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３．韓国
韓国では、医薬品・農薬とように、許可又は登録に必要な有効性、安全性等の試験が長
期間所要される場合、実質的に特許権による独占権を享有する期間が短くなるため、5年の
範囲内で当該医薬品・農薬の特許権存続期間を延長することで、他の製品の特許権存続期
間と衡平性を合わせるため、1986年12月31日の法律改正で、特許権存続期間延長の制度が
導入されたが（旧特許法第53条第2項ほか）、これは日本の政令に相当する大統領令で定め
られる特許発明の対象その他の要件に従って、特許庁長が延長申請を審査し、延長を承認
するという制度であった。
その後の改正により、特許権者が特許期間の延長登録出願を行い、その出願を審査官が
審査し、登録査定や拒絶査定を行うという手続を導入し、さらに延長登録の無効審判制度
も規定された。その後さらに、韓国と米国の間での自由貿易協定（FTA）の締結に伴って、
韓国特許法の改正法が韓米FTAの発効した2012年3月15日に施行された。
韓国の過去の存続期間延長制度は米国、ヨーロッパよりも日本の制度と類似していたが、
2013年の特許法施行令の改正以後、米国、ヨーロッパの制度と類似するものとなり、日本
の制度とは多少差が生じた。例えば、日本最高裁平成21(行ヒ)第326号の見解とは異なり、
国内では新たな剤形について追加で許可を受けても、以前に許可された製品と有効成分が
同一であれば、追加の存続期間延長は許容されないという点で差がある。
（１）

延長登録の理由となる製品（特許法施行令第7条159）

延長の理由となる製品は、人又は動物用医薬品（薬事法第31条第2項・第3項又は第42条
第1項）、農薬（農薬管理法第8条第1項、第16条第1項又は第17条第1項）である。
（２）

延長される期間160

臨床試験又は農薬登録に必要な試験期間と行政処理期間の合計で、5年を限度として延長
が認められる（特許法第89条）。また、試験前、待機期間は延長期間に参入せず、実際試験
した期間のみ延長期間に参入される。なお、外国で実施する臨床試験の場合、韓国におけ
る行政検討期間のみが認定161される。
審査遅延に基づく延長期間（特許法第92条の2～5）と、許可等に基づく延長期間は合算
されない。
159

韓国特許法施行令（http://choipat.com/menu31.php?id=15&category=0&keyword=[最終アクセス日2015年2月11日]）
韓国特許法（http://choipat.com/menu31.php?id=14&category=0&keyword=[最終アクセス日2015年2月11日]）
161
根拠規定は、
「特許権存続期間の延長制度運用に関する規定（特許庁告示第2012－34号、2012．10．22．
，一部改正）」
第4条
160
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（３）

延長できる特許（特許法施行令第7条）162

最初に許可を受けた、新物質（薬効を現わす活性部分の化学構造が新しい物質）を有効
成分とする医薬品又は農薬（又は原体）に関連した全ての特許（化合物、用途を限定した
組成物、製造方法、剤形の発明）
（４）

申請

特許発明を実施するために他の法令の規定によって許可や登録等を受けた場合、その許
可又は登録等を受けてから3か月以内かつ特許権満了6か月前に、特許権者が出願を行わな
ければならず、共有に係る特許権は共同で出願しなければならない（特許法第90条）。
（５）

審査

審査官が出願審査を行う（特許法第91条）。拒絶査定を受けた者は、その査定に不服があ
るときは拒絶査定不服審判を請求することができる（特許法第132条の3）。
（６）

存続期間が延長された場合の特許権の効力

承認された物及び用途の特許発明の実施行為に限る（特許法第95条）。特許法第95条の法
文句上、追加承認された用途や第三者が受けた承認に関わる用途は含まれないと解釈され
る。しかし、ここで「用途」は「許可を受けた有効成分の機能・効果」を意味し、これが
同一であれば、用法・用量、製法などが異なる実施の形態に対しても、延長された特許権
の効力は及ぶ。
・効力に関する最近の判例
侵害差止仮処分事件（ソウル中央地方法院2009年3月19日言渡2009カ合235）は、用量が
異なる同一用途のジェネリック製品に対して、延長された特許権の効力を認めた。
・ジェネリック製品の市場参入に関する最近の判例
ファイザーのリリカ製品に関わる特許侵害差止仮処分事件(ソウル中央地方法院2014年2
162

