than the date of filing of the application; （b） all 
available characteristics of the material required for 
it to be correctly identified or indicated are included 
in the specification; （c） access to the material is 
available in the depositary institution. Section 6 of 
the Biological Diversity Act also requires that for 
patent claims on such subject matters the national 
biodiversity authorities’ consent has to be obtained 
before the grant of patent.
　Before concluding this presentation, I would also 
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して延長登録の出願により延長することができ

る」とされています。結局は、薬事法上の許可等

が必要で、実施ができなければ５年の範囲内で延

長登録を認めるという、そういうのが67条で規定

されています。

　67条の３はもっと具体的に延長登録を認めるか

認めないか、拒絶をする場合を規定しておりまし

て、その拒絶をする場合の１つが特許発明の実施

に今読み上げました67条２項の政令で定める処分

を受けることが必要であったとは認められないと

きは拒絶をする、となっています。これは言い換

えますと、実施をするのにやはり許可が必要で

あったと認められるときには拒絶をしてはいけな

いということになります。従って、これらを総合

して読むと、許可がないので実施をすることがで

きなかった場合には延長登録をできるというふう

に読むのかなと思います。ちなみに68条の２とい

うのが、延長登録の効果について規定をしており

ます。延長登録の効果については、「政令で定め

る処分の対象となったものについての当該特許発

明の実施以外の行為には及ばない」となってい

て、処分の対象となった特許発明のクレーム全部

が延長されるわけではなくて、処分の対象となっ

たものについての特許発明の実施だけ延長される

というような規定ぶりになっております。

　それでは事案の内容を若干詳しくご説明します

と、有効成分は先ほど申し上げましたベバシズマ

ブという抗がん剤で、効能または効果は、治癒切

除不能な進行・再発の結腸・直腸がんでありま

す。用法用量は、他の抗悪性腫瘍剤との併用にお

いて、通常、成人にはベバシズマブとして１回

５mg/kgまたは10mg/kgを点滴静脈内投与する。
投与間隔は２週間、これは結局、いろいろ書いて

ありますが５mg/kgか10mg/kgで投与間隔は２週
間という条件付きで投与してくださいということ

で１回目の許可が出ました。

　抗がん剤ですのでご承知のようにこれ以外の方

法で投与するとどのような危険があるか分からな

いということで、薬事法上としては安全のために

療する方法という、人への治療方法の発明、これ

は肯定していますので、そういう形で認めている

ということになるようです。

　ちなみに日本とEUは、人への治療方法の発明
というのは否定をしているということになりま

す。このあたりは、特許庁審査官吉田直裕さんが

特技懇2015年５月号で説明されていますので、そ

の概要だけご紹介いたしました。

　それからその次のテーマですけれども、医薬の

特許に関する最近の日本のトピックというと、昨

年の５月の知財高裁の大合議の判決だと思います

ので、概要を紹介したいと思います。やや、やや

こしい話にはなりますので、できるだけ簡単にポ

イントだけご紹介したいと思います。

　この事案の概要は皆さまご承知かと思います

が、有効成分の名前はベバシズマブという抗がん

剤です。原告の企業は既にこのベバシズマブにつ

きまして、１回薬事法上の許可を得ておりまし

て、これに基づき延長登録も受けていたという事

案です。今回の事案は２回目の延長登録を申請し

たケースです。それも２回目の薬事法上の許可を

得たことによって、特許の実施が妨げられていた

ということを理由に延長登録を申請したところ、

特許庁は延長登録を拒絶しました。それで知財高

裁に事件が来たわけですけども、知財高裁は延長

登録を認めるべきであるという判断をしたのがこ

の事件です。

　この事件の内容の説明ということになります

と、特許法の延長登録に関しては米国でも日本で

もたくさんの条文があって、これらを読むだけで

も難しいのですけれども、日本の場合、関連する

条文はこの事例に関しては３つだと思いますの

で、この３つだけ確認の意味で紹介いたします。

　67条というのは、ちょっと途中省略して読みま

すと「特許権の存続期間はその特許発明の実施に

ついて安全性の確保等を目的とする法律の規定に

よる許可、その他政令で定めるものを受けること

が必要であるためにその特許発明の実施をするこ

とができない期間があったときには５年を限度と
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今回の処分で初めて7.5mg/kg３週間という用法用
量の販売が認められたので、従って、この禁止が

