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はじめに 
 

 インドでは、TRIPS協定に準拠することを主たる目的に 2005年に特許法改正

が行われました。その主なポイントは、医薬品の物質特許の保護を開始すると

ともに、それに関連した独自の規定を盛り込んだことにあります。その結果、

インドの圧倒的多数を占める低所得者層への医薬品のアクセスの確保と特許保

護のバランスや、政府の描く医薬品業界の成長政策などに対し、インド内外か

ら高い関心を集めています。 

 

 製薬業界から寄せられる関心の高さにもかかわらず、上記法改正が比較的最

近行われたものであったため、実際の運用についての蓄積が十分でなく、特許

法の運用に関し、製薬企業は試行錯誤の対応を迫られていました。これについ

て、近年司法や当局の重要な判断が下され、一定程度の予見可能性に基づく議

論を可能にしました。 

 

 また、現在 EUとの間で進行中の経済連携協定において、医薬品の販売承認に

係るプロセスでの臨床データの保護の在り方について、TRIPS協定の解釈を絡

めた集中的な議論が繰り広げられていることも、新聞報道をにぎわせています。 

 

 さらには、ジェネリック医薬品や特許医薬品に対する医薬品の価格規制につ

いても、新たな政府の政策が発表され、またその妥当性が司法において争われ

ており、医薬品に対する特許の側面からの関心は否が応にも高まっています。 

 

 本報告書では、これらの問題を包括的に扱い、医薬品特許を巡るインドの現

状を我が国企業の皆様にご提供し、その対応策を検討される際の参考にしてい

ただくために作成したものです。 

 

本報告書は特許庁委託事業により、インドの法律事務所である amarchand & 

mangaldas & suresh a. shroff & co.社の協力を得て作成したものです。同社

からの報告の後も、インドの医薬品事情は目まぐるしく変わり、新たな司法判

断や政府の方針が出されております。本報告書では、その後の重要な変更点に

ついては可能な限り注釈を付けることで、可能な限り現状を反映するよう努め

ております。 

 

 本書が、皆様のお役にたてば幸いです。 

 

2013年 7月 

 

日本貿易振興機構 

ニューデリー事務所 

知的財産権部 
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要約 
 

 本報告書は、インドの医薬品業界を取り巻く様々な法律上の問題やノウハウ

をまとめたものである。インドの医薬品業界の構造の分析から、製薬企業に関

する法律面の様々な問題まで、幅広く取り扱った。 

 

 インドの医薬品市場は、圧倒的にブランドジェネリック市場であり、国内生

産業者が最大のシェアを占めている。最近の傾向としては、第一三共による

Ranbaxy の買収や、Merck と Sun Pharma のタイアップなど、多国籍企業と国内

大手企業の間でのコラボレーションや業務提携が増えている。これは、インド

の医薬品市場が外国投資に対して徐々に開かれてきていることを示しており、

インドの医薬品業界における多国籍企業の存在感は、ゆっくりながら着実に成

長を続けている。 

 

 医薬品に関する特許出願件数および特許付与件数も増加している。これに伴

い、裁判所で審理される医薬品特許関連の紛争も増加している。これがさらに、

エバーグリーニングや強制実施権の許諾など、数々の法的な問題を浮き彫りに

している。「インドの裁判所へのアプローチは、手間と時間がかかり、難儀な

タスクである」という一般的な認識は、随分解消されてきている。インドの裁

判所は、これらの問題を解決する緊急性を認識している。 

 

 エバーグリーニングの問題を議論する中で、特許法第 3 条(d)号の分析が焦

点となっている。また、同問題に対するインドの姿勢が、世界中の医薬品業界

から注目されている。最近 Hoffman La-Roche v. Cipla の裁判で出された判決

において、「2 つの化合物がただ類似しているというだけで、一方が他方の新

規の形態であるという当然の結論を導くべきではない」という指摘により、こ

の問題について非常に明快な説明がなされた。第 3 条(d)号を適用しようとす

る者は、同号の適用を立証する責任が課せられる。特定の化合物に第 3 条(d)

号が適用できることを立証するには、適切な証拠を提示しなければならない。

同項に基づき Novartis 社の特許出願が拒絶された別の裁判は、現在最高裁判

所で係争中である1。 

 

 最近多くの興味と議論を呼んでいるのが、Bayer v. NATCO の事件に端を発す

る医薬品特許の強制実施権である。強制実施権に関連する主な問題は、「公衆

の満足いく程度の需要」、「合理的で無理のない価格」、及び「特許発明の実

施」という問題の解釈である。これらの文言は、特定の事例に強制実施権を適

用することを検討する主な根拠となっている。これらの問題はすべて、現在審

判請求中の Bayerの審判2で検討されている。  

 

                                                 
1 レポート作成時点。2013 年 4月 1日に最高裁判決が示されている。 
2 レポート作成時点。2013 年 3月 14日に知的財産審判委員会の審決が示されている。 
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 インドには、データ独占権を実施する規定が存在しない。データ独占権およ

びデータ保護に関するインドの立場は、データ独占権は TRIPS プラスの措置で

あり、インドでは同条約を根拠に当該権利を認める義務はないという点で一貫

している。臨床試験は、その費用が高額に上ることからそのデータの独占の必

要性が叫ばれているものであるが、インドで臨床試験を実施することでその費

用を抑制できると複数の報告書が示しており、データ独占権を認めないインド

の政策の妥当性を予測することは価値がないことかもしれない。 

 

 インドのジェネリック医薬品業界は好調である。一方で、この分野における

懸念は、医薬品の発明に迅速に着手できる製薬企業が不足していることである。

かつて米国では、ジェネリック医薬品に関する多数の訴訟が行われていたが、

現在では、その対象がインドに移ってきている。インド政府は、多国籍医薬品

企業に好ましい規制環境や税制優遇などのインセンティブを与えることで、イ

ンドでの臨床試験実施を誘致している。 

 

 インドの司法及び政府のいずれも、特許が付与されているか否かを問わず、

インドにおける医薬品の価格設定に関する問題に直面しているようである。

2012年 12月、政府は新価格規制政策を発表した。一方で、最高裁判所は、公

益訴訟において同政策が価格の規制を適切に保てるかどうかを検討し、独自に

評価を下すことになっている3。 

                                                 
3
 医薬品価格政策は、2013 年 5 月に医薬品価格令が告示された。 
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第 1 章 

インドの医薬品業界 
 

インドの医薬品業界の概要 
 

 インドの医薬品業界には、24,000 の企業が存在しているが、そのうち組織化

されているのは約 330 社に過ぎず、大手 10 社が市場の 3 分の 1 以上を占めて

いる。現在、Cipla や Sun Pharma などのジェネリック医薬品メーカーがインド

の医薬品市場の大部分を占めており、世界的大企業の市場シェアは比較的少な

い状況にある。 

 

インドの主要企業  売上順(100万米ドル)4  

社名 売上(100万米ドル) 会計年度末  

Cipla 6,368.06 2011年 3月  

Ranbaxy Lab 5,687.33  2010年 12月 

Dr Reddy’s Labs 5,285.80  2011年 3月 

Sun Pharma  1,985.78 2011年 3月 

Lupin Ltd  4,527.12 2011年 3月 

Aurobindo Pharma  4,229.99 2011年 3月 

Piramal Health  1,619.74 2011年 3月 

Cadila Health  2,213.70 2011年 3月 

Matrix Labs  1,894.30 2010年 3月 

Wockhardt  651.72 2011年 12月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 以下から入手可能。http://www.cci.in/pdf/surveys_reports/indian-pharmaceuticals-

industry.pdf. (最終訪問日：2012年 10月 11日) 

http://www.cci.in/pdf/surveys_reports/indian-pharmaceuticals-industry.pdf
http://www.cci.in/pdf/surveys_reports/indian-pharmaceuticals-industry.pdf
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医薬品業界の一部の企業の成長率を、以下に示す5。 

 

図：インドの医薬品大手 10 社：2010 年 7 月を末とする 12カ月間の成長率

(09/10 年度収益、単位 100 万米ドル) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：Business Standard (October 2010), IMS Health, Capitaline 

 

 2012 年 1-3 月期の四半期における製薬企業の業績にも、ジェネリック医薬品

メーカーが依然としてインドの医薬品市場の大半を占めていることが表れてい

る6。PricewaterhouseCoopers によるインド医薬品業界に関する報告書7の 19 ペ

ージにも、同様の見解が述べられている。同報告書は、インドの医薬品市場は

ブランドジェネリック市場が大半を占めており、市場シェアにして 90%近いと

している。 

 

 

国内製薬企業と多国籍製薬企業間の大規模提携 
 
 Abbott が Piramal の国内部門を、第一三共が Ranbaxy をそれぞれ買収したこ

とから、インド市場の 3大企業のうち 2社が、多国籍企業となっている。 

 

 2008 年の Ranbaxy 買収以降、少なくとも 8 社のインド企業が、多国籍企業と

の提携を開始している。Dr Reddy’s、 Sun Pharma、Aurobindo Pharma、

Torrent Pharma 、 Lupin 、 NATCO Pharma 、 Emcure Laboratories 、 Claris 

Lifesciences など、インドの医薬品業界で名の知れた企業のほぼ全てが、多国

                                                 
5  PricewaterhouseCoopers の レ ポ ー ト よ り 引 用 。 下 記 サ イ ト か ら 入 手 可 能 。 

http://www.pwc.com/in/en/assets/pdfs/pharma/PwC-CII-pharma-Summit-Report-

22Nov.pdf. (最終訪問日： 2012年 10月 11日)  
6  下記サイトから入手可能。   http://www.equitymaster.com/research-it/company-

info/latest-sector-

results.asp?sector=pharma&currqtr=3/31/2012&prevqtr=3/31/2011. ( 最終 訪問日 ：

2012年 10月 11日)  
7 Supra Footnote 2. 

Cipla 

Ranbaxy 

GSK India 

Piramal Healthcare 

Sun Pharma 

Zydus cadila 

Alkem Labs 

Pfizer India 

Mankind Pharma 

Abbott 

19% (1276.1) 

 
15.5% (1125.45) 

 
19% (445.87) 

 
18.6% (631.18) 

 
25.7% (600.65) 

 
24.1% (436.40) 

 
23.3% (276.49) 

 
23.6% (192.59) 

 
37.20% (200.06) 

 
25% (189.07) 

 

http://www.pwc.com/in/en/assets/pdfs/pharma/PwC-CII-pharma-Summit-Report-22Nov.pdf
http://www.pwc.com/in/en/assets/pdfs/pharma/PwC-CII-pharma-Summit-Report-22Nov.pdf
http://www.equitymaster.com/research-it/company-info/latest-sector-results.asp?sector=pharma&currqtr=3/31/2012&prevqtr=3/31/2011
http://www.equitymaster.com/research-it/company-info/latest-sector-results.asp?sector=pharma&currqtr=3/31/2012&prevqtr=3/31/2011
http://www.equitymaster.com/research-it/company-info/latest-sector-results.asp?sector=pharma&currqtr=3/31/2012&prevqtr=3/31/2011
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籍企業との間で、インド及びその他の国への医薬品の製造、販売、又は供給の

いずれかを行う協定を、何らかの形で結んでいる8。これらの提携の中でも規模

の大きいものとしては、Merck と Sun Pharma9 や、NATCO と Mylan の例がある。 

 

Table: 近年の主要な合併および買収 

年 インド企

業 

多国籍

企業 

取引の性質 詳細 

2010 Piramal 

Healthcare 

Abbott 国内ブランド

製剤の販売 

Abbott が Piramal の国内ブランド

製剤部門を、350 のブランド、

Baddi 工場、5200 の強力な販売員

と共に 37億 2000万米ドルで買収 

2010 Strides 

Arcolab 

Pfizer 使用許諾およ

び供給契約 

Pfizer が商品化する 40 の特許切

れ商品(摂取可能なガン用商品)を

供給する契約 

2009 Shantha 

Biotech 

Sanofi-

Aventis 

買収 8 億 2000 万 米 ド ル で 買 収 。

Shantha のワクチン流通経路およ

び新興市場へのアクセスを獲得 

2009 Aurobindo Pfizer 一括許諾およ

び供給契約 

米国、EU、その他の世界市場向け

製剤および注射剤を独占または共

同独占で供給 

2009 Biocon Mylan 開発および供

給契約 

数多くの高価なジェネリック生体

化合物を国際市場向けに開発、製

造、供給及び商品化する契約 

2009 Dr. 

Reddy’s 

Labs 

GSK 

Pharma 

供給契約 100 種類以上のブランド商品を、

インド以外の広範な新興市場で独

占的に開発及び販売するための契

約 

2008 Strides-

Aspen JV 

GSK 

Pharma 

マイルストー

ン支払および

供給契約 

約 80 の新興市場で販売されるブラ

ンドジェネリックを GSK に製造及

び供給する 

2008 Ranbaxy 第一三

共 

買収 第一三共が Ranbaxy を買収し、

Ranbaxy の多様な商品群および広

大な地理的存在感へのアクセスを

獲得 

出典：Centrum. Pharmaceuticals update, (June 2010). 

                                                 
8  下 記 よ り 引 用 ： http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-05-

02/news/31538420_1_natco-pharma-torrent-pharma-aurobindo-pharma. (最終訪問日：

2012年 10月 11日) 
9  下 記 よ り 引 用 ： http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-04-

12/news/29409975_1_merck-and-sun-dilip-shanghvi-sun-pharmaceutical-industries 

(最終訪問日：2012年 10月 11日) 

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-05-02/news/31538420_1_natco-pharma-torrent-pharma-aurobindo-pharma
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-05-02/news/31538420_1_natco-pharma-torrent-pharma-aurobindo-pharma
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-04-12/news/29409975_1_merck-and-sun-dilip-shanghvi-sun-pharmaceutical-industries
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-04-12/news/29409975_1_merck-and-sun-dilip-shanghvi-sun-pharmaceutical-industries
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共同臨床試験 
 臨床試験を実施するための共同アプローチは、共同試験の分野において採ら

れている比較的新しい手法である。共同アプローチとは、複数の実験的治療群

に対して、必要な対照群が 1 つのみであることを意味する。これにより、異な

る患者集団間の比較を難しくする変数が排除され、新療法の直接比較が可能に

なる。ひいては、試験の迅速化や研究費の削減につながる。共同臨床試験によ

り、従前の臨床試験環境(競争試験)に伴う以下のような問題を克服することが

できる。 

 

 高コスト  

 厳しい規制要件 

 新化合物を新薬にするチャンスが少ない 

 
共同臨床試験：インド 

 インド市場は、このような方法の事例を既にいくつか経験している。インド

医療研究評議会 (ICMR:Indian Council for Medical Research)は、 Serum 

Institute of India 社と共同で、遺伝子組み換え型 E 型肝炎ワクチンの開発を

行い、アカゲザルを用いた前臨床試験に成功した10。同様に、国立薬物乱用研

究 所 (National Institute on Drug Abuse) と 国 立 保 健 研 究 所 (National 

Institutes of Health)は、複数の研究施設(様々な研究所、組織、及び/又は

単一の研究所若しくは大学システム内の複数キャンパスなど)を跨ぐ「リンク

した」研究プロジェクト助成金申請への出資によって薬物乱用に関する共同臨

床試験(CCTDA:collaborative clinical trials in drug abuse)を支援するた

めの資金提供公募11(FOA:Funding Opportunity Announcement)を発表している。

各研究グループには個別の申請書の提出が要求されたが、臨床試験は 1 つの共

通研究計画を利用して行われるであろう。 

 
 
 

                                                 
10 下記サイトから入手可能： 

 http://www.icmr.nic.in/About_Us/ICMR_Achievements.html、 

http://www.icmr.nic.in/guide.htm  

例 

2007 年 9 月のボストン大学学長とそのチームのインド訪問後、2007 年 10 月、ボストンに

て、ICMR と米国のボストン大学の間で、コラボレーションのための合意書が交わされた。

この協力は、新興感染症及び公衆衛生訓練の特定分野における両機関のコラボレーショ

ン強化につながる可能性が高い。新興感染症および公衆衛生教育に関して共通の利害を

有する他分野での研究や応用におけるコラボレーションは、提案された覚書のもとで、

さらなる共通利害や相乗効果を生む。両者ともに、人口ベースの研究の連携を含む、臨

床試験ネットワークの構築、基礎・応用がん研究、心臓血管症、並びに糖尿病、肥満及

び遺伝子などの危険因子にも興味を示している。 
11  次のサイトから入手可能 http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-10-

099.html 

http://www.icmr.nic.in/About_Us/ICMR_Achievements.html
http://www.icmr.nic.in/guide.htm
http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-10-099.html
http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-10-099.html
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その他の例 
 共同研究の成功事例は、インド国外にも見られる。以下にそのうちのいくつ

かを示す。 

 心不整脈制圧試験12 で、3 つの抗不整脈薬を同時に試験した(15 年以上

前に完了)。  

 心不全試験における心臓突然死について、2 つの実験アプローチを同時

に比較した13。 

 乳がん向けの I-SPY 2 調査など、あらゆる種類の臨床試験を行っている

官民研究グループ Biomarkers Consortium14 が、臨床試験に対する真の

共同アプローチを実験中である。このアプローチは、オーダーメイド医

療のコンセプト全体を形あるものにすることを意図している。アプロー

チ全体の成功は、コラボレーションの成否次第である。 

 

 したがって、共同臨床試験は現在、企業や組織が臨床試験を実施する際の手

段として好まれるようになっている。そして、時間及び費用効率の高さという

共同試験の恩恵は、世界中で徐々に認識されてきている。 

 

 

主要医薬品業界団体の方向性 
 
 多くの製薬企業が主要な医薬品業界団体すべてに加入しているものの、イン

ド製薬業者機構(OPPI:Organisation of Pharmaceutical Producers of India)

及 び イ ン ド 医 薬 品 製 造 業 者 協 会 (IDMA:Indian Drug Manufacturers’ 

Association)は、オリジナルとジェネリックの間の争いを招くような問題に関

して、相反する立場の利益を代表するケースがよく見られる。この 2 つの業界

団体、特に IDMA は、政策課題について最も積極的に主張をする団体だと考え

られている15。 

 

 OPPI は通常、外国直接投資の流入を支援しており、多国籍企業による国内企

業の買収は医薬品価格高騰を招かないと主張している。一方で、国内製薬企業

                                                 
12 試験の詳細については下記サイトから入手可能： 

http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00000526  
13 下記サイトから入手可能：http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00000609。

ClinicalTrials.gov は Web ベースの情報源で、患者、その家族、医療従事者、研究者、

及び公衆に、官民が支援する幅広い疾病に関する臨床研究の情報への容易なアクセスを

提供する。同 Web サイトは、国立保健研究所（NIH）の国立医学図書館（NLM）が運営し

ている。 
14 下記サイトから入手可能： 

http://www.biomarkersconsortium.org/press_release_Impact_Development_of_New%20A

ntibiotics_Press_Release.php  
15  http://spicyipindia.blogspot.in/2012/06/from-archives-lobbying-briefs-of-

idma.html. (Last visited on 8.1.2013) 

http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00000526
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00000609
http://www.biomarkersconsortium.org/press_release_Impact_Development_of_New%20Antibiotics_Press_Release.php
http://www.biomarkersconsortium.org/press_release_Impact_Development_of_New%20Antibiotics_Press_Release.php
http://spicyipindia.blogspot.in/2012/06/from-archives-lobbying-briefs-of-idma.html
http://spicyipindia.blogspot.in/2012/06/from-archives-lobbying-briefs-of-idma.html
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の利益は通常、 IDMA およびインド製薬連盟 (IPA:Indian Pharmaceutical 

Alliance)が指揮を執る。IDMA と IPA は、外国企業によるインド企業の買収は

法外な医薬品価格の設定及び地元企業の排斥を招きかねないという懸念を提起

している16。 

 
インドの主要医薬品業界団体 

主要医薬品業界団体の一部を以下に示す17。 

 
a) インド製薬業者機構(OPPI)  

 インド製薬業者機構(OPPI)は、1965 年に設立された医薬品メーカーの組織で

ある。メンバーには、インド企業の他、国際提携を行っている企業も含まれる。

主に研究をベースとしているインド企業を代表している。インドの医薬品市場

全体に対する参加企業の市場占有率は約 60%。現在 OPPI メンバーは、200 を超

えるバルク薬剤を製造しており、業界の薬剤及び医薬品輸出の 50%を占めてい

る。 

インド製薬業者機構 

Peninsula Chambers, Ground Floor, 

Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 

電話: +91-22-24918123, 24912486, 56627007 

Fax : +91-22-24915168 

 

b) Pharmaceutical & Allied Manufactures’ & Distributors’ 

Association Limited (PAMDAL)   

 Pharmaceutical & Allied Manufacturers’ & Distributors’ Association 

Limited’ (PAMDAL)は、医薬品業界と関連業界の積極的な協力を促進するため

に、1940 年に設立された。医薬品メーカー、関連サプライヤー、及び流通業者

を 1つの傘下に収める代表団体である。 

PAMDAL,  

C/o. Bombay Chamber of Commerce & Industry, 

Mackinnon Mackenzie Building, 

Ballard Estate, Mumbai - 400 001 

電話: 91-22-2261 4681 

Fax : 91-22-2262 1213 

 

c) Pharmexcil   

 医薬品輸出促進委員会(Pharmexcil)は、薬剤及び医薬品などの部門の輸出促

進活動を取り扱う。これには、中間体、薬草剤、アーユルベーダ薬、ウナニ薬、

                                                 
16  以 下 か ら の 引 用 ： http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-02-

16/news/28552119_1_retrograde-step-domestic-pharma-companies-indian-firms. ( 最

終訪問日： 2013年 1 月 8日) 
17 http://www.medisourceasia.com/weblinks/indian_asso.htm  

http://www.indiaoppi.com/
http://www.pamdal.com/
http://www.pamdal.com/
http://pharmexcil.org/index.php
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-02-16/news/28552119_1_retrograde-step-domestic-pharma-companies-indian-firms
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-02-16/news/28552119_1_retrograde-step-domestic-pharma-companies-indian-firms
http://www.medisourceasia.com/weblinks/indian_asso.htm
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ホメオパシー薬、バイオテクノロジー製品、生物学的製剤、診断、手術、栄養

補助食品、製薬業界関連サービス、共同研究、製造及び臨床試験の契約並びに

コンサルタント業務が含まれる。インドのハイデラバードを拠点とし、ムンバ

イに事務所を有する Pharmexcil は、インド商務省傘下の貿易促進団体である。 

会長：Mr. Dinesh B Mody 

副会長：Mr. Venkat M Jasti 

連絡先：Dr. V Appaji, Executive Director 

ハイデラバード：+91-40-55458499 

ムンバイ： +91-22-24938750 

 

d) インド製薬連盟(IPA) 

 インド製薬連盟は、国内の大手製薬企業によって、1999 年に設立された。加

盟企業を合わせると、国内医薬品市場の 30%、医薬品輸出総額の 3 分の 1 を占

めている。さらにこれらの企業は、医薬品業界の研究開発支出の 90%超を占め

る。 

インド製薬連盟 

C/o Vision Consulting Group 

201 Darvesh Chambers, 743 PD Hinduja Road, 

Khar, Mumbai - 400 051. India. 

電話: +91-22-2600 0632 ; Fax : +91-22-2600 0633 

 

e) インド医薬品製造業者協会(IDMA) 

 インド医薬品製造業者協会は、必須バルク有効成分および製剤を生産及び提

供しているインドメーカーの国内部門を代表している。IDMA は、全国の大・

中・小規模の企業 500 社超を代表している。 1961 年に設立され、国内業界の

代弁者とみなされている。 

インド医薬品製造業者協会 

102-B, Poonam Chambers, Dr. A.B. Road, 

Worli, Mumbai - 400 018 

電話: +91-22-2494 4624 / 2497 4308 

Fax : +91-22-24950723 

 

f) バルク薬剤製造業者協会(BDMA:Bulk Drug Manufacturers Association) 

 バルク薬剤製造業者協会は、国内の医薬品有効成分 (API:active drug 

ingredients)メーカー全社を代表する完全なインド団体である。同協会はハイ

デラバードを拠点とし、大・中および多数の小規模企業から構成されている。

国内のバルク薬剤業界の成長に関する国内、経済、財政、商業、及び関連政策

を含む製剤関連の問題を話し合う共通フォーラムとして、1991 年に設立された。 

バルク製剤製造業者協会 

C-25, Industrial Estate, Near SBH, Sanathnagar, 

Hyderabad - 500 038, A.P., India 

電話: +91-40-23703910 / 23706718 

http://www.ipapharma.org/
http://www.idma-assn.org/
http://www.bdmai.org/
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Fax : +91-40-23704804 

 
 
インドにおける医薬品特許付与動向 
 

 現在、インド特許局では約 12,700 件の医薬品特許出願が係属中である18。ま

た、2005 年から 2011 年の間に、4,000 を超える医薬品特許が付与されている19。

2012 年に付与された医薬品特許に関するデータはまだ入手できないが、インド

における医薬品特許出願件数も医薬品特許付与件数も、順調に増加していると

考えて差し支えないだろう。 

 

 この点に関して、2010 年の Suman Shrey Singh 博士による研究報告書も関連

性がある。同報告書は、医薬品業界が関係する範囲で、インドと日本の特許付

与動向の違いについて調査を行ったものである。 

 

 同報告書 113 ページで結論付けられているように、外国の出願人は、インド

で医薬品特許を出願することに躊躇しがちである。これは、1970 年特許法第 3

条(d)号の解釈の曖昧さが理由である。しかしながら、同報告書 118 ページに

書かれているように、特許付与された出願は、内容及び構造の点で、日本とイ

ンドでほぼ同一である。 

 

 

インドの特許医薬品とジェネリック医薬品の市場価格及び売上比較 
 

 正確な売上高の比較は難しいものの、インド医薬品市場ではブランドジェネ

リック医薬品がおよそ 90%の市場シェアを誇り、優勢であることは間違いない。 

 

 インドの医薬品価格決定は 2 つある手法のいずれかによって行われる。医薬

品価格は、化学肥料省傘下の医薬品局の管轄である。医薬品価格規制令

(DPCO :Drug Price Control Order)により、価格決定式で最大小売価格が設定

される医薬品有効成分(API)が特定されている。現在、価格規制の対象となっ

ているのはわずか 74 のバルク薬剤で20、これらは指定製剤と呼ばれている。こ

れ以外の医薬品は「指定外製剤」と呼ばれ、メーカーが価格を決定し、その価

                                                 
18 「List of Patent Applications & Pending in the field of Pharmaceuticals and 

Food」より。次のサイトから入手可能：http://www.ipindia.nic.in/ (最終訪問日：

2012年 10月 11日)  
19 下記サイトから入手可能： 

 http://www.ipindia.nic.in/iponew/Patent_PharmaProduct_2005_06_2009_10.pdf . (最

終訪問日：2012年 10 月 11日)  
20 1995 年医薬品（価格規制）令、化学肥料省、石油化学局、インド政府、1995 年。下記

サイトから入手可能：http://www.nppaindia.nic.in/list1.html. (最終訪問日：2013 年

1月 8日) 

http://www.ipindia.nic.in/
http://www.ipindia.nic.in/iponew/Patent_PharmaProduct_2005_06_2009_10.pdf
http://www.nppaindia.nic.in/list1.html
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格を医薬品局傘下の国家医薬品価格局 (NPPA:National Pharmaceutical 

Pricing Authority)に登録する。1995 年医薬品価格規制令第 16 項の規定によ

り、製剤はラベルに印刷された最大小売価格で販売され、調剤する薬剤師は包

装に印刷された最大小売価格を超える価格を請求することはできない21。 

 

 2012 年 12 月 7 日、医薬品局は、2012 年国家医薬品価格政策を発表した22。

同政策によると、2007 年 2 月 1 日付の政府命令で特許医薬品価格を最終決定す

る独立した委員会が設置されており、特許医薬品の価格は同委員会の勧告に基

づいて決定される23。 

 

 インドの同一メーカーによるブランド医薬品とブランドジェネリック医薬品

の価格及び品質に関して比較評価が行われ24、一般的な医薬品 5 種(アルプラゾ

ラム、セチリジン、シプロフロキサシン、フルオキセチン及びランソプラゾー

ル)のブランド版とブランドジェネリック版が分析された。調査の結果、ブラ

ンドジェネリック版の患者負担額は、ブランド版に比べてそれほど低くないこ

とが判明した25。 

 

医薬品の商品名 
薬理学的名称、含量、

及び剤形 
メーカー PTR(1×10) MRP(1×10) 

利幅 
(小売) 

Alerid 錠(B) セチリジン塩酸塩 10mg/

錠剤 
Cipla 

INR 27.16 INR 35.31 30 

Cetcip 錠(B/G) INR 2.24 INR 25.00 1016 

Fludac カプセル(B) フルオキセチン塩酸塩

20mg/カプセル 
Cadila 

INR 29.80 INR 37.26 25 

Cadflo カプセル(B/G) INR 6.00 INR 28.00 367 

Ciprobid錠(B) シプロフロキサシン

500mg/錠剤 
Cadila 

INR 54.84 INR 68.56 27 

Ciprodac錠(B/G) INR 15.00 INR 68.56 357 

Lanzol-30カプセル(B) ランソプラゾール 30mg/

カプセル 
Cipla 

INR 42.36 INR 53.77 27 

Lansec-30カプセル(B/G) INR 15.68 INR 47.25 201 

Restyl 錠(B) アルプラゾラム 0.25mg/

錠剤 
Cipla 

INR 11.85 INR 14.82 25 

Tranex 錠(B/G) INR 2.20 INR 11.34 415 

ブランド医薬品(B)、ブランドジェネリック医薬品(B/G)、卸価格(PTR)、最大小売価格(MRP) 

