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知的財産と医
薬製品の関係

• 左図：特許庁HP「知的財産

権について」

HTTPS://WWW.JPO.GO.JP/S
YSTEM/PATENT/GAIYO/SEI
DOGAIYO/CHIZAI02.HTML

に話者加筆

https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai02.html


医薬製品と知的財産の
関係性の特定

膨大な知財情報にアクセスして、

•各国家・地域で、

•どの権利の、

•出願／登録がされているか、

•権利が登録されている場合に、権

利行使の可能性があるか

に関して調査し特定する必要がある。

右図：日本国特許庁『特許行政年次報告書2020年版』5頁より



WIPOの世界的な知財汎用データベース（DB）及び
用語集における特定ニーズ（COVID-19）への対応

WIPO PATENTSCOPE：PCTによる国際特許出願391万件、各国・地域の知
財所管庁から提供される出願・登録情報8,764万件を集積した汎用的な特許
DB

• Glossary及びPearl収録キーワードからも特許サーチを可能に

WIPO Pearl：PCT公開10言語(国連公用6言語＋日、独、韓、ポルトガル語)
による検索キーワード20万語のデータベース

• 2020年9月までにCOVID-19関連キーワード約1,500語を追録



医薬製品と知的財産の関係性特定に資するツール：
医薬特許プールMPPのMeds-Pal
• MPP：MEDICINES PATENT POOL医薬品特許プー

ル https://medicinespatentpool.org/

• LMICs諸国の救命薬へのアクセス及び開発の促進
を目的に国連UNITAID他により設立。

• HIV抗レトロウイルス薬13種、HIV技術プラットフォー
ム1、C型肝炎経口内服薬3、結核治療1に関して９
特許権者とライセンス契約を締結。

• 2020年3月 暫定的に活動対象をCOVID-19に拡張
すると宣言、特許情報を収集。

• COVID-19対策に必須の医薬製品について権利行
使が考えられる場合に、MPPがライセンス交渉を行
う → COVAXファシリティー

• Meds-Pal：THE MEDICINES PATENTS AND 

LICENCES DATABASE医薬品特許・ライセン

ス・データベース

https://medicinespatentpool.org/what-we-

do/medspal/

• MPPにより2016年立ち上げ。

• 130か国以上のLMICs諸国向けに、WHO

EML(必須医薬品リスト)に含まれるHIV/AIDS、

C型肝炎、肺結核をはじめとする優先医薬品

に関する8千以上の特許の出願・登録情報を

調査、収録。



COVID-19関
連医薬品の特
許の現状①レ
ムデシビル
Remdesivir

• 特許権者GILEAD SCIENCES社(本拠・米国)

• Meds-Pal上の特許付与件数”GRANTED”約140件。

• 同社は2006年以降、レムデシビル含むHIV治療薬10個を、
MPPを介さない二社間のライセンス契約により126か国を
カバー。

• COVID-19に際して、レムデシビルに関し非排他的自発的

ライセンス契約をエジプト、インド、パキスタンのジェネリッ
クメーカー10社と締結、127か国における提供を認めた。
WHOによる緊急事態終息宣言、及び、レムデシビル以外

に有効な製品の出現の、いずれか早いほうが実現するま
で、無償。

• MPPはCOVID-19の治療効果ありと目されるレムデシビル
を含む6製品をMeds-Palに掲載、近時さらに6医薬品、3つ
のbiologiesを追加。

（Meds-Pal, WIPO’S RESPONSE TO COVID-19, GILEAD社HP:

https://www.gilead.com/purpose/advancing-global-health/covid-19/voluntary-
licensing-agreements-for-remdesivir）



COVID-19関連医
薬品の特許の現状
②カレトラ
(LPV/r+Ritonavir)

• 特許権者Abbott社(本拠:米国)