解除されたのは今回の処分で初めて解除された

ので、67条の３で言う拒絶要件があるとはいえな

い、今まで禁止されていたのが今回の処分で初め

て解除されたのだから、延長登録を認めるべきで

あるという判断をいたしました。

　それから、この大合議の判決は、特許の延長登

録の範囲については成分とか効能効果および用法

用量で特定された当該特許発明の実施の範囲であ

るというふうに判断をいたしました。大体以上が

概要ですけれども、特許庁の審決の考え方という

のは、実は製薬業界に色々な意見を求めた上で審

査基準として出したものに基づいているわけです

が、特許庁の考え方は、延長登録の処分の効果と

いうのはむしろ広いということになります。

　クレームの要素に該当する部分だけ考えるとい

うことになりますので、第１回目の延長登録に

よってベバシズマブについての延長登録がなされ

たのだというふうに考えている、そういう前提で

２回目を拒絶しました。

　知財高裁の判決は、どうしてそれを認めなかっ

たかというと、条文上そのように読めないという

ことです。先ほど申し上げたように、条文上は禁

止が解除されたら延長登録を認めると書いてあっ

て、２回目の行政処分によっても禁止が解除され

ているのは事実なので、延長登録は拒絶できない

のではないかということです。68条の２の延長登

録の効果も、条文を読めばそんなに広くは考えら

れないのではないかということで、特許庁のお考

えもよく分かるのですけれども、そのような考え

方で立法がされていればそれはそれでいいと思

いますが、立法がどうもそのようにはなっていな

いのではないかということです。もし特許庁のお

考えのようにするのであれば法律を変えていただ

ければいいのではないかというのが基本的な考え

だったと思います。これが今最高裁に行っており

ますので、最高裁の結果を待つという状況です11。

以上です。どうもありがとうございました。

５mg/kg、10mg/kg、２週間というふうに決めたわ
けです。従って、これ以外の用法ではこのベバシ

ズマブは実施はされていなかったということです。

　第２回目の薬事法上の許可の内容が、次に出て

おりますように同じベバシズマブで１回7.5mg/kg
で３週間ということです。５mg/kg、10mg/kgだっ
たのが7.5mg/kgになって、２週間が３週間になっ
たということです。ということは、抗がん剤の治

療は非常に苦しい治療になるというように聞いて

おりますけれども、患者にとっては２週間に１回

ではなくて、３週間に１回になったということは

その分非常に楽になるという、そういう実際上の

効果があるというように聞いております。

　これに対して特許庁の審決はどう言ったかとい

いますと、67条の３第１項１号の判断、すなわち

先ほどご紹介した67条３の条文に「特許発明の実

施」という言葉が書いてありますが、特許発明を

実施するのに処分が必要であったかどうかについ

て、この審決は、「この特許発明の実施というの

は、処分の対象となった医薬品の承認書に記載さ

れた事項のうち、特許のクレームに該当する全て

の事項で特定されるものとして捉えるのが適切で

ある」と判断しました。本件で言いますと、用法

用量というのはクレームには規定されていません

ので、医薬品承認事項のうち、特許のクレームに

該当するものはベバシズマブという部分だけにな

るのだろうと思います。そういう意味で、先行処

分では、クレームの特定事項に該当する事項とい

うのはベバシズマブだけになります。そして、こ

れは第１回の処分で既に禁止が解除されていると

いうことで、特許庁は２回目の処分による延長登

録の申請を拒絶しました。

　これに対して知財高裁の判決はどういうふう

に言ったかといいますと、先行処分は５mg/kg・
10mg/kg２週間、これによっては7.5mg/kgで３週
間という用法用量の使用方法の販売というのは解

除されていなかった、実際、５mg/kg・10mg/kg
２週間を前提に販売しないといけなかったので、

7.5mg/kgによる販売はできなかったということで、
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フを見ていただくと、アメリカのオリジンのもの