  

ブランド品とそのジェネリック品の比較を示す詳細な医薬品価格の一覧及び比

較については、Medindia の医薬品価格リストを参照されたい26。 

                                                 
21 http://nppaindia.nic.in/drug_price95/txt7.html. (最終訪問日：2013年 1月 8日). 
22 次のサイトから入手可能： http://www.pharmaceuticals.gov.in/.  
23  国 家 医 薬 品 価 格 政 策 。 次 の サ イ ト か ら 入 手 可 能 ： 

http://www.pharmaceuticals.gov.in/.  
24  Indian J Pharmacol. 2011 April; 43(2): 131–136。下記サイトから入手可能： 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3081449/ . (最終訪問日：2012 年 12 月

1日) 
25  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3081449/table/T1/. (最終訪問日：

2012年 12月 1日) 
26 http://www.medindia.net/drug-price/index.asp. (最終訪問日：2012年 12 月 1日).  

http://nppaindia.nic.in/drug_price95/txt7.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3081449/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3081449/table/T1/
http://www.medindia.net/drug-price/index.asp
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 インドでは、ジェネリックメーカーが市場で優勢な地位にあることから、ジ

ェネリック医薬品メーカーの売上高は、他の大手製薬企業よりも格段に高くな

っている。 

 

 
インドの医薬品業界への現在の投資動向 
 

 インドは 2012 年 9 月、医薬品メーカーに対する 8 件の外国投資(合計 3 億

3300 万米ドル)を承認した。これは、財務省が同国の急成長を続けている市場

を開放する戦いに勝利し、多国籍医薬品メーカーによるインドでのビジネス展

開を促進している兆候を示している27。政府は承認の条件として、これらの外

国企業に対して、手頃な価格の医薬品を継続的に生産すること、並びに提携相

手のインド企業が進行中の研究開発プロジェクトへの出資を 5 年間維持するこ

とを義務付けている。 

                                                 
27 次のサイトから入手可能： http://in.reuters.com/article/2012/09/11/india-fdi-

idINDEE88A0AR20120911. (最終訪問日：2012年 10月 10日).  

http://in.reuters.com/article/2012/09/11/india-fdi-idINDEE88A0AR20120911
http://in.reuters.com/article/2012/09/11/india-fdi-idINDEE88A0AR20120911
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第 2 章 

エバーグリーニング条項 

 
エバーグリーニング条項とは 
 

 2005 年、特許法に医薬品の物質特許が導入された際、同法第 3 条(d)号も改

正された。これは、エバーグリーニングの問題に対する法的な対処だと考えら

れている。第 3 条(d)号は、既知の物質の新規の形態のものに特許性があるこ

とを立証する責任を、出願人に課している。出願人がこの新規の形態のものが

大幅な効能の向上を示すことを立証できる場合にのみ、当該請求対象は特許を

受けることができる。 

 

 上記第 3 条(d)号以外に、同法第 3 条(e)号が製剤に関連しており(医薬品が

関係する限りにおいて)、軽微な変更によってエバーグリーニングに相当する

可能性のある対象を排除するために規定されている。 

 

 同条の文言は以下の通りである。 

 

第 3 条 発明でないもの– 次に掲げるものは、本法の趣旨に該当する発

明とはしない。 

… 

(d)  既知の物質について何らかの新規な形態の単なる発見であって当

該物質の既知の効能の増大にならないもの、又は既知の物質の新規特性

若しくは新規用途の単なる発見、機知の方法、機械、若しくは装置の単

なる用途の単なる発見。ただし、かかる既知の方法が新規な製品を作り

出すことになるか、又は少なくとも 1 の新規な反応物を使用する場合は、

この限りでない。 

 
説明 – 本号の適用上、既知物質の塩、エステル、エーテル、多形体、

代謝物質、純形態、粒径、異性体、異性体混合物、錯体、配合物及び他

の誘導体は、それらが効能に関する特性上実質的に異ならない限り、同

一物質とみなす。 

 (e) 物質の成分の諸性質についての集合という結果となるに過ぎない

単なる混合によって得られる物質、又はその物質を生成する方法 
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技術専門家グループによる 2006 年のレポート 
 

 2006 年、特許法問題に関する技術専門家グループによるレポート(Mashelkar

レポート)に、法で用語の定義がされていない「エバーグリーニング」に対し、

以下の説明が記載された28。 

 

「一般に『漸進的イノベーション』と呼ばれるものと『エバーグリーニ
ング』は、区別することが重要である。『エバーグリーニング』は、既
存の特許商品に軽微かつ重要でない変更を施すことで特許の独占権を延
長することを意味するが、『漸進的イノベーション』は、オリジナルの
特許商品を基に行われる連続的な開発であり、インドのような国では多
大なる価値を持つ可能性がある。したがって、そのような漸進的開発は、
インドの特許制度上、推奨されなければならない」(9 ページ、第 5.10

項) 

 

 

技術専門家グループによる 2009 年のレポート 
 2005 年特許(改正)法の制定前に議会で議論された問題に沿って、技術専門家

グループ(TEG:Technical Expert Group)はそのレポートにおいて、TRIPS 協定

に照らして以下の 2 つの問題を分析した。 

 

1. 特許保護から微生物を除外することは TRIPS協定違反か 

 

2. 医薬物質に対する物質特許の付与を、1 又は複数の進歩性を伴う新規

化学物質(NCE:new chemical entities)又は新規医薬品原末(NME:new 

medical entities)に限定することは TRIPS協定に準拠しているか 

 
微生物に関する TEG の見解 

 TEG のレポートは、自然界に存在する微生物が特許を受けることはできない

が、「人間による介入および実用性を伴う微生物は、所定の特許性の基準を満
たすことを条件として、TRIPS 協定に基づく特許性のある対象である」と主張

している。 

 

 2009 年のレポートにおける見解が 2006 年のレポートから変更されていない

ことから、現行の特許法の改正はされないものと考えられる。 

 

 
 
 

                                                 
28 下記参照：http://www.naavi.org/cl_editorial_07/mashelkar_committee_report.pdf. 

(Last visited on 10.10.2012) 

http://www.naavi.org/cl_editorial_07/mashelkar_committee_report.pdf
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医薬物質に関する TEG の見解 

 同レポートは、特許付与を NCE 又は NME だけに制限し、他のカテゴリーの医

薬品発明を除外することは、すべての発明に対する特許保護を義務付ける

TRIPS協定第 27条に反すると結論付けている。 

 

 同レポートは、TRIPS 協定第 27 条(1)、「…特許は、…すべての技術分野の
発明(物であるか方法であるかを問わない)について与えられる…」を引用して

いる。また、NCE 又は NME のみに特許を付与することは、それに該当しないあ

る発明が特許性の他の基本要件を満たしている場合、明らかに「ある技術分野

の除外」に該当すると主張している。このような除外は、TRIPS 協定違反であ

る。 

 

 同レポートは、TRIPS 協定第 7 条及び 8 条並びにドーハ宣言において認めら

れている柔軟性についても検討し、国益とかかる柔軟性が、ある発明分野全体

を法律上除外するための有効な理由になり得るかどうかについては、議論の余

地があると結論付けている。 

 

 さらに同レポートでは、「オリジナルの特許商品への『軽微な』変更に基づ
いて出願を行う…『エバーグリーニング』の実施を阻止するために、あらゆる
努力が行われなければならない」とも述べている。インド特許局は、法及び慣

行に基づき特許性を判断する全権限を有しているとした上で、重要なことは、

インド特許局が、「エバーグリーニング」を阻止するためには、メリットは有

するものの大きな追加改善や進歩性のない軽微な変更にあたるものは何かを決

定することが必要であると同レポートは指摘する。さらに、そのようなアプロ

ーチこそ、「法定の除外」を特許法に導入するよりも好ましいと述べている。 

 

 その一方で同レポートは、NCE 及び NME 以外に特許保護を与えることが、必

ずしも「エバーグリーニング」に該当せず、特許局は現在、「エバーグリーニ

ング」を十分に阻止できるようになっているとも記している。 

 

 しかしながら、TEG は、議論の分かれる第 3 条(d)号については意見を述べて

いない。同条項は、同一の医薬物質の特許性に関連する法規定である。同レポ

ートの第 4.5 パラグラフにおいて TEG は、「インド特許法第 3 条(d)号又は同
法の定めるその他の規定が TRIPS 協定に適合しているかを検討することは義務
付けられていない。そのため、当委員会はこれらの問題については関与しな
い」と述べている。 

 
改訂版レポートの意味合い 

 2009 年の TEG のレポートに記載された見解と結論は 2006 年のものからほと

んど変更されていない。これを考慮すると、現行特許法の改正はないと考えら

れる。 
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第 3条(d)号の分析 
 

 第 3 条(d)号は、医薬品業界の物質特許と関連する限りにおいて、既知の物

質について何らかの新規な形態の単なる発見であって当該物質の既知の効能の

増大にならないもの、又は既知の物質の新規特性質若しくは新規な用途の単な

る発見は特許の対象とならないと規定している。同号の説明として、本号の適

用上、既知物質の塩、エステル、エーテル、多形体、代謝物質、純形態、粒径、

異性体、異性体混合物、錯体、配合物及び他の誘導体は、それらが効能に関す

る特性上実質的に異ならない限り、同一物質とみなすと記されている。 

 

 第 3 条(d)号は、その適用上、発明は、「単なる発見」ではなく、その物質

が「既知の物質」の新規な形態であり、さらに「当該物質の既知の効能の増

大」があるべきことを求めている。同号を構成する重要な各要素は、判例法に

おいて十分検討されてきたわけではないと言われている。Hoffmann の事例(後

述)では、裁判所が、被告は請求対象の物質が既知物質の新規の形態であるこ

とを証明する信憑性のある証拠を導けていないと判断したため、同号の完全な

解釈には至っていない。そのため当該事例からは、第 3 条(d)号の構成要素に

関する解釈は得られない。しかしながら、同号の解釈に関する有用な指針は他

に存在する。 

 

「単なる発見」の解釈 

 「単なる」という文言は、既知物質の新規の形態の発見がすべて除外される

わけではないことを示している。「単なる」にあたるかは、努力や重要性が考

慮されると解釈されている。発見が「単なる」ものであるためには、その発見

に特別な努力を要さないか、又は従来技術を考慮し、初めて発見されたもので

あるとはいえ、表面下に存在しているために、大雑把な努力で容易に発見でき

るものであることを証明しなければならない。少なくとも特許局における審査

レベルでは、発明が既知の物質と比較して、新規物質の非常に近い形態である

ことから、単なる発見であると審査管理官/審査官が主張し、上記の立証責任

が果たされることも多い。このような場合、出願人が、その発見が「単なる」

発見ではなく、努力及び/又は既知の物質からの発展という点において、重要

なものであることを立証することが要求される。 

 

「既知物質」の解釈 

 「既知物質」は、新規の形態を評価するための基準物質である。物質が既知

であるかどうかは、同法が定める新規性基準に応じて評価されるべきであると

言われている。既知物質は、クレームされた物質が新規の形態であるかを評価

する際の基準として、具体的に特定し引用されなければならない。 

 

「当該物質の既知の効能の増大」の解釈 

 同号は、既知物質には効能があることを前提としている。「効能」という文

言は、望ましい結果をもたらす能力を意味するものとして理解される。そのた
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め同号では、基準物質が望ましい結果をもたらすことが既知であることを要求

している。同号はさらに、新規の形態が既知物質と同一の特性を示しつつ、当

該特性が増大していることを要求している。新規の形態の特性が増大している

かどうかは、定量的に示されない限り「増大」していることが測定できないた

め、定量的に示されることが要求されている。  
 
 
第 3条(d)号に関する最近の判例 
 

 現在、エバーグリーニングの性質及び範囲は、特許法第 3 条(d)号の解釈に

依存しており、インドの裁判所で活発な話題となっている。第 3 条(d)号に関

する問題に焦点が置かれた 2 つの事例を以下に示す。Hoffmann の事例と

Novartisの事例である。 

 

Hoffmann事件 

 F. Hoffmann-La Roche Ltd. & Anr. v. Cipla Ltd.事件29において、デリー

高等裁判所は、当該特許が進歩性を欠いていること、及び当該特許が既存の物

質の新規の形態であることの 2 点について検討した。そして、第 3 条(d)号の

解釈に関する広義の原則をいくつか定めた。そして、発明の記述における文法

上の類似性のみをもって当該物質が既知物質又はその新規の形態と同一である

とみなすことは妥当ではないと指摘した。この指針は、恣意的な特許法第 3 条

(d)号適用の主張に対して有用である。さらに、主張のみにより第 3 条(d)号に

基づき特許が取り消されることはなく、かかる主張が立証されるには適切な証

拠が導かれなければならないとも述べている。 

 

 判決は、インド法に基づき自明性を評価する際の指針も示した。同法の定義

によると、進歩性とは、当業者にとって自明でない技術的進歩である。同法は、

進歩性を判断する別の方法として、特許請求された発明の経済的意義を考慮す

ることも要求している。デリー高裁は、進歩性を判断するうえで、技術的進歩

を利用して判断する際の広義の原則を定めるとともに、発明における経済的意

義にも重点を置き、本件特許がいずれの要件も満たしていると判示した。 

 

Hoffmann事件の分析 

 Hoffmann 事件は、発明者が肯定的なメッセージを推測する理由になる。

Hoffmann 事件以前は、第 3 条(d)号はより客観的な規定として扱われていた。

発明の対象が同号の範囲に該当すると客観的にいえる場合、当該請求項又は特

許出願全体を拒絶する十分な理由になるとみなされていた。一方 Hoffmann 事

件は、同号の適用に一定の主観性をもたらしている。同事件は、同号に基づく

拒絶の決定が正当であるかを、より深く審理することを義務付ける新たな法的

概念をもたらした。デリー高裁は、2 つの分子又はその一部が、構造的に又は

                                                 
29 MIPR2012(3)1; 2012(52)PTC1(Del) 
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化学的に相互に近似又は類似していても、それだけでは拒絶には値しないと述

べている。相違を見出し、その相違点が表面的な置き換えに過ぎないものか、

あるいは、小規模な偏差ではあっても、当該分子に識別性を与える程度に十分

な差異のあるものかを判断するのは、判断当局(adjudicator)の義務である。

当事者対立構造において第 3 条(d)号が適用できるかという問題が提起される

場合、第 3 条(d)号の適用を立証する責任は、同号を行使しようとする者に課

せられる。換言すれば、特許権者は、その分子が第 3 条(d)号の範囲に該当し

ないことを立証する立場に置かれるべきではない。最初に立証を行わなければ

ならないのは、被告30であるべきである。 

 

 第 3 条(d)号に基づき出願又は特許に異議を申し立てる当事者が、一応有利
な証明の責任を果たした場合、その責任は出願人又は特許権者に転嫁され、同

発明が第 3 条(d)号の範囲に該当しないことを示さなければならない。出願人

又は特許権者は、かかる責任を果たすために、引用された既知の基準物質に対

して本願分子又は化合物が示す改善の程度を示すデータを用いて効能に関する

主張を実証できることが望ましい。特許権者側のデータ不足が原因で、特定の

化合物が第 3条(d)号の範囲に該当することが多い。 

 

 Hoffmann 事件の判決はデリー高裁によって宣告されたが、現在インド最高裁

判所が、係争中の Novartis 事件において、第 3 条(d)号に関する審理を行って

いる31。Novartis 事件で最高裁判所がいかなる判決を出そうとも、Hoffmann 事

件では最高裁の判決に影響されるおそれのないアプローチ、考え方、および審

理の道筋が示されたと考えられている。 

 

Novartis事件 

 Novartis(Novartis v. Union of India32)事件に関する最終判決は、同号を

TRIPS 協定の規定に対して合理的に説明するものとなり、さらに「発明」の定

義や進歩性の基準との接点についての判断が行われる可能性が高い。最高裁判

所ではさらに、価格設定、医薬品の入手可能性、強制実施許諾、実施、輸入な

どの問題と同号との関係に関する論争も審理している。  

 Novartis 事件が最高裁判所に上訴される前、マドラス高等裁判所では、特に
以下の問題が、裁判所の検討事項となっていた。 

 

(i) 第 3条(d)号の規定が TRIPS協定第 27条と整合するか 

(ii) 「効能の増大」及び「効能に関する特性上実質的に異なる」という

文言に関する指針が存在するか 

 

                                                 
30 この場合、インド特許局審査管理官(Controller) 
31 レポート作成時点。2013年 4月 1日に最高裁判決が示されている。以下同じ。 
32 Novartis AG v. Union of India and others (SC 20539-20549/2009). 
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 マドラス高裁は、Salomn v Commissioner of Customs33に依拠し、TRIPS 協定

に対する第 3 条(d)号の合法性を判断する権限は同裁判所にはないと判示した。

そして、国際条約違反を理由に国内法に異議が申立てられる場合、国内の裁判

所はその問題を判決する権限がないとする見解も示した。さらに、国際条約に

基づく紛争解決の仕組みがあり、同号の合法性はそのような紛争解決機関によ

ってのみ判断ができると述べた。 

 

 同裁判所は、第 3 条(d)号の解釈が不明確であり、特許局の審査管理官に特

許性を判断する完全な裁量が与えられているものの、改正後の第 3 条(d)号は、

その説明を含め、発明が既知の基準物質に対して既知の効能の増大をもたらす

かどうかについての基準を定めていると認定した。 

 

 マドラス高裁はさらに、「効能」の意味についても分析している。同裁判所

は、特許出願人が新規の発明が疾病の治療においてどの程度の効果を有するの

かを示さなければならないと述べた。すなわち、「効能」の意味は、人体にお

ける「治療上の効果(therapeutic efficacy)」に等しいとみなした。この見解

は、後に知的財産審判委員会によって支持され、同審判委員会は第 3 条(d)号

を満たす効能とは治療上の効果のみであると示している。この見解に対しては

さらに最高裁判所に異議が申し立てられ、現在でも最高裁判所で係争中である
34。 

 

 エバーグリーニング及び第 3 条(d)号の合法性の問題はまだ完全には解決し

ておらず、インド最高裁判所において判断されている最中であるため、同号の

現在の解釈が医薬品価格に影響を与えるのかや、研究開発費や投資パターンに

変化を及ぼすのかを議論するのは時期尚早である。同号は発明者である製薬企

業に影響を及ぼすと同時に、長期的には国内のインド企業を著しく害する可能

性が高いと考えられている。インドの製薬企業の多くは、まだ発明者としての

地位を確立できていない。そのため、新商品の発売による利益を確保するため

には、既存の分子要素の新しい剤形、製剤、又は誘導体によることが多く、こ

れらはどれも第 3 条(d)号又は第 3 条(e)号により特許性を有さないことが多い。 

 

 

第 3条(d)号と TRIPS 協定及び憲法との整合性 
 

 前述の通り、Novartis 事件では、マドラス高等裁判所が、第 3 条(d)号が

TRIPS 協定違反かどうかについてのコメントを回避した。また、同事件が現在

最高裁判所で係争中であることも前述した。これらの事実にもかかわらず、同

号が TRIPS 協定第 27 条に拘束されると主張する余地があることには留意すべ

きである。TRIPS 協定第 27 条は、特許はすべての技術分野において取得できる

                                                 
33 (1966) 3 All E.R 871 
34 レポート作成時点。2013年 4月 1日に最高裁判決が示され、本判断は支持されている。 
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べきであると規定している。特許の対象の除外として同協定第 27 条が認めて

いるのは、その商業利用が公序良俗に反する発明に関するものである。同条は

また、特許の対象の除外として、その発明の利用によって人、動物、若しくは

植物の生命若しくは健康に懸念を生じるもの、又は環境に重大な損害をもたら

すものも認めている。第 3 条(d)号は、上記のカテゴリーのいずれにも該当し

ないと考えられる35。したがって、第 3 条(d)号は、上記カテゴリーに該当しな

い発明を特許の対象から除外しているため、同第 27 条に違反していると考え

ることもできる。第 3 条(d)号は化学及び医薬品特許に特定して言及している

が、このことも、同第 27 条が要求するすべての技術分野への保護の提供義務

に違反していると考えることもできる。 

 

 同号の憲法上の有効性を考慮すると、恣意的でないこと又は同法の制度およ

び目的に違反しないこと、という憲法が求める要件は満たしている可能性が高

いと考えられる。 

  

                                                 
35 レポート作成後に出された最高裁判決では、特許法第 3条(d)号はこれに該当すると判

示されている。 
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第 3 章 

強制実施権 
 

強制実施権に関する説明 
 

 強制実施権とは、購入意思を有する買い手と販売意思のない売り手が国に強

制されて締結する強制的な契約である36。そのため、強制実施権制度において

は、特許権者の同意を得ずに、政府が第三者に製品／方法に関する特許を実施

することを許諾する37。パリ条約に従って TRIPS 協定第 30 条及び第 31 条に規

定される強制実施権を付与する政府の権利は、特許権者の独占的な権利を拘束

するものである38。 

 

 1970 年特許法第 XVI 章(第 82 条から第 94 条まで)に定めるインドにおける現

在の特許に係る強制実施権制度は、2002 年特許(改正)法により導入され、2005

年特許(改正)法により若干の改正がされた39。1970 年インド特許法第 84 条、第

91 条、第 92 条及び第 92Ａ条に基づき、強制実施権を求める申請をすることが

できる。 

 同法第 83条及び同条各号は、特許発明の実施に適用可能な一般原則に係る

規定である。同法第 83条(a)号は、特許は、発明を奨励するため、及び当該発

明がインドにおいて商業規模で、かつ、不当な遅延なしに適切に実行可能な極

限まで実施されることを保証するために、付与されるものであることを規定し

ている。この規定は、特許は、特許権者に対して特許物品の輸入を独占するこ

とを可能にするためにのみ付与されるものではないと規定する同法第 83条(b) 

号の規定により補完されている。同法第 83 条(d) 号の規定は、特許権者が公

衆の衛生及び栄養物摂取の保護を阻害せず、かつ、公共の利益を増進する手段

としての役割を果たすべきであることを定めている。同条の規定において、中

央政府は公衆衛生を保護するための措置を講ずることを禁じられておらず、特

許権者がその付与された権利を濫用せず、かつ、不当に取引を制限し又は技術

の国際的移転に不利な影響を及ぼす慣行によらないことを特許権者に通知する。

                                                 
36  Gianna Julian-Arnold, INTERNATIONAL COMPULSORY LICENSING: THE RATIONALES AND 

THE REALITY, The Journal of Law and Technology, 1993。下記サイトから入手可能。 

http://ipmall.org/hosted_resources/IDEA/p349.Arnold.pdf. （最終訪問日：2012 年

12月 7日） 
37  世 界 貿 易 機 関 、 Compulsory Licensing of Pharmaceuticals and TRIPs at 

http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e /public_health_faq_e.htm  
38 TRIPS協定 http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm  
392005 年改正特許法が現行法であり、医薬品に関する物質特許の制度を導入して特許の対

象範囲が拡大されており、その結果重要性が増すと想定される強制実施権の許諾にも配

慮されている。 

http://ipmall.org/hosted_resources/IDEA/p349.Arnold.pdf
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e%20/public_health_faq_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm
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最後に、同条は、特許が特許発明の恩典を合理的で無理のない価格で公衆に利

用可能にするために付与されるものであることを定めている40。 

 強制実施権を求める申請は、特許付与日から 3 年の期間が経過した後はいつ

でも審査管理官にすることができる。申請では、次のいずれかの理由が存在す

ることを示すことが求められている。 

(a) 特許発明に関する公衆の満足いく程度の需要が充足されていないこと、

又は、 

(b) 特許発明が合理的で無理のない価格で公衆に利用可能でないこと、又

は 

(c) 特許発明がインド領域内で実施されていないこと41 

 

 実施権者でさえ、その合意した諸条件にかかわらず、上記の理由に基づき、

強制実施権を求める申請をすることが認められている42。 

 

 審査管理官は、強制実施権を求める申請を認容する前に、同法第 84 条(6) 

号に定める様々な要素を考慮することが求められている。かかる要素は次の通

りである。 

 

(i)  当該発明の内容、特許証捺印の日から経過した期間、及び当該特許権

者又はいずれかの実施権者が当該発明の完全利用のために既に取った

措置、 

(ii)  当該発明を公共の利益のために実施する申請人の能力、 

(iii) 当該申請が認容された場合に当該申請人の資本提供及び当該発明の実

施に伴う危険を負担する能力、及び 

(iv)  申請人が適切な条件で特許権者からライセンスを取得する努力をした

か否か、及び当該努力が相当の期間内に成功しなかったか否か。  

 

 しかしながら、同第 84 条(6) 号の規定は、国家的緊急事態若しくは他の極

度の緊急事態の場合、又は公共の非商業的使用の場合若しくは特許権者による

反競争的行為が立証された場合には適用されないとする例外規定が同条には定

められている。 

 

 同法第 85 条の規定により、強制実施権が許諾された日から２年が経過した

後は、強制実施権が許諾されうるいずれかの理由に基づき、中央政府又は利害

関係人は、強制実施権が許諾された特許を取消すべき旨の命令を審査管理官に

申請することができる。 

 

                                                 
40 1970年特許法第 83条(g) 
411970年特許法第 84条 
421970年特許法第 84条(2) 
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 審査管理官は、特許によって保護されていない物の製造、使用、又は販売が、

特許に基づく実施権の許諾時又は特許物品若しくは特許方法の購入若しくは使

用時に特許権者が課した条件を理由として阻害されていることに納得する時は、

申請人に対してと同様に審査管理官が適切と認める申請人の顧客に対しても当

該特許に対する実施権を許諾するべき旨を命令する権限を付与されている43。 

 

 同法第 90 条は、審査管理官が同第 88 条の規定に基づき強制実施権の条件を

決定する際に遵守すべき指針を定めている。審査管理官は次に掲げることを確

保するよう務めなければならない。 

(i) ロイヤルティ及び特許権者等に留保された他の対価(ある場合)が、

発明の内容に鑑みて、かつ、発明の創作若しくは開発、特許の取得

及びその維持に支出した費用、並びにその他の関連要因に鑑みて、

適切であること 

(ii) 特許発明が、その実施権を許諾された当人によって極限まで、かつ、

その者に適切な利益を伴って実施されること 

(iii)  特許物品が合理的で無理のない価格で公衆にとり入手可能にされて

いること 

(iv)  許諾される実施権が非排他的実施権であること 

(v)  実施権者の権利が譲渡不能であること 

(vi)   実施権の期間が、より短い期間が公共の利益に合致する場合を除き、

特許の残存期間に対応していること 

(vii)  実施権がインド市場における供給を主要な目的として許諾されてい

ること、及び実施権者は第 84 条(7)(a)(iii)の規定に従い必要なと

きは特許製品を輸出することもできること 

(viii)  半導体技術の場合、許諾される実施権が公共の非商業的使用のため

発明を実施するものであること 

(ix)  許諾される実施権が司法又は行政手続きを経た後に反競争的と認定

された行為を是正するものであるときは、実施権者は、必要な場合

には特許製品を輸出することが許可されること。 

 

 同法第 90 条(2)の規定により、審査管理官の許諾したいかなる実施権も、特

許物品又は特許方法によって製造された物品若しくは物質を外国から輸入する

ことが特許権者の権利に対する侵害行為を構成することになる場合には、その

輸入を実施権者に認可するものではないとされている。ただし、中央政府が公

共の利益のために、上記規定に反する指示を審査管理官にした場合には、この

限りではない。 

 

 同条第 92 条の規定は、中央政府の告示による強制実施権に関する特則を定

めている。同第 92 条(1)の規定により、中央政府は、国家緊急事態若しくは極

度の緊急事態又は公共の非商業的使用の場合において、現に効力を有するいか

                                                 
431970年特許法第 88条(1) 
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なる特許についても、強制実施権を許諾することが必要であると宣言すること

ができる。かかる宣言を官報に告示することにより、審査管理官は、いずれか

の利害関係人によって前記告示後に申請がされたときは、当該特許に基づき製

造された物品について、保有する特許権から特許権者が適切な利益を得ること

と矛盾しない最低価格で、これが公衆にとり入手可能になることを確保できる

ような条件で、当該特許に基づく実施権を許諾する。  

 

 審査管理官が次に掲げる場合において必要であると納得した場合、第 87 条

の規定に定める特許権者に強制実施権を求める申請がなされた旨を通知する手

続及び強制実施権を許諾する是非を決定する手続は、第 92 条(3)の規定により

審査管理官の裁量により実施されない場合がある。 

(i)  国家緊急事態の場合、又は 

(ii) 極度の緊急事態の場合、又は 

(iii) 後天性免疫不全症候群(AIDS)、ヒト免疫不全ウィルス、結核、マラリ

ヤ、又はその他の流行病に関する公衆衛生危機などにおいて、公共の

非商業的使用の事案が発生し又は場合によっては要請される場合。た

だし、特許権者は、実行可能な限り速やかに、第 87条が適用されない

旨の通知を受けるものとする。 

 

 同法第 92A 条の規定により、公衆衛生問題に対応するために、特定の製品の

医薬品業界において製造能力が不十分であるか又は製造能力を一切有していな

い国向けに特許医薬品を製造及び輸出するために、第三者が強制実施権を求め

る申請をすることができる。しかしながら、但し書きに当該国が告示又はその

他の方法により強制実施権を許諾しており、かつ、インドからの当該特許医薬

品の輸入を許可していることを条件とすることが定められている。 

 

