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リオデジャネイロ州立大学法学部卒業（J.D.）。同大学在学中に早稲
田大学国際教養学部へ留学。ブラジルの弁護士資格を取得後、知財を
専門分野としてブラジルの法律事務所での実務経験を積む。現在は、
早稲田大学法学研究科に在籍して日本の知財法を学びつつ、ブラジル
の法制度についてのコンサルティング及び南米の知財法に関する講
義も行っている。また、ブラジルの知財分野に関する情報を日本語で
提供する『ブラジル知財』というウェブサイトを開設・運営している。

は「ANVISA は衛生に関する行政機関であるた

■はじめに
ブラジル産業財産権法が 2001 年に改正され

め、特許要件を審査する専門性が無く、特許要

た。本改正により、産業財産権法第 229C 条 が

件を審査する権限がない」というものである。

導入され、医薬品及び医薬品の製造方法に関す

ANVISA による承認の拒否に関しては、裁判で

る特許出願については特許権が付与される前

も度々争われてきたが、ANVISA は特許要件の

に ANVISA(ブラジル国家衛生監督局)による承

審査を継続してきた。

i

認も義務付けられた。このことにより、2001

2012 年 5 月 25 日に、保健省（ANVISA の上

年以降、ブラジルにおいては医薬に関する特許

部組織）と商務省（INPI の上部組織）が共同

出願が登録されるためには 2 つの行政官庁に

で公布した第 1065 号法令により、従来の INPI

よる審査が必要になった。

の審査が終了してから ANVISA へ移送すると

ANVISA は INPI（ブラジル知財庁）が特許要

いうフローから、ANVISA が先に審査を行って

件について審査をした後に、改めて新規性・進

から、INPI へ移送されることになった。本稿

歩性・産業上の利用可能性についての審査を行

では、ANVISA による事前承認に関する現状に

っていた。ANVISA による特許要件の審査は、

ついて説明する。

INPI とは異なる基準で審査され、場合によっ
ては、INPI で特許要件を満たしていると判断
された特許出願が ANVISA の審査により特許
性がないという理由で事前承認が拒否され、そ
の後、事前承認がないため最終的に INPI によ
って却下された事例が数多くある。
ANVISA による特許要件の審査はブラジル
の実務家、学者及び知的財産関係者に批判され
続けてきた。主な批判は「（INPI の審査を経
て）特許要件が満たされ、法律に違反していな
い出願については特許権が付与されるべき」又

■ANVISA について
ANVISA とは、1999 年に設立され、一般的
に公衆の健康や安全衛生を確保する権限を有
している公的機関であり、ブラジル保健省の傘
下にある。法律 9.787 号に基づき、ブラジル国
内で、医療用具、医薬品、ビタミン・食料品、
化粧品、たばこ及び衛生用品などの製品を販売
するためには、その製品を事前に ANVISA に
登録しなければならない。例えば、日本企業が
ブラジルに販売会社を設立し、販売を行う場合
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には、販売予定製品を事前に ANVISA に登録

INPI による方式審査が行われた後、特許出願

することが求められる。これらの登録義務は、

が医薬に関する発明とみなされたら実体審査

日本では厚生労働省に届ける医薬品等の製造

を行わずに、まず ANVISA にその出願が移送

販売承認申請に相当する。

される。ANVISA はその出願が事前承認制度の

産業財産権法第 229C 条が導入されてから、

範囲外と判断したら、審査せず INPI に出願を

ANVISA が特許権利化の事前承認を与えるこ

戻すが、範囲内と判断したら ANVISA が審査

とになった。この事前承認は ANVISA 内の知

することになる。ANVISA での審査が終了し、

的財産調整局（Coordenação de Propriedade

事前承認すると判断された出願は、INPI に戻

Intelectual ：COOPI）によって行われている。

され改めて実体審査される。事前承認が認めら

ANVISA の本部は、首都ブラジリアにあるが、 れないとされた場合には、INPI に戻され、INPI
事前承認の審査に当る COOPI は、リオデジャ
ネイロに所在する。

が却下することになる。
INPI が出願を受領してから概ね 6 ヶ月から 1
年で ANVISA に移送されている様である。

■INPI と ANVISA の審査順番について

現在の審査の流れは下図（図 1）のようにな

産業財産権法第 229C 条では、特許付与のた

る。

めには ANVISA の事前承認が必要と定めてい
る。そのため、従来、医薬品及び医薬品の製造

■ANVISA 審査について

方法に関する特許出願はまず INPI で審査され、 ◇審査対象
特許可能と判断された後、ANVISA が改めて審
査をすることになっていた。

審査対象となるのは、医薬品及び医薬品の製
造方法に関する特許出願のみである。そのため、

しかし、2012 年に公布された PORTARIA
ii

はじめに ANVISA が事前承認制度に基づく該

INTERMINISTERIAL N 1065/2012 により、審

当性を判断することになる。ANVISA の審査対

査の順序が変わることになった。現在では、

象とならない発明とは、診断薬、診断機器など

（図１）INPI と ANVISA の審査順序のフローチャート
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が挙げられる。体内に投与されるか否かが事前