が半分以上あります。これは世界の売り上げの上

位100品目がどこの国でつくられたかというグラ

フになります。オリジンとしてはアメリカ発のも

のが半分以上ありますが、日本、この場合はスイ

スと並んで２位になっています。１年前だとイギ

リスと並んで２位だったというのがあります。こ

の辺は日本、スイス、ドイツ、イギリスで常に入

れ替わっています。それからデンマーク、フラン

ス、その他とあります。世界で新薬をグローバル

に提供できる、新しい医薬品を世界で発明できる

国というのは、実は世界で10カ国ありません。９

カ国です。それしかない中で特に米国はすごいわ

けですが、日本もその中で戦っていく、こういっ

た産業だということでここをきちんと伸ばしてい

きたいと考えています。

　医薬品の開発は、新薬の開発とジェネリックの

開発ではプロセスも全く違いますし、掛かる費用

も違います。それからもちろん、製造体系も全く

違います。医薬品の開発プロセスとしてはまず基

礎研究から始まって、物質を見つけるところ、こ

れが最初になります。その物質を見つけた後に、

前臨床、犬とかウサギに投与して試験をすると

ころ、そしてその後ヒトに投与するプロセスがあ

ります。ヒトに投与するプロセスを第一相試験と

いって、ヒトに投与しても安全かどうか、犬とヒ

トは違いますのでそれを確認する試験。それから

第二相として実際に患者に投与する試験。そして

第三相として、実際に製品として流通していくに

あたって用法用量を決めたりするための試験があ

ります。ここのあたりが非常にお金が掛かるとい

うのと、失敗がよく出るということがあります。

それは例えば最終製品にたどり着くまでに、これ

は実際のここ５年間のデータですが、74万の化合

物から25の化合物が最終製品にたどり着いたとい

うのが直近の実績です。ここはもう３万分の１の

確立でしか医薬品はできないということになりま

す。お金はその代わり、１つの製品をつくるのに

1,000億円ぐらい最近では掛かっています。失敗し

城　克文（厚生労働省医政局経済課長）：
日本の医薬品産業に係る最近の動向

　まず、今われわれは政権交代があって３年目に

なります。今の安倍政権では医薬品産業を日本の

成長戦略の柱の一つに置いています。それがここ

に書いてある図です。一番向こうには財政再建を

するということを書いているわけです。こちら側

の上のところには、日本再興戦略、日本がこれか

らどのように経済成長していくかということを書

いていて、その中にプランを３つ置いています。

その中の２つ目のプランの中で医薬品産業を日本

の成長産業の柱にすると位置付けをしています。

他にもクリーンエネルギーとか、インフラ、こう

いったことを書いています。

　その中をよく見ると、日本の医薬品産業、それ

から医療機器産業、再生医療、こういった分野に

ついては新しいものを開発する力があると。です

ので、その産業を振興して世界に売り出していく

ための、そういうリソースを生かして経済を再生

しましょうということを書いています。

　なぜそういうことになっているかをちょっと見

てみると、左側のグラフは世界の製薬企業の売り

上げを並べています。国別で見ていただくと分か

るようにアメリカの企業が非常に多いです。それ

からスイスは２社、ノバルティスとロシュがござ

います。それからあと、イギリス、ドイツがあり

ます。日本は世界で見ると直近だと16位から20位

の中に３社入っている状況です。でも、これはア

メリカのメガファーマーと呼ばれるような大きい

企業が、世界的に見ても影響力から見ても非常に

大き過ぎる、われわれから見てもお化けのような

大きい産業なので、そこにたどり着くかが分かり

ませんが、日本の産業もそこに近い位置付けにい

るということです。

　ただ、売り上げだけであれば別にそれは構わな

いのですが、私たちはやはり新しい医薬品、新薬

を世界に供給していける力があるかどうかという

ところでものを考えています。それは右側のグラ
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やかにジェネリック医薬品を供給できるように市