 同法第 84 条の規定に基づき許諾された強制実施権は、その許諾に至った状

況がもはや存在せず、かつ、当該状況が再発するおそれがないときで、さらに

当該実施権の終了により当該実施権を許諾されていた者の利害が不当に害され

ない場合には、審査管理官はこれを終了させることができる。ただし、当該強

制実施権を許諾されていた者は、かかる終了に対して異議を申し立てる権利を

有するものとする44。 

 

 第 84 条、第 92 条及び第 92A 条の規定に基づく強制実施権の申請はすべて、

審査管理官にしなければならない。特許意匠商標総局長官室は、産業政策推進

局(DIPP)の下位事務所であり、DIPPは商工省の下部組織である。 

 

政府による発明の使用及び中央政府による発明の取得 
 同法第 99 条は、「政府目的での発明の使用」の意義を明らかにし、かつ、

その定義を定めている。同条は、発明は、中央政府、州政府又は政府系企業の

                                                 
441970年特許法第 94条 
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目的のために製造、使用、利用又は販売される時は、政府目的のための使用で

あると定めている。 

 

 同法第 100 条の規定により、中央政府及び政府から認可を受けた者には、政

府目的のために、出願がされた発明又は特許が付与された発明を使用すること

のできる幅広い権限が付与されている。 

 

 さらに、中央政府は、官報にその旨の告示をすることで、特許出願又は特許

を公共目的のために取得することのできる権限も付与されている。当該取得の

通知は、出願人又は特許権者及び登録簿に当該特許に利害関係がある者として

記載されているその他の者にされる45。同法第 102 条(3)の規定により、中央政

府は出願人又は特許権者に対して、中央政府と出願人若しくは特許権者との間

で合意される補償金又は第 103 条に基づく付託により、当該発明に関連して負

担した支出、並びに特許の場合は、その存続期間、それが既に実施された期間

及び方法(特許権者によって、又は専用実施権者か通常実施権者かを問わない

実施権者によって、当該期間中に挙げた利益を含む)及びその他の関係要因に

鑑みて、高等裁判所において適正なものと決定される補償金を支払うことが義

務付けられている。 

 

 Garware Wall Ropes Ltd. 対 A. I. Chopra, Engineers & Contractors and 
Konkan Railway Corporation 事件において46、裁判所は、合意若しくは特許権

者が許諾した実施権に従うこと又はロイヤルティ等を支払うことを条件として、

請負業者等の第三者も、政府目的又は政府系企業の目的のために、特許を使用

することが認められると判示した。 

 

 

2010 年の DIPP の審議文書の分析 
 

 産業政策推進局(DIPP)は、強制実施権に係る措置を講じる上で予測可能な環

境を構築する目的で、審議文書47を発表した。 

 

 ここ数年、インドでは医薬品業界において数件の高額取引48が行なわれてい

る。審議文書では、このような傾向が続いた場合、売手寡占市場が生み出され、

                                                 
451970年特許法第 102条 
46http://www.indiankanoon.org/doc/631168/から入手可能。 
47 http://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=dipp%20discussion%20paper%20on%20compu

lsory%20licensing&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdipp.n

ic.in%2FEnglish%2FDiscuss_paper%2FCL_DraftDiscussion_02September2011.doc&ei=OTf

AUJKEEdHirAerx4C4Dg&usg=AFQjCNFyhE5n2yVWic95ltNZvuMux4YVKg 
482008 年 6 月、日本の製薬企業である第一三共株式会社はニューデリーに本社を置く

Ranbaxy Laboratories Ltd を約 50 億米ドル（現在の 2 万 2500 ルピー）で買収した。そ

http://www.indiankanoon.org/doc/631168/
http://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=dipp%20discussion%20paper%20on%20compulsory%20licensing&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdipp.nic.in%2FEnglish%2FDiscuss_paper%2FCL_DraftDiscussion_02September2011.doc&ei=OTfAUJKEEdHirAerx4C4Dg&usg=AFQjCNFyhE5n2yVWic95ltNZvuMux4YVKg
http://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=dipp%20discussion%20paper%20on%20compulsory%20licensing&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdipp.nic.in%2FEnglish%2FDiscuss_paper%2FCL_DraftDiscussion_02September2011.doc&ei=OTfAUJKEEdHirAerx4C4Dg&usg=AFQjCNFyhE5n2yVWic95ltNZvuMux4YVKg
http://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=dipp%20discussion%20paper%20on%20compulsory%20licensing&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdipp.nic.in%2FEnglish%2FDiscuss_paper%2FCL_DraftDiscussion_02September2011.doc&ei=OTfAUJKEEdHirAerx4C4Dg&usg=AFQjCNFyhE5n2yVWic95ltNZvuMux4YVKg
http://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=dipp%20discussion%20paper%20on%20compulsory%20licensing&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdipp.nic.in%2FEnglish%2FDiscuss_paper%2FCL_DraftDiscussion_02September2011.doc&ei=OTfAUJKEEdHirAerx4C4Dg&usg=AFQjCNFyhE5n2yVWic95ltNZvuMux4YVKg
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AIDS や C 型肝炎などの重大な疾病(front-line disease)を含む公衆衛生に係る

問題を対処する上で不可欠な医薬品の価格を少数の企業が決定する結果を招く

のではないかという懸念が示されている。 

 

 DIPP によれば、外国企業に買収されたインドの大手製薬企業は、たとえその

資格があったとしても強制実施権を求める申請をしようという意思は持たない

可能性があるという。DIPP はさらに、かかる外国企業が買収したインドの企業

の販路を利用して、それ以前に販売されていた安価なジェネリック医薬品では

なく、費用負担の大きい特許医薬品や後発医薬品を販売するのではないかとい

う懸念も示した。同局は、ここ数年で国内の製薬企業による輸出は伸びている

にもかかわらず、2008 年から 2009 年にかけて国内消費額は減少したことを指

摘している49。 

 

 上記文書はさらに、上述した現在の状況により生じる問題に対応するために

インド政府が取りうる措置をいくつか提案している。かかる措置は次の通りで

ある。 

 

1.  疾病の世界的な流行などの国家の緊急事態又は需要が満たされていない

場合には、政府は特許法の規定を適用して適格な企業に当該医薬品を生

産するための強制実施権を付与できること。 

2.  2002 年競争法を適用して、医薬品の価格又はその入手可能性が、反競争

的な契約若しくは競争に悪影響を及ぼす提携、又は企業によるその優越

的地位の濫用によるものかを精査し、適切な訴えを提起すること。 

3. 製薬企業に係る外国投資の政策を見直すこと。医薬品業界における合

併 ・ 買 収 案 は 、 外 国 投 資 促 進 委 員 会 (FIPB:Foreign Investment 

Promotion Board)が精査すること。 

4. 国家医薬品価格庁(NPPA:National Pharmaceutical Pricing Authority)

の権限の範囲を拡大し、同庁に多数の医薬品の価格を規制する権限を付

与すること。 

 

 DIPP の文書で示された広範囲に及ぶ分析は、現在までのところまだ検証され

ていない。強制実施権が 2012 年に NATCO 対 Bayer 事件で初めて許諾されたこ

とに鑑みれば、DIPP の文書で示された提案の効果及び有用性が実務上分析され

るのはまだ先のことになると思われる。 
 

                                                                                                                                               
の 2 年後、米国に本社を置く Abbott Laboratories がムンバイの Piramal Healthcare 

Ltdのヘルスケア事業を 37.2億米ドルで買収し、インド最大の製薬企業になった。 
49「輸出に重点を置いたことにより、この期間（2003 年から 2009 年）の大半の年において、

輸出と比べて国内消費は著しく低い成長にとどまった。この結果は、インド国内におい

て満たされていない必須医薬品に対する大きな国内需要があり、かつ、インド国民の

65％はまだ必須医薬品を入手できていないという事実にもかかわらず、生じている。」 
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 報道発表50によれば、政府は既存の法的枠組みは包括的なものであることか

ら、強制実施権を許諾するための指針を追加的に示す必要はないと判断した。

しかしながら、強制実施権を許諾する権限が相当の注意をもって慎重に行使さ

れることを確保するために、特許意匠商標総局長官はこの権限をいかなる下部

機関にも委譲しないよう勧告されている。また、長官は強制実施権を求める申

請がすべて迅速に判断されることを確保することも求められている。 

 
 
強制実施権制度における NATCO 対 Bayer Corporation 事件の重要性51 
 

 強制実施権がインド現行法下で初めて許諾された NATCO 対 Bayer 事件は、強

制実施権制度において特に重要な事件である。この事件では、NATCO が特許の

付与された抗がん剤であるネクサバール(腎臓／肝臓がん用の医薬品)を製造す

るための強制実施権を求めて、特許法第 84 条に基づき、特許意匠商標総局長

官に申請をした。同長官は、Bayer が当該医薬品を合理的な価格で提供してい

ないだけでなく、インドにおいて十分な量の当該医薬品を入手可能にせず、か

つ、インドにおいて当該発明を実施していないと判断し、NATCO に当該医薬品

の販売を認める強制実施権を付与した。Bayer は同長官の決定に対して、知的

財産審判部(IPAB)に審判請求を行ない、この問題は現在係属中である52。 

 

 強制実施権制度に係る重要な主たる争点は、「公衆の満足いく程度の需要」、

「合理的で無理のない価格」及び「特許発明の実施」という文言の解釈である。

これらの文言は、インドにおいて強制実施権が許諾される理由を定める特許法

第 84条(1)に基づく 3つの要件を示している。 

 

 特許意匠商標総局長官は公衆の満足いく程度の需要が満たされておらず、ま

た当該特許発明は合理的で無理のない価格で公衆に入手可能となっていないと

判示した。しかしながら、同長官は、前記の合理的な価格と特許権者が研究開

発に投じた多額の投資との間のバランスを取り損なっている。同長官は、新薬

が大規模な研究と資源の投資により開発されていること、また特許法第 83 条

(a)の定めるところにより、特許はかかる発明を奨励するために付与されてい

ることを認識し損なっている。 

 

 合理的な価格設定に関して、特許意匠商標総局長官は合理的な価格を決定す

るための基準を一切利用しなかった。合理的な価格は、医薬品の手頃さと特許

権者が行った大規模な投資とのバランスが取れるものでなければならない。こ

                                                 
50 http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=71578 から入手可能。(最終訪問日：

2013年 1月 14日) 
51 2011 年強制実施権申請第 1 号。特許番号第 21578 の特許に関して、1970 年特許法第 84

条 (1) の 規 定 に 基 づ く 強 制 実 施 権 申 請 。

http://www.ipindia.nic.in/ipoNew/compulsory_License_12032012.pdf  
52 レポート作成時点。2013年 3月 14日に知的財産審判委員会の審決が示されている。 

http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=71578
http://www.ipindia.nic.in/ipoNew/compulsory_License_12032012.pdf
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のバランスが取られない場合、将来のイノベーションへの意欲が阻害され、最

終的には公衆が損害を被ることになる。 

 

 「インド領域において特許を実施している」という文言を解釈する上での主

たる争点は、インドにおける現地製造が必要であるか、又は特許製品の輸入に

より特許を商業的に実施することもまた特許の「実施」という要件を満たすの

かを判断することである。 

 

 特許意匠商標総局長官は「実施」という文言は「現地製造のことをいう」と

判示した。審判請求において IPAB は、強制実施権に対する暫定的停止請求を

判断する目的で、何が「実施」を構成するかを検討し、輸入という行為は実施

の要件を満たすことを一応(prima facie)認めた。しかしながら、IPAB は、請

求の本案部分に関する最終判断を下す際に当該文言はさらに深く検証する必要

があることも述べた。 

 

 多くの国において、輸入は特許の実施に該当する行為である。インドの法律

は輸入を特許を実施する行為であると明示的には定めていないが、特許法第 83

条(b)は、特許は特許権者に対して特許物品の輸入を独占することを可能にす

るためにのみ付与されるものではないと規定している。この規定により、審査

管理官はこれまでも特許製品の輸入を特許の実施とみなすことを回避してきた。 

 

 しかしながら、特に医薬発明の分野においては、医薬品が販売されている又

は特許が効力を有するすべての国に製造設備を設けることは実際的ではないこ

とがある。そのため、このような場合には、特許権者は必ずしも輸入の独占を

享受できず、製造設備の設置を妨げるその他の様々な要素が影響することとな

る。したがって、IPAB が個々の事案の事実によって輸入が特許の実施に該当す

るか否かを判断することは十分にある。予備的段階で IPAB が取った立場を考

慮すれば、将来、輸入のみ可能であり、特許物品の製造を妨げる理由が存在す

ることを立証することは、特許権者の特権となる可能性がある。 

 

 Bayer 対 NATCO 事件の本案についての最終判断は現在も IPAB において係属中

である。医薬品産業の市場及び医薬品の価格に対する最終的な影響が明らかに

なるのは、当該事件の実体的事項に関して最終判断が下された後である。 

 

 IPAB が Bayer 対 NATCO 事件において特許意匠商標総局長官が下した命令の暫

定的停止を認めない決定をしてから、インド政府はまだいかなる報告書も声明

も発表していない。 
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国際条約との比較におけるインド特許法の強制実施権に係る規定の分析 
 

 工業所有権の保護に関するパリ条約(以下、「パリ条約」)は、同盟国が強制

実施権を付与する権利を有することを正式に認めている。同条約第 5 条 A は、

「不実施」という例を明示して、同盟国は特許権の濫用を防止するために強制

実施権を付与することができることを定めている。ただし、特許出願の日から

4 年の期間又は特許が付与された日から 3 年の期間のうちいずれか遅く満了す

る方が満了する前は、特許の不実施又は実施が十分ではないことを理由として

強制実施権を請求することはできないものとされている。 

 

 パリ条約は一般的な特許権の濫用及び一例として示されているに過ぎない不

実施以外に強制実施権が付与される他の根拠を示していない。強制実施権が許

諾される場合として示されているものは例示に過ぎないことに言及することは

適切である。 

 

 インド特許法第 84 条(1)(c)の規定は、パリ条約第 5 条 A(4)の定める発明が

実施されていない理由を反映したものである。上記の通り、パリ条約で示され

ている強制実施権が付与される場合は例示に過ぎないために、インドは特許法

第 84 条(1)(a)及び第 84 条(1)(b)の規定に強制実施権を付与する理由を追加的

に定めている。 

 

 Bayer 対 NATCO 事件において、特許意匠商標総局長官は特許の実施は現地製

造のみを必要とするという事実誤認をした。同長官はまた、輸入された医薬品

の量はあまりにも少なく、たとえ輸入による実施が特許法により想定されてい

ると言えたとしても、当該輸入量は著しく不十分な実施に相当するとみなされ

る程度に少ないとする見解を示した。この見解は、輸入は発明の実施に該当す

る行為とみなされるべきだと一応判示した IPAB の暫定的命令においても、上

記の見解は正しいと認められた。しかしながら、IPAB は、本件において輸入が

実施とみなされるかに関する最終判断を、本案の審理に保留している。この対

応は、少なくとも部分的には、パリ条約第 5 条 A(4)に定める原則が適用された

ことを示している。 

 
 インド特許法の基本方針及び適用の原則は、TRIPS協定を基礎としている。 

 TRIPS 協定は、強制実施権の許諾を正当化するために利用できる理由を具体

的には列挙していない。しかしながら、TRIPS 協定と公衆衛生に関するドーハ

宣言53により、各国は強制実施権を付与する理由を自由に決定できることが確

認されている。 

 ドーハ宣言は、すべての WTO 加盟国には「強制実施権を許諾する権利及び当
該実施権が許諾される理由を決定する自由」があると述べている。同宣言は、

                                                 
53 http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/healthdeclexpln_e.htm.最終訪問日：

2012年 12月 1日  

http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/healthdeclexpln_e.htm
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TRIPS 協定は、WTO 加盟国の政府が公衆衛生を保護するために措置を講ずるこ

とを妨げるものでなく、また妨げるべきではないことを強調している。また、

加盟国が、この目的を達成するために柔軟な規定を置く TRIPS 協定の規定を十

分に活用する権利を有することも再確認している。さらに同宣言は、強制実施

権の許諾に関しては、各加盟国が当該実施権の許諾される理由を自由に決定で

きることを明らかにしている。 

 

 しかしながら、TRIPS 協定は第 31 条に強制実施権を許諾するための条件を多

数列挙している。具体的には、次のような条件がある。 

 通常、実施権の許諾を申請する個人又は法人は、事前に適切な取引条件で

特許権者と任意の実施許諾を得るための交渉をしていなければならない。

この交渉が失敗した場合にのみ、強制実施権は付与される。また、 

 強制実施権が付与された場合にも、特許権者は支払いを受けるものとする。

TRIPS 協定は「許諾の経済的価値を考慮し、特許権者は、個々の場合にお

ける状況に応じ適当な報酬を受ける」と規定する一方で、「適当な報酬」

及び「経済的価値」の定義は定めていない。TRIPS 協定第 31 条(b)に定め

る要件は、インド特許法第 84条(6)の規定に包含されている。 

 

 上記の問題は、NATCO 対 Bayer 事件でも前面に出された。すなわち、Bayer

は、NATCO が任意の実施許諾を求めた条件は適切ではなかったことから、自動

的に強制実施権を申請できなくなると主張したのである。しかしながら、特許

意匠商標総局長官は、NATCO が任意の実施許諾を求める上でより謙虚になり得

たことを認めながらも、Bayer が断固として実施許諾を拒絶した事実を述べて、

Bayer の上記主張を否定した。その後 IPAB は、強制実施権の許諾を認める命令

の暫定的停止を求めたバイエルの審判請求に関して判断を下す際に、任意の実

施許諾を求めた条件の妥当性を検討することを拒絶した。そのため、任意の実

施許諾に関して「適切な条件」とはいかなる条件をいうかという問題はまだ判

断が下されていない。しかしながら、「適切な条件」という文言はインド特許

法第 84 条(7)(a)(i)の規定で使用されている。同規定は、当該製品に係る商業

若しくは工業又は市場が阻害されているときに実施権が適切な条件で付与され

ていない場合には、同法第 84 条(1)(a)に定める満足いく程度の需要は充足さ

れていないものとみなされると定めている。この規定により、適切な条件とは

当該製品に係る商業／工業又は市場を阻害するものに基づき決定されるべきで

あるという合理的な結論が導き出される。 

 

 

インドにおける強制実施権の許諾の適用可能性の分析 
 

 特許法第 84 条の規定に基づき、第三者の申請により、強制実施権が許諾さ

れる可能性もある。強制実施権を求める申請人は、強制実施権の許諾を受ける

には 3 つの理由のいずれかが存在することを証明することが求められている。

かかる 3つの理由とは次に掲げるとおりである。 
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(a) 特許発明に関する公衆の満足いく程度の需要が充足されていないこと、

又は 

(b) 特許発明が合理的で無理のない価格で公衆に利用可能でないこと、又は 

(c) 特許発明がインド領域内で実施されていないこと。 

 

特許発明に関する公衆の満足いく程度の需要が充足されていないこと 
 1 つ目の理由は、特許法第 84 条(1)(a)に定められている。同法第 84 条

(1)(a)にいう「公衆の満足いく程度の需要」という文言は、さらに同法第 84

条(7)において説明されている。同法第 87 条(7)の規定は、同条(1)(a)に定め

る理由の一つである公衆の満足いく程度の需要が充足されていない時に関して

法的擬制を定めている。 

 

 同法第 84条(7)は次のように規定されている。 

この章の適用上、公衆の満足いく程度の需要は、次に掲げる場合に該当
する時は、充足されなかったものとみなす。 
(a)適切な条件で実施権を許諾することを特許権者が拒絶したとの理由
により、次に該当する場合 
(i)インドにおいて現存の商業若しくは工業、その発展、何らかの新た
な商業若しくは工業の確立、又はインドにおける商業若しくは工業に従
事する何人か若しくはいずれかの階層の者の商業若しくは工業が阻害さ
れる場合、又は 
(ii)特許物品の需要が、十分な程度まで又は適切な条件で充足されてい
ない場合、又は  
(iii)インドにおいて製造された特許物品の輸出市場が現に供給を受け
ておらず又は開始されていない場合、又は 
(iv)インドにおける商業活動の確立又は発展が阻害される場合、又は  
(b)当該特許に基づく実施許諾に対し又は特許物品若しくは特許方法の
購入、賃借、若しくは使用に対して特許権者が課した条件を理由として、
インドにおいて特許によって保護されていない物の製造、使用、若しく
は販売、又は何らかの商業若しくは工業の確立若しくは発展が阻害され
る場合、又は 
(c)特許権者が排他的グラントバック、特許の有効性に対する異議申立
ての抑止又は強制的包括実施許諾を規定するため特許に基づく実施許諾
に対して条件を課した場合、 
(d)特許発明がインド領域において商業規模で十分な程度まで現に実施
されていないか、又は適切に実行可能な極限まで現に実施されていない
場合、又は  
(e)インド領域における商業規模での特許発明の実施が次に掲げる者に
よる外国からの特許物品の輸入によって現に抑止又は阻害されている場
合。すなわち、 
(i)特許権者又は当該特許権者に基づいて権利を主張する者、又は 
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(ii)特許権者から直接的若しくは間接的に購入している者、又は 
(iii)その他の者で、特許権者から侵害訴訟を現に提起されておらず又
は提起されたことがない者。 

 

 したがって、特許法それ自体が、同法第 84 条(7)(d)に定める程度に特許発

明が実施されていない場合には、同法第 84 条(1)(a)に定める理由が生じるこ

とを明確にしているのである。 

 
 「満足いく程度の需要」とは、特許発明の入手可能性及び実施を前提とする。

特許権者は特許発明の実施品が容易に入手可能であり又は販売に供されている

ことを証明できなければならない。当該製品がインドにおいて一般に入手可能

である場合には、インド全域ではなくても適切な区域で容易に入手可能となっ

ていれば、入手可能性の要件を充足することは困難なことではないはずである。

しかしながら、入手可能性とは主観的な問題である。特許権者は、インド国内

の特定の市場に当該特許製品が流通していない場合には、それを十分かつ正当

な理由をもって説明できなければならない。例えば、特許権者が販売業者を探

す努力をしたにもかかわらず、応答がないという理由により販売網を構築でき

なかった場合、当該特許権者は当該製品を入手可能にする努力を誠実にしたこ

とを証明することができる。 

 

特許発明が合理的で無理のない価格で公衆に利用可能でないこと 
 この要件は特許法第 84 条(1)(b)に定められている。これは、インドにおい

て注意深く検討した上で価格設定を行うことを求める要件である。強制実施権

を求める申請人は、当該製品をより低価格で販売に供することのみによって、

容易にその義務を果たし、特許権者に立証責任を転嫁することができる。合理

的で無理のない価格がどのような価格かという問題は、申請人に有利な回答が

安易にされる可能性が高い。というのも、相対的な基準において「合理的で無

理のない」が、相対的な基準によって特許権者の示した価格と比較された場合

には行き過ぎになりがちだからである。Bayer 事件で特許意匠商標総局長官は、

価格設定の妥当性は、購入者の観点から検討されるべきであると判示している。 

 

 インドでは膨大な数の人々が多くの製品又はサービスを容易に購入できない

ことに鑑みると、この要件を充足することはやや主観的でかつ予測し得ないも

のになる。特許権者が、開発に実際にかかった費用や将来性のない開発又は研

究に投じられた埋没費用で価格設定において考慮に入れる必要があるものを信

頼できる開示資料により証明することができれば、自己の目的の大半が達成で

きるものと思われる。Bayer 事件では、この要件が最も重要な要素とされ、特

許意匠商標総局長官は当該特許権者が適切な説明をできなかったと判断した。 

 

 Bayer 対 NATCO 事件における IPAB の判断によれば、特許法第 84 条(1)(b)に

定める「合理的で無理のない」という文言は、公衆の購買能力に直結している

ものだという。医薬品に対するニーズと医薬品の価格は無関係であるが、購入
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者の幅は価格によって広くもなれば狭くもなり、当該購入者の幅は公衆の購買

能力又は手頃さの指標となる。また、この文言は、強制実施権を許諾するため

の条件の一つとして特許物品が合理的で無理のない価格で公衆に取り入手可能

にされていることを定める同法第 90 条(1)(iii)に照らして、解釈されなけれ

ばならない。この規定は、「合理的で無理のない価格」という文言に関する判

断は、実施許諾者の利益との関連ではなく、公衆の購買能力に従って行われる

べきであるという見解をより明確にしている。 

 

 申請人による上記のような主張に対抗する備えとして、特許権者は、開発費、

研究所や試験施設その他の消耗品などのその他の埋没費用又はその他の経常費

用若しくは一時費用の償却、製造費、当該発明を開発した人材にかかる費用及

び発明が陳腐化するまでの平均的な寿命を前提とした合理的な期間内における

妥当な収益を開示できる準備ができていなければならない。これらの数値を示

す際には、特許権者は費用の回収及び利益の確保に積極的であるようにみられ

るべきではないことを念頭に置いておくと有用である。また、すべての医薬品

関連事案で可能というわけではないかもしれないが、医薬品産業全体における

価格設定の慣行又は当該発明に代替する特定の製品に係る価格設定の慣行を調

査することも有用な場合がある。上記のような申請人の主張に対抗する際の全

般的なアプローチは、費用及び適切な収益を前提として、当該製品の価格が設

定額より安くしえなかったことを数値により客観的に証明できるようなもので

なければならない。製品の販売により得られた利益の額を開示することは望ま

しくないと十分に理解されているとはいえ、この金額こそ、判断当局

(adjudicator)が、当該製品の価格がその要した費用を理由に高額となってい

るか又は特許権者は利益の確保に積極的であるかを判断するために、十分に得

たいと考えている情報なのである。製品の価格が費用を理由に高額であり、か

つ、利益額が適切である場合には、少なくとも特許権者は製品の開発費という、

申請人が負わずに済み、よって当該申請人に当該製品をより低価格で提供する

ことを可能にする費用を回収する権利を有するという主張を持ち出す根拠にな

る。このような主張が慎重に提示されれば、判断当局が特許権者に有利な適正

且つ公正な命令をすることが可能になる。特許法は、法それ自体に、強制実施

権に係る判断を下す際には、審査管理官は特許権者が適切なロイヤルティを受

けることを確保するために、開発の費用及び特許の取得費用もまた考慮に入れ

なければならないと定めている。特許権者がこのアプローチに先手を打つ場合、

その主張が認められる可能性は高いものと思われる。 

 

特許発明がインド領域内で実施されていないこと 
 特許法第 84 条(1)(c)は、特許権者がインド領域内で特許発明を実施してい

ないことを申請人が証明できる場合、強制実施権は許諾されると定めている。 

 

 同法は「実施」という文言を明確に定義していないとはいえ、現地での実施

が強制実施権を許諾する上で考慮される実施に該当するか否かの判断を下すこ

とのできる一定の規定を定めている。 
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 同法第 83 条(b)の規定は、特許は特許権者が容易に輸入を独占できるように

するために付与されるものではないと定めている。同法第 84 条(7)(d)は、特

許発明がインド領域において商業規模で十分な程度まで実施されるべきことを

規定している。同条(7)(e)の規定は、インドにおける発明の実施が同規定で定

めた者による特許物品の輸入によって阻害されている場合には、公衆の満足い

く程度の需要は充足されていないものとみなされると定めている。さらに、同

法第 86 条(2)は、インド領域において発明の実施に着手するために十分若しく

は適切な措置を取ることに言及している。 

 

 特許発明の「実施」をより明確に定義するには、特許発明の実施に適用可能

な一般原則を定める特許法第 83 条を参照する必要がある。同条(a)は、特許と

は、発明を奨励するため、及び当該発明がインドにおいて商業規模で、かつ、
不当な遅延無しに適切に実行可能な極限まで実施されることを保証するために、

付与されるものであると規定している。この規定に、特許権者は特許権を濫用

すべきでないこと及び特許発明の恩典は合理的で無理のない価格で公衆に利用

可能にするべきことをそれぞれ定める同法第 83 条(f)及び(g)の規定を加味す

ると、発明が適正に実施されていること及び強制実施権を求める申請の対象に

ならないことを確保する上での指針として利用できる。 

 

 実施の定義は、インドにおける特許発明の商業規模での実施に関する陳述書

を提出する際の形式を定める 2003 年特許規則の様式 27 からも推測することが

できる。当該様式は、発明の実施は次に掲げる二大行為から構成されることを

明確に示している。すなわち、(i)インドにおける製造(現地製造)及び(ii)他

国からの輸入、である。当該様式は、特許法第 159 条の規定により中央政府が

同様に告示した 2003 年特許規則の第 2 附則の一部を構成するものである。さ

らに、特許法第 160 条の規定により、同法に基づいて制定された各規則は、当

該規則に何らかの修正を加えるため又は当該規則を制定することを却下するた

めに、議会の各院に総計 30 日の期間をもって提出されなければならない。現

行の 2003 年特許規則並びに当該規則の一部を構成する附則及び様式が、議会

により可決・採択されていることから、発明の実施がインドにおける製造と輸

入のいずれからも構成されるものであると定義づけようとする議会の意図が明

確に示されているといえる。 

 

 Glaverbel S.A.対 Dave Rose and others (2010 (43) PTC 630)事件で、デリ

ー高等裁判所は商品の輸入を発明を実際に商業規模で実施している行為とみな

すことができるかを検討したが、その答えは示さなかった。 

 

 Bayer 対 NATCO 事件で IPAB は暫定的停止請求の審理において、どのような行

為が「実施」を構成するのかという問題を検討し、輸入が実施の要件を充足す

ることを認めた。しかしながら、IPAB は、当該文言はより深く検証される必要

があることも述べている。 
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 Bayer 事件が最終的な解決を見れば、どのような行為が実施を構成するかと