「PTE出願の対象になる「新物質」の範囲を具体的にどこまで認めるかは、まだ明確な基準が出ていない状況である
ため、今後、韓国特許庁のPTE制度運用に注目する必要がある。
」
（「「新物質」に対する最初の許可などに対してのみ、特
許権の存続期間延長を許容」KIM&CHANG、IP Newsletter、August 2013
http://www.kimchang.com/newsletter/templates/newsletter_jp_august_article06.html[最終アクセス日2015年2月11
日]）
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月5日言渡2013カ合1717)
ジェネリックの製品説明書上の用途は特許を受けた用途と異なるが実際許可を受けた用
途は特許の用途と同一であるという理由で侵害が認められた。
（７）

医薬品の販売承認の流れ

医薬品の販売承認に関する慣例法令を図表Ⅳ―8に示す。
【図表Ⅳ―8】関連法令及び告示
<MFDS回答>
○医薬品許可(届出)関連法令条項及び食薬処告示
・「薬事法」(法律第12450、2014.3.18)第31条(製造業許可等)、第42条(医薬品等輸入
許可)
・「医薬品等の安全に関する規則」(総理令第1098号、2014.10.10)第4条(製造販売・
輸入品目の許可申請)、第5条(製造販売・輸入品目申告)、第9条(安全性・有効性に関
する資料)、第10条(基準及び試験方法に関する資料)
・「医薬品の品目許可・申告・審査規定」(食薬処告示第2014-178号、2014.10.31)
図表Ⅳ―9に医薬品製造販売・輸入品目許可（届出）の対象を示す。
【図表Ⅳ―9】医薬品製造販売・輸入品目許可（届出）の対象
・「医薬品品目許可及び届出解説書(2014.7)」参照
品目許可対象

品目届出の対象

医薬品製造販売(輸入)品目許可

医薬品製造販売(輸入)品目届出

□届出対象医薬品に該当しない医薬品

□届出対象医薬品

1.新薬

1.大韓民国薬典又は食品医薬品安全処長

2.許可取得したことのない新規医薬品

が認める公定書及び医薬品集に載ってい

3.安全性・有効性審査対象の医薬品

る品目。ただし、国内で許可されてない品

-新しい資料提出医薬品：新しい染(異

目は除外

性体)、新しい効能群、新しい組成、新し

2.大韓民国薬典外韓薬(生薬)規格集に載

い投与経路、新しい用法用量、新しい剤

っている品目

型など

3.食品医薬品安全処長が成分の種類・規

-国内に使用例のない新しい添加剤を
配合する場合

格・含量及び処方などを標準化して告示し
た医薬品等標準製造基準に合う品目
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-89年1月1日以降製造(輸入)品目許可

4.食品医薬品安全処長が基準及び試験方

された専門医薬品で、新薬と同一医薬品

法を告示した品目

(剤型が異なる同一投与経路の品目を含

5.安全性・有効性審査対象の医薬品でな

む)

く、品目許可・申告された品目と有効成分

-「医薬品同等性確保の必要対象医薬品

の種類、規格及び分量（液状剤型の場合は

指定」(食薬処告示)に収載された医薬品

濃度)、剤型、効能・効果、用法・用量が

-許可・届出済みの品目と用法・用量は

同一である品目

同一だが、剤型の特殊性が認められた製
剤
4.登載医薬品の安全性・有効性に関する
資料を根拠に申請した医薬品
5.放射性医薬品
6.誤乱用の懸念のある医薬品
7.生物学的製剤、遺伝子組み換え医薬品、
細胞培養医薬品、遺伝子治療剤、細胞治
療剤、人胎盤由来医薬品
8.国際共通技術文書で作成され、許可を
受けた医薬品