場から撤退して、安いジェネリック医薬品を供給

してほしいということです。

　これは何かというと、知的財産権という言葉に

あるように、知的財産をどのように保護していく

かということではなくて、実は我々は、特許制度

は知識を公表して共有するための制度だというふ

うに考えています。本当に自社で特許を取るまで

もなく、自社で知識を押さえてしまいたい、発明

を押さえてしまいたかったら特許は取りません。

そういうものもたくさんあります。ただ、それは

やはり特許を取って押さえる、これは医薬品の場

合は審査をするというプロセスがあるために、必

ず中身を公表しなきゃいけないという事情がある

ので特許を取らざるを得ないのですが、特許を

取っていただいて、そしてそれが20年たってもし

くは25年たって人類共通の財産になった後は、安

く使わせてほしいということで、そういう政策を

とっています。

　ですから、特許期間中についてはきちんと価格

は保障する、そこの知的財産権も保障する。その

代わり特許が切れた後はできるだけ安くジェネ

リック医薬品を出してほしい。それは我々の医療

保険財政が厳しいこともありますが、やはり人類

共通の財産は人類共通に使っていきたいというこ

とであります。もちろん、これは国ごとの仕組み

なので、国ごとに特許を申請し、国ごとに特許が

切れていく、こういったプロセスの中で進められ

ていくものだと思っています。

　実際行っている事を紹介すると、実はこれもつ

い最近も動いている、まさに今政策が動いている

最中のものであります。我々はジェネリック医薬

品に置き換え可能な特許切れの市場というもの

で、どれぐらいジェネリック医薬品を使うかとい

うことを目標に立てています。我々は2018年の３

月というターゲットを定めて、ジェネリックの使

用量を60パーセントにすると目標を定めており、

そのために色々な施策を打っています。この水準

は数年前のフランスの水準と同程度になります。

たものまで含めたら2,000億円ぐらい掛かります。
ですから、これはもうギャンブルみたいなものな

ので、非常に多額の投資をもって資金力があると

ころでしかつくれないということになります。

　逆に、下にあるグラフ、矢印は、ジェネリック

医薬品の開発です。このジェネリック医薬品の開

発は大体４～５年でできます。１億円ぐらいでで

きることになります。開発に着手すれば100パー

セント開発が可能です。できなかったら、それは

企業の腕が悪いだけということになります。です

ので、ここは全くプロセスも違うしリスクも違

う、その中でどのように新薬をつくったメーカー

を保護していくか、逆にジェネリックを推進して

いくかというのがわれわれの産業政策のポイント

になります。

　これはイメージですが、これまで日本の主力産

業だった自動車、電気製品を例にとると、技術の

かたまりではあるけれども自社特許というものは

ほとんどありません。大体、幾つかを集めてき

て、そして自社特許を幾つかかませて、それで新

しい製品ができてくるということがあります。

　ところが医薬品の場合は、ほとんど全てが自社

特許で１つか２つ、さっきグラフがありましたけ

れども10も特許を抱えているような医薬品という

のは実は少ないです。３つか４つで、それを追加

しながらつくっているということになります。で

すから産業としてみると非常に特許への依存性の

高い、知的財産への依存性の高い産業だというふ

うに我々は考えています。

　再審査の話でデータ保護期間というのがあるの

ですが、これは飛ばします。

　産業政策として考えたときに、我々が何を考え

ているかということです。真ん中の点線は、特許

が切れたとき、ジェネリック医薬品がつくって売

れるようになったときというところの線です。最

初、特許期間中は、医薬品、新薬はきちんとそこ

で次の新薬を開発する原資を稼げるようにしてほ

しい。それは特許によって知的財産保護をしてほ

しいということですし、逆に、特許が切れたら速
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リスクも違うということがあります。ですので、