• カレトラの特許に関するライセンサーAbbvie社はMPPと
の間で、2014年に小児使用で102か国を対象として、ま

た、2015年にアフリカ54か国を対象として、無償ライセ

ンス契約を締結。契約対象外の国に向けた販売は、当

該実施が当該国で強制実施権の対象になっていたとし

ても特許権侵害に当たるとされていた。

• COVID-19に際して、ライセンサーをAbbvie社として、実

質的に全世界を対象における特許権の不行使を宣言。

• 2020年3月 Mylan社が、米国FDAに対して、米国にお

けるカレトラのジェネリック製品に関する排他的販売権

を放棄。Mylan社は、途上国向けARV製品を多く提供し

てきたMatrix社の後継企業であり、米国FDAにカレトラ

のジェネリック薬の販売承認を最初に申請していた。

（Meds-Pal, WIPO’S RESPONSE TO COVID-19, 各社HPより）



•WIPO主導で、「顧みられない熱帯病」NTDs: Neglected Tropical 

Diseasesを対象に、製薬企業や公的研究機関から提供された知的財

産の情報をデータベース化し、参加機関の間の知的財産のマッチング

も実施。

•COVID-19への対応は？：対象がNTDsに限定されており、特段の対応

はとっていない。

医薬製品と知的財産の関係性特定に資するツー
ル－WIPO:Research

https://www.wipo.int/research/en/



• Pat-Informed: Patent Information Initiative for Medicines

https://www.wipo.int/pat-informed/en/

• WIPO、国際製薬団体連合会（IFPMA）とその所属企業20社により、低分子医薬品に関して
製薬企業が自発的に提供した登録特許情報をDBとして提供。権利保有者と各国の医薬
製品調達当局のマッチングも行う。

• 対象疾病：HIV/AIDS、心血管疾患、糖尿病、C型肝炎、ガン、呼吸器疾患、その他WHOの
EML(必須医薬品リスト)掲載全製品。

• COVID-19への対応： 対象は順次拡張中。

医薬製品と知的財産の関係性特定に資する
ツール－WIPO Pat-Informed



知的財産の権利処理の要否

•権利主張がされるか＝権利処理が必要かの特定を要する

•権利が主張される場合、当該領域では権利者の許諾無くジェネリッ

ク製品を製造、販売、流通等させると違法行為に－当該領域にお

ける製品の利用をコントロール可能。損害賠償、差止めの請求対

象に。

•独占排他的な状況における特許製品の価格の高止まり←→アクセ

ス促進に向けたジェネリック製品の利用拡大



国家による法的な対応の選択肢：特許権の場合

選択肢 特許権の場合：TRIPS協定の根拠規定

権利の保護対象からの除外 特許事由の制限：27条2項、3項

権利の排他的効力の例外 排他的権利の例外：30条

権利の一部について自発的実施権の付
与を促して、得られた実施権に基づいて
合法的に利用する

強制実施権や政府による特許発明の利
用：31条、さらに7条、8条、73条

権利の保護対象について法定実施権を
第三者に与えて合法的に利用する





知的財産保護をめぐる法的枠組み

法の階層

• 知的財産条約体制：普遍的条約（パリ条約、WTO・TRIPS協定、等）、地域的条約

• 各国法制

19世紀後半
～

• 19世紀後半～知的財産保護を国家間条約で取り決め(パリ条約、ベルヌ条約、等)。万国統一法の制定を
目指したが、各国で異なる経済的社会的条件に応じた立法を要することから、断念。属地主義が原則に。

• 世界各国／地域で各々の知的財産が存在し、それら財産権の統一的な処分の手段は今以て存在しない。

1970年代～

• 知的財産保護を、国家の産業競争力を左右する通商政策の一環として捉えるプロ・パテント潮流

• TRIPS協定、WCT他、多数の条約の締結 ⇒ 知財の保護の強化、普遍化



1990年代後半～国際情勢の変化を受けて

東西冷戦の終結、自由主義に基づく経済活動の変化と拡大

感染症等の急速なまん延、途上国における非感染症の急増等の疫学
的変化が世界的課題に 例）HIV/AIDSの「感染爆発」→抗レトロウイ
ルス薬の特許の扱いが議論に。 →MDGs、SDGｓに包含。