※「医薬品等の安全に関する規則」第5条

9．麻薬

※「医薬品の品目許可届出・審査規定」第

※「麻薬類管理に関する法律」第21条

3条及び第25条

※「医薬品等の安全に関する規則」第4
条
※「医薬品の品目許可届出・審査規定」
第3条及び第25条

図表Ⅳ―10に医薬品製造販売・輸入品目許可の詳細手順を示す。
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【図表Ⅳ―10】医薬品製造販売・輸入品目許可の詳細手順
申請

受付

品目許可
申請

許可・届出対
象、手数料、
cpp検討特許
関係確認など

申請者
(製造業
(輸入)者)

・医薬品審査
調整課
・6つの地方庁
（医療製品安
全課)など

予備審査

審査

許可申請資料
の要件検討

・安全性・有効性
・基準及び試験
方法など
・原料医薬品登
録(DMF)資料

・新薬・改
良新薬再
審査対象
指定

・医薬品審査部
・地方庁有害物
質分析課

・医薬品審
査調整課
・6つの地
方庁(医療
製品安全
課)など

医薬品審査調
整課

許可

評価・実態調査
製造施設及び管
理基準評価
・海外製造所(医
薬品品質課)
・国内製造所
(6つの製造所、
医療製品査察課
等)

図表Ⅳ―11に医薬品製造販売・輸入品目届出の詳細手順を示す。図表Ⅳ―12に医薬品許
可(届出)提出資料を示す。
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【図表Ⅳ―11】医薬品製造販売・輸入品目届出の詳細手順
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7
2
1
-

資料提出
医薬品

・安全性・有効性に関する資料
・基準及び試験方法
・GMP 資料

許可対象
医薬品

安全性・有効性審査対象医薬
品

新薬

・基準及び試験
方法
・生物学同等性
試験資料(該当
する場合、比較
溶出試験資料)
・GMP 資料

・基準及び試
験方法
・理化学的同
等性試験資
料
・GMP 資料

1989 年 1 月 1 日以
降の新薬と同一医
薬品(同一投与経
路を含む)

・基準及び試験
方法
・生物学同等性
試験資料
・安定性試験資
料
・GMP 資料

特殊剤型
医薬品

許可対象
医薬品

・基準及び試験
方法
・生物学同等性
試験資料
・GMP 資料

医薬品同等性確保
必要対象の医薬品
「医薬品同等性確
保必要対象医薬品

安全性・有効性審査対象医薬品

<注射剤等>
・基準及び試験
方法
・GMP 資料

<錠剤、座剤、カ
プセル剤>
・基準及び試験
方法
・比較、溶出試
験資料
・GMP 資料

専門
医薬品

・基準及び試験
方法
・ 比較溶出試
験資料
・GMP 資料

単一成分医薬
品として錠剤、
座剤、カプセル
剤

・基準及び試
験方法
・GMP 資料

複合成分医薬
品又はシロッ
プ剤、液剤など

一般
医薬品

届出対象
医薬品

許可済み(届出)品目と有効成分の種類、規格、分量、剤型、効能・効果、用法・用量が
同一医薬品（ジェネリック医薬品）

【図表Ⅳ―12】医薬品許可(届出)提出資料

（８）

承認事項の（一部）変更の承認申請

①変更事項、変更内容によって変更申請書、変更事由書と根拠書類を食品医薬安全処(又
は地方庁)に提出
②申請者が提出する書類
・申請書
・許可書(届出書)
・変更事由及びその根拠書類
・基準及び試験方法変更が必要な場合：基準及び試験方法に関する資料
・安全性有効性審査が必要な場合：安全性有効性審査に関する資料
・生物学的同等性試験計画書、生物学的同等性試験、比較臨床試験計画書等
医薬品変更許可(届出)関連法令条項及び食薬処告示条項
・「薬事法第31条第9項(製造業許可等)
・「医薬品等の安全に関する規則」第8条（許可事項等の変更許可申請等）
・「医薬品の品目許可・申告・審査規定」第3条の2(医薬品の許可申告変更処理)
（９）