ジェネリック医薬品だけ、今ジェネリック医薬品

をつくっている国はたくさんあります。韓国も中

国もそうです。ただ、そういった国はなかなか新

薬をつくる国、脱皮ができないというのが今の実

態です。

　我々の考えとしましては、やはり新薬は非常に

リスクが高く、そして開発環境が必要だというこ

とです。ですので、IPをリスペクトしない国で
はやはり新薬産業は育ちません。どんなに頑張っ

ても最初のリスクを超えるところが超えられな

い。３万分の１というのは最近の話ですが、昔で

も１万分の１という成功確立だと言われていまし

た。それを超えて実際に上市してやるためには自

分のホームグラウンド、マザーマーケットがきっ

ちりと IPを評価してくれる、自分のところで特
許を評価してくれる、そういうものでないと産業

としては育たないというのが我々の経験です。で

すので、それを踏まえて新薬産業を伸ばしていく

ために、我々は日本の国の中でも内外無差別で

IPの保護をしていきたい、そして各国の市場に
対してもそういうことを求めていきたいという姿

勢になっています。ということで簡単ではありま

すけれども、私の紹介とさせていただきます。以

上です。

奥村 洋一（武田薬品工業株式会社 知的
財産部長）

　本日私がここでお話し申し上げる事の、２点だ

けを注目していただきたいと思います。製薬産業

界にとって何が大事かという事ですが、１つに、

特許による製品の保護、もう１つがデータプロテ

クションというものです。この２点を中心に話を

させていただきます。

　前半の話の多くは、先ほど心強い、行政からの

サポートをいただけるという城課長から温かいお

言葉をいただいたところ、城課長のプレゼンと多

少オーバーラップするところはありますが、そこ

ただ、我々はそこで終わりということではなく

て、さらにもう少し進められないかと考えていま

す。これも少し細かいので飛ばしますが、色々な

施策を打っていますよという紹介です。後で見て

もらえばいいと思います。

　今日本のジェネリック医薬品はどれぐらい浸透

しているかというグラフです。これは調剤医療費

ということなので、外来で、薬局でもらう薬だけ

で見ています。上と下にグラフが２本あるのは、

下のグラフは全ての医薬品の中でのジェネリック

の数量比で、上のグラフは特許の切れた市場にお

けるジェネリックの数量比になります。現在58

パーセントぐらいとわれわれは見ています。これ

をさらに進めるということで、実は、６月10日で

すが閣議決定に向けてジェネリック医薬品の指標

目標を議論しています。これは多分、６月30日に

閣議決定をするということで今まだこの土日も調

整中であります。先週の土曜日日曜日も我々は休

みなく調整をしていましたが、実際どういう形に

なるかというイメージを示しています。2020年に

ジェネリックの比率を80パーセントにするという

目標を立てています。これは医療保険財政が非常

に厳しくて国民の負担が高くなるのを、どのよう

に軽減するかという、そういう観点です。

　それに加えて、ただ単にジェネリックを進めれ

ばいいということではないと思っていて、特に総

合戦略と書いていますが、ジェネリック医薬品だ

けではなくて新薬の開発を支援する仕組みを一緒

につくらなければもうジェネリックの推進もない

だろうという、そういう趣旨で書いています。医

療費を安くするだけであればジェネリックでいい

のですが、やはり産業として伸ばしていくために

は、新しく医薬品を開発できる国であり続けるた

めに施策は必要だろうということが一つです。

　私たちが考えている事は、端的に言えば、ジェ

ネリック医薬品も新薬も産業として、そして新し

い治療技術、治療の方法を享受する為にはどちら

の開発も必要だということが一つ。そして、それ

ぞれの産業はどちらも違う、つくり方も違うし
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にきっとばかと言うのだと思います。

　これも模式図ではございますが、この下に向い

て進んでいる青い線のところ、ここがちょうど開

発期間でございます。この間に先ほど申し上げま

した約1,000億円程度のお金がどんどん使われて
いきます。それが約15年というところに仮に数字

を置いておりますが、ここで製品が許可された場

合は、ここから販売が始まります。そうすると赤

いラインに沿って売り上げが上がっていき利益を

得るということになります。このときに赤いほう

の面積のほうが青いほうの面積よりも少なかった

ら、全く投資したかいがないということで、つま

り青いところで投資しているときに、将来はこの

赤い線のようなレベニューがあるという、そうい

う非常に高い予見性がこの業界には必要になって

くるということです。赤い線が終わるときには、

先ほど城課長からご紹介ありました後発医薬品と

いうものが参入してまいります。

　我々にとっては、後発医薬品というのは一種、

経済上、敵のような存在でもありますが、そうい

うわけではございません。いったん先発会社とし

て開発した薬が、公共のものというか公のものに

権利上されるときには、それがやはり品質高く安

い製品として患者さまに届くということはとても

大事なことだとわれわれも考えております。

　ここでもう１つお話ししておかなきゃいけない

のを忘れました。ここで申し上げるもう１つは、

特許の保護というものがとても大事だという事で

す。すみません、知的財産部長としては一番言っ

ておかないといけないところです。

　このスライドの右の下のほうにPatent expiration
とPatent term extension、２つ書いてあると思いま
すが、Patent expiration──特許期間が終わります
とこの赤い線がほとんど下に向いて下がるという