2001年WTO閣僚会議「TRIPSと公衆衛生に関する宣言」（「ドーハ宣
言」） →国家による「TRIPSの柔軟性」活用を通じた知財制限を容認

2017年 TRIPS改正議定書

より一般的に環境や人権等、一定の公共政策上の目的と知的財産の
保護の両立が課題に(WIPO Development Agenda)。





国際機関を中心とした国際的な活動

WHO CIPIHによる世
界的な政策立案及び
そのbreak downである

戦略プラン

WIPOにおける各種取
り組み：

WIPO：Research, Pat-
Informed

SDGsの一つとして国連シス
テム全体の取り組みに＊＊
国連健康への権利特別報
告者報告書、社会権規約委
員会の一般的意見14、20に

おける言及等

三国際機関
(WHO,WIPO,WTO)によ

る共同調査研究

2016年UNDGハイレベ
ルパネル



医薬品アクセス
に乏しい国の現
状を変える取り
組み

•国内生産能力の確立－法

令整備、人的物的資源の

支援 例)アフリカ諸国にお

けるWHOの取り組み

•知財制度の確立－法令・

政策立案から模倣品対策

まで



知的財産保護
制度による投
資回収を不要
にする仕組み
と、資金調達
の仕組み
(各種新税、慈善
団体や財団)

製品価格とR&Dを切り離す
de-linkage

報奨制度

差別的価格制度differential 
pricing



知的財産の
適切な行使
を評価し促
す仕組み

製薬企業のアクションに対
し

－MSF等による評価

－AtM財団＊によるランキ
ング：COVID-19対応を
Index 2021に取り込み

国家による「TRIPSの
柔軟性」の活用状況を
評価する実証研究も



3．COVID-19にどのように
対応するか



COVID-19への
対応に必要
な製品は国
際公共財と
みなせるか

• 5月の第73回世界保健総会で採択した決議

(WHA73.1、PARA.6)は、COVID-19への広範な

免疫確立を「国際公共財」GLOBAL PUBLIC 

GOODと表現。

•国際公共財とは

• COVID-19への対応に必要な製品に関わる知

的財産を国際公共財として認め、その行使を

認めないと国家間で合意することは、実現可

能か？

• COVAXファシリティー等各種の試みを通じて

部分的、モザイク状に進行。 ⇒適用範囲を

いかに拡大できるか。



国家の法改正の動向

• 特許権の効力の制限の条文は先進国、途上国問わず一般的に存在。

• カナダ、ドイツ、イスラエルのような先進国で、特許権の維持を認めた上で、暫

定的限定的に政府による特許発明の利用を可能にする立法を行っている。

→日本の特許法に関する問題提起:国内の官民協調のみでは不足ではないか。

→裁定実施権制度（93条）は活用可能か？政府による特許発明の利用に関す

る法的手当が不足しているのではないか？＊＊＊

• 途上国の動き：法改正を行い対応している国は少数、中南米諸国の取り組み

はユニーク⇔特許の不存在、国際協力による知財処理への期待



カナダ：政府による特許発明の実施に関わる法改正

COVID-19 EMERGENCY RESPONSE ACT (S.C.2020, C.5)

AN ACT RESPECTING CERTAIN MEASURES IN RESPONSE TO 
COVID-19

• PART 12の下の51条において、特許法を改正。政府による特許
発明の使用に関する19条以下のうち、19の3条に続けて19の4条
を新規に追加挿入。

19条の4

1項 大臣による申請APPLICATION BY MINISTER

長官COMMISSIONERは、厚生大臣MINISTER OF HEALTHの申

請に基づいて、申請において説明されている公衆衛生上の緊急事
態への対応に必要な限りにおいて、カナダ政府、及び、申請書に特
定されている何人に対し、ある特許発明の製造、組み立て、利用及
び販売MAKE, CONSTRUCT, USE AND SELLについて許可を与え
なければならないSHALL。