パテントリンケージ

・医薬品特許目録登載手順
①医薬品品目許可を取得した者(輸入者を含む)で、その該当医薬品の特許権を保有した
者、又は②医薬品品目許可を取得した者(輸入者を含む)で、その該当医薬品の特許権者か
ら実施権を取得した者は医薬品特許目録集に該当特許権の登載を申請する。
登載対象の特許権は物質、組成物、剤型、又は医薬的用途に関する特許である。(医薬品
等の安全に関する規則第18条第3項第１号)
また該当医薬品の許可事項の中で、主成分及びその規格、原料薬品及びその分量、剤型、
効能･効果及び用法・用量と直接関連する特許権だけが登載できる。(医薬品等の安全に関
する規則第18条第3項第2号)
・特許権者への通知
上記のように特許目録に登載された医薬品を根拠に許可を申請する者は、特許権者と品
目許可権者に通知しなければならない。(医薬品等の安全に関する規則第19条第1項)
食薬処は通知有無を確認し、通知された場合だけに該当医薬品を許可している。この時
に特許の種類による差はない。
食薬処は特許庁によって登録された特許権を基に登載、通知制度を運営していない。別
途特許内容に関して、特許庁と協議したりはしない。
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・医薬品特許目録搭載163について
医薬品特許目録登載関連法令条項及びガイドライン164は次のものとなる。
・「薬事法」第31条の3、第42条の4項
・「医薬品等の安全に関する規則」第18条
・「医薬品許可特許連携制度細部運営要領」
以下は医薬品特許目録搭載事項の抜粋である。
1.医薬品特許目録登載対象
・物質、組成物、剤型、又は医薬的用途に関する特許
・新薬、新しい剤型、新しい組成、新しい効能効果又は用法用量の医薬品
2.医薬品特許目録への登載
1)登載申請者
・医薬品品目許可を取得した者(輸入者を含む)で、その該当医薬品の特許権を保有した
者
・医薬品品目許可を取得した者(輸入者を含む)で、その該当医薬品の特許権者から実施
権を取得した者
2)申請時期
・品目許可日から30日以内
・許可を受けてから特許権が登録された場合は特許登録日から30日以内
3)登載基準(要件)
・該当医薬品の許可事項の中で、主成分及びその規格、原料薬品及びその分量、剤型、
効能･効果及び用法・用量と直接関連する特許権
・該当医薬品の許可事項の中で食薬処長が認めた安全性・有効性及び品質と直接関連す
る
・特許権存続期間が残っている
・該当医薬品品目許可が有効である
・特許権者から受けた実施権が有効である
4)登載申請方法及び提出資料
食薬処の医薬品電子申請サイトを通じて申請
<提出資料>
・申請書

163

医薬品特許登載目録
http://medipatent.mfds.go.kr/mfds?cmd=driOLi001[最終アクセス日2015年2月11日]
164
このガイドラインは「食品医薬品安全処ホームページ (www.mfds.go.kr)>法令資料>法令情報>指針、ガイドライン、
解説書」で閲覧できる。
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・特許登録原簿写本、登録公告用特許公募写本、特許資料を根拠に作成した特許請求項
に関する説明資料、特許権者と品目許可権者が異なる場合は実施許可書又は契約書、特
許権者が代理人を選任した場合はその証明書類
5)登載申請内容の公開及び第3者の情報提供
登載申請が形式要件(特許権有効、品目許可有効など)を満たした場合はその申請事実を
医薬品特許登載目録集のホームページに公開する。公開事項は品目許可権者、品目名、
特許番号、特許存続期間など。
利害関係者や第3者は意見又は意義提出は可能
6)登載申請内容の変更
登載決定の前に申請者は申請内容を変更できる。
7)登載申請の処理
・申請内容が登載基準を満たせば、該当医薬品の特許情報を特許目録に登載し、その内
容を医薬品特許目録集に公開する。
・申請受付から登載申請書の処理期間は45日
8)医薬品許可事項変更及び特許情報変更による特許目録変更
医薬品変更許可や特許登録原簿の特許情報に変更がある場合は変更事項が発生した火か
ら30日以内に変更申請をする。
・韓国の許可特許連携制度における通知制度(医薬品許可特許連携制度細部運営要領)の抜
粋を以下に示す。
1.許可申請事実の通知制度
登載医薬品の安全性・有効性に関する資料を根拠に医薬品の品目許可(変更を含む)を申
請した者は申請日から7日以内に登載医薬品の品目許可を取得した者と特許権者に品目
許可を申請したことを知らせる。
2. 通知制度と品目(変更)許可の管理
1)食薬処は品目許可を取得した者などに対する通知有無に関係なく申請内容を検討す
る。ただし、通知義務違反があった事が分かった場合、品目許可の取消しを進める。
2)安全性・有効性審査結果、適合の場合は特許関係確認書に従って、次の条件付で許可
①登載医薬品に関する特許権が無効又は該当特許権を侵害してないと判断し、通知後に
許可申請
→上記内容の特許関係確認書に根拠し条件付許可、もし訴訟提起、裁判所の判決な
どあった場合は直ぐ連絡を求める。もしこのような条件を履行しなかった場合は許可の
取消し
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②登載医薬品に関する特許権の存続期間が満了した後に販売するために許可申請した場
合
→上記内容を根拠にする条件付許可、もし条件を履行しなかった場合は許可の取消し
3.承認審査（品目許可審査）において食薬処自ら特許情報を用いるのではなく、許可申
請者からの通知有無や当事者ら（許可権者と許可申請者）の確認によって許可を下して
いるのが分かる。
4.通知の結果、特許訴訟等が発生した場合は訴訟の間は許可審査は停止される。
（１０）