図式に、基本的に現在のアメリカの市場ではこう

いうふうになります。そして日本も、先ほど城課

長がご紹介いただきましたように、新しい仕組み

でこういうふうになっていくとわれわれも考えて

おります。

は短くさせていただきます。

　まず皆さまに申し上げたいのが、まさに城課長

が言われましたように、製薬業界というのはギャ

ンブルでございます。ギャンブルの嫌いな人は多

分この業界には入れないんじゃないかなと思うぐ

らいです。これは先ほどもっと詳しい情報を城課

長のほうから紹介いただきましたように、とても

時間がかかる。まずR&Dのコストとして約1,000
億円ぐらいは掛かるんじゃないかとかいう話、そ

れから期間も10年以上かかるということを申し上

げたいところでございます。

　これは先ほどもご紹介いただきました成功確率

というものの昔からの経緯をちょっと数字として

挙げてみました。1989年から93年の頃は新しい化

合物を3,700ほどつくればそのうちの１つが薬に
なり得た。それがずっとこの成功確率が減ってま

いりました。これにはサイエンティストの能力が

下がったというわけではなくて、むしろ、サイエ

ンティストはとても優秀な方が増えてきているの

ですが、薬にするいわゆるターゲットが非常に難

しくなってきたということです。それからもう

１つは、薬にするためのハードルが高くなった。

ハードルといいますのは、主に申し上げますと安

全性ということでございます。そういったところ

がとても厳しくなってまいりましたので、これは

患者さまにとっては、とても良いことですから、

我々業界としてもあまり文句を言う筋合いのある

ところではございませんが、現在は薬を生み出す

のがますますギャンブルになっているということ

でございます。

　次に申し上げたいところは、いわゆるギャンブ

ル性の高い業種であるがために、我々が新しい薬

をつくるために投資をするためにはどうしても

やっぱり将来の予見性というものが必要になって

くる点です。ここでこれだけ投資しても将来これ

だけリターンがあるだろうという予見性があるこ

とがとても大事でございます。それがないことに

は、数百億円、1,000億円以上というお金をそこ
に投資するのは、これをギャンブラーとは言わず
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れが考えているのかといいますと、まさに、われ