いう問題に対してはより客観的な解答が提供できるようになるはずである。

我々の見解では、実施を構成する行為とは、特許法により特許権者に留保され

ているすべての行為である。これには輸入も含まれる。とはいえ、一般原則と

して、特許権は特許権者が輸入を独占する権利を享受できるようにするために

のみ付与されるものではないことを示す、上記の見解と明らかに対照的な規定

が特許法第 83 条に定められている。しかしながら、この 2 つの見解は調和す

るように調整することができる。輸入を認める一方で、その場合には、現地製

造ではなく輸入という方法が選択された理由を合理的に説明できる根拠がある

べきだとする提案がある。IPAB は少なくとも予備的段階においては、特許意匠

商標総局長官によるこの規定の解釈から離れ、輸入という行為が実施に該当す

るという意見を示した。とはいえ、本案を審理する際に、この見解を再度より

深く検証する特権を留保している。輸入という行為が実施に該当するとする見

解には有力な根拠がある。実施に関する陳述書を提出するための様式に、輸入

という方法により実施をした旨を記載する欄が設けられているのである。特許

規則を含む様式は審議されるために議会に提出されており、議員らはこの見解

を見直そうと思えば見直せたはずである。しかしながら、様式に対する異議は

一切申し立てられず、維持されることが認められたのである。この事実は、輸

入による実施は特許法で予定されているという解釈への客観的信頼性を与える。

また、このような見解は TRIPS協定とも整合する。 

 

 上記以外にも、輸入という方法のみにより実施を行う際に、念頭に置いてお

かなければならない一般原則が特許法第 83 条にはある。当該一般原則は、判

断当局が念頭に置かなければならない要素の指針又は基準を示したものである。

特許権者は、輸入という方法による実施を採用することにより、当該原則が害

されていないこと又は留保若しくは放置されていないことを証明する主張を検

討し展開することができる。 

 

強制実施権の申請を延期する審査管理官の権限 
 特許法第 86 条は、一定の場合に強制実施権の申請を延期する審査管理官の

権限を定めている。特に、特許証捺印の日から経過した期間が当該発明を商業

規模で十分な程度まで実施することを可能にするため又は当該発明を適切に実

行可能な極限まで実施することを可能にするためには何らかの理由により不十

分であったことに、審査管理官が納得する時は、上記権限を行使することがで

きる。 

 

 審査管理官が考慮すべき第一条件は、同条(1)の但し書きに次のように説明

されている。「特許発明が当該申請の日前に前記の通り実施できなかった理由

が、州法若しくは連邦法又はそれらに基づいて制定された規則若しくは規制に

よること、又はインド領域内における当該発明の実施についてか、又は特許物

品の処分又は特許方法若しくは特許プラント、機械若しくは装置の使用によっ
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て製造された物品の処分についての条件のため以外に発せられた政府の何らか

の命令によることについて特許権者が証明する時は、本項に基づいて命令され

た延期期間については、当該法律、規則若しくは規制、又は政府の命令によっ

て当該発明の実施が妨げられた期間であって当該申請の日から起算されるもの

が満了する日から、これを起算する。」 

 

 特許法第 86 条の規定は基本的に抑制と均衡をとるための規定で、審査管理

官に当該発明を商業規模で効果的に実施するため又は商業規模で十分な程度ま

で実施するための原料又は技術が不足していることなどの外的要因を考慮し、

強制実施権の申請を最大 12 月まで延期することを決定する裁量を付与してい

る。 

 

 特許法第 84 条(6)(iv)の規定は、強制実施権を求める申請人に適切な取引条

件で実施権を取得する努力をすることを義務付けている点において、TRIPS 協

定第 31 条(b)の規定に由来するものである。この場合にも、TRIPS 協定及びイ

ンド特許法のいずれも当該条件を定義していないことから、強制実施権を許諾

する際の適切なロイヤルティ又は対価を決定するための指針を定めるインド特

許法第 90 条(1)(i)の規定を参照する必要がある。この規定により、任意の実

施許諾の条件は、少なくとも同一の特許発明に係る強制実施権の条件と同程度

でなければならないことが十分に推測される。 

 

 2005 年特許改正法に基づき挿入された「適切な期間」という文言は、特許法

第 84 条(6)(iv)に説明が定められている。当該説明は、「適切な期間」とは、

通常は 6月を超えない期間とすると定めている。 

 

強制実施権の許諾に係る規定に基づくロイヤルティの決定 
 TRIPS 協定第 31 条(h)の規定は、適当な報酬を提供する条件を定めており、

当該適当な報酬は許諾の経済的価値を考慮しながら個々の場合に応じて決定さ

れる。しかしながら、「許諾の経済的価値」という文言は定義されておらず、

あらゆる解釈が可能な状態にある。そのため、加盟国はロイヤルティ及び対価

を決定する独自の基準を自由に決定することができる。 

 

 特許法第 90 条(1)(i)の規定は、発明の内容、その創作又は開発、特許の取

得及びその有効維持に特許権者が支出した費用、並びにその他の関連要因に鑑

みて適正な水準でロイヤルティ又は対価を設定することを認めている。そのた

め、ロイヤルティは、当該特許が効力を生ずるに至った様々な要因並びにその

実施及び維持の観点から、決定されるのである。 

 

 ロイヤルティ及びその他の対価を決定する際には、常に個々のケースの事実

及び状況を考慮しなければならず、一律のルールを適用することはできない。

しかしながら、NATCO 対 Bayer 事件における特許意匠商標総局長官の決定(第 8

章)で見られるように、インドにおける特許法は発展途上の段階にあることか
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ら、国際的に採用されているロイヤルティに係る実務及び指針が参考にされて

いる。 

 

 国連開発計画(UNDP: United Nations Development Program)は、2001 年に発

表した人間開発報告書(Human Development Report)で、透明性及び予測可能性

を高めるために、開発途上国にロイヤルティに関する指針を導入するよう勧告

している。2001 年の UNDP のガイドラインでは、4％を基準とし、当該製品の治

癒的価値及び当該製品の研究開発に対する政府の出資によって 2％の上下変動

をするロイヤルティ料率が推奨されている。1998 年に日本特許庁が発表した政

府所有の特許の実施権に係るロイヤルティの指針では、0％から 6％の料率が定

められている。 

 

 世界保健機関(WHO：World Health Organisation)54が発表した医療技術に係

る特許の強制使用に対する対価に関する指針によれば、ロイヤルティ料率は、

実施許諾された製品から期待される利益、最終製品に対する特許発明の重要性、

当該発明を市場に流通させるために必要とされた追加的研究の程度、当該特許

の実施に対する公共の利益、当該製品の新規性及びその他の要因によって異な

るという。 

 

 そのため、ロイヤルティを決定する際には、常に上記の要因及び指針を参照

しながら、個々のケースの事実及び事情を考慮しなければならない。 

 

 

強制実施権を通じた医薬品へのアクセスの改善 
 

 TRIPS 協定に関するドーハ宣言により、強制実施権は国内で手頃な医薬品を

入手する際の障害を克服する手段として正式に認められている。強制実施権の

許諾に関する判断は、米国を含む諸外国に見られる同様の動きを反映している

ようである。2011 年 2 月、米国特許商標庁(USPTO)は皮膚移植に使用される

「後発の」医療機器の販売を阻止しないことを決定をした。その代わりに、同

庁は当該後発の医療機器の製造業者に対し、当該特許権者にロイヤルティを支

払うことを要求した。「この決定の背景には、公衆には革新的な医療製品を利

用する権利があり、法外な価格によって新製品から得られる恩恵を受けること

が妨げられるべきではないという考え方があります」と必須医薬品キャンペー

ンの政策／広報部長の Michelle Childs55は言う。 

 

                                                 
54 http://www.who.int/hiv/amds/WHOTCM2005.1_OMS.pdf. 最終訪問日：2012年 12月 1日  
55 国境なき医師団のウェブサイトより。http://www.msfaccess.org/about-us/media-

room/press-releases/india-issues-first-compulsory-licence から入手可能。国境なき

医師団とは、ノーベル平和賞も受賞した長期的な人道支援を行う非政府組織であり、紛

争地域や風土病に直面する開発途上国で実施しているプロジェクトで最もよく知られて

いる。 

http://www.who.int/hiv/amds/WHOTCM2005.1_OMS.pdf
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 強制実施権の許諾に関する規定が適用された有名な事例がタイ及びブラジル

にある。いずれのケースも HIV/AIDS の医薬品に対する強制実施権に係るもの

である56。 

 

 強制実施権の許諾に係るタイ及びブラジルの経験には 3 つの共通する重大な

側面がある。 

 第一に、価格上の考慮が強制実施権の使用を促進する主な要因となった

こと 

 第二に、タイ及びブラジルのいずれのケースでも、強制実施権に基づき

当該医薬品を生産する権限を有する現地生産者が 1社存在していたこと 

 第三に、いずれの事例においても、現地生産者が生産した製品は特許権

者の生産したものと比べて明らかに品質が劣っていたこと57 

 

 WIPO が公表した文書において、執筆者の Eric Bond 及び Kamal Saggi の両氏

は、数学的関係を用いて、強制実施権が設定されていない場合又は価格規制が

存在しない場合には、医薬品価格の上限が設定されていないため、特許権者の

市場参入コストの幅は拡大するという関係を確立した。この市場参入コストの

幅を減少させ、かつ、医薬品が高価格なために厳しく制限される公衆アクセス

を増加させるためには、政府は、以下２つの政策のいずれかを採用できるとし

た。 

 価格統制 

 強制実施権 

 

 その上で、上記論文の著者によって提唱されたモデルにより、上記 2 つの政

策のいずれを政府が採用するかが、特許権者のその発明に対する実施の態様に

影響を与えることが示された。強制実施権の脅威が特許権者を市場参入に導く

のに対し、価格統制はライセンスを促進する。しかしながら、実例検証に基づ

くと、価格統制機構には付加的な欠点があり、ライセンシーにより製造された

医薬品の品質は、特許賢者自身の製造したそれよりも品質が劣るとした。した

がって、当該著者は、高品質医薬品の無理のない価格での供給を維持するため

には、厳しすぎず甘すぎない最適な強制実施権制度が政府にとって最も良い政

策ツールであると結論付けている。 

 

 
 
 

                                                 
56 Eric Bond et al., Compulsory licensing, price controls, and access to patented 
foreign products, WIPO発行。下記サイトから入手可能。 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_ge_4_12/wipo_ip_econ_ge_4_1

2_ref_saggi.pdf  
57 Ibid. 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_ge_4_12/wipo_ip_econ_ge_4_12_ref_saggi.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_ge_4_12/wipo_ip_econ_ge_4_12_ref_saggi.pdf
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医薬品の価格設定及びその影響の分析 
 

 医薬品の価格設定及びその入手可能性に関する一貫した政策を包括的に構築

している現在の状況において、政府は依然としてこの 2 つの目的にかなうアプ

ローチを考案できていないように思える。その試みは、要請に応じて又は無作

為に行われているようである。その一方で強制実施権に係る Bayer 事件は医薬

品の入手に関する新たな動き及び見解を活性化し、つい最近政府は医薬品の価

格統制に関する政策を発表した。しかしながら、政府は当該政策の目的に資す

るその他の仕組みを考慮にいれなかったようである。特に、特許医薬品に関す

る限りにおいて、政府は、特許法に定める「政府による使用」に関する規定に

基づき行使することのできる権限を考慮に入れていないように思われる。さら

に、政府は後発医薬品産業は営利事業であり、かつ、価格設定の目的を達成す

る最善の方法は強制実施権によらない可能性があることも認識できていないよ

うに思われる。強制実施権に関する Bayer 事件で明らかになったように、先に

ジェネリック品を 2 万 8 千ルピー(約 513.68 米ドル)で販売していた Cipla は、

当該医薬品の価格を、特許意匠商標総局長官が強制実施権者の Natco に対して

決定した価格より低い価格に値下げした。Natco は当該医薬品を 8,800 ルピー

(約 160 米ドル)で販売するよう命じられている。市場シェアを失った Cipla は

現在では価格を 5400 ルピー(約 99 米ドル)まで引き下げている。しかしながら、

当該医薬品を市場においてこの最低価格で販売したとしても、Cipla は利益を

挙げられるだろうと言われている。このことは、特許意匠商標総局長官が価格

を決定する際に Natco の利潤モデル又は利潤率を十分に認識していたのかとい

う極めて重要な問題を提起する。相対的な基準においては Natco の販売価格は

非常に低価格であったとはいえ、Natco はかなりの利益を挙げていたものと思

われる。さらに、インドの経済的影響力と人口統計に鑑みれば、Natco のみな

らず Cipla の販売価格でさえ、大半のインド人にとっては依然として高額であ

ると言われている。 

 

 このことをインド政府は考慮に入れるべきであるが、あるいは IPAB も Natco

に付与された強制実施権が疑いの余地なく公益に最適に適うものなのかを検討

する際に考慮に入れるべきかもしれない。実際、このような実施権者及び特許

権者の利益を確保しつつ公益への最適な貢献を実現することは、価格を決定す

る際の指針となるべきである。 

 

さらに政府は、特許法の政府使用に係る規定により義務付けられているよう

に、医薬特許の政府使用を告示し、特許権者に対する適切なロイヤルティの支

払う価値があるかを検討できる。このアプローチは、第一にジェネリック医薬

品企業が確保する利益、そして第二に特許権者に与えられているロイヤルティ

という、一度の購入に対して利益が二重に確保されることを未然に防止する。

なお、第三者の製造者の関与を促進しうる特許法に定める国際的な技術移転の

原則は、現在の Bayer 事件には少なくとも関連がないと思われる。これは、
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Natco及び Ciplaのいずれも当該医薬品の製造を開始する際に Bayer に技術移

転を求めていないことを理由とする。 
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第 4 章 

データ保護及びデータ独占権 
 

 特許性のある分子を発見することは、かかる分子を含む医薬品の製造及び販

売に向けた最初の一歩に過ぎない。医薬品を使用するために製造又は販売でき

るようになったとしても、その前に当該医薬品が安全であることを確保する必

要があり、臨床試験を行うことでこの安全性は確保される。しかしながら、こ

のような臨床試験は時間だけでなく、大きなコストがかかり、先進国では多く

の場合、運転資金が 5億米ドルにまで及ぶ。 

 

 そのため、この試験データを保護することは、必要条件となり、かつ、革新

的な医薬品の開発へのインセンティブを提供する一連の知的財産権の経済上必

要な構成要素となる。TRIPS 協定は、「開示されていない情報の保護」を、保

護対象となる知的財産権の一分類を構成するものとして明確に認めている58。

TRIPS協定第 39条は次のように定めている。 

 

「加盟国は、新規性のある化学物質を利用する医薬品又は農業用の化学
品の販売の承認の条件として、作成のために相当の努力を必要とする開
示されていない試験データその他のデータの提出を要求する場合には、
不公正な商業的使用から当該データを保護する。更に、加盟国は、公衆
の保護に必要な場合又は不公正な商業的使用から当該データが保護され
ることを確保するための措置がとられる場合を除くほか、開示されるこ
とから当該データを保護する。」 
 

 この議論を十分理解するために、「データ独占権(data exclusivity)」及び

「データ保護(data protection)」という文言の意味を明確にする。TRIPS協定

第39条(3)の規定は、「データ(data)」及び「保護(protection)」という文言

を使用しており、「独占的(exclusive)」又は「独占権(exclusivity)」という

文言は使用していない。同条は、「データ」は「開示されることから保護され

る」としている。このことは、少なくとも開示に対して保護が供されることを

意味している。データを開示されることから保護する前に、同条は「加盟国

は、・・・・不公正な商業的使用から当該データを保護するものとする」と、

より広義な規定をしている。この独立した2つの義務は、解釈の相違を生じさ

せる。データを開示されることから保護する義務は、その前に定められた広義

の義務に「追加的」に定められているのである。この広義の義務に関して生じ

るのが、「不公正な商業的使用」とはデータに独占権が付与されることを必然

的に意味するのか、という問題である。推定的には、生物学的同等性に関する

                                                 
58 Encouragement Of New Clinical Drug Development: The Role Of Data Exclusivity. 

WHO発表の論文。下記サイトから入手可能。 

http://www.who.int/intellectualproperty/topics/ip/en/DataExclusivity_2000.pdf.  

http://www.who.int/intellectualproperty/topics/ip/en/DataExclusivity_2000.pdf
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結論を出すことで、他者が作成した臨床データは、後発者の製品が承認される

根拠となり、これは不公正な商業的使用に該当する行為であるとの主張が成り

立つ。このことを背景に、「データ独占権(data exclusivity)」は一般に生物

学的同等性を有する原始データに後発者が依拠することを排除するものである

と理解されている。その一方で、「データ保護(data protection)」は当該デ

ータが開示されることから保護することと理解されているが、医薬品の生物学

的同等性に関する結論を出す際に作成者の臨床データに依拠することを排除し

ていない。 

 
 
データ独占権の現状  
 
 インドには秘密情報を不正使用／開示から保護するための個別の法律59はな

い。既存の法的メカニズムは、判例法を通じて発展したコモン・ロー、衡平法

上の原則及び秘密保持義務違反に関する法(営業秘密に関する法としても知ら

れている)60である。広義には、これらは不法行為に対する救済措置である。ま

た、1872 年インド契約法(Indian Contract Act, 1872)の規定を通じても保護

は供されており、損害賠償と差止命令という救済措置が利用可能となっている
61。 

 

 1940 年医薬品・化粧品法(Drugs and Cosmetics Act, 1940)が医薬品の製造

及び販売の承認を規定しているのに対し、1968 年殺虫剤法(Insecticides Act, 

1968)は農薬(殺虫剤、防カビ剤及び除草剤)に関する規定を置いている。いず

れの法律も、新たな医薬品及び農薬の販売を承認するためにその安全性及び有

効性を示す有効な試験データの提出を義務付けている。 

 
i) 医薬品 
 1945 年医薬品・化粧品規則(Drugs and Cosmetics Rules )62は現在、公用目

的である場合、裁判所から義務付けられている場合、又は上級職員(official 

                                                 
59 インドにはデータ独占権を定める個別の法律はないが、アメリカ合衆国は 1984 年に

「ハッチ・ワックスマン法」としても知られている 1984 年医薬品の価格競争及び特許期

間回復法を制定している。  (同法に関する情報は、次のサイトから入手可能。

http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d098:SN01538:|TOM:/bss/d098query.html ) 
60 インドには、秘密保持義務違反、営業秘密違反又は秘密情報の不正使用／不正開示に対

処するための特別の成文法はない。1981 年、法律委員会はこの分野の法を成文法化する

ことを勧告し、法案を提出した。The Law Commission, Law Comm. No. 110, Breach of 

Confidence.しかしながら、当該法案は成立には至っていない。 
61 （TRIPS 協定第 39 条(3)に定めるデータ保護の規定との関連において、インド政府が取

るべき措置に関する報告書）Report on Steps to be taken by Government of India in 

the context of Data Protection Provisions of Article 39.3 of TRIPS Agreement; 

31st May, 2007, pg. 13. 下 記 サ イ ト か ら 入 手 可 能 。

http://chemicals.nic.in/DPBooklet.pdf 
62 1945年医薬品・化粧品規則 規則 53：情報の開示の禁止- 

http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d098:SN01538:|TOM:/bss/d098query.html
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superior)の許可を得ている場合を除き、医薬品規制当局の職員が入手した情

報を開示することを禁じている。 

 同規則の規則 122A、規則 122B 及び規則 122D63は、新薬64の製造又はその輸入

の承認を得るために医薬品規制機関に提出することが求められている様々な試

                                                                                                                                               
公用目的である場合又は裁判所から義務付けられている場合を除き、検査官は、その上級
職員の書面による認可を得ずに、いかなる者にも職務上知り得た情報を開示してはなら
ない。 

63 1945年医薬品・化粧品規則 規則 122-A：新薬の輸入許可申請  

(1) (a)規則 21第(b)号に定める認可機関から付与された許可に基づく場合及び当該許可に
したがって行う場合を除き、いかなる新薬も輸入してはならない。 

(b) 新薬の輸入許可を求める申請は、5 万ルピーの手数料を添えて、様式 44 により認可機
関にするものとする。 

ただし、当該医薬品に関して同一の申請人が、投薬形態の変更であるか又は新たな効能を
伴っているかを問わず、後続の申請を行った場合、当該申請に添える手数料は 1 万 5 千
ルピーとする。 

ただし、新薬の輸入及び販売が承認された日から 1 年が経過した後に受領された申請には、
1 万 5 千ルピーの手数料並びに場合に応じて別表 Y の付録 I 又は付録 IA に定められてい
る情報及びデータを添付するものとする。 

(2)新薬の輸入者は、第(1)項に基づき許可申請をする場合には、別表 Y に定める指針に従
って行われた現地での臨床試験の結果を含む当該別表の付録 I に示されるデータを提出
し、かつ、当該別表の付録 II に定める様式により当該臨床試験の報告書を提出するもの
とする。 

ただし、当該医薬品が、公益により認可機関が諸外国から入手可能なデータに基づき当該
許可を付与することを決定できる性質のものである場合には、現地での臨床試験の結果
を提出する義務を履行する必要はない。 

ただし、新薬が諸外国で既に数年前に承認され販売されている場合で、認可機関が当該医
薬品の安全性に関して十分な公表された証拠があると納得したときは、本規則のその他
の規定に従うことを条件として、動物毒理学、生殖試験、催奇形性研究、周産期研究、
突然変異誘発力及び発がん性に関するデータの提出義務は変更又は緩和することができ
る。 

(3) 認可機関は、当該医薬品を原料（原薬）又は完成された製剤として輸入することを許
可することがインド国内における使用に有効かつ安全であると納得したときは、様式 45
及び／又は様式 45A に定める条件に従うことを条件として、当該様式 45 及び／又は様式
45Aにより輸入許可証を発行することができる。 

ただし、認可機関は、当該医薬品に関して提出又は作成されたデータが不正確な場合には、
当該申請人に書面によりその旨を告示し、許可を付与する前に満たすべき条件を定める
ことができる。 

122-B. 別表 C 及び別表 C(1)に基づき分類可能な医薬品以外の新薬を製造するための承認

申請 

(1) (a) 規則 21 第(b)号に定める認可機関が承認している場合を除き、いかなる新薬も販
売目的で製造してはならない。 

(b)新薬及びその製剤を製造するための承認申請は、5万ルピーの手数料を添えて、様式 44
により規則 21第 b号に定める認可機関にするものとする。 

ただし、当該申請が新薬（原薬）の輸入許可及び当該新薬の製剤の製造承認を求めるもの
である場合には、当該申請に添付する手数料は 5万ルピーのみとする。 
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ただし、当該医薬品に関して同一の申請人が、投薬形態の変更であるか又は新たな効能の
表示を伴っているかを問わず、後続申請を行った場合、当該申請に添える手数料は 1 万 5
千ルピーとする。 

ただし、新薬の販売目的の製造が承認された日から 1 年が経過した後に受領された申請に
は、1 万 5 千ルピーの手数料並びに場合に応じて別表 Y の付録 I 又は付録 IA に定められ
ている情報及びデータを添付するものとする。 

(2) 新薬の製造者は、第(1)項に基づき同項に定める認可機関に承認申請を行う場合には、
別表 Y に定める指針に従って行われた現地での臨床試験の結果を含む当該別表の付録 1
に示されるデータを提出し、かつ、当該別表の付録 II に定める様式により当該臨床試験
の報告書を提出するものとする。 

 (2A)規則 21第(b)号に定める認可機関は、当該医薬品を原料（原薬）又は完成された製剤
として製造することを承認することがインド国内における使用に有効かつ安全であると
納得したときは、様式 46 及び／又は様式 46A に定める条件に従うことを条件として、当
該様式 46及び／又は様式 46Aにより製造承認証を発行することができる。 

ただし、認可機関は、当該医薬品に関して提出又は作成されたデータが不正確な場合には、
当該申請人に書面によりその旨を通知し、許可を付与する前に満たすべき条件を定める
ことができる。 

(3)第 1 項に基づく新薬及びその製剤を製造するための承認申請を国立認可機関にする場合、
申請人は、申請書と共に、製造申請を行っている当該医薬品の製造に関しては規則 21 に
定める認可機関から既に承認を得ていることを示す証拠を提出しなければならない。 

ただし、当該医薬品が、公益により認可機関が諸外国から入手可能なデータに基づき当該
許可を付与することを決定できる性質のものである場合には、現地での臨床試験の結果
を提出する義務を履行する必要はない。 

ただし、新薬が諸外国で既に数年前に許可及び販売されている場合で、国立認可機関が当
該医薬品の安全性に関して十分な公表された証拠があると納得したときは、本規則の他
の規定に従うことを条件として、動物毒理学、生殖試験、催奇形性研究、周産期研究、
突然変異誘発力及び発がん性に関するデータの提出義務は変更又は緩和することができ
る。 

122D 多剤混合薬の輸入又は製造の許可 

(1) 規則 122E 第(c)号に定める二以上の医薬品による多剤混合薬の輸入又は製造の許可を
求める申請は、1 万 5 千ルピーの手数料並びに別表 Y の付録 VI に定められている情報及
びデータを添えて、様式 44 により規則 21第(b)号に定める認可機関にするものとする。 

(2)認可機関は、当該多剤混合薬の輸入又は製造を承認することがインド国内における使用
に有効かつ安全であると納得したときは、様式 45 又は様式 46 に定める条件に従うこと
を条件として、当該様式 45 又は様式 46により許可証を発行することができる。 

ただし、認可機関は、当該医薬品に関して提出又は作成されたデータが不正確な場合には、
当該申請人に書面によりその旨を告示し、承認／許可を付与する前に満たすべき条件を
定めることができる。 

64 122-E. 新薬の定義 

この部の適用上、新薬とは次のものをいい、かつ、含むものとする。 
(a)原薬を含む法に定める医薬品で、そのラベルに指示、推奨又は示唆されている条件に従
ってインド国内で相当程度使用されておらず、かつ提示された効能につき、規則 21 に定
める認可機関により有効かつ安全であることが認められていないもの。 

ただし、認可機関の許可により限定的な使用がなされている場合、当該限定的な使用は除
く。 
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験データを定めている。これらの規定は、当該医薬品が、医薬品規制機関が公

益に照らして他国から入手可能なデータに基づき許可を与えられると判断する

ようなものである場合には、現地での臨床試験の結果を提出する義務を免除で

きる裁量を当該医薬品規制機関に付与している。また、医薬品規制機関は、諸

外国において既に数年前に承認され販売が行われている新薬の場合は、動物毒

物性に関する試験及び関連の研究を提出する義務を変更又は緩和することもで

きる。このような措置を講ずる場合、医薬品規制機関は当該医薬品の安全性に

関して十分な公表された証拠があることに納得することが求められている。

「数年前」という文言は定義されておらず、医薬品規制機関に自由裁量の余地

が多く残されている。医薬品が世界のどこかで既に販売されているような場合、

当該医薬品をインドで初めて販売するための承認を取得する際には確認臨床試

験のデータのみ提出することが求められている65。 

 

 前臨床試験及び臨床試験の段階を考慮に入れた場合、新薬の開発は平均で 5

億米ドルの費用と 15 年間もの期間を要するというデータに基づけば、後発医

薬品に対し確認臨床試験のみを義務付けていることの妥当性は理解できるもの

と思われる。たった一つの医薬品に関して臨床試験の段階で行う包括的な医薬

品試験だけでも 1.5 億米ドル以上の費用がかかり、前臨床試験及び臨床試験一

式をクリアする医薬品はわずか 10～20％に過ぎない。その一方で、代替的なジ

ェネリック品の製造業者は、販売承認を得るために独自の試験データを提出す

ることが義務付けられない場合、生物学的同等性を証明できる限り、わずか

100 万米ドルを投資することで競合医薬品事業を開始できるのである。ジェネ

リック品と先発医薬品の生物学的同等性は、2 つの製品の生物学的利用能によ

り証明することができる。生物学的利用能とは、生体が医薬品を吸収する程度

及び割合をいう。科学者らはジェネリック医薬品が血流に到達するのに要する

                                                                                                                                               
(b)一定の効能につき規則 21 に定める認可機関により既に承認された新薬で、表示、服用
量、投薬形態（持続放出性の投薬形態を含む）及び薬の投与経路などの効能の変更又は
新たな効能をもって販売することが申請されているもの。 

(c)以前に一定の効能につき個別に承認されている二以上の医薬品からなる多剤混合薬で、
当該申請において初めて一定比率で化合することが申請されているもの、又は既に販売
されている化合物における成分の比率を変更する申請が行われたときは、表示、服用量、
投薬形態（持続放出性の投薬形態を含む）及び薬の投与経路などの一定の効能をもって
販売することが申請されているもの（別表 Yの付録 VIの(b)及び(c)項を参照）。 

説明。本規則の適用上、- 
(i)すべてのワクチン及び遺伝子組み換え医薬品は、規則 21 に定める認可機関が別に認証
する場合を除き、新薬とする。 

(ii)新薬は、最初に承認された日又はインドの薬局に参入した日のいずれか早い方の日か
ら 4 年間は引き続き新薬とみなされるものとする。 

65 （TRIPS 協定第 39 条(3)に定めるデータ保護の規定との関連において、インド政府が取

るべき措置に関する報告書）Report on Steps to be taken by Government of India in 

the context of Data Protection Provisions of Article 39.3 of TRIPS Agreement; 

31st May, 2007, pg. 14. 下 記 サ イ ト か ら 入 手 可 能 。

http://chemicals.nic.in/DPBooklet.pdf 
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時間を計測する。生物学的同等性が認められるためには、ジェネリック医薬品

は先発医薬品と同じ時間で同量の有効成分を体内に送り込まなければならない
66。 

 

 インドでは、生物学的同等性及び生物学的利用能に関する研究にのみ基づき、

後続の販売承認が付与される。確認臨床試験乃至は生物学的同等性／生物学的

利用能に関する研究は、臨床試験一式よりはるかに少ない時間、労力及び金銭

で行うことのできる格段に簡単な作業である67。 

 

 販売目的での新薬の輸入及び／若しくは製造又は臨床試験を行うための許可

を得る際の要件及び指針は、2005 年医薬品・化粧品規則(Drugs and Cosmetics 

Rules)の別表「Y」に定められている68。 

 

 インド薬物局長(Drug Controller General)の職務は、Bayer 事件69により明

確に画定された。インド薬物局長の職務は、販売承認が求められている医薬品

が特許により保護されているか否かを確認することではない。裁判所は、医薬

品法(Drugs Act)は医薬品が販売される前に遵守されるべき安全基準を定める

公的規制措置であるとし、インド薬物局長の職務はただ、安全かつ効果的な医

薬品のみ販売を承認することであるとした。 

 

ii) 農薬 
 農薬には、肥料、植物成長調節物質、土壌改良剤、殺虫剤／殺菌剤などの

様々な化学物質が含まれる。この分野は、人間及び動物に対するリスクを防止

する目的で殺虫剤の輸入、製造、販売、輸送、流通及び使用を規制する 1968

年殺虫剤法(Insecticides Act, 1968)による規制を受けている。同法第 9 条

(1)の規定70は、殺虫剤の輸入又は製造を希望する者は、同法に基づき設置され

た登録委員会から登録証を取得することを義務づけている。 

                                                 
66  Report by International Federation of Pharmaceutical Manufacturers 

Associations。世界保健機関 (WHO)発行。下記サイトから入手可能。 

http://www.who.int/intellectualproperty/topics/ip/en/DataExclusivity_2000.pdf.  
67 （TRIPS 協定第 39 条(3)に定めるデータ保護の規定との関連において、インド政府が取

るべき措置に関する報告書）Report on Steps to be taken by Government of India in 

the context of Data Protection Provisions of Article 39.3 of TRIPS Agreement; 

31st May, 2007, pg. 13. 
68 インドにおける販売目的の新薬の輸入又は製造を求める申請を扱う別表 Y の第 1 項第 3

号は、インドの保健衛生の状況に特別関連のある致死的な疾病又は深刻な疾病に適応す

るとされる新薬に関しては、毒理学及び臨床試験データの提出義務は、医薬品規制機関

が適切とみなす方法で省略、延期又は削除できることを明確に定めている。 
69 Bayer Corporation and Anr. 対 Union of India (UOI) and Ors., 2010(43)PTC12(Del). 
70 9. 殺虫剤の登録.  