データ保護

新薬の場合、
「薬事法」第22条第1項によって製造販売・輸入品目許可日から6年を再審査
期間として規定している。(医薬品等の安全に関する規則第22条第1項)再審査までの間は既
存のデータは保護される。
（１１）

承認情報の公示

医薬品許可事項はMFDSホームページ165及びオンライン医薬図書館166に公開している。
（１２）

農薬の販売登録の流れ

農薬登録の関連規定は、農薬管理規定第8条～第17条である。
農薬品目登録の手順は次のとおりである。
・農薬品目登録申請
製造業者又は輸入業者は農薬品目登録申請書に薬効・薬害・毒性・残留性等の試験成
績書を添付し、農薬試料と一緒に農村振興庁長に提出
・登録申請書類等の検討及び専門委員会の審議
提出書類の検討及び試料検査（国立農業科学院）
農薬専門家で構成された専門委員会(安全性及び生物活性に関する)審議
・農薬安全性審議委員会の審議
関係部署、消費者・農薬業者・生産者・農業人団体役員、専門家で構成された農薬安
全性審議委員会による審議

165
166

MFDS ウェブサイト (http://ezdrug.mfds.go.kr[最終アクセス日2015年2月11日]）
MFDSウェブサイト (http://drug.mfds.go.kr[最終アクセス日2015年2月11日]）
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・農薬品目登録及び登録証の発行
法第9条第3項各号のいずれか一つに該当しない場合には登録される。
図表Ⅳ―13に農薬登録の流れを示す。
【図表Ⅳ―13】農薬登録の流れ

・農薬再登録制度（農薬管理法第11条規定）について
農薬品目登録の後、10年毎に品目別に新しい情報を通して農薬の安全性を周期的に行政
が確認するための制度(1996年に導入された。)
・農薬の登録審査における特許情報利用の有無
登録審査の手順において、特許情報を利用しない。
・ジェネリック農薬の販売登録について
新規登録と同一。ただ登録後10年が経過した場合には薬効及び薬害、残留性、毒性試験
成績書が免除される。（ただし、登録済み品目と製造処方が同一な場合に限る。）また、ジ
ェネリックメーカーが承認申請した場合は、先発メーカーの過去の申請と原体などと比べ
るなど、登録審査中に過去の申請内容と比べる事はない。
（１３）

登録事項の（一部）変更の登録申請

一度認められた農薬の販売登録の内容の一部変更の登録申請手続の関連法令は農薬管理
法第13条、同法施行規則第17条である。
・変更登録項目について
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①適用対象における病害虫及び農作物の範囲、農薬の使用方法及び使用量
②品目の製造処方
・変更登録の手順について
-施行規則別紙第19号書式で変更登録の申請（書類及び試料添付）
① 適用対象における病害虫及び農作物の範囲、農薬の使用方法及び使用量を変更する場
合は次の書類を添付
ア.