われのつくったデータは公開されます。公開され

るのですが、この公開されたデータを後発医薬品

会社はいわゆるリファーをすることによって申請

することができます。リファーというのは、自分

で試験をしてデータを出さなくても「先発医薬品

の使ったデータを見てください。このデータで有

効性と安全性が確保されています。私たちの薬は

それと同じです」ということで、データを自分た

ちで生み出さなくてもリファーできる。そういう

「データをリファーすることをプロテクトする」と

いうことで、データプロテクションという言葉を

使うことが最近多くなっております。

　ちなみに、そういった制度はどういうものがあ

るのかということを簡単な表にまとめました。非

常に簡単です。本当のところは、細かなことを言

うともっとこまごまとした複雑なルールがあるの

ですが、簡単なほうが皆さんもご理解しやすいと

思います。例えば日本では８年、アメリカでは２

つありまして１つは５年、５年というのは普通の

低分子化合物の許可に関しては５年、それから抗

体とか例えば大きなタンパク質の薬といったも

のは12年、それからEUの場合はどちらも10年。
ざっくり言いますとこういうようなデータプロテ

クションの期間がございます。

　ただし、データプロテクションと一口に言いま

しても、実はいろんな意味合いがありまして、特

に日本の場合はここに書いておりますように、い

わゆる再審査期間という期間がまさにデータプロ

テクションにあたっております。これはどちらか

というと、反射効的な効果であろうと私は個人的

には理解しております。これは一体何かといいま

すと、新しい薬を開発するには膨大な時間とデー

タが必要であることはもうご説明させていただき

ましたが、それにしてもその臨床試験のときには

限られた患者さんにその試験対象として参加して

いただいております。いったん薬が市場に出ます

と、とても多くの患者さんにそれが利用されるこ

とになりますので、試験期間中では思いもしな

　さらに、先進諸国の中にはPatent term exten-
sion──設樂所長がご紹介いただきました特許期
間延長制度というものを利用すると、さらに何年

間か、最長年５年を限度として特許期間が延びる

わけです。その延びているところまでは少なくと

も独占期間がございますので、そこまでが我々が

予見しているいわゆる市場の独占性でございま

す。ここがないことには、先ほど申し上げました

ように投資もできませんから新しい薬もできな

い。ということを申し上げるのを忘れておりまし

た。すみません。

　続きまして、データプロテクションという言葉

を、この制度についてご紹介申し上げます。デー

タプロテクションというのは、先ほどスタンフォー

ド大学のLisaさんがご紹介されましたRegulatory 
Exclusivityという言葉でも表現されます。実は、
我々、最近はデータプロテクションという言葉を

使うことが多くなっております。どうもExclusivity
という言葉の響きがあまり良くないものですから、

現実に沿った言葉にしようということがある程度、

意図的にはございます。

　つまり、データプロテクションとは一体どうい

うことかといいますと、新薬事業というのは新し

い薬を開発するにあたって、臨床試験の結果であ

るとか多くの情報を公開することが実は義務付け

られております。もちろん、細かな製造プロセ

スであるとかノウハウは当然残っておりますが、

データを公開することによって、その薬がきちん

と開発された、例えば副作用があったのを隠した

上で許可をもらったんじゃないかとか、そういう

ことが起こらないようにきちんと公開する、透明

性を確保するということが非常に高く要求される

業界です。

　ということは、我々はこういうものを特許であ

るとか、データプロテクションであるとか、こう

いう制度で守っていただかないことには、1,000億
円以上掛かって積み上げた、いわゆる英知という

ものが守られない、こういう業界なのです。なぜ

データプロテクションという言葉が適切とわれわ
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が1976年に物質特許制度を入れて以降、先ほどご