• 元々有している政府による発明の使用

（19条以下）に関わる特許法条文のうち、

後者について条文を追加挿入して（19条
の4）、厚生大臣が特許庁長官に対して公

衆衛生上の緊急事態への対応に要する

として申請する特許発明の実施許諾につ

いて、長官が許諾を与える権限を、2020
年9月末までとして創設。

• 実施許諾の動きは現在まで無い。



ドイツ、フランス：政府による特許発明の利用について法改正

ドイツ

• 2020年3月に、カナダ同様にCOVID-19対
応法の中で、ドイツ感染防止法を改正。

• 5条で、従来の強制実施権(ドイツ特許法24
条)の枠組みに加えて、厚生大臣やその下

部組織が、特許法13条に則りCOVID-19対
応に必要な特許を使用する行政命令を発す

ることを可能にした。

• 行政命令は現在まで発令されていない。

フランス

• 2020年3月 緊急事態法2020－290において

公衆衛生法L3131-15条を改正して、知的財

産法典の規定にかかわらず同条に基づき

強制実施権を付与する権限を仏首相に付

与。

• 強制実施権は現在まで発令されていない。



諸国の動向

米国

• FDA(連邦の薬事当局)が、ギリヤド社が特許

権を有するレムデシビルの調査目的での緊急

使用を許諾

• ギリヤド社はLMICs中心にジェネリック薬の製

造販売を認めるライセンス契約を締結(前掲)

• バイデン政権への移行は世界的なワクチン供

給の試みにどう影響するか

イスラエル

• 2020年3月 COVID-19の治療薬に関して強

制実施権を付与し、Abbvie社カレトラのジェ

ネリック薬を輸入。

チリ
• 2020年3月 チリ議会が、チリ政府に対して、

政府にはCOVID-19関連知財に関する強
制実施権を付与する上での正当化事由が
あるとの宣言を発するよう要請。

• 2020年4月 Abbvie社が自発的にCOVID-
19の治療薬として有望視されているカレト
ラ(リトナビル・ロピナビル)に関する6つの特
許の取消しcancellationを申請





知的財産の適
正な保護、権
利行使と国際
公共財として
の活用の両立
が必要

•公共財化における「コモンズの悲劇」を

誰が防ぐか？－模倣品対策：権利者に

適切な権利行使の手段を残す？当たら

せる／政府が実施？

•COVID-19に関する知的財産権侵害物

品(模倣品)の被害がアフリカ等で報告さ

れている（JETRO「アフリカ知財ニュース」2020年10月

号3頁）



国際協調に
よる利害調
整を通じた
有効性の提
示を

• 各国・地域で医薬品アクセスに対して必要な策を講

じると同時に、これまで築かれた多様な医薬品アク

セス改善の取り組みを活用して、国際協調を強化す

る。

• 国際協調を通じた取り組みの重要性を訴え続ける。

－特に、WHOを脱退しCOVAXに不参加であった米国、

独自のワクチン調達の姿勢をとる中国の対応

－国家を評価し行動変容を後押しする仕組みの検討

• 製薬企業の貢献に対する報奨制度の明確化

ワクチン他の必須医薬製品に関する価格決定要素の

一定の情報開示



ご清聴ありがとうございました

－ご意見、コメント等をお寄せください－
加藤暁子 kato.akiko@nihon-u.ac.jp

資料中に挙げた＊印に関する参考文献
＊ 内記、加藤「指標とランキングによるグローバル・ガバナンス : 製薬企業の医薬品アクセス貢献
度ランキングを事例として」『国際法外交雑誌』118巻4号(2020年)459－478頁
＊＊ Rugh L. Okediji, “Intellectual Property in the Image of Human Rights: A Critical Review” in 
Rochelle Cooper Dreyfuss & Elizabeth Siew-Kuan Ng, Framing Intellectual Property law in the 21st 
Century: Integrating Incentives, Trade, Development, Culture, and Human Rights, Cambridge U.P, 
2018, pp.234-289
＊＊＊知的財産研究教育財団 編『医療と特許 : 医薬特許発明の保護と国民の生命・健康維持の
ための制度的寄与』（創英社/三省堂書店、2017年)
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