(1) 殺虫剤の輸入又は製造をしようとする者は、当該殺虫剤の登録を求める申請を登録委
員会にすることができ、申請は各殺虫剤につきするものとする。ただし、本節の施行が
開始される日の直前までに殺虫剤を輸入又は製造する事業に従事している者は、当該施

http://www.who.int/intellectualproperty/topics/ip/en/DataExclusivity_2000.pdf
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 また、同法はインドで初めて導入された殺虫剤の仮登録も定めている。この

仮登録は 2 年間しか有効ではない。仮登録は、申請人が正規登録を取得するた

めのデータを作成できるようにするために付与されるものである。殺虫剤法に

は、登録のために提出されたデータに対する保護に関する規定は一切ない。

1971 年殺虫剤規則(The Insecticides Rules, 1971)の規則 2971により、殺虫剤

検査官(Insecticides Inspector)はその職務を遂行する過程で取得した情報の

秘密を保持することを義務付けられているとはいえ、この義務は登録委員会に

は及ばない。殺虫剤法第 9 条(4)72の規定は、登録委員会に最初の登録を受ける

ために提出されたデータに基づいて後続の登録を許可する権限を明確に付与し

ている。 

 

 この分野に関連する事例が、Syngenta India Ltd 対 Union of India 事件73で

ある。この事件の原告 Syngenta India Ltd は、被告第 3 号にエマメクチン安

息香酸塩 5% SG の登録を認めた登録委員会の決定に対して 1968 年殺虫剤法第

10 条74に基づき行った異議申立てを却下する連邦農業局(Union Department of 

Agriculture)の命令に対して、裁判所に訴えを提起した。裁判所は、殺虫剤法

は人間又は動物に対するリスクを防止するために殺虫剤の輸入、製造、販売、

輸送、流通及び使用並びにそれに関連する問題を規制するという明確な目的を

もって制定されたと述べた。インドで何らかの殺虫剤／農薬を製造又は輸入す

る見込みのある者は、主に同法の制度による規制を受けることになる。同法が

重点を置いている分野の一つに、殺虫剤及び製剤の輸入がある。ここで重視さ

                                                                                                                                               
行日以前に輸入又は製造を行っていた殺虫剤を登録するために、当該施行日から[17 月]
の期間内に登録委員会に申請をするものとする。ただし、前記但し書きに定める者が当
該但し書きに定める期間内に当該但し書きに基づき申請をしなかった場合、当該者は、
各殺虫剤を登録する期間が経過した後は、経過した月につき 100 ルピーの罰金又はその
一部を支払うことによって、いつでも申請をすることができる。 

71 1971年殺虫剤規則 規則 29 情報の開示の禁止 

公用目的である場合又は裁判所から義務付けられている場合を除き、殺虫剤検査官は、い
かなる者にもその職務上知り得た情報を開示してはならない。 

72 殺虫剤法第 9条 殺虫剤の登録 

(4) 本節のいかなる規定にもかかわらず、ある者の申請により殺虫剤が登録された場合、
当該者以外の者で当該殺虫剤の輸入若しくは製造を希望する者又は当該殺虫剤を輸入若
しくは製造する事業に従事している者は、申請及び所定の手数料の支払をもって、当該
殺虫剤が当初登録された条件と同一の条件で、当該殺虫剤に関する登録番号の割当及び
登録証の付与を受けるものとする  

73 161 (2009) DLT 413. 
74 殺虫剤法第 10条：未登録又は取消しに対する異議申立て 

第 9 条に基づく登録委員会の決定により権利を侵害された者は、当該決定が通知された日
から 30 日以内に、最終的な決定を下す中央政府に、所定の手数料の支払をもって所定の
方法により異議を申立てることができる。ただし、中央政府は、当該申立人が期限内に
申立てをすることができなかったことに十分な理由があると納得した時は、上記期間の
経過後も申立てを受理することができる。 
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れているのは化学物質の過剰な輸入に対する規制の行使である。同法は、殺虫

剤の詳細な検査、調査及び分析する任務を登録委員会(被告第 2 号)に委託して

いる。同法第 5 条75は、当該製品の安全性及び効果を調査した後、申請に基づ

き殺虫剤の登録ができるよう、登録委員会の構成及び任務を定めている(同法

第 5 条(1))。さらに、殺虫剤規則の規則 476は、登録委員会の役割を詳細に定め

ている。殺虫剤法第 5 条(5)により、登録委員会は指針を作成した目的に従っ

て、殺虫剤の輸入又は製造を希望する当事者に登録を付与することを含む、手

続及び事業活動を規定する。登録委員会は、申請人に登録申請書と共にデータ

の提出が求められる様々なパラメータを明記したチェック・リストを公表して

いるようである77。 

 

 上記事件の原告 Syngenta Ltd.は、データを保護する制度がない限り、申請

人は同一の製品につき登録を請求するために同一のデータを利用することがで

きてしまうと主張した。原告は、データを保護する価値は、殺虫剤の出所、原

料、生産の性質が示されている登録の申請の根拠をなすことも主張した。さら

に、原告は、何らかの保護措置が提供されなければ、「データ作成者」がすべ

ての負担を負い、「追随的な」申請人が利得を得る状況になると主張した。ま

た、TRIPS 協定第 39 条(3)の規定は、販売承認を得るために医薬品及び農薬産

業から提出された試験データを保護することを義務付けていると主張した。原

告は、当該規定は作成者が提出したデータを不公正な商業的使用及び開示から

保護することを明確に勧告しており、すなわち、法的機関(この場合は、登録

                                                 
75 第 5条：登録委員会 

a.中央政府は、次に掲げる目的のために、議長及び 5 名以下の委員会の構成員（インド薬
物局長及びインド政府の植物保護アドバイザーを含む）から構成される登録委員会を設
置するものとする。 

i.殺虫剤の構造式を精査し、かつ、人間及び動物に対する有効性及び安全性に関して、場
合に応じて、輸入者又は製造者により主張された効能を検証した後に、当該殺虫剤を登
録すること、及び 

ii.本法により又は本法に基づき委任されているその他の任務を遂行すること。  
b. 議長が評議員会の構成員でない場合、その任期及びその他の雇用条件は中央政府の定め
るところによるものとする。 

c.第 b 項の規定に従うことを条件として、登録委員会の構成員は、評議員会の構成員であ
る限り、その役職を務めるものとする。 

d.委員会は、専門家を適切とみなす数及び目的又は任期で選出することができるが、選出
された専門家には投票権はないものとする。 

e..登録委員会は、その手続及び行う事業活動を定めるものとする。 
76 規則 4：登録委員会の職務 

登録委員会は、法により割り当てられた職務のほか、次に掲げる職務を遂行するものとす
る。 

a.殺虫剤の使用又は取扱いによる中毒に対して取るべき予防措置の特定、 
b.法又は規則により割り当てられた職務を遂行する上で必要な事項に付随する又は間接的
に生じる職務の遂行 

77 Syngenta India Ltd 対 Union of India, 161 (2009) DLT 413, pg. 2 to 4.  
(http://delhicourts.nic.in/Jul09/SYNGENTA%20INDIA%20VS.%20UOI.pdfから入手可能) 

http://delhicourts.nic.in/Jul09/SYNGENTA%20INDIA%20VS.%20UOI.pdf
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委員会)は、同一の殺虫剤につき登録を求める二番目以降の申請を承認する上

で、作成者が提出したデータに依拠することはできないことを意味すると主張

した78。 

 

 しかしながら、裁判所は、当該訴訟は思惑をはらんだもので、裁判所に政策

宣言をさせることを意図したものであるが、いかなる場合にもかかる宣言はで

きないとして、原告の請求を棄却した79。 

 

 

2007 年のデータ保護関連規定に関してインド政府が取るべき措置に関する報告
書 
 
 2007 年、インド政府化学肥料省の下部組織、化学・石油化学局(DCPC：

Department of Chemicals and Petrochemicals)は、TRIPS 協定第 39 条(3)の規

定に基づく臨床試験のデータに関連してインド政府が取りうる措置を提案する

報告書80を公表した。同局の報告書では、次に掲げる事項が検討された81。 

 

1. TRIPS協定第 39条(3)の規定に関連して取られるべき措置、及び 

2. データ保護を既存の法規定に組み込むことはできるか又は新たな法

律の制定が必要か。 

 

 報告書は、医薬品、伝統的な薬剤及び農薬の試験データなどの開示されてい

ない情報を保護するために個別の法律を制定する必要性を検討した。現在、試

験データは製造及び販売の承認を得るために、それぞれ 1940 年医薬品・化粧

品法及び 1968年殺虫剤法に定める機関に提出されている。 

 

 報告書は、第 7 章で TRIPS 協定第 39 条(3)に基づく最低限の法的な規制制度

の要件にはじまり、可能な代替策及び勧告まで、データ保護に関する様々な問

題を論じている82。 

 

 適切な保護の形態、並びにデータの開示及び不公正な商業的使用からの保護

などのデータ保護に係るその他の問題に関して、意見は大きく分かれた。報告

                                                 
78 Syngenta India Ltd 対 Union of India, 161 (2009) DLT 413, pg. 4.  
(http://delhicourts.nic.in/Jul09/SYNGENTA%20INDIA%20VS.%20UOI.pdfから入手可能) 
79 Syngenta India Ltd 対 Union of India, 161 (2009) DLT 413, pg. 27.  
(http://delhicourts.nic.in/Jul09/SYNGENTA%20INDIA%20VS.%20UOI.pdfから入手可能) 
80（TRIPS 協定第 39 条(3)に定めるデータ保護の規定との関連において、インド政府が取る

べき措置に関する報告書）Report on Steps to be taken by Government of India in 

the context of Data Protection Provisions of Article 39.3 of TRIPS Agreement; 

31st May, 2007. Available at: http://chemicals.nic.in/DPBooklet.pdf.  
81 Ibid, pg. 1.  
82 Ibid, pg. vi. 

http://delhicourts.nic.in/Jul09/SYNGENTA%20INDIA%20VS.%20UOI.pdf
http://delhicourts.nic.in/Jul09/SYNGENTA%20INDIA%20VS.%20UOI.pdf
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書では、関連する法的枠組みや既存の成文法についても論じられた。1940 年法

医薬品・化粧品法及び 1968 年殺虫剤法は、農薬と医薬品とで登録されるため

に必要なデータに違いがあることを重視しつつ、新薬及び農薬の販売承認の付

与及び保護のために試験データの提出を要求する義務に基づき、検討された。 

 

 報告書は、検討された 3 つの製品、すなわち、農薬、伝統的な薬剤及び医薬

品の保護に関して、提出が求められる試験データに違いがあることを理由に、

3 方面からのアプローチを勧告した。報告書は、農薬及び伝統的な薬剤に関し

てはそれぞれ 3~5 年の一定期間、試験データを保護すること(データ保護)を提

案した。医薬品に関しては、移行期間を設け、当該移行期間後にはより高い基

準でデータ保護を行うことが勧告された。かかる移行期間後には、5 年間とい

う一定期間、データが保護されることとすることもできる。「移行期間」にお

いては、「財産的価値のある試験データを不正開示及び不正使用から営業秘密

の形態で保護すること(ただし、医薬品規制機関は、二番目以降の後続の申請

人を承認する際に、引き続き最初の申請人が提出したデータに依拠し続けるこ

とができる)」が勧告されている。この方法は、データ保護は試験データの不

正開示又は不正使用に対してのみ必要であり、これにより不公正な商業的使用

に十分対処しうるという解釈に基づいている。この形態の保護を補完する手段

として、報告書は、インド薬物局長室の職員に、新薬の承認を求めて医薬品規

制機関に提出された開示されていない情報の秘密を保持する法的義務を負わせ

ることを勧告している。開示されていない情報を扱う既存の法的枠組みは国家

機密法( Official Secrets Act)という形態をとっている。 

 

 

現行の法令の分析 
 

 2011 年、インド政府はインドにおいてデータ独占権を認めないとする正式な

立場を決定した。国内外の知的財産権に係る課題に関する議会の諮問委員会の

会議で議長を務めた商工大臣 Shri Anand Sharma は、インドにおいてデータ独

占権を認めないとする立場をとる上で次のような見解を述べた。「データ保護

は尊重されるべきものである一方、データ独占権は TRIPS 協定第 39 条(3)の規

定を超える措置である。データ独占権を認めた場合、低価格なジェネリック医

薬品の市場参入を遅延させ多大な影響を及ぼすことが予想されるため、インド

国内のジェネリック医薬品産業の利益に最も資するものとしてインドでは医薬

品及び農薬に対してデータ独占権は認めないものとする。」83 

  

                                                 
83 Anand Sharma Chairs Consultative Committee of Parliament on Challenges in IPR-

International and Domestic, Press Information Bureau, Government of India.  

http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=71341から入手可能  

http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=71341
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 Dr. Carlos Maria Correa84によれば、データ独占権は TRIPS 協定により義務

付けられたものではなく、TRIPS プラスの知的所有権である。創薬メーカーの

提出した試験及びその他のデータに基づき承認された医薬品と生物学的同等性

を有するジェネリック医薬品を規制当局が承認することは、TRIPS 協定に反す

る行為ではないとした85。 

 

 したがって、データ独占権に関する規定を行使していないインドが TRIPS 協

定を遵守しているのかという問題に対する回答は、どちらの観点を支持するか

によって左右される。すなわち、米国や EU などの先進国はインドが TRIPS 協

定に基づくデータ独占権の要件を遵守していないと主張する一方で、TRIPS 協

定の該当する規定自体がデータ独占権を付与することを義務付けていないと主

張することもできるのである。 

 

 

データ独占権が医薬品市場に及ぼす影響 

 

 データ独占権の支持者と反対者は、データ独占権が医薬品市場に及ぼす影響

を絶えず議論してきた。したがって、データ独占権が実際に市場に参入する多

数の医薬品関係者に影響を及ぼすのか否かを判断する必要がある。 

米国 
 1984 年、米国は、世界で初めてデータ独占権に関する法律を制定した。一般

に「ハッチ・ワックスマン法」として知られている医薬品の価格競争及び特許

期間回復法(Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act)によ

り、新薬の承認申請は、5 年間にわたってデータ独占権を享受することができ

る。既存の医薬品の新規効能の承認を求める申請に対しては 3 年間、農薬につ

いては 10年間、データ独占権が付与される。 

 

                                                 
84  Dr. Carlos Maria Correa は、ジュネーブの知的財産及び貿易南中央センター

（Intellectual Property and Trade of the South Centre）の特別顧問である。また、

知的財産及び経済の学際的研究センターの所長（ Director of the Center for 

Interdisciplinary Studies on Industrial Property and Economics）及びブエノスア

イレス大学法学部の知的財産に関する大学院課程の学長（Director of the Post-

graduate Courses on Intellectual Property at the Law Faculty, University of 

Buenos Aires）でもある。 また、世界保健総会が設立したイギリスの知的財産権・技術

革新・公衆衛生委員会並びに FAO の食品農産物倫理有識者パネル（FAO Panel of 

Eminent Experts on Ethics in Food and Agriculture）のメンバーでもあった。さらに、

特に UNCTAD、UNIDO、UNDP、WHO、FAO、IDB、INTAL、世界銀行、SELA、ECLA、UNDP の顧

問を務めた経験もある。また、知的財産権、技術革新政策及び公衆衛生に関して複数の

政府に対して助言を行った経験も持つ。 
85  Carlos María Correa, Protection Of Data Submitted For The Registration Of 
Pharmaceuticals: Implementing The Standards Of The Trips Agreement, 2002. 下記

サイトから入手可能。http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/h3009ae/h3009ae.pdf. 

http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/h3009ae/h3009ae.pdf


54 

 1984 年以降、1 万品以上のジェネリック医薬品が市場に参入しており、ジェ

ネリック品は現在では処方箋の 50%に近い割合を占めている86。そのため、米国

では、データ独占権の規定の導入は、市場に導入される医薬品の数を増加させ

消費者に恩恵をもたらし、反対者の主張を否定した。 

 

インド 
 インドにはデータ独占権に関する規定がないことから、データ独占権がイン

ドの医薬品市場に及ぼす影響を調査するためのデータがない。 

 

一般市場の分析 
 市場に対する影響を調査した研究はいくつか行われている。これらの研究報

告書の研究結果を理解するには、市場シェアと市場資本を理解することが不可

欠である。 

 

 Henry Grabowski ら は 、 “Data Exclusivity Periods for Biologics: 
Updating Prior Analyses and Responding to Critiques”87と題された報告書

で、以前に行われた研究及びその結果を検討し、データ独占権がどのように市

場に影響を及ぼすかを包括的に説明した。調査によると、データ独占権の期間

は、企業のコスト回収と利益創出の能力に影響を与えるとした。他の全ての条

件を一定と仮定した時、データ独占権の期間が長いほど、高い資本コスト率か

つ短い回収期間を実現するとした。上記著者は、より長期にわたるデータ独占

権は、他の製造業者が臨床データにアクセスし利用するのを遅らせるため、公

衆の利益に有害であるとした。この調査研究は種々の国の国情によって実際に

は異なるはずの要素を一定と仮定している。特定の国について検討する際には、

その全ての要素を考慮に入れてデータ独占権期間が政策決定されるべきであり、

一概に言えるものではないと考える。 

 
 
インド医薬品局長が承認した医薬品88 
 

 インド医薬品局長が承認した医薬品に関して収集されたデータによれば、イ

ンド医薬品局長は 2012 年 1 月から 12 月までの期間に合計 25 の医薬品を承認

                                                 
86 下記、米国の医薬品食品局のウェブサイトから入手可能。 

http://www.fda.gov/newsevents/testimony/ucm115033.htm  
87  Henry Grabowski et al., “Data Exclusivity Periods for Biologics: Updating 
Prior Analyses and Responding to Critiques”.下記サイトから入手可能。 

http://public.econ.duke.edu/Papers//PDF/Data_Exclusivity_Periods_for_Biologics.pd

f  
88 インド医薬品監督総監が承認した医薬品に関するデータについては、国家医薬品基準管

理機構（CDSCO ：Central Drugs Standard Control Organization）に照会すること。イ

ン ド で 販 売 承 認 が さ れ た 医 薬 品 一 覧 。 下 記 サ イ ト か ら 入 手 可 能 。 

http://cdsco.nic.in/listofdrugapprovedmain.html.  

http://www.fda.gov/newsevents/testimony/ucm115033.htm
http://public.econ.duke.edu/Papers/PDF/Data_Exclusivity_Periods_for_Biologics.pdf
http://public.econ.duke.edu/Papers/PDF/Data_Exclusivity_Periods_for_Biologics.pdf
http://cdsco.nic.in/listofdrugapprovedmain.html
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している。2011 年には合計 98 の医薬品がインド医薬品局長により承認されて

いる。これは 2012 年の承認数より多い数だが、2011 年でさえその前年 2010 年

の承認数 224 から大幅に減少している。2009 年は 2010 年と同等の 217 の医薬

品が承認されている。  

 

 Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research89が発表したデー

タによれば、この数年で承認された医薬品の数は減少しているものの、医薬品

の承認率は上昇している。したがって、インド医薬品局長に提出された医薬品

の承認申請数が減少したということである。申請数の減少は、様々な理由を原

因とする可能性がある。かかる減少の理由は、規制上の理由を始め、業界が厳

しい状況にあり、承認を求める準備のできた医薬品の数が少ないためインド医

薬品局長に提出される申請数が少ないなど、様々な理由が考えられる。  

 

年度 承認数(承認率(%)) 

1999 23 (1.52)  

2000 28 (1.85)  

2001 41 (2.72)  

2002 56 (3.71)  

2003 39 (2.58)  

2004 76 (5.04)  

2005 122 (8.1)  

2006 161 (10.69)  

2007 188 (12.48)  

2008 264 (17.52)  

2009 208 (13.81)  

2010 221 (14.67)  

2011 79 (5.24)  

合計 1506  

 

(表：インド医薬品局長に承認された医薬品の割合 (1999-2011)) 

 

 

 
 
 
 

                                                 
89  “Contemplation on Approved Drugs in India from 1999 through 2011”, Asian 

Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, Vol 5, Issue 3, 2012. 

http://www.ajpcr.com/Vol5Issue3/1177.pdfから入手可能。 

http://www.ajpcr.com/Vol5Issue3/1177.pdf
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臨床試験の費用及びデータ独占権に対する影響  
 

 インドにおける臨床試験は、1945 年医薬品・化粧品規則90の別表 Y による規

制を受けている。同規則の改正により、インドにおける規制を国際社会で認め

られている定義及び手続と同等にするため、別表 Y は大幅に改正された。別表

Y は、販売又は臨床試験用の新薬の輸入及び／製造のための要件及び指針を定

めている 91。臨床試験は、インド医薬品局長及び独立倫理委員会 (IEC: 

Independent Ethics Committee)92の許可書を取得して初めて行うことができる。

臨床試験に関する申請は様式 44 を使用し、科学及び薬学情報並びに動物薬理

学、毒物学及び臨床薬理学に係るデータに関する文書を添付するものとされて

いる。 

 

 別表 Y に基づき臨床試験を行うための許可を求める申請をする際には、それ

ぞれ次の手数料が支払われるものとされている。(i)人間での臨床試験と呼ば

れる第 1 相試験については 5 万ルピー(約 918.61 米ドル)、(ii)探索的臨床試

験が行われる第 2 相試験又は検証的臨床試験が行われる第 3 相試験については、

2万 5千ルピー(約 459.31 米ドル)93である。 

 

                                                 
90 規則は 2005 年に改正され、現行の 2005 年医薬品・化粧品（第二改正）規則は 2005 年 1

月 20日に公布された。  
91 これらには、申請手続き及び臨床試験を行う許可を得るための申請の構成に関する詳細、

並びに出資者、治験責任医師及び独立倫理委員会の責任が含まれる。 
92 IEC は、人間に係る生物医学及び行動の研究を承認、監視及び審査するために正式に指

定された委員会である。 
93 122DA. 新薬／治験薬に関する臨床試験を行うための許可を求める申請 

(1) いかなる機関による臨床試験か臨床実験かを問わず、規則 21 第(b)号に定める認可機
関の書面による許可に基づいて又はそれに従って行う場合を除き、いかなる新薬の臨床
試験も行ってはならない。 

(2)次に掲げる臨床試験を行うための許可を求める申請は、各号に定める方法により行うも
のとする 。 

(a) 新薬の人間での臨床試験（第 1 相）に係る申請は、５万ルピーの手数料及び別表 Y に
定められている情報及びデータを添えて、様式４４により認可機関にするものとする。 

(b) 新薬の早期探索的臨床試験（第 2 相）に係る申請は、２万５千ルピーの手数料を添え
て、第 1相試験から得られたデータに基づいてするものとする。 

(c)新薬の検証的臨床試験（第 3相）に係る申請は、２万５千ルピーの手数料を添えて、第
2 相試験から得られたデータに基づき、必要な場合には、第 1 相試験から得られたデータ
に基づいて、するものとする。  

ただし、申請人が臨床試験の各相を成功裏に完了した事実に基づき、新薬の輸入／製造を
申請した場合、追加的な手数料の支払いは求められないものとする。 

ただし、学術的又は研究目的の試験を行うための臨床研究に係る中央政府又は州政府の機
関による申請に対しても、手数料の支払いは求められないものとする。 
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 Oxford Journal94が発表した報告書によれば、米国では臨床試験を行うのに

多額の費用がかかることから、大手製薬企業が米国国外で臨床試験を行うパー

トナーを探す事態を引き起こしているという。2010 年 11 月時点で、

GlaxoSmithKline や Bristol-Myers Squibb、OSI Pharmaceuticals などの企業

により抗がん剤の試験に関して、中国で 57 の第 3 相試験が行われていた。さ

らに、同一の手順で臨床試験を行う際に推定される費用が米国の場合、患者一

人に対して 10 万米ドルであるのに対して、中国では 1 万米ドルとされている。 

 

 同様に、米国の食品医薬品局が発表したデータ95によれば、米国などで臨床

試験にかかる費用が高いことから、大手製薬企業は国外の企業に臨床試験を外

部委託することを余儀なくされているという。また、同じ調査により、インド

がかかる試験を行うために最も有利な委託先だとされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 インドの臨床試験市場は、近年著しい成長を見ている。インドの臨床試験産

業は、2008 年の 2.3 億米ドルから 2010 年に 4 億米ドルに到達し、2014 年まで

に 10.9 億米ドルに到達するものと見込まれている96。世界的な大手製薬企業の

                                                 
94  次 の サ イ ト か ら 入 手 可 能 。

http://jnci.oxfordjournals.org/content/early/2012/07/08/jnci.djs323.extract  
95 下記サイトから入手可能。 

http://www.fda.gov/downloads/Training/ClinicalInvestigatorTrainingCourse/UCM28337

6.pdf  
96  次のサイトから報告書は入手可能。  http://www.marketresearch.com/Cygnus-

Business-Consulting-and-Research-v3438/Clinical-Trials-India-6771700/  

2008 年に開始された第 3 相試験の数 
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*CAGR=複合年間成長率 

出典: www.Clinicaltrials.gov. 