覧いただきましたように日本は世界の中でも新薬

を生み出すことができる有数の国に産業が育ちま

した。その中でも特許（Patent）の延長制度も導
入いたしましたし、先ほど言いました再審査期間

も2007年に６年から８年に延ばしました。これ

は、一方で、特許によって製品をこんなふうに保

護をする、いわゆる技術を保護すると、国民が

困ってしまうんじゃないかという意見とは全く逆

の方向に日本社会が動いたということの証拠でな

いかと私は思っております。ちなみに、これが物

質特許制度を入れる前と後との比較でございます

が、入れて以降、例えば2008年度における世界の

トップ50のうち日本の会社が生み出した薬という

のが、下の大きな箱に挙がっております薬がその

一覧でございます。

　それからもう１つ、データプロテクションにつ

いてですが、これも非常に有効に効いたというこ

とが実はこのデータでよく分かります。６年間の

再審査期間だった頃には、例えば日本はトップ

103のいわゆる世界中で売れている薬のうちの99

を取り上げまして、そのうちどれだけの薬がそれ

ぞれの国のマーケットで薬として使われているか

というデータですが、日本は99のうち63でござい

ました。ところが2007年にデータプロテクション

を８年に延ばして以降、これは特許保護がなくて

も開発していわゆる先にレベニューが期待できる

ということが起こったから、トップ100のうち日

本は93までマーケットに薬として日本の患者さん

に提供することができるようになっております。

一方、やはり、こういったプロテクションの弱い

国ではこういう薬がマーケットに出る確率が低く

なっているのではないのかと、大ざっぱな方向で

ございますがこういうことが言えると思います。

この図は先ほどの城課長と同じでございますので

割愛させていただきます。

　それで、あと最後に少しだけ、製薬業界でイン

ドでは何が起こっているかという点では、先ほど

まさにBhat判事がおっしゃったようなことが実

かったような副作用であるとか、試験期間中には

効くと思っていたものが実は多くの患者さんに適

用したらあんまり効かないとか、そういったこと

が起こり得ます。そういうこともありまして、新

薬がマーケットにいわゆる上市されてから一定期

間、その薬が本当に有効で安全なものであるかど

うかを確認する期間として定められております。

ですから、これは薬事法上定められておる期間で

ございます。

　ちなみに、日本では８年間ございますので、そ

の間にこのいろんな情報を先発企業が全て集めて

それを厚生労働省に報告いたします。８年たった

ときにそのデータをさらに再度審査して、あらた

めて薬は有効で安全であることが確認できたと

きに、いわゆる先発医薬品の開発に使ったデー

タがリライアブル（reliable）だと確証できたとき
に、後発医薬品会社はそれをリファーすることが

できるという仕組みが日本の制度でございます。

実は、この８年という期間も、少し前までは日本

は６年でございました。ただ、６年超えて以降で

も、許可の内容について幾つか修正を加えなきゃ

いけないような薬が結構ございまして、一体どれ

ぐらいの期間が適正なのだろうということで６年

から８年に見直した時期がございました。これが

日本の再審査期間でございます。

　それでは、このデータプロテクションという制

度が、日本の産業界もしくは社会にどう役に立っ

てきたのかというところを少しお話しさせていた

だきます。

　これは特許制度でございます。先ほどクリスト

フさんがおっしゃいましたように1976年に初めて

日本に物質特許制度が入りました。ですから、こ

の年より前までは、日本の製薬業界はまさに後発

医薬品の産業界であったわけです。ちょうど1970

年の大阪の万博の頃にはもう既に日本は高度経済

成長で化学技術もうんぬんと言っていたことを

私、幼少の頃を覚えておりますが、製薬業界はま

だまだこのときには新薬をつくる実力なんてかけ

らもなかった、そういう時期でございます。それ
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【注】
１ 早稲田大学知的財産法制研究所の2015年６月27日に主
催した第４回グローバル特許権行使戦略セミナー（グ
ローバルな視点からの特許を巡る喫緊の課題）の第二
部である。なお、本セミナーの第三部（特許ライセン
スの効力と競争法における規制の考察）は日本弁理士
会の会誌である月刊「パテント」に掲載される予定で
ある。

２ Biswanath Prasad Radhey Shyam vs Hindustan Metal Industries 
1979 （2） SCC 511

３ 1967 RPC 297
４ Dimminaco AG v Controller of Patents & Designs –（decided 

on 15.01.2001 by the Calcutta High Court）
５ F. Hoffmann-La Roche v Cipla, 2008 （37） PTC 71 （Del）
６ TVS Motor Co. v. Bajaj Auto Ltd., 2009 （40） PTC 689 （Mad - 

DB）
７ Merck Sharp Dhome v Glenmark 2015 （63） PTC 257 （Del）
８ Novartis AG vs. Union of India （UOI） and Ors. 2013 （6） 

SCC 01.
９ Pfizer v. Apotex （480 F.3d 1368）
10 Bayer Corporation v. Union of India, AIR 2014 Bom 178
11 この後、平成27年11月17日に最高裁判決が言い渡され
ている。

は起こっておりまして、特許が取れないとかとい

うこと、他の国では保護されていてもインドでは

なかなか取れないとか、特許があってもなかなか

インジャンクション（injunction）がかけられない
とか、それから特許権があってもその特許権の権

利行使がなかなかしにくいとか、詳細なところは

Bhat判事の紹介にもございましたし、いろいろな
文献にも出ておりますので多くの方がご存じだと

思いますので、ここでは割愛させていただきます。

　しかし、そうは言いましても最近は、インドで

はコンパルソリーライセンスが一時出かかったこ

ともありましたが出なくなりましたし、やはり内

部もだいぶ変わってきているんじゃないかと私は

思っております。産業もどんどん発展させようと

モディ首相も頑張っておられると聞いておりま

す。これからの知財による医薬品の保護にとても

期待しておるところです。以上です。ありがとう

ございました。
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