SUS のために戦略的製品を制定した保健省に

承認制度の対象に該当するかしないかの分岐

より公表された法令で定められた物質を含む

点となっているようである。

か、製造する際に、法令に列挙された治療目的
のための物質を含むかである。現在、該当する

◇審査内容
ANVISA では、特許出願が公衆衛生に反するか
否かを基準に審査が行われる。具体的には、2013
iii

年 4 月 15 日に公布された RESOLUÇÃO-RDC

N21 の 4 条 1 項に基づいて判断される。
RESOLUÇÃO-RDC N21 を補足 するために、
2013 年 5 月 13 日にガイドライン（下記「2013
年ガイドライン」という）も公表された。
公衆衛生に反するものとみなされるものは
4 条 1 項 1 号及び 2 号で定めている。4 条 1 項
1 号に基づき、医薬品及び医薬品の製造方法が
健康に危害を及ぼす場合には、公衆衛生に反す
るものとみなされる。4 条 1 項 2 号に基づき、
医薬へのアクセスに関する公共政策及び SUS
(Sistema Único de Saúde ブラジル健康保険制
度)の医薬援助プログラムに該当するが、特許
要件がない場合には公衆衛生に反するものと
みなされる。
4 条 1 項 1 号の「健康に危害を及ぼす場合」

医薬品は PORTARIA Nº 736, DE 2 DE MAIO
DE 2014 に規定されている。
順序として、はじめに「健康への危害」の有
無が判断される。「健康への危害」があれば、
事前承認は認められない。「健康への危害」が
なければ、次に「医薬へのアクセスに関する公
共政策及び SUS の医薬援助にとって重要であ
るか」が判断される。該当すれば、事前承認が
降りることになり、その出願の特許性が審査さ
れることになる。
ANVISA で審査される特許要件は、産業財産
権法に記載されている要件と全く同じもので
あり、要件を追加して審査することはしていな
い。しかし、その判断基準は INPI と ANVISA
で異なる（例えば、医薬第二用途クレームに関
しては INPI とは異なる基準で審査を行ってい
る）。

◇審査に要する期間

については、4 条 2 項に規定されており、医薬

ANVISA では、INPI から出願書類を受領して

品がブラジルで使用が禁止されている物質を

から概ね 1 年以内に最終決定を出すことを目

含むか、医薬の製法によりその物質を生じる場

標に審査実務が行われている。従来は、INPI

合に、健康への危害があるとみなされる。2013

の審査を経てから ANVISA での審査を行って

年ガイドラインに基づいて、「健康への危害」

いたため、ANVISA からの審査結果受領までの

に該当する医薬品は PORTARIA N 344, DE

期間は INPI での審査遅延に大きな影響を与え

12 DE MAIO DE 1998 のリスト F 及びその更新

ていた。しかし、2012 年の新たな審査順序の

版資料に記載されたものが該当する。

制度が導入されてからは、医薬品の出願につい

iv

さらに、4 条 1 項 2 号の「医薬へのアクセス

ては全て ANVISA での審査が先行して行われ

に関する公共政策及び SUS の医薬援助にとっ

るため、今後は、ANVISA からの審査結果を早

て重要である場合」については、4 条 3 項に規

期に受領することが予想される。

定されている。
4 条 1 項 2 号に該当するものは、
3
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しかし、ANVISA の審査をクリアしたとして

本稿にて ANVISA が事前承認制度の下で行

も、INPI での審査も受けるため、INPI の審査

っている審査の実態を紹介することにより、主

遅延の問題が解決されない限りは、特許取得ま

に製薬企業の方々にとって、ブラジル特許出願

での期間を短縮できない。

実務の参考になれば幸いである。

なお、ANVISA に移送された出願は、ANVISA
での審査順序を入れ替える等の対応がなされ、
早期に審査結果の通知を出願人に送付できる
ような運用がなされている模様である。

■ANVISA の審査の流れ
ANVISA による事前承認の審査過程におい
て、COOPI から代理人（出願人）に直接通知
される。ANVISA から指令書もしくは O.A.が
送達された場合には、90 日以内に反論する機
会が与えられる。その反論においても ANVISA
審査官の意見が変わらない場合は、事前承認は
認められず、その決定が官報に掲載される。そ
の 決 定 に 不 服 が あ る 場 合 は 、 60 日 以 内 に

（図 2）ANVISA 内の審査のフローチャート

(編集協力：日本技術貿易㈱ IP 総研)

ANVISA の総合委員会に不服申立を行う
v

ことができ 、それでも決定が覆らなかった場

i

産業財産権法第 229C 条 医薬用の製品及び方法に関
する特許の付与は，国家衛生監督庁(ANVISA)の事前の

合には、連邦裁判所へ訴えを起こすことができ
る。

同意を必要とする。
ii

「Portaria」とは「政令」のことであり、2 つ以上の省が

一方、反論により ANVISA 審査官の意見が
変わり、事前承認が降りた場合には、その決定

共同に政令を出すときに、その政令は「Portaria
Interministerial」という。
iii

が官報に掲載される。その後、出願は INPI に

「Resolução」は 、ある法律に基づいて、ルールを決める
ものです。この場合は産業財産法の第 229-C 条の基準を設

戻され、INPI での実体審査が行われる。その
後は、他の分野の出願と同様の手順で審査から
査定まで行われる。

定するものである。
iv

上記 ii 参照

v

RESOLUÇÃO-RDC N45/2008、7 条 1 項

■終わりに
ブラジルにおける医薬品及び医薬品の製造
方法に関する権利化の現状は、依然として厳し
いといえる。しかし、2012 年以降、ANVISA
による事前承認制度の実態が明らかになりつ
つある。
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