インドで行われている第 3 相試験数は、世界平均の 3 倍の速度で増加している。 

http://jnci.oxfordjournals.org/content/early/2012/07/08/jnci.djs323.extract
http://www.fda.gov/downloads/Training/ClinicalInvestigatorTrainingCourse/UCM283376.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Training/ClinicalInvestigatorTrainingCourse/UCM283376.pdf
http://www.marketresearch.com/Cygnus-Business-Consulting-and-Research-v3438/Clinical-Trials-India-6771700/
http://www.marketresearch.com/Cygnus-Business-Consulting-and-Research-v3438/Clinical-Trials-India-6771700/
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上位 10 社の 1 社である GlaxoSmithKline はインドで最も多くの臨床試験を行

っている企業である97。 

 

 インド商工会議所連盟(FICCI:Federation of Indian Chambers of Commerce 

and Industry)が行った調査98によると、インドで行われる臨床試験の数が著し

い増加を見せていることを受けて、規制当局は国際基準に合致した指針及び規

制上の認可手続を立案する必要性を認識しているという。調査は、インドの臨

床研究部門における成長の最も大きな理由として、科学的な実行可能性、医療

インフラ及び有利な規制環境などの誘引材料のうち、コスト競争力を挙げてい

る(インドは先進国や新興国と比べて圧倒的に有利なコストを提供している。

すなわち、先進国よりも 40~60%低いコスト、新興国よりも 10~20%低いコスト

を提供しているのである)。 

 
規制 
 ここ数年、臨床研究産業には様々な財政的インセンティブ等が多数提供され

ている。 

 2003年の臨床試験資材に対する輸入税の廃止 

 2003年の臨床試験資材に対する登録義務の免除 

 外国貿易部の DCGI-NOC 承認の取得義務の廃止に基づく、臨床試験に関

連する人間の血液検体の輸出の許可 

 2007年の新薬試験に対するサービス税の免除99 

 

分析 
 インドが、データ独占権を TRIPS 協定が義務付ける最低限の保護を超えるも

のだとする立場を取ったことに鑑みれば、新薬の発案者である製薬企業は関係

書類に係る費用を削減するために臨床試験をより低価格で行える地域を探す可

能性がある。このアプローチは、データ独占権に関する議論全体をある程度現

実的価値のないものにする。本報告書で依拠した情報源に基づけば、インドは

関係書類に係る費用を削減するための適切な解決策を提供しているように思わ

れる。 

 
 
EU-インド自由貿易協定に関する将来の展望 
 

 インドは 2007 年に EU と自由貿易協定の交渉を開始した。11 ラウンドにわた

って交渉が行われた後、現在では完全なラウンドに代わってより小規模なグル

                                                 
97 市場調査報告書。下記サイトから入手可能。http://www.marketresearch.com/Cygnus-

Business-Consulting-and-Research-v3438/Clinical-Trials-India-6771700/  
98  http://www.ficci.com/sector/77/Project_docs/ficci-sector-Clinical_Research.pdf 

から入手可能。 
99 出典：インド商工会議所連盟。http://www.ficci.com/sector/77/Project_docs/ficci-

sector-Clinical_Research.pdf から入手可能。 

http://www.marketresearch.com/Cygnus-Business-Consulting-and-Research-v3438/Clinical-Trials-India-6771700/
http://www.marketresearch.com/Cygnus-Business-Consulting-and-Research-v3438/Clinical-Trials-India-6771700/
http://www.ficci.com/sector/77/Project_docs/ficci-sector-Clinical_Research.pdf
http://www.ficci.com/sector/77/Project_docs/ficci-sector-Clinical_Research.pdf
http://www.ficci.com/sector/77/Project_docs/ficci-sector-Clinical_Research.pdf
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ープで対話が行われている。双方とも、2013 年の上旬までに交渉をまとめるこ

とを目標としている。現在、規定が議論されている 3 つの特徴的な分野がある。

それは、すなわち、知的財産権、投資及び規制基準である。 

 

 また、欧州議会が公表した報告書によると、EU は各当事者の投資を保護する

ために、インドが EU-インド自由貿易協定の交渉に「投資条項」100を含むこと

を希望しているという。 

 

 
データ独占権及びインドの見解 
 

 ドイツの政治家で欧州議会のメンバーである Ska Keller は、以下のように

述べている101。 

 

医薬品業界における知的財産権及びデータ独占権を EU-インド自由

貿易協定の一部に含むべきものではなく、よって委員会がインドに法

律を改正するよう圧力をかけるべきでもない。インド及び EU の市民

団体及び議会が交渉に関与すべきであり、交渉プロセスの透明性が高

められるべきである。委員会は、企業を重視する代わりに、公衆の利

益を促進することをその主たる原則とするべきである。また、この観

点から、必須医薬品の強制実施許諾を尊重しかつ促進することが重要

になる。 

 

 Ska Keller が示した見解とは別に、インド政府はデータ独占権は TRIPS プラ

スの措置であるとする見解を断固として取っている。現在、インドの発展状況

を考慮して、政府はデータ独占権を認めることは国民又は国内の医薬品産業の

利益に適わないという立場をとっているように考えられる。この立場は他の発

展途上国が選択したアプローチに幾分合致している。さらに、データ独占権を

認めるか否かは、政治的な意味合いを有するものである。というのも、医薬品

の入手可能性及び価格設定は国民の大半に影響を及ぼすからである。インド政

府が採択したと思われるアプローチは、TRIPS 協定第 39 条(3)の文言及びその

交渉の変遷にも裏づけられているように思われる。したがって現在、インドに

おける規制上の措置では、関係書類を開示から保護することのみ認められてい

る。換言すると、インド政府は、少なくとも近い将来においては、生物学的利

用能に関する試験データに関する「追随的な」登録の承認を認めることを意図

しているということである。  

                                                 
100 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2009-

0131&language=EN. Point no. 27.から入手可能。 

 
101 新聞報道。議会。下記サイトから入手可能。 http://www.theparliament.com/latest-

news/article/newsarticle/eu-india-fta-ska-keller/#.UHRhlfmH6Oo 
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第 5 章 

パテント・リンケージ 
 

パテント・リンケージの基本的概念 
 

 パテント・リンケージは、国内でのジェネリック医薬品の許可制度と特許制

度とが連動する制度である。パテント・リンケージの概念では、医薬品規制機

関は、特許が存続している医薬品を販売又は製造する権利をその正当な権利者

以外の者に付与しないことが求められる。このことは、ジェネリック品の製造

業者が当該薬物分子に対する特許の効力が存続している間に、特許医薬品と同

等のジェネリック品を生産することを困難にする。インドでは、1940 年医薬

品・化粧品法に基づき、インド医薬品局長から医薬品の販売承認を取得しなけ

ればならない。しかしながら、当該医薬品局長は、当該医薬品が市場への導入

に適しているか否かの判断しか行わない。なお、仮に「パテント・リンケー

ジ」が認められている場合には、ジェネリック品の製造業者は医薬品の販売承

認を得るために、当該医薬品が有効特許の対象となっていないことを証明する

ことも求められることになる。  

 

 欧州委員会は、パテント・リンケージは、特許権を侵害する行為を構成する

ジェネリック品の販売又は仕入れを行う小売業者に対する警告になり、医薬品

産業が当該ジェネリック品の販売を防止するための基盤となると指摘している
102。 

 

 パテント・リンケージが利用された一例で、米国の医薬品製造業者 Bristol-

Myers Squibb Co.が、インドの医薬品規制機関に自社の抗がん剤「ダサチニブ

(Dasatinib)」のジェネリック品の承認をしないよう求めて、デリー高等裁判

所に一方的差止命令103が認められた事件がある。当該医薬品は骨髄性白血病の

治療に使用されていた。ジェネリック品の製造業者はデリー高等裁判所に当該

医薬品のジェネリック版の製造及び販売の停止を命じられ、さらに同裁判所は

インド医薬品局長が当該医薬品のジェネリック版を承認することを防止した。

判決の結果、ジェネリック品の製造企業は、司法はインドにおいてパテント・

リンケージを執行しようとしていたのかという問題を提起していた。 

  

 デリー高等裁判所は、Bayer Corporation and Ors. 対 Cipla, Union of 
India (UOI) and Ors104事件において再度本論点について扱い、この論争に幕を

                                                 
102 European Commission, European Commission Pharmaceutical Sector Inquiry Final 

Report, Part 1 (2009) p 130, 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/staff_working_pap

er_part1.pdf. (最終訪問日：2012年 11月 27日。pp 338-339). 
103 Delhi High Court Ex-Parte Order dated 19th Dec’08 
104 2009 (41) PTC 634(DEL) 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/staff_working_paper_part1.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/staff_working_paper_part1.pdf
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閉じた。この事件の原告は Bayer 及インド医薬品局長であり、被告は Cipla で

あった。Bayer は独占的な権利を有する自社の医薬品「ソラニブ(Soranib)」

(当該医薬品に対してインド特許局から特許及び特許番号第 215758 号の付与を

受けていた)について、第三者を当該医薬品又はそのジェネリック版の製造、

販売及び流通から排除する目的で訴えを提起した。 

 

 本件の原告 Bayer は、1970 年特許法第 48 条105並びに 1940 年医薬品・化粧品

法第 2 条106及び第 17Ｂの規定に基づき主張を行った。特許法の規定に関連して、

Bayer は先の２つの条文をあわせて解釈すると、医薬品局長に現に効力を有す

るその他の法律から逸脱して特許医薬品の販売承認をしないよう求める「パテ

ント・リンケージ」の概念が十分に基礎付けられると主張した。さらに、「偽

造医薬品」を規定する医薬品・化粧品法第 17Ｂ条により、「ソラニブ」のジェ

ネリック品は偽造品となるため、販売承認を求めることはできないと主張した。

さらに、原告は、申請人に特許の状況を示すことを義務付ける 1954 年医薬

品・化粧品規則の様式 44 に依拠した。様式 44 を解釈し、かつ、特許の付与が

公表されていたことを考慮すれば、医薬品局長が当該医薬品に関して特許が付

与されていた事実を知っていたと合理的にみなすことができ、よっていかなる

許可も付与されるべきではなかった旨主張した。 

 
 デリー高裁(単独審)は、第一に医薬品・化粧品法及び特許法の規定から「パ

テント・リンケージ」の存在を読み取ることができるか、第二に特許を侵害す

る医薬品は医薬品・化粧品法第 17B 条の規定に基づき「偽造医薬品」とみなす

ことができるかを検討した。同裁判所は、特許法と医薬品・化粧品法が本質的

に相違することを強調し、2 つの法律の間に相互作用はなく、よって既存の法
律の規定に「パテント・リンケージ」の存在を読み取ることはできないと判示

して原告の主張を棄却した。さらに、同裁判所は、「偽造医薬品」の問題を検

討し原告の主張を棄却する上で、医薬品を偽造品として分類する際の重要な問

題は欺瞞が存在する必要があることであり、仮に裁判所が Bayer の提示した解

                                                 
105 第 48条 特許権者の権利  

(1) 本法に定める他の規定に従うことを条件として、本法の施行前に付与された特許は、
特許権者に、自身、その代理人又は実施権者がインドにおいて当該発明を創作、使用、
実施、販売又は流通する独占的な権利を付与するものとする。  

(2) 本法に定める他の規定及び第 47条に定める条件に従うことを条件として、本法の施行
後に付与された特許は、特許権者に次に掲げる権利を付与するものとする。  

(a) 特許が物品又は物質に対して付与された場合、特許権者自身、その代理人又は実施権
者がインドにおいて当該物品又は物質の創作、使用、実施、販売又は流通をする独占的
な権利  

(b) 特許が物品又は物質を製造する方法又はプロセスに対して付与された場合、特許権者
自身、その代理人又は実施権者がインドにおいて当該方法又はプロセスを使用又は実施
する独占的な権利 

106 第 2 条 除外されていない他の法律の適用本法の規定は、(1930 年第 2 号)1930 年危険
薬物法及び現に効力を有するその他の法律に追加的なものであり、かつ、逸脱しないも
のとする。  
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釈に同意した場合、すべてのジェネリック薬が偽造医薬品という名目に該当す

ることになってしまう、と説明した。 

 
 上記の判決に対して、Bayer はデリー高等裁判所の合議審に控訴した。しか

し、同裁判所は当該判決を覆さず、単独審の判決を全面的に是認した。Bayer

はさらにインド最高裁判所に上訴したが、2010 年 12 月に Aftab Alam 裁判官及

び RM Lodha裁判官から構成された法廷は当該上訴を棄却した。 

 

 したがって、最高裁判所をも判断を下したパテント・リンケージの問題は現

在のところ一応の決着を見ている。すなわち、インド医薬品局長は医薬品の承

認を求める申請が既存の特許を侵害するかを検討することはできないのである。

したがって、インド医薬品局長は、医薬品・化粧品法及び医薬品・化粧品規則

の規定を超えて、販売承認を求める医薬品について既に特許が付与されている

という事実のみをもってジェネリック品の製造業者に対して販売を承認しない

ことで特許の保護を確保することはできないのである。 
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第 6 章 

その他の関連規定 
 

 1970 年特許法第 3 条(d)号の規定以外で、医薬特許に関連するその他の規定

には、同法第 3 条(e)107及び第 3 条(i)108がある。同法第 3 条(e)は、インドにお

いて特許の対象でない発明とされるものとして、物質の成分の諸性質について

の集合という結果となるに過ぎない「単なる混合」を規定している。同法第 3

条(i)は、人の内科的、外科的、治療的、予防的、若しくはその他の処置方法、

又は動物の類似の処置方法であって、それら動物を疾病から自由にし又はそれ

らの経済的価値を増進させるものは、特許の対象でないと規定する。 

 上記第 3 条(e)及び第 3 条(i)のいずれも、特許局が特許出願を審査する際に

通常適用している規定である。第 3 条(e)の規定は、特許法に定める進歩性の

要件を拡大したもので、既存の物質を化合することで当業者が容易に想到しう

る製品には特許の付与は認められないとする。 

 

2002年生物多様性法(BDA: Biological Diversity Act) 
 BDA 第 2 条(f)109の規定は、商業的利用とは、医薬品などの商業的利用を目的

とした生物資源の最終利用を含むものであると定義する。この規定を同法第 3

条110とあわせて解釈すると、インドの国民でない者、非居住者又はインドにお

いて設立若しくは登録されていない法人は、インドに生息する生物資源又はそ

                                                 
107 第 3条発明でないもの 次に掲げるものは、本法の趣旨に該当する発明とはしない。 

(e) 物質の成分の諸性質についての集合という結果となるに過ぎない混合によって得られ

る物質、又は当該物質を製造する方法。 
108第 3 条発明でないもの 次に掲げるものは、本法の趣旨に該当する発明とはしない。 

(i) 人の内科的、外科的、治療的、予防的、診断的、療法的若しくはその他の処置方法、

又は動物の類似の処置方法であって、それら動物を疾病から自由にし又はそれらの経済

的価値若しくはそれらの製品の経済的価値を増進させるもの 
109 第 2 条 (f) 「商業的利用」とは、商業的利用を目的とした生物資源の最終利用をいい、

医薬品、工業酵素、食品香料、芳香剤、化粧品、乳化剤、含油樹脂、着色料、抽出物並

びに遺伝的介入を通じて農作物及び家畜を改良するために使用する遺伝子等を含むが、

農業、園芸、養禽、酪農、畜産又は養蜂における従来の育種及び伝統的な使用方法は含

まないものとする。 
110 第 3 条 (1) 第 2 項に定める者は、事前に国家生物多様性局の承認を得ずに、研究、商

業的利用又は生物学的調査及び生物学的利用を目的として、インドに生息する生物資源

及びそれに関連する知識を取得してはならない。 

(2) 第 1 項の規定に基づき国家生物多様性局の承認を得ることが求められる者は、次に掲

げるとおりである。 

(a) インド国民でない者 

(b) インド国民で、1961年所得税法第 2条第 30項に定める非居住者である者 

(c) 法人、組合又は団体で、次のいずれかに該当するもの 

(i) インドで設立又は登録されていないもの 

(ii) 現に効力を有する法律に基づきインドで設立又は登録されている者で、その資本又は

経営にインド人以外の者が関与しているもの 
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れに関連する知識を取得する前に国家生物多様性局 (NBA: National 

Biodiversity Authority)の承認を得ることが求められている。 

 

 さらに、同法第 6 条111の規定は、インドで取得した生物資源に基づく発明に

ついて、いずれかの国・地域で特許を取得する際には、NBA から承認を得るこ

とを義務付けている。 

                                                 
111国家生物多様性局の承認を得て行うべき知的財産権に係る申請 

6.(1) 何人もインドで取得した生物資源に関する研究又は情報に基づく発明について、そ

の名称を問わず、インド国内外において、事前に生物多様性局の承認を得ることなく、

申請をしないものとする。 

ただし、特許出願をする場合は、関係特許当局による特許受理後から特許調印までの間に

国家生物多様性局の許可を得ることができる。 

ただし、国家生物多様性局は、同局に対して提出された許可申請の処分を、その受領の日

から 90日以内にするものとする。 

(2) 国家生物多様性局は、本条に基づき承認を与える一方で、利益配分料若しくはロイヤ

ルティ又はその両方を課すか、或いはかかる権利の商業的利用から生じる金銭的利益の

配分を含む条件を付すことができる。 

(3)本条の規定は、議会が制定した植物品種の保護に関するいずれかの法律に基づき何らか

の権利の申請をする者に対しては適用されない。 

(4) 第 3 項に定める法律に基づき何らかの権利が付与されている場合、当該権利を付与し

た関係当局は、当該権利を付与した関係書類の写しに裏書きをして国家生物多様性局に

提出するものとする。 
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第 7 章 

医薬品の価格設定政策 
 

 医薬品産業は現在、大規模、中規模、小規模医薬品企業の 3 層構造に分かれ

ている112 。大規模な多国籍企業は、医薬品開発企業及びジェネリック医薬企業

として、大規模なインドのジェネリック医薬企業と共に業務を行っている。中

規模及び小規模企業もまた、ブランドジェネリックの製造及び委託製造関連活

動に従事している。小規模企業の多くは、ジェネリック医薬品の製造に従事し

ている。医薬品業界の公的企業もあるが、その存在は十分ではない113。 

 
 
法的枠組 
 

 長年にわたって、価格規制は次第に取り崩されている。価格規制下にあった

バルク製剤の数は次第に、極めて最小限の水準まで引き下げられてきている。 

1979 年、347 のバルク製剤が価格規制下にあったが、1987 年には 166 に引き下

げられ、更に 142 にまで減少している。価格統制下にある医薬品のリストを劇

的に削減して、1995 年の医薬品価格規制令(DPCO: Drug Price Control Order) 

は、規制対象をわずか 76 医薬品に限定することにした。現在、必須医薬品の

価格は DPCO で定められており、国家医薬品価格庁 (NPPA: National 

Pharmaceutical Pricing Authority)を介して政府により規制されている。更

                                                 
112  Yes Bank and ASSOCHAM 報告書によると、病院及び連携する業界を含む国内のヘルス

ケア産業は、毎年 23％成長して、350億 US ドルという現在の推定規模から、2012年まで

に 770 億 US ドルに達することが予測された。この業界は、中国、ブラジル、メキシコ等

の他の新興経済勢力の業界別成長率に比肩する 9.3%の成長を 2000〜2009 年の間に記録し

た。報告書によると、この業界の成長は、ヘルスケア設備、私的・公的部門、医療診断、

パスラボ(pathlab)、医療保険分野によっても後押しされている。私的・公的病院を含む

ヘルスケア設備、ヘルスケア分野を中心とする周辺の核となる分野は、継続して全分野

の 70％以上を占め、2012 年までに 547 億 US ドルに達するであろう。FICCI-Ernst and 

Young レポート を補足すると、インドは 2025 年までにヘルスケア分野で 144 億 US ドル

の投資を必要とし、一千人の人口当たり少なくとも 2 つのベッド密度まで増加させる。

McKinsey による最新の報告書によると、地方の強い需要に駆り立てられ、インドのヘル

スケア市場は成長を続け、以前に予測された 10〜12％の率に近づいていると推定される。

毎年 7％以上の増加が予測される平均家庭消費により、毎年のヘルスケア費用は、10％で

成長することが予測され、保険契約数は、1億〜2億 2千万に跳ね上がるであろう。  

(出典:「ヘルスケア分野のインドの機会オフィシャルレポート」というタイトルのインド

政 府 の 報 告 書 : http://www.india-

opportunities.es/healthcare.php?lang=ing&sub=marketsizeで入手可能)  
112 インドの競争委員会による報告書:  

http://www.cci.gov.in/images/media/completed/PharmInd230611.pdf で入手可能。 
113 Report by the Competition Commission of India. Available at:  

http://www.cci.gov.in/images/media/completed/PharmInd230611.pdf  

http://www.india-opportunities.es/healthcare.php?lang=ing&sub=marketsize
http://www.india-opportunities.es/healthcare.php?lang=ing&sub=marketsize
http://www.cci.gov.in/images/media/completed/PharmInd230611.pdf
http://www.cci.gov.in/images/media/completed/PharmInd230611.pdf
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に政府は、特定の医療機器を DPCO の範囲内に入れることを提案している。イ

ンドの医薬業界の発展及び医薬品を手頃に入手できることに関連した複雑な問

題の調整、研究開発、医薬業界に関連した国際委託は、医薬品局が対処する。

医薬品局は、2008年 7月 2日に化学肥料省の下、設立された。114  

 

 以下の手続は、製剤の価格設定のために国家医薬品価格庁(NPPA)により採択

されている。115 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                 
114 Ernst & Young, インドでビジネスを行っている。以下で入手可能:  

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Doing_business_in_India_2011/$FILE/Doing

_business_in_India_2011.pdf. 
115 出典：National Pharmaceutical Pricing Authority, India ウエブサイト。以下で入

手可能:  

http://www.nppaindia.nic.in/procedure-form.htm  

(d) PL, CC, PC, PM コストの審査 

プロセス損失(PL: process loss)、加工費(CC: conversion cost)、梱包費用(PC: 

packing charges)は、1999 年 7 月 13 日付け公報 S.O.578(E)で通知された規準に

より検討される。 

包装材料コスト(PM: packaging material cost)は、インボイスにより裏付けられ

る実際のクレームにより、NPPA で入手可能な情報を参照して許可される。  

(c) 賦形剤クレームの審査 

申請書で提供された賦形剤クレームは、NPPT で入手可能な情報を参照して

審査され、許可される。  

(b) バルク製剤の価格の審査 

通知されたバルク製剤の価格が存在する場合、通知された価格又は実際の価

格が考慮される。製剤で使用される輸入バルク製剤の場合は、加重平均輸入

価格は、申請人が提出した価格と比して考慮される。予定されていないバル

ク製剤の使用については、価格に関する入手可能な情報が申請される。 

(a) 技術パラメータの審査 

 ラベルクレームによりバルク製剤の量をチェック。規定年数を超えたクレー

ムは、政府が定めたバッチ製造記録又は規準により許可される。 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Doing_business_in_India_2011/$FILE/Doing_business_in_India_2011.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Doing_business_in_India_2011/$FILE/Doing_business_in_India_2011.pdf
http://www.nppaindia.nic.in/procedure-form.htm
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薬価基準モデルの検討  116 
 

 インドの一つの州、タミル・ナードゥは、医薬品の入手可能性及び価格設定

等の問題に対処するためのモデルを採択した。Tamil Nadu Medical Services 

Corporation Ltd は、医薬品の価格設定及び流通を調査するため当該モデルを

実施している。Tamil Nadu Medical Services Corporation Ltd (TNMSC)117 は、

                                                 
116 タミル・ナードゥ、オリッサ、アーンドラ・プラデーシュ、デリー、ラージャスターン

の州政府は、この種の問題を解決するために、集中的な薬品入手システムをスタートさ

せた。 
117 このモデルは、世界銀行、世界保健機関、及び最近設立された国際開発および高度専門

家グループ庁（HLEG: High-Level Expert Group）のような複数の機関により他の全ての

州に推奨され、インドの国民健康保険(UHC: Universal Health Care)の方法を提案した

(g) 税金の取扱い 

製剤で使用されるバルク製剤については、全ての法定税は、実費用および税

引き後の MODVAT で検討される。よって、予定されたバルク製剤の通知さ

れた価格の 8％までの割引が 検討される。消費税の要件は、企業のクレーム

に基づき、NPPA で案出される。割引は、小売業者に対する価格の 16％の利

幅（DPCO, 1995 による）及び、慣行により卸売業者に対する 8％の利幅で、

双方とも査定可能な価格である工場渡し価格について行われる。  

 

一般的な消費税が、上記査定可能な価格に適用される。最高価格の包装につ

いては、通知された価格は消費税を除外している。製造業者は、消費税を案

出することが必要である。  

(f) 小売価格の案出  

製剤の小売価格は、DPCO, 1995 viz. の第 7 項で与えられた公式で案出され

る。  

"R.P. = [M.C. +C.C.+P.M.+P.C.] x [1+MAPE/100] +E.D.",  

ここで、 

R.P., M.C., E.D. はそれぞれ小売価格、材料費、消費税を表す。  

(e) MAPE の申請 

 許可される最大製造後費用 (MAPE: Maximum allowable post manufacturing 

expenses)は、民間製剤について工場渡し価格の 100％について与えられ、輸

入仕入れコストの 50％までの MAPE が、輸入された製剤について認められ

る。  
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州全域にわたって、政府医療機関において全ての必須医薬品及び薬剤の入手可

能性を確保する、という主目的をもって設立された。この機関は、その調達、

保管及び頒布の合理化された手続を採択した。この機関は、1994 年に 1956 年

会社法(Companies Act, 1956)に基づき設立され、1995 年１月から医薬品及び

薬剤を購入、保管及び頒布する機能を開始した。 Tamil Nadu Medical 

Services Corporation Ltd の目的は、公衆の利益のために、高品質な医薬品及

び薬剤を必要とされている場所で常に入手可能にすることである。Tamil Nadu 

Medical Services Corporation Ltd は、268 種類の医薬品及び薬剤、84 品目の

縫合用品、63 の外科用品を入手して、様々な公立病院、主な診療所に供給し、

かかる病院等を通じて Tamil Nadu 全域にわたる医療副センターに供給した118 。

商品の調達及び保管を通して、当該企業は、医薬品の価格を隣接する州の医薬

品の価格より低い水準に抑えようとしている119。 

 

 Tamil Nadu Medical Services Corporation Ltd.は、Forbes India のウエブ

サイトにも掲載されている120。報告書によると、この企業は、この州で医薬品

の入手を合理化し、コストを約 30％削減している。例えば、1992〜1994 年

(Tamil Nadu Medical Services Corporation Ltd.が操業可能となる以前)の抗

生物質シプロフロキサシン錠剤の 10 ストリップの価格は、Rs. 525(ルピー) 

(約 9.61 USD)であった。この価格は 2002〜2003 年に Rs. 88 (ルピー)(約 1.61 

USD) にまで値下がりした。同様に、100 個のノルフロキサシン錠剤の価格は、

同期間で Rs. 290(ルピー)(約 5.31 USD)から 51.30(ルピー)(約 0.94 USD) と

なった121。 

 

 

2012 年国家医薬品価格政策の通知 
 

 2012 年 9 月に閣僚らのグループは、2011 年に最終的に承認された国家必須

医薬品リストに基づき、348 の医薬品と 614 の製剤全ての加重平均に基づく薬

価基準制度を勧告した。この結果、新たな薬価基準制度の下で、348 の必須医

薬品の価格の平均 20％の削減が行われるであろう。化学肥料省医薬品局局次長

                                                                                                                                               
（高度専門家グループ(2011): インドの国民健康保険計画立案委員会、ニューデリー) 

(出典：保健省ウエブサイト:  

http://mohfw.nic.in/NRHM/District/Districts_Tour_Report/Final%20versionREPORT%20T

N&KERALA-21.7.11.pdf)  
118 Tamil Nadu Medical Services Corporation Ltd. ウエブサイト。以下で入手可能:  

http://www.tnmsc.com/tnmsc/new/index.php.  
119 添付資料 Iを参照のこと。 
120 同記事は以下で入手可能: http://forbesindia.com/article/on-assignment/tamil-

nadu-medical-services-corporation-a-success-story/15562/1  
121  出 典 : Forbes 記 事 。 以 下 で 入 手 可 能 : http://forbesindia.com/article/on-

assignment/tamil-nadu-medical-services-corporation-a-success-story/15562/1  

http://mohfw.nic.in/NRHM/District/Districts_Tour_Report/Final%20versionREPORT%20TN&KERALA-21.7.11.pdf
http://mohfw.nic.in/NRHM/District/Districts_Tour_Report/Final%20versionREPORT%20TN&KERALA-21.7.11.pdf
http://www.tnmsc.com/tnmsc/new/index.php
http://forbesindia.com/article/on-assignment/tamil-nadu-medical-services-corporation-a-success-story/15562/1
http://forbesindia.com/article/on-assignment/tamil-nadu-medical-services-corporation-a-success-story/15562/1
http://forbesindia.com/article/on-assignment/tamil-nadu-medical-services-corporation-a-success-story/15562/1
http://forbesindia.com/article/on-assignment/tamil-nadu-medical-services-corporation-a-success-story/15562/1
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である Raja Sekhar Vundru は、これら医薬品の 60％は 20％以上、残りの 40％

は 20％を下回る値下げが可能だろうと述べた122。 

 

 しかし 2012 年 10 月 4 日に、必須医薬品の値下げを求めていた All India 

Drug Action Network (AIDAN)が提起した公益訴訟を審問していた最高裁判所

は、政府に対して最終薬価基準政策の枠組を作成するために一週間の期間を与

え、当該期間内に枠組を作成できなかった場合には、同裁判所が公益のために

暫定的命令を出せることとした。 

 

 当該訴訟は未だ係属中であるが、インド政府は、2012 年 12 月 7 日に 2012 年

国家医薬品価格政策を発表した123。この政策は以下で入手できる:  

http://www.pharmaceuticals.gov.in/NPPPNotification.pdf.  
 

 2012 年国家医薬品価格政策は現在、2011 年 6 月 8 日付けで保健家族福祉省

が公表した 2011 年国家必須医薬品リスト(2011 年 6 月 8 日付け 通達 No.12-

01/必須医薬品/08-DC/DFQC 参照)に宣言された必須医薬品の価格基準政策を発

表する、という中心的課題に限定しようとしている124。2012 年国家医薬品価格

政策の価格の主な規制原則は以下の通りである:125  

(1) 医薬品の必須性  

(2) 製剤価格のみ規制  

(3) 市場ベースの価格設定 

 

2012年 NPPPの医薬品価格の規制及び決定の原則 126 
 当該政策によると、価格規制は、薬価規制命令に基づき「2011 年国家必須医

薬品リスト」により、医薬品の「必須性」を基礎とする。価格規制制度は、消

費者が使用する薬剤である製剤にのみ適用され、バルク製剤、中間体等のいか

なる上流製品にも適用されない。価格規制の範囲は、2011 年国家必須医薬品リ

ストにリストアップされた投与量と強度に基づいて決定されるであろう。国家

必須医薬品リストに列挙された医薬品の最高価格を固定する方法は、当該医薬

品の全市場売上高の 1％以上又はこれと同等の(変動する年間売上高に基づく)

市場占有率を有する全ブランドの単純な平均価格を採択しており、以下の式で

表される:  

                                                 
1222012年 9月 28日ニュースレポート。Business Line. 以下で入手可能:  

http://www.thehindubusinessline.com/industry-and-economy/article3945992.ece  
123

 2012 年価格決定政策に関する条例である 2013 年医薬品価格統制令についても、進行中

の本訴訟の対象の一部となるであろう。（2013 年 6 月、作成者註） 
124  2012 年 国 家 薬 品 価 格 政 策  (Nppp-2012), 第 5 頁  。 以 下 で 入 手 可 能 : 

http://www.pharmaceuticals.gov.in/.  
125 同文献第 6頁。 
126 2012年国家薬品価格政策。以下で入手可能: 

 http://www.pharmaceuticals.gov.in/NPPP2012.pdf  

http://www.pharmaceuticals.gov.in/NPPPNotification.pdf
http://www.thehindubusinessline.com/industry-and-economy/article3945992.ece
http://www.pharmaceuticals.gov.in/
http://www.pharmaceuticals.gov.in/NPPP2012.pdf
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“(当該医薬品の全市場売上高の 1％以上又はこれと同等の市場
占有率を有する全ブランドの価格合計) / (医薬品の当該ブラン
ドを製造する製造者総数)127” 

製造者は最高価格と同等又はこれを下回るような態様で、製剤又はその製品

の価格を決定しなければならないため、製剤は製造者のコストを決定する最高

価格(CP: Ceiling Price)を決定することにより価格設定される。そして最高

価格は、2011 年国家必須医薬品リストに列挙された一つの錠剤／カプセルにつ

いての投与量ベース／標準投与量、および容易に監視可能な市場ベースのデー

タ(MBD: Market Based Data)に基づいて決定される128。  

 

まず、この十分に可逆的な市場データを基礎付けるのは、医薬品市場データ

の収集を専門とする企業である IMS Health により入手可能なデータである129。

必要であればいつでもこのデータは、国家医薬品価格庁(NPAA)による適切な調

査／評価によりチェックされる。IMS データが 卸売業者レベルの価格のための

価格の数字を与え、その結果(最高小売価格となるような)最高価格に到達し、

IMS 価格は小売業者に対する利幅として更に 16％増額され、その結果、消費者

が負担可能な適正な最高価格に到達する。競争が存在しないことを理由に値下

げがない医薬品については、他の投与量と強度を持つ同一分子の全価格削減率

が適用され、その他の場合には、同一の薬効分類にある医薬品の全価格削減率

が適用される。2011 年国家必須医薬品リストに列挙された医薬品の最高価格は、

新国家医薬品価格政策の公表日、すなわち新政策を発効させる「指定期日」前

6 ヶ月間に、IMS データに基づいて算定される単純な平均価格である。データ

が IMS で入手できない医薬品については、指定された期日前の 6 ヶ月間の一般

的な価格に基づき、単純な平均価格を決定する合理的期間内に、国家医薬品価

格庁がデータを委託する。よって IMS データで入手可能であり、国家医薬品価

格庁が収集した医薬品の単純な平均価格データの日付は同一となる。単純な平

均価格が決定されると、国家価格庁は、適切な方法及びシステムにより、継続

的にその実施を監視することとなる130。 

  

2011 年国家必須医薬品リストで列挙された医薬品の価格は、産業政策推進局が

通知した卸売物価指数により、毎年値上げすることが認められることになる。

当該政策は、この基準日として毎年 4 月 1 日とすることを提案している。これ

により企業は、毎年 4 月 1 日に前年の卸売物価指数の上昇の限度において、そ

の価格を値上げすることが自動的に承認される。卸売物価指数が低下した場合

は、最高価格の対応する引き下げは必須となるであろう。国家医薬品価格庁自

体は、毎年 4 月 1 日に適用可能な改定された最高価格を別個に通知し、いずれ

                                                 
127同文献第 11頁。 
128同文献第 12頁。 
129 IMS Health は、ヘルスケア産業の情報、サービス、技術を提供する世界的企業である。 
130 2012年国家薬品価格政策 (Nppp-2012), 第 12～13頁 。以下で入手可能:   

http://www.pharmaceuticals.gov.in/NPPP2012.pdf 

http://www.pharmaceuticals.gov.in/NPPP2012.pdf
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かの企業が改定された最高価格に適合しない価格を設定した場合には、国家価

格庁はこれを是正するように適切な措置をとる。当該医薬品の全市場売上高の

1％以上又はこれと同等の(変動する年間売上高に基づく)市場占有率を有する

医薬品の全ブランドの単純な平均価格、すなわち単純な平均価格の算定のため

の基準価格は、変動する年間売上高の値の変化により、毎年変化する可能性も

ある。しかし、変動する年間売上高に基づいては、最高価格が毎年改定される

ことはない。変動する年間売上高の値に基づく最高価格の改定は、5 年に一度

のみ又は国家必須医薬品リストがアップデート／改定される場合に行われる。

しかし政府は、5 年の間でも特定の医薬品の市場構造に大きな変化があった場

合には、国家必須医薬品リストの医薬品の最高価格を改定する131。  

 

2012 年国家医薬品価格政策は、医薬品価格の統制のために既に説明した方法

に対する例外として、以下を列挙する132: 

i) 価格規制外医薬品: 既存の価格規制制度においては、対象とされていな

い医薬品についても、その価格が監視され、特定の基準に該当する 1 年

で 10％以上医薬品価格が増加した場合は、政府は随時当該医薬品の価格

を決定する。提案された政策においては、全ての必須医薬品は価格統制

下にある。これにより、非必須医薬品が規制対象にならず、その価格は

市場動向により決定されるべきであることが理解される。しかし、医薬

品価格全般に対するチェックを継続するために、かかる医薬品の価格が

定期的に監視されることが提案され、当該価格が年率 10％以上、上昇す

ることが認められた場合は、政府は、これら医薬品の価格を次の 12 ヶ

月でこの制限を下回るよう値下げする権限を与えられる。 

 

ii) 輸入医薬品: 上記 4(iv)にある規制の範囲内にある医薬品について決定

された最高価格は、輸入される当該医薬品にも適用可能である。規制の

範囲内に属する輸入された医薬品に対しては、最高価格が別個に決定さ

れることはない。 

 

iii) 1995 年薬価規制命令と 2011 年国家必須医薬品リストの間の医薬品の重

複: 2011 年国家必須医薬品リストにはないが、1995 年薬価統制命令の

一部を構成する医薬品の価格は、他の国家必須医薬品リストにない医薬

品の場合のように、一年間は凍結され、その後は年率最大 10％の値上げ

が認められる。  

 

iv) 特許医薬品: 特許医薬品の価格を最終決定するために、2007 年 2 月 1 日

付政府命令により組織化された別個の委員会があり、特許医薬品の価格

決定は、同委員会の推薦に基づいて行われることとなる。  

                                                 
131同文献第 13～14頁。. 
132 2012年国家薬品価格政策 , 第 13～17頁 。以下で入手可能:  

http://www.pharmaceuticals.gov.in/NPPP2012.pdf 

http://www.pharmaceuticals.gov.in/NPPP2012.pdf
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しかし、イノベーション及び研究開発を促進するために、以下の医薬品はい

かなるタイプの価格規制からも除外される133:  

i) 1970 年インド特許法により特許され、他では生産されていないものであ

って、国内での研究開発によって開発されたものを生産する製造業者は、

国内での商用生産開始日から 5 年間、当該医薬品に関する価格規制を免

除される権利がある。 

 

ii)  国内での研究開発によって開発され、1970 年インド特許法にしたがっ

て特許(プロセス特許)が付与された新しいプロセスによって国内で医薬

品を生産する製造者は、国内での商用生産開始日から 5 年間、当該医薬

品に関する価格規制を免除される権利がある。  

 

iii) 国内での研究開発によって開発された新投薬システムを伴う製剤は、イ

ンド市場での認可日から 5 年間は、価格規制を免除される権利がある。

イノベーション及び研究開発の認定書は、インド医薬品局長(DCGI: 

Drug Controller General of India)から交付される。 

 

当該政策下での他の特筆すべき検討材料は以下のとおりである134:  

i) 価格規制目的の国家必須医薬品リストの改定は、動的なプロセスであり、

いかなる医薬品も公益のために、保健家族福祉省の推奨により、薬価統

制命令に基づき国家必須医薬品リストに加えることができる。  

 

ii) 生産レベル、国家必須医薬品及び製剤リストの入手可能性並びにこれに

対するアクセス容易性は、価格規制が導入された後に低下すべきではな

く、医薬品局は、適切な仕組みにより、生産レベルを確保する。国家必

須医薬品リストで明確な投与量と強度を有する国家必須医薬品リストの

製造者が、国家必須医薬品リストと他の国家必須医薬品リスト又は非国

家必須医薬品リストを組み合わせることにより、あるいは同一の国家必

須医薬品リスト強度と投与量を変更することにより、新薬を発売する場

合は、当該製造者は、新薬の発売前に政府による価格承認を得ることが

義務付けられる。 

 

iii) 保健家族福祉省は、一般名称による医薬品の処方箋を義務的とすること

を検討する。  

 

                                                 
133  2012年国家薬品価格政策 , 第 15～16頁 。以下で入手可能: 

http://www.pharmaceuticals.gov.in/NPPP2012.pdf 
134 2012年国家薬品価格政策 , 第 16～17頁 。以下で入手可能:   

http://www.pharmaceuticals.gov.in/NPPP2012.pdf 

http://www.pharmaceuticals.gov.in/NPPP2012.pdf
http://www.pharmaceuticals.gov.in/NPPP2012.pdf
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iv) Jan Aushadhi135店舗を介した品質が満足できるジェネリック医薬品の販

売は強化される。 

 

特許医薬品の価格規制 
 インドでは、特許医薬品について特定の規制はない。健康保険の枠組みが確

立していないことが示すように、消費者が医薬品のコストを補償している136。

政府は表面上、新特許法が告示され、多国籍企業がインド市場に特許された医

薬品を導入を開始した後、特許医薬品に対する何らかの価格規制をする必要性

を感じた可能性がある。医薬品局は、特許医薬品の導入により生じ得る価格設

定の問題を評価するための専門委員会を立ち上げたが、いかなる勧告もされな

かった。国家医薬品価格庁は現在、その精査及び価格規制の下で全ての輸入医

薬品の価格設定を行うために、1995 年薬価規制令(Drug Price Control Order, 

1995)の改正を求めて医薬品局にアプローチしている。2009 年にインド製薬連

盟(Indian Pharmaceutical Alliance)により行われた調査により、医薬品につ

いて認められた少なくとも 86 の特許は、既存の分子のわずかな変形に過ぎな

いことが明らかになった。さらに、2005 年と 2010 年の間にインド特許局によ

り約 13,000 件の特許が既に様々な化学品および医薬品について付与されてい

る137 。 

 

医薬品の値下げ:当該省による勧告及び裁判所の見解 
 インド政府は、2012 年 12 月に国家医薬品価格政策を発表した138。しかし現

在、最高裁判所は、価格設定に関する上告を審理中である。新政策が合法であ

るか否かは、依然として不明である。そのため、この政策は審理中である。最

高裁判所は、インド政府に政策の写しを上告人らに提出することを要求する最

終命令を下した。本件の次回の審理は 2013 年 1月 15日に予定されている139。  

                                                 
135 安価なジェネリックの普及を目指すイニシアチブ。 
136 インドでは健康保険はほとんど利用されてない状態である。インドの 11 億人のうち、

健康保険で保障されているのは、15%以下に過ぎない。これはほとんどが公務員を対象と

しており、全体的な健康管理で公的支出を共有することは、GDP の約 1％に過ぎない。支

出の 80％以上は私的支出であり、そのほとんどは直払いであり、前払い計画によるもの

ではない。以下で入手可能:  

http://www.mckinsey.com/locations/india/mckinseyonindia/pdf/insurance_a_summary.p

df  

(出典: 健康管理の新たな傾向, A KPMG - ASSOCHAM による研究。以下で入手可能:  

http://www.kpmg.com/IN/en/IssuesAndInsights/ThoughtLeadership/Emrging_trends_in_h

ealthcare.pdf.)  
137 新聞記事、2012年 9 月 12日付け。以下で入手可能:  
http://pharmabiz.com/ArticleDetails.aspx?aid=71112&sid=3  
138 国家薬品価格政策は以下で入手可能である:  

http://www.pharmaceuticals.gov.in/NPPPNotification.pdf 
139

 実際には、審理は開かれず、次回審理の日程は決まっていない(source: 

http://courtnic.nic.in/supremecourt/temp/4232003312122012p.txt)。また、2012 年価格統制政策

http://www.mckinsey.com/locations/india/mckinseyonindia/pdf/insurance_a_summary.pdf
http://www.mckinsey.com/locations/india/mckinseyonindia/pdf/insurance_a_summary.pdf
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価格設定モデルによる影響 –アナリストによる見解 
 

 報告書によると、医薬品価格政策により最も影響を受けるのは多国籍企業で

あるとアナリストらは感じている。Karvy のアナリストである Nishith 

Sanghvi は、提案された政策が産業の 30％をカバーし、平均価格を約 10％引き

下げると述べた。「割増価格設定帯にある企業が最も影響を受けるであろう。

特に Glaxo-Smithkline Pharma、Sanofi India のような純粋に国内で活動を行

う多国籍企業が最も影響を受け、全ビジネスの利益収縮をもたらすであろ

う。」国内市場にあまり広く現れない国内企業は、ある程度隔絶されているが、

収益に影響を与える国内部門から利益幅に何らかの収縮が見られるであろう、

と Sanghvi は述べている。Reddy's, Sun Pharma, Lupin, Ranbaxy, Cipla のよ

うなインドの製薬企業は、輸出市場における存在によりほとんど影響を受けな

いであろう、と彼は付言した。しかし、Edelweiss Securities の Manoj Garg 

は、これは均衡のとれた政策であり、約 15〜20％の値下げに寄与する、と確信

している。40〜50％の値下げになる場合もある、と彼は付言する。アナリスト

は、本政策が実行されると在庫の回収が必要になるため、政策を実行に移すに

は最低 6ヶ月はかかると確信している140。 

                                                                                                                                               
2013 年価格統制令が次回審理において審理対象となるかも決定していない。(2013 年 6 月、

作成者註) 
140 新聞記事、以下で入手可能: http://profit.ndtv.com/news/corporates/article-new-

drug-pricing-policy-to-impact-multinational-companies-the-most-analysts-311483  

http://profit.ndtv.com/news/corporates/article-new-drug-pricing-policy-to-impact-multinational-companies-the-most-analysts-311483
http://profit.ndtv.com/news/corporates/article-new-drug-pricing-policy-to-impact-multinational-companies-the-most-analysts-311483
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第 8 章 

医薬品特許関連訴訟の最新情報 
 

本章では、以下の事件を扱う:- 

 

1. F. Hoffmann-La Roche Ltd. & Anr. v. Cipla Ltd 
2. Novartis v. Union of India 
3. NATCO Pharma Limited v. Bayer Corporation 

 

 F. Hoffmann-La Roche Ltd. & Anr. v. Cipla Ltd 事件141 
 

 本件に関して少なくとも言えることは、特許の当事者適格に一定の確実性を

植え付けたことである。特許は脆弱なものである、というインド裁判所の前提

にもかかわらず、本件の判決は、特許を根絶することは容易ではないことを確

認した。これにより、全てのステップで説得力ある証拠を示す必要があること

を補強している。  

 

 簡潔にいえば、原告の主張は、OSI Pharmaceuticals Inc. (第 2 原告)は、

Pfizer と共に、「エルロチニブ(Erlotinib)」として広く知られる小さな薬物

分子に関して、インド特許(IPN 第 196774 号)を有しており、Hoffmann (第 1

原告)はライセンシーであり、「タルセバ(Tarceva)」として販売されているエ

ルロチニブを使用、販売することが承認されているということだった。  

 

 被告(Cipla)の名でなされたある刊行物により、原告は侵害訴訟を提起する

こととなった。2008 年 1 月のかかる刊行物の一つでは、Cipla は、タルセバの

ジェネリック版を発売することを宣言したといわれている。原告の懸念は完全

に理由のないものではなかった。というのも、Cipla は、訴訟の初期段階で

「エルロシップ(Erlocip)」としてジェネリック医薬品を発売したことを認め

たからである。原告の主張は、タルセバのジェネリック版を発売することによ

り、Ciplaは特許 IPN 第 196774号を侵害したというものだった。  

 

 その一方で Cipla は、原告の特許に関して反訴を提起した。彼らは、原告の

特許を取消すために、存在するあらゆる利用可能な根拠のほぼ全てを利用した。

最初に Cipla は、欧州特許第 0566226 号の実施例 51 で開示された分子構造と

比較した場合に当該特許は進歩性がない、と主張した。換言すれば、本件特許

は前記実施例 51 の改良を超えるものを開示しておらず、当該特許が属する技

術分野の当業者にとって自明である、と彼らは主張した。  

 

                                                 
141 MIPR2012(3)1; 2012(52)PTC1(Del) 



76 

 この根拠とは別に、Cipla は更に、特許の主題が 1970 年インド特許法第 3 条

(d)号により特許できないと主張している。3 条(d)号は以下のように規定して

いる。  

 

「既知の物質について何らかの新規な形態の単なる発見であって当該物
質の既知の効能の増大にならないもの、又は既知の物質の新規特性若し
くは新規用途の単なる発見、機知の方法、機械、若しくは装置の単なる
用途の単なる発見。ただし、かかる既知の方法が新規な製品を作り出す
ことになるか、又は少なくとも 1 の新規な反応物を使用する場合は、こ
の限りでない。 
 
説明–本号の適用上、既知物質の塩、エステル、エーテル、多形体、代
謝物質、純形態、粒径、異性体、異性体混合物、錯体、配合物及び他の
誘導体は、それらが効能に関する特性上実質的に異ならない限り、同一
物質とみなす。」 

 

 原告の特許は、欧州特許第 0566226 号で言及されたものの新規の形態である、

と被告は主張した。原告の特許の取消のために Cipla が提起したもう一つの根

拠は、原告は、1970 年インド特許法第 8 条(1)により義務付けられている対応

する出願の十分な情報を開示しなかった、という点である。実際、既に言及し

たように、Cipla は、1970 年インド特許法第 64 条により利用できるほとんど

全ての取消事由に依拠したのである。  

 

 侵害の主張に対抗するために、Cipla は、原告の特許が塩酸エルロチニブの

多形体 A&B を規定したものであり、Cipla の製品は、塩酸エルロチニブの多形

体 B に過ぎないと主張した。さらに、塩酸エルロチニブの多形体 B に関して原

告が行った特許出願は既に拒絶されているため、侵害はないと主張した。  

 

 仮処分の審理では、特許の脆弱性の推定は認容され、被告らは自己の製品を

製造し、販売することを制限されなかった。しかし被告らは、特許が維持され、

被告が侵害していると認定された場合に特許権者に賠償するために、自己の売

上の適切な額を確保するよう指示された。その後インド最高裁判所に上告され

た控訴審では、この仮処分についての判断は認容されたが本案の審理を迅速に

進めることが命令された。  

 

 本件は、審理が終結する速度から考えても典型的な事件である。本件を判断

を下すのに 4 年以上かかったが、この国で係属中の他の特許関連裁判と比較す

れば、本件に要した時間それ自体は偉業である。  

 

 しかし、裁判官 Manmohan Singh 氏が裁判長を務めたデリー高等裁判所は、

本案審理にあたり、原告の特許を認容する一方、Cipla による侵害は認定しな

かった。このような判示をするにあたり、デリー高裁は当事者らの主張をすべ
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て各当事者が提示した証拠の基準に当てはめ、一方当事者が立証責任から免除

されるか否かを判断した。  

 

 デリー高裁は、Cipla が原告の特許を取消すために争点に掲げた点について、

いずれの根拠も証明できなかった、と認定した。Cipla が主張した進歩性欠如

に関しては、同裁判所は、以下の過程により結論に達した。 

 異議申立の対象となっている発明が、既知の先行技術文献の実施例から

選ばれたものであるか。 

 異議申立の対象となっている選択された発明が上記既知先行技術文献の

実施例で提示されたバリエーションの幅からかけ離れているか。;そし

て、 

 異議申立の対象となっている発明の選択領域が、発明者の目的に沿った

ものから外れていないか、又は、化合物の単なる任意選択的なものでな

いか。 

 

 デリー高裁は、上記テストは世界的に採用されている基準であり、これに基

づき、特許取消に関する立証責任が果たされたか否かが判断されるとした。同

裁判所は更に、前記テストは本質的に事実に関する問題であり、事案によって

異なると判示した。 

 

 原告の特許が取り消されるべきであることの立証責任は Cipla にあり、肯定

的証拠によりこれを立証することが必要であった。同裁判所は、原告の特許は、

分子の第 3 位のメチルのエチニルによる置換を除いては、欧州特許第 0566226

号の実施例 51 に類似しているということについて、Cipla は証明できていると

する見解を示した。  

 

 これに伴い、同裁判所は、原告の特許の改良が既知の先行技術に由来するこ

とを Ciplaは立証できたと認定した。  

 

 その上で、同裁判所は、Cipla はテストの第 1 段階を立証できたが、残りの

テストを立証できなかったと認定した。同裁判所は、Cipla が欧州特許第

0566226 号の実施例 51 におけるメチルが原告特許においてエチニルに置換られ

ていることが、上記先行文献の実施例で記述された既知のバリエーションの範

囲からかけ離れていないと証明できなかったと認定した。したがって、同裁判

所は、Cipla がそのような置換が任意選択的であると証明できなかったため、

原告特許の選択発明には目的を持って行われた特徴が反映されており、それは、

欧州特許第 0566226 の実施例 51 から得られるひらめきを凌駕していると認定

した。その結果、Cipla は、自明性のテストの立証責任を果たしておらず、原

告の特許は進歩性があると認定された。 

 

 同様に、同裁判所は、Cipla が原告の特許は既知物質の新規の形態に過ぎず、

増大した効能がないことの立証責任を果たすことはできなかったと認定した。
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さらに、Cipla は、この点で肯定的証拠を提出することができなかったが、原

告らは原告の特許には増大した効能があるという積極的証拠を示し、原告らに

有利に均衡を反転させることができた、と認定され、これに伴い原告らの主張

は認容された。  

 

 侵害に関して、Cipla の主張は、彼らの製造した製品は多形体 B の 塩酸エル

ロチニブであり、従って当該製品は、多形体 A ＆B の 塩酸エルロチニブを規

定する本件特許 IPN 第 196774 号を侵害していない、というものであった。同

社は、原告の特許は Cipla の製品をカバーしていると立証する責任は、原告に

あると主張した。 

 

 原告らの実施の態様につき、被告は、これを塩酸エルロチニブの多形体 B で

ある旨主張し、原告がその主張を排除するいかなる証拠も提出できなかったた

め、被告の主張の通り認められた。さらに、INP 第 196774 号において、多形体

Bが特許の技術的範囲に含まれるという原告の主張は退けられた。 

 

 デリー高裁は、市場で販売されている原告及び被告の製品の厳密な特質は何

であるかを、原告が積極的証拠により示しておらず、更に前記製品が本件特許

のクレームに正確に対応するか否かも立証していない、とする見解を述べた。 

 

 よって、同裁判所は、「Cipla の製品が多形体 A＆B であり、原告の特許の

範囲に属する」ことを原告は立証できなかった、と認定した。これに基づいて

Cipla は、原告の特許を侵害していないと認定された。 

 

 本件は、インドの特許訴訟の歴史において非常に重要な位置を占めている。

しかし 2005 年特許法改正後は特許訴訟が頻発し、いずれの訴訟も判例

(precedent)、先例(authority)、基準としては機能しなかった。これらのほと

んどの事案で審理が終結していないため、進歩性の判断、及びより重要なこと

には、1970 年インド特許法 3 条(d)号および第 8 条(1)等の様々な原則に対する

ガイドラインに空白があった。本事案は、少なくともこれらの側面に関するい

くつかのガイドラインを提供するという機能がある。 

 

 本事案は、インド法における自明性のテストを明確に示した。インド法にお

いて、進歩性は当業者にとって自明ではない技術的進歩である。インド法に特

有なもう一つの側面には、進歩性を判断する際に、特許の経済的意義に配慮す

ることができる、という点がある。同裁判所は、技術的進歩を有する場合の進

歩性を判断する広義の原則を示しただけでなく、経済的意義の重要性について

も判示した。 

 

 例えば、パラグラフ 87 では、原告の特許に進歩性があることを裁判所に納

得させる根拠の一つに、薬剤が世界的に商業的成功をしていたことが挙げられ
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ると判示されている。同裁判所は、かかる商業的成功を原告の特許の改良が無

作為によるものではないことの証明とみなした。  

 

 デリー高裁は、進歩性の問題に関する外国法を考慮し、米国及び欧州の発展

した法を尊重した。しかしながら、外国裁判所で確立した原則に依拠する代わ

りに、同裁判所は、他の法律から知識を引用する一方で、インド法に基づき独

自の法律を発展させるための形成可能なステップを踏んだ。 

 

 

 本件で同裁判所が述べた見解は、第 3 条(d)号に関するものである。同裁判

所は、本件の論点は、特許は進歩性を欠いているをいうのが第１点であり、特

許は既存の古い物質の新しい形態である、という第２点である、と認定した。

同裁判所は、この点に関する広義の原則を定め、当該発明の明細書に文法上の

類似性があることを根拠にして、同一の物質又は既知の物質の新規の形態であ

るという推論を招くことは妥当ではないと認定した。この指針は第 3 条(d)号

に基づいて行われる無節操な主張に対して非常に有益である。同裁判所は、2

つの物質に存在する類似性は、一つの物質が他の物質の新規の形態である、と

いう結論を当然のごとく導くべきではない、との見解を述べた。更に、特許は

主張のみによって第 3 条(d)号に基づき取消すことはできず、かかる主張を立

証するために適切な証拠を提出する必要があるとされた。  

 

 同裁判所が行った他の重要な見解は、取消事由が存在する場合にも、裁判所

は、特許法第 8 条に適合しないという理由のみで特許を取り消さないかもしれ

ない、というものである。第 8 条に定める要件は、網羅的でなく曖昧なもので

ある。そのため、何らかの情報が特許との結び付きがあるとみなされ、たとえ

発明が新規であり、進歩性があり、より大きな商業的成功を見ている場合にも、

当該情報が開示されていないことが取消事由となる、という大きなリスクがあ

る。仮に、単なる手続上の瑕疵により法的権利を喪失すると判断されていたと

したら、その見解は不公平であり、イノベーションを減退させる結果を発生さ

せていたであろう。デリー高裁が今回示した見解は、大きな救済手段となる。

すべての「対応する出願」のみならず、「アップデートされた状況」を開示す

るための煩雑な義務に鑑みれば、この判断は、不実表示又は詐欺によらない単

なる手続上の瑕疵により特許を取消すアプローチを放棄する将来の法理論の根

拠となり得る。  

 

 これに伴い、本件は、第 3 条(d)号、第 8 条(1)並びに他の規定の恣意的、客

観的又は表面的な適用を削減することを目的とするため、インドにおいて将来、

特許が付与され、且つそれに係る主張がなされるかに関し、より大きな意義を

有するであろう。デリー高裁は、被告には特定の発明が第 3 条(d)号の範囲に

該当することを立証する立証責任を果たす義務があることを強調した。根拠の

ない主張を阻止するために、発明は主張のみによって第 3 条(d)号に機械的に

該当するものではないことが言明された。その代わりに、発明がどのように既
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知の物質と同種の関係にあるかについて合理的に立証するために、証拠に基づ

いて、より深い審理を行う必要がある。  
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Novartis v. Union of India 事件 
 

 Novartis 事件は、グリベックという薬剤の特許取得に関する事件であり、最

近の記憶の中でインドで最も注目される特許訴訟の一つとなり、最高裁で現在

争われている。142 

 

 本件の最高裁の判断は、この特定の抗癌剤の特許取得に影響を与えるのみな

らず、既知の医薬品の新規の形態に特許を付与する際のインドの立場を決定す

るものである。  

 

グリベックの背景 
 この薬はメシル酸イマチニブとして一般に知られ、Novartis により米国では

Gleevec として販売され、米国以外では Glivec として販売される。これは慢性

骨髄性白血病の治療に使用され、消化管癌の治療にも使用される。白血病の治

療に効果があることを考えると、これは世界中の命を救う薬と考えられる。 

 

 まず、Novartis は米国で 1993 年にメシル酸イマチニブに関して特許を取得

し、その後 1997 年にメシル酸イマチニブの β 結晶形を合成し、これがこの特

許訴訟の争点の骨格となった。 

 
事件の経緯 
 Novartis 事件は、1997 年に Novartis AG がチェンナイ特許支局に対して行

ったメシル酸イマチニブの β 結晶形に関する特許出願に端を発する。

Novartis の特許出願はメールボックス出願として、2005 年まで開封されなか

った143。 TRIPS 協定は、医薬品及び農薬の特許保護を与えていない後発開発途

上国に、一定期間の猶予を与え、2005 年 1 月 1 日からかかる物質特許について

の保護を開始することを認めていた。 

 

 その間、Novartis は、インドでグリベックを販売することにつき独占販売権 

(EMR)を取得した。これにより、同社は、いくつかのジェネリック製造業者が

薬剤のジェネリック・バージョンを製造販売することを阻止する命令を得てい

た。 

 

 2005 年にインドは、医薬品及び農薬を含むすべての技術分野で物質特許を提

供し、TRIPS 協定に基づく義務を遵守するために特許法を改正した。この特許

法の改正では、議会は第 3条(d)号という意義のある重要な規定を導入した。 

 

                                                 
142 レポート作成時点。2013年 4月 1日に最高裁判決が示されている。 
143 Novartis AG v. NATCO Pharma その他、インド特許局、出願番号 1602/MAS/1998 (2005

年 1 月 25 日 ): http://lists.essential.org/pipermail/ip-health/2006-

March/009200.html. (最後のアクセスは 2012年 9月 27日)。 

http://lists.essential.org/pipermail/ip-health/2006-March/009200.html
http://lists.essential.org/pipermail/ip-health/2006-March/009200.html
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第 3条は、発明ではないものを規定し、その条項は以下の通りである: 

既知の物質について何らかの新規な形態の単なる発見であって当該物質
の既知の効能の増大にならないもの、又は既知の物質の新規特性若しく
は新規用途の単なる発見、機知の方法、機械、若しくは装置の単なる用
途の単なる発見。ただし、かかる既知の方法が新規な製品を作り出すこ
とになるか、又は少なくとも 1 の新規な反応物を使用する場合は、この
限りでない。 

 

チェンナイ特許支局に対する手続 
 本特許出願に対し、特許付与前異議申立が NATCO Pharma Ltd., M/s Cipla 

Ltd., M/s Hetro Drugs Ltd., M/s Cancer Patient Aid Association, M/s 

Ranbaxy Laboratories Ltd., India により提出された。2006 年 1 月 25 日付命

令では、チェンナイ特許支局は、特許法第 3 条(d)号を引用し、出願人の特許

出願は、いかなる追加的な効能も立証されておらず、「単なる既知物質の新規

の形態」を特許請求した、という理由で拒絶した。 

 

マドラス高等裁判所(チェンナイ)に対する手続144 
 Novartis AG 及びそのインドの子会社である Novartis India Ltd.は、2005

年特許(改正)法により改正された 1970 年特許法第 3 条(d)号は無効、違法及び

違憲であると主張して、マドラス高等裁判所に令状の請願(writ petition)を

提出した。 

 

 その間に、特許に対する不服事件は、中央政府により知的財産審判委員会

(IPAB) に付託された。よって、マドラス高裁での唯一の争点は、本号の憲法

上の合法性のみとなった。 

 

 インド特許法 3 条(d)号の憲法上の合法性に異議を述べることに関して、

Novartis は以下の主張を行った:  

(i) 第 3 条(d)の規定は、TRIPS 協定の第 27 条に整合しないため145、拘束

力ある国際条約に反する; 

                                                 
144  Novartis AG v. Union of India (2007) 4 MLJ 1153. 以 下 で 入 手 可 能 ： 

http://indiankanoon.org/doc/1111498/. ( 最後のアクセスは、2012年 9月 27日)  
145 27 条: 特許の対象 

(1) (2)及び(3)の規定に従うことを条件として，特許は，新規性，進歩性及び産業上の利

用可能性のあるすべての技術分野の発明(物であるか方法であるかを問わない。)につい

て与えられる。第 65 条(4)，第 70 条(8)及びこの条の(3)の規定に従うことを条件として，

発明地及び技術分野並びに物が輸入されたものであるか国内で生産されたものであるか

について差別することなく，特許が与えられ，及び特許権が享受される。 

 (2) 加盟国は，公の秩序又は善良の風俗を守ること(人，動物若しくは植物の生命若しく

は健康を保護し又は環境に対する重大な損害を回避することを含む。)を目的として，商

業的な実施を自国の領域内において防止する必要がある発明を特許の対象から除外する

http://indiankanoon.org/doc/1111498/
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(ii) 第 3 条(d)号を挿入することにより、インド政府は、TRIPS 協定に基づ

く義務に違反するため、この条項は無効であると宣言されるべきであ

る;  

(iii) 第 3 条(d)号における「効能の増大」、「効能に関する特性上実質的

に異なる」のような文言に関するガイドラインはない。同号は、審査

管理官に特許出願を拒絶する自由裁量の権限を付与し、インド憲法第

14条による平等権に違反している。  

 

 被告はまず、マドラス高裁は、TRIPS 協定に対するインド特許法第 3 条(d)号

の合法性を提起するための適切な法廷ではないという問題を提起し、当該問題

は世界貿易機関(WTO)の紛争解決機関(DSB)によってのみ判断可能であるとした。

また、TRIPS 協定により加盟国は、TRIPS 協定の枠内で法律を自由に採択し、

国民の健康に対する権利等に関する国内政策を採択及び実施でき、それ故、

「追加的な効能」の要件を課すことは TRIPS 協定違反ではないと主張した。  

 

 上記主張を検討する上で、高裁は第 3 条(d)号の合法性を決定する権限を有

していない、と認定した。これに関連して 同裁判所は、 Salomn v 
Commissioner of Customs を根拠として146、国際条約に違反することを理由に

国内法に異議が申し立てられている場合、国内裁判所は当該問題につき判断す

る権限を有していないという理由付けを支持した。同裁判所は更に、国際条約

に基づく紛争解決制度があることも述べた。マドラス高裁は更に、インドの裁

判所による宣言的判決は、申立人の救済にはならないと認定した。 

 

 第 3 条(d)号が不明確であることを理由に、さらに特許性を判断することに

関して審査管理官に完全な裁量を与えていることに関して、同裁判所は改正後

の第 3 条(d)号は、発明が物質の既知の効能の増大を生じさせるか否かを示す

ためのテストを定めていると認めた。 

 

 同裁判所は更に「効能」の意味を明らかにした。同裁判所は、新規な発明が

病気を治療する際にいかに効果的であるかを特許出願は示す必要があると述べ

た。よって「効能(efficacy)」の意味は、体内での「治療効果(therapeutic 

efficacy)」と同一視されると述べた。 

 

                                                                                                                                               
ことができる。ただし，その除外が，単に当該加盟国の国内法令によって当該実施が禁

止されていることを理由として行われたものでないことを条件とする。 

(3) 加盟国は，また，次のものを特許の対象から除外することができる。 

(a) 人又は動物の治療のための診断方法，治療方法及び外科的方法 

(b) 微生物以外の動植物並びに非生物学的方法及び微生物学的方法以外の動植物の生産の

ための本質的に生物学的な方法。ただし，加盟国は，特許若しくは効果的な特別の制度

又はこれらの組合せによって植物の品種の保護を定める。この(b)の規定は，世界貿易機

関協定の効力発生の日から 4年後に検討されるものとする。 
146 (1966) 3 All E.R 871 
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 インド憲法第 14 条に関する全体的議論は、増大した「効能」の決定に関し

て、審査管理官に恣意的な裁量権が与えられていることに基づいていた。  

 

 マドラス高裁は、審査管理官に恣意的な裁量権が付与されていることに関し、

まず、審査管理官が効能を根拠とする出願の特許性を判断する技術的専門知識

及び研修を受けており、次に、審査管理官は、理由を付して命令を発する必要

があると認定した。よって、不当な扱いを受けた者は、審査管理官のいかなる

命令に対しても不服を申し立てることができる。更に、裁量権を保持すること

のみをもって、本条項を無効であると宣言することの根拠とはなり得なず、審

査当局が、本法律を「邪視と不公正な手で」執行するとは考えられないとした。

上記見解に基づき、第 3 条(d)号はインド憲法 14 条に違反していないと認定さ

れた。 

 

知的財産審判委員会 (IPAB)における手続 
 本件特許出願は、その有効性を争うため、IPABに移管された。 

 

 審査管理官の命令に異議を申し立てた Novartis の事件は、Novartis が IPAB

の構成について争った一連の訴訟の後、最終的に、Z.S. Negi 判事(審判長)と

PC Chakraborty (技術メンバー)から成る IPAB の特別に組織された審判廷によ

り、2008年 11月と 12月に審理された。 

 

 2009 年 6 月に下された決定では147、新規性と進歩性に関し、IPAB は審査管理

官の認定を覆し、メシル酸イマチニブの β 結晶形は新規性及び進歩性がある

と認定した。 

 

 しかし、IPAB は、Novartis は、メシル酸イマチニブの β 結晶形が、既知の

物質であるメシル酸イマチニブと比較した、大きく増大した治療効果を示すこ

とを立証するためのデータを提供しておらず、第 3 条(d)号のテストを満たし

ていないと認定した。 

 

 IPAB は更に、第 3 条(d)号を充たす唯一の効能(efficacy)は、治療効果

(therapeutic eficacy)だと認定した。Novartis のメシル酸イマチニブ β 結晶

形は、バイオアベイラビリティの改善、熱力学安定性の向上、流動性の向上、

低吸湿性を有していたが、「治療効果」の増大はもたらしていない、と認定し

た。 

 

 主にこの認定に基づき、IPAB は Novartis の審判請求を棄却し、メシル酸イ

マチニブのβ結晶形に対する特許の付与を拒絶した。 

 

                                                 
147  以下で入手可能： http://www.ipab.tn.nic.in/Orders/100-2009.htm (最終訪問日： 

2012年 9月 27日) 

http://www.ipab.tn.nic.in/Orders/100-2009.htm
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最高裁における手続148 
 以下で示す取扱いの大部分は、「法律家協会」(Lawyers Collective)の報告

から入手したものである。法律家協会は、表向きは人権擁護、法律扶助と訴訟

を推進する基金である。最高裁における手続に関する我々の見解は、公的に入

手可能な報告書から導かれた。上申書は本書作成日の時点で聴取されており、

最高裁はまだ命令を下していない。 

 

 IPAB の命令に対抗して、Novartis は、IPAB による第 3 条(d)号の解釈、及び

同社の特許出願に対するその適用に異議を述べる特別許可申立を提出すること

により、最高裁判所に直接アプローチした。続いて、癌患者支援協会(Cancer 

Patients Aid Association)(NGO)と NATCO Pharma Limited は、新規性と進歩

性を含む他の争点に関する IPAB の認定に異議を述べる反対申立書を提出した。 

 

 2011 年 8 月 9 日付けでインド最高裁は、これらの事案の審問を開始した。し

かし、相次ぐ休廷を経て、最終尋問が 2012 年 9月 11日に開始した。 

 

 最高裁が多くの争点を提起し、訴訟当時者を含む全ての当事者からの見解を

聴取することを望んでいたことが、報道から明らかである。 

 

 概して一連の争点は、第 3 条(d)号と当該法律のそれ以外の部分との 3 つの

接点を示していると思われる。これらは以下の通りである。 

 

(a) 第 3条(d)号を TRIPS協定の規定及び趣旨と整合性を図ること 

(b) 価格決定、医薬品アクセス、強制実施権、実施と輸入と第 3 条(d)号の

関係 

(c) 第 3 条(d)号の関連部分を「発明」の定義、そしていかなる基準で特許

が認められるかについて整合性を図ること 

 

 本書の作成時では、資料提出はその大部分が申立人である Novartis により

行われていると考えられる。よって以下の取扱いは、この限定により制限され

る。Novartis は、「TRIPS 協定の基本的な社会目的は、発明者に特許保護を与

えることにより、全ての加盟国が互いの相互利益のために尽力し、TRIPS 協定

を介して設立された世界的な特許体制の中で、全ての加盟国が長期的に、新た

な病気のための更なる研究開発に共に貢献することである」と主張した。これ

は、医薬品に対するアクセスを推進することに取り組むドーハ宣言と調和させ

て解釈されるべきである。  

 

 さらに、第 3 条(d)号は、特許法に一歩踏み込み、既存の特許製品から若干

調整され、改変された製品に対する特許の付与を阻止することを目的としたも

のであるとした上で、第 3 条(d)号が全ての者に医薬品に対するアクセスを確

                                                 
148 Novartis AG v. Union of India その他 (SC 20539-20549/2009). 
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保することを意図したものであるという考えが根本的な誤解であるという旨主

張された。 

 

 Novartis は更に次のように主張した。第 3 条(d)号は、発明者の権利を減じ

ることなく、公益を促進することを目的としている。特許権者の権利は絶対的

な独占権ではなく、公益上、強制実施権を許可することにより制限され得る。

よって医薬品に対するアクセスの確保は、強制実施権の規定を利用して、現地

での実施または輸入により、インドで医薬品を入手可能とすることにより達成

される。 

 

 メシル酸イマチニブの β 結晶形は「発明」であり、「発見」ではないこと

が更に主張された。よって第 3 条(d)号は、Novartis の特許出願を拒絶するた

めに、IPAB により適用することはできず、第 3 条(d)号は、発明を定義する第

2 条(1)(j)を補足するものとして読み取るべきであり、その範囲を狭めるべき

ではない旨主張された。 

 

 「発見」(以前から存在していたが、知られていなかったものを明らかにす

ること)と「発明」(存在していなかったものの創作)の違いが強調され、第 3

条(d)号は物質が既に存在しており、その後それが発見された場合にのみ適用

され、グリベックのように新規な物質の発明には適用できないことも主張され

た。.  

 

 申立人である Novartis は更に、IPAB は、「効能」の用語は製薬分野では治

療効果を意味するというマドラス高裁の解釈を誤って根拠としたと主張した。

「効能」の用語は、製薬分野では治療効果を、他の分野では効果を奏する改良

力を意味するという IPAB の決定に言及して、法律で一つの用語が 2 つの異な

る意味を持ち得ないことが争われた。 

 

 メシル酸イマチニブは治療効果を有さず、治療効果を有するのはメシル酸イ

マチニブの β 結晶形のみであることが更に主張された。「効能」の用語の解

釈に関する IPAB に対する Novartis の答弁を繰り返し、バイオアベイラビリテ

ィおよび熱力学的安定性が、効能を改良する性質として主張され、メシル酸イ

マチニブのβ結晶形は、両者の改善が示されていると主張された。 

 

 第 3 条(d)号が「既知の物質の既知の効能」を「既知の物質の新規な形態」

の当該効能と比較することが必要とされていることを指摘し、第 3 条(d)号は、

既知の物質についてその効能が既に知られている場合のみに適用されることが

主張された。メシル酸イマチニブの効能が示されていないため、メシル酸イマ

チニブの β 結晶形の、メシル酸イマチニブを超える効果を実証することは不

可能であったとし、かかる状況では、第 3 条(d)号は、Novartis の特許出願を

拒絶するための根拠とはされ得なかった旨主張された。 
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第 3条(d)号の背景にある論理的根拠 
 本規定を第 3 条(d)号に導入することについて政府が与えた論理的根拠は、

下院による 2005 年特許法(改正)案における議論から適切に導くことができる。

ここでは、商工大臣が第 3 条(d)号の条文案を引用して「エバーグリーニング

の問題はない。」と述べている149。  

 

 これは、特定の規定を特許法に導入することヘの政府の意思を明確にしてい

る。更に、「医薬品に関する特許の『常緑化』を避けるために、特許の対象の

例外(特許できないもの)をリストアップする規定は、特許の対象となるものの

範囲に関するあらゆる不明確性を排除するように適切に改正された」という政

府のプレースリリースにより明白な文言で述べられた。150  

 

 かかる規定は、創薬メーカーに影響を与えるのみならず、長期的に見れば、

インドの国内企業に大きな損害を与える可能性があると考えられる。ほとんど

のインド製薬企業は未だ、創薬メーカーとしての立場を確立していない。その

結果、これら企業が新薬からより大きな利益を得るための努力は、新たな投薬

形態、製剤または既知分子の誘導体に費やされがちであり、これらは全て第 3

条(d)号又は第 3条(e)により特許されないこととなる151。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
149 2005年 3月 22日付け下院での議論。以下で入手可能

http://164.100.47.132/newdebate/15/7/22032011/Fullday.pdf. (最終アクセスの日

付：2012年 9月 27日)  
150 2005年 4月 4日付け商工省プレスリリース。以下で入手可能

http://www.commerce.nic.in/PressRelease/pressrelease_detail.asp?id=1610. (最終

アクセスの日付：2012年 9 月 27日) 
151 第 3条。発明でないもの。 – 以下は、本法の趣旨の範囲内の発明ではない- 

(e) 物質の成分の諸性質についての集合という結果となるに過ぎない混合によって得ら

れる物質，又は当該物質を製造する方法 

http://164.100.47.132/newdebate/15/7/22032011/Fullday.pdf
http://www.commerce.nic.in/PressRelease/pressrelease_detail.asp?id=1610


88 

NATCO Pharma Limited vs. Bayer Corporation 事件152 
 

 現在のところ、NATCO と Bayer の間の事案は、知的財産審判委員会(IPAB)で

審理中である153。よって現段階では最終的な分析はできない。しかし、本件に

ついて特許意匠商標総局長官が下した命令は、検討に値する。 

 

 NATCO は、Bayer の特許第 215758 号に関する強制実施権の許諾を求めて、

1970 年インド特許法第 84 条(1)に基づき申請した。NATCO は、Bayer に対する

強制実施権を発動するために、第 84 条(1)によるすべての理由を持ち出した。

NATCOが提起した理由は以下の通りである。 

a) 特許発明に関する公衆の満足いく程度の需要が充足されていない; 

b) 特許発明が合理的で無理のない価格で公衆に利用可能でない; 

c) 特許発明がインド領域内で実施されていない。 

 

 特許第 215758 号は、Bayer によりネクサバール(Nexavar)というブランド名

で販売されているトシル酸ソラフェニブという薬剤に関する。NATCO は、これ

を販売するための適正な承認と共に、当該薬剤を製造する能力があると述べて

いる。NATCO は、Bayer に前記理由が存在するため、Natco に対しこれに関する

強制実施権が与えられるべきと述べた。 

 

 理由 c)を最初に検討すると、Bayer は医薬品をインドに輸入しているため、

Bayer は特許発明がインドで実施されているとして争った。特許意匠商標総局

長官はかかる主張を直ぐに却下した。しかし IPAB の審判では、輸入は特許の

実施となり得るとの一応の見解を示した。  

 

 ほとんどの国がそうであるように、輸入は特許の実施となるべきである。イ

ンド法は、特許の実施として輸入行為を明示的に除外していないが、第 83 条

(b)は、特許権者に特許された物品の輸入に対する独占を享受させるためだけ

に特許が認められるのではない、と規定されている。 

 

 更に、実施の定義は、インドにおける特許発明の商業規模での実施に関する

報告書を提出する際の様式を定めた 2003 年特許規則の様式 27 からも推論する

ことができる。当該様式は、発明の実施は次に掲げる二大行為から公正される

ことを明確に示している。すなわち、(i)インドにおける製造(現地製造)及び

(ii)他国からの輸入、である。当該様式は、特許法第 159 条の規定により中央

政府が告示した 2003 年特許規則の第 2 附則の一部を構成するものである。さ

                                                 
152 強制実施権の申請 2011年の No.1, 特許第 215758 号に関する 1970年特許法 84条(1)に

よる強制実施権。以下で入手可能：

http://www.ipindia.nic.in/ipoNew/compulsory_License_12032012.pdf 
153 M.P.Nos.74 to 76 of 2012 & 108 of 2012 in OA/35/2012/PT/MUM. 以下で入手可能 

http://www.ipab.tn.nic.in/223-2012.htm  

http://www.ipindia.nic.in/ipoNew/compulsory_License_12032012.pdf
http://www.ipab.tn.nic.in/223-2012.htm
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らに、特許法第 160 条の規定に基づき、同法に基づいて制定される各規則は、

当該規則に何らかの修正を加えるため又は当該規則を制定することを却下する

ために、議会の各院に総計 30 日の期間をもって提出されなければならない。

現行の 2003 年特許規則並びに当該規則の一部を構成する附則及び様式が、議

会により可決・採択されていることから、発明の実施がインドにおける製造と

輸入のいずれからも構成されるものであると定義づけようとする議会の意図が

明確に示されているといえる。よって特許意匠商標総局長官は、現地製造のみ

に限定することにより、発明の「実施」の範囲を明確に読み誤った。 

 

 特に医薬発明では、医薬品が販売されており、特許が保有されている場合、

すべての国で製造ユニットを設立するのは現実的ではない。よってかかる場合、

特許権者は輸入の独占を必ずしも享受しないが、製造ユニットの設立を阻止す

る他の様々なファクターの影響を受けるであろう。従って IPAB は、輸入が実

施か否かは特定のケースの事実によって異なる、と認定する場合も起こりうる。

IPAB が予備的段階で採択した立場を前提とすると、「輸入のみが可能であり、

特許された物品の製造を阻止する理由が存在する」、と立証することは、将来、

特許権者の特権となる場合もありうる。 

 

 特許意匠庁長官は、公衆の満足いく程度の需要が充たされず、特許発明は合

理的で無理のない価格で入手できない、と認定した。しかし同長官は、上記合

理性と特許権者が研究開発に行った巨額の投資のバランスをとり損なった。同

長官は、広汎な研究および資源の投資の後に新薬が開発されており、第 83 条

(a)により、特許はかかるイノベーションを促進するために許可されている、

ということを評価し損ねた。  

 

 合理的な価格決定に関しては、特許意匠商標総局長官は合理的な価格を決定

するためのいかなる尺度も利用しなかった。合理的な価格は、医薬品の入手し

易さと特許権者の行った広範な投資のバランスであることが必要である。かか

るバランスがとられないと、更なるイノベーションを減退させ、最終的に苦し

むこととなるのは公衆である。  

 

 特許意匠商標総局長官は、インドの当該医薬品の実際の需要および最大限の

実施から Bayer を妨げた要因を収集しなかった。同長官は Bayer が提出した実

施報告書および NATCO が提供したデータに大部分依存した。興味深いことに、

同長官は Bayer に損害を与えていた第三者である Cipla が前記医薬品を提供し

ていたことを考慮しなかった。同長官は、実施は特許権者の特権であり、

Cipla は Bayer のライセンシーではないため、Cipla が行った販売は考慮でき

ないと主張した。  

 

 特許意匠商標総局長官はこの見解では過ちをおかしたと我々は確信している。

最初に、強制実施権の申請は、公衆の需要に基づいている。よって審査管理官

は、申請に係る当事者間の争いを超え、公衆が受益する一方特許権者を阻害し
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ている他の要因が存在しているか否か、公衆の観点からその是非を決定する必

要がある。これは公共の福祉の問題であり、授権の如何に関わらず、特許製品

を提供しているすべてのプレーヤーを考慮して、広い視野に立った見解が審査

管理官により採択される必要がある。同長官は、合理的な価格決定の要件は、

特許権者に与えられた独占の結果であるとすべきであった。すなわち、特許権

者の独占が甚だしい悪用により奪われる場合は、特許権者はこの責任を負わな

いと認定されるべきであった。 

 

知的財産審判委員会(IPAB) に対する審判請求154 
 Bayer は、IPAB に対する特許意匠商標総局長官の命令に対して審判を請求し、

医薬品は同長官が命じた価格よりかなり安い価格(合理的な価格)で入手できる

から(1 ヶ月に INR5400(ルピー)(約 99USD)で Cipla により販売)、強制実施権は

不必要に下されたと指摘した。 

 

 Bayer は、医薬品が市場で合理的で無理のない価格で、しかも必ずしも特許

権者によらずに入手できる場合は、特許法第 84 条(1)(b)は発動されないと主

張した。そして、公衆の需要が特許権者以外のいずれかの者によって充たされ

る場合は、第 84 条(1)(a)であっても発動されない旨主張した。更に Cipla は

研究開発を行う義務を負わないため、Cipla はいずれの価格でも医薬品を販売

することを選択できたとした。 

 

 IPAB の Prabha Sridevan 判事は、Bayer の暫定的停止の請求について、同社

は一応有利な事件と証明できなかったという理由でこれを棄却した。IPAB は更

に、仮に暫定的停止が認められると、「Bayer はこの医薬品は生命の質を向上

させると認めており、病気の後期に医薬品を必要とする公衆の利益を確実に脅

かすことになる」とも述べた。 

 

 いずれにしろ、上記争点は既に述べたように未だ審理中である。また、本件

は、法律よりもむしろ政策に関する問題であるように思われる。政府は、健康

保険政策や州による医療補助を導入することにより、公衆の満足いく重要が充

たされつつ、一方でイノベーションに対して特許権者が適切に補償されるよう

に、公衆と特許権者の間の負担を平準化することに指導力を発揮すべきである。 
 

                                                 
154 以下で入手可能： http://www.ipab.tn.nic.in/223-2012.htm  

http://www.ipab.tn.nic.in/223-2012.htm
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添付資料 I 

 

 
 

 

 

 

 

Sl. No. 薬名 単位 TNMSC AP KAR 

1 アスピリン錠剤. I.P. - 300 mg 10 X 10 錠剤 11.70 12.00 14.00 

2 プレドニゾロン錠剤. I.P. - 5 mg 10 X 10 錠剤 22.90 28.00 28.00 

3 アセタゾラミド錠剤 I.P. - 250 mg 10 X 10 錠剤 41.13 54.00 58.00 

4 ケタミン注射. I.P. - 50 mg/ml 10 ml バイアル 14.00 23.00 20.00 

5 チオペントンナトリウム注射液 I.P. - 500 mg 20 ml バイアル 15.50 26.00 30.00 

6 葉酸錠剤 I.P. - 5 mg 10 X 10 錠剤 5.86 6.00 6.00 

7 ジエチルカルバマジンクエン酸塩錠剤. I.P. - 100 mg 10 X 10 錠剤 7.35 8.00 11.00 

8 リン酸クロロキン錠剤 I.P. - 250 mg 10 X 10 錠剤 23.77 27.00 30.00 

9 スルファジアジン銀 U.S.P. 50 gms Tube 6.03 21.00 16.00 

10 フェノバルビトン錠剤 I.P. - 30 mg 10 X 10 錠剤 7.66 12.00 10.00 

11 ORS パウダー I.P. パウチ 27.9 gms 1.56 1.58 1.58 

12 リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム Inj. I.P. - 100mg 100 mg/バイアル 9.27 12.00 11.00 

13 フルセミド錠剤 I.P. - 40 mg 10 X 10 錠剤 13.38 14.00 16.00 

14 フルセミド注射液 I.P. - 10 mg/ml 2 ml アンプル 0.76 0.86 0.95 

15 メトクロプロミド注射液 I.P. - 10 mg/2 ml 2 ml アンプル 0.74 0.85 0.96 

16 ランチジン Hcl 注射液 I.P. - 50 mg/2 ml 2 ml アンプル 0.76 0.82 0.90 

17 ランチジン Hcl錠剤  I.P. - 150 mg 10 X 10 錠剤 22.34 23.00 30.00 

18 メトロニアダゾール注射液 I.P. - 500mg/100ml 100 ml FFS ボトル 5.25 6.25 6.75 

19 マレイン酸フェニラミン注射液 I.P. (IM or Slow IV Inj.) 2 ml アンプル 0.77 0.82 0.92 

20 腹膜透析液 I.P. - 1000 ml 1000 ml ボトル 13.45 14.25 18.00 

21 パラセタモール錠剤 I.P. - 500 mg 10 X 10 錠剤 11.24 13.00 14.00 

22 ジアゼパム錠剤 I.P. - 5 mg 10 X 10 錠剤 3.96 4.00 7.00 

23 リン酸デキサメタゾンナトリウム注射液 I.P. - 8mg/2ml 2 ml バイアル 2.10 3.00 3.75 

24 乳酸ペンタゾシン注射液 I.P. - 30 mg/ml 1 mlアンプル 2.82 2.95 3.10 

25 アドレナリン注射液 I.P. - 1 mg/ml 1 ml アンプル 0.84 0.92 0.92 

26 アトロピン硫酸塩注射液 I.P. - 0.6 mg/1 ml 2 ml アンプル 0.59 0.59 0.62 

27 クロフェラミンマレイン酸錠剤 I.P. - 4 mg 10 X 10 錠剤 2.40 3.20 4.20 

28 パラセタモール経口液剤 U.S.P. XXII - 150 mg/ml 15 ml ボトル 4.56 4.90 4.95 

29 イブプロフェン錠剤 I.P. - 400 mg 10 X 10 錠剤 22.60 24.00 23.00 

30 パラセタモール注射液 - 150 mg/ml 2 ml アンプル 0.92 0.95 0.96 

31 ジクロフェナクナトリウム注射液 I.P. - 25mg/ml 3 ml アンプル 0.81 0.85 0.96 

32 グリベンクラミド錠剤 I.P. - 5 mg 10 X 10 錠剤 5.19 8.25 9.00 

33 ネオスチグミン注射液 I.P. - 0.5 mg/ml 0.5 mg/ml アンプル 0.95 8.50 2.50 

34 アスコルビン酸錠剤 I.P. - 100 mg 10 X 10 錠剤 10.62 43.00 38.00 

35 メトホルミン錠剤 I.P. - 500 mg 10 X 10 錠剤 15.90 17.50 16.50 

36 イミプラミン錠剤 I.P. - 25 mg 10 X 10 錠剤 11.70 17.00 16.50 

37 ハロペリドール錠剤 I.P. - 5 mg 10 X 10 錠剤 8.82 20.00 18.00 

38 リグノカイン Hcl注射液 I.P. 30 ml バイアル 2.95 2.75 7.75 

39 マンニトール注射液 I.P. 350 ml ボトル 22.45 25.00 36.00 

40 ブピバカイン注射液 I.P. 20 ml バイアル 16.95 20.00 28.00 

41 シプロフロキサシン点眼液 U.S.P. 5 ml バイアル l 2.03 4.00 4.90 

タミル・ナードゥ州、アーンドラ・プラデーシュ州、カルナタカ州の薬品価格の相違 
(出典: TNMSC 提供。以下で入手可能:  

cbhi-hsprod.nic.in/files/PROD27/TNMSC%20power%20point.ppt) 
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