品目登録証又は製品登録証

イ.

理化学的分析成績書(自社検査成績で代替可能)

ウ.

薬効及び薬害試験成績書

エ.

残留性試験成績書

オ.

その他に変更内容を証明できる試験成績書（該当変更事項がある場合だけ提出）

② 品目の製造処方を変更する場合
ア.

時間経過による該当性質・状態の変化資料

イ.

登録されたそれぞれの農作物に対して実施した薬効・薬害試験成績書（主剤以
外のその他成分の種類又は投入割合を変更する場合だけ提出する。）

ウ.

その他成分に関する物質の安全保健資料(主剤以外のその他成分の種類を変更

する場合には提出する。）
エ.

人と家畜に対する毒性、環境及び動物・植物に対する影響試験成績書（毒性が
高くなるおそれがあると判断される場合には提出する。）

（１４）

データ保護

10年の試験等のデータの保護期間が認められている。
（１５）

登録情報の公示

農薬管理システム167で農薬登録情報を提供している。
次のような情報が提供される。
品目名、一般名、商標名、毒性情報、登録番号、登録日、農作物、適用病害虫、使用

167

RDAウェブサイト（http://epmso.rda.go.kr[最終アクセス日2015年2月11日]）
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適期及び方法、希釈倍数(10g当たり使用量)、安全使用基準、主成分の含有量(%)
（１６）

試験研究のための実施行為に関する特許権侵害の免責規定

特許法第96条(特許権の効力が及ばない範囲)に規定され、特許権の効力は、研究又は試
験(「薬事法」による医薬品の品目許可・品目申告及び「農薬管理法」による農薬の登録の
ための研究又は試験を含む)をするための特許発明の実施には及ばない。
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６．

米国、欧州、韓国の延長制度比較一覧

図表Ⅳ―24に米国、欧州、韓国の延長制度比較一覧を示す。
【図表Ⅳ―24】米国、欧州、韓国の延長制度比較一覧
質問項

米国

欧州

韓国

・特許

医薬品の販売承認を取得

医薬品の販売承認を取得

医薬品の販売承認を取得

権の存

するために失われる特許

するために失われる特許

するために失われる特許

続期間

期間の回復と、ジェネリ

期間の埋め合わせ。特許

期間の埋め合わせ。

の延長

ックメーカーの特許権の

保護の強い国へ研究拠点

登録制

権利期間内の試験研究容

が移転することを防止。

度の趣

認とのつりあい（ハッ

旨

チ・ワックスマン法）.

・延長

特許法第156条(f)

Regulation(EC)NO.469/2

特許法第89条、特許法施

登録の

医薬製品（人又は動物用

009 第2条

行令第7条

対象と

医薬品、抗生物質、人又

人間用医薬品（Directive •薬事法第31条第2項・第3

なる処

は動物用生物的医薬品）、 （EC)NO.2001/83）

項又は第42条第1項の規

分又は

医療機器、食品添加物、

獣医学的医薬品

定により品目許可を受け

もの

着色料

（Directive

なければならない医薬品

（EC)NO.2001/82）

•農薬管理法第8条第1

Regulation(EC) No.

項・第16条第1項・第17条

1610/96

第1項の規定により登録

目

第2条

農薬

しなければならない農薬

（Regulation 91/414/、

もしくは原剤

Regulation 1107/2009)

・「新物質」に対する最
初の許可
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・延長

特許法第156条(a)柱書

Regulation(EC)

特許法施行令第7条

登録の

き、同条(a)(2)

NO.469/2009

・最初に品目許可を受け

対象と

製品、製品の使用方法、

第1条（C）

た医薬品に限定する]の

なる特

製品の製造方法の特許の

基本特許（製品（医薬品

発明、最初に登録した農

許

うち申請人の選んだ一つ

の活性成分又は活性成分

薬又は原剤に限定する）

の特許のみ。

の組合せ）自体、製品の

の発明(例:物質特許、剤

(h) 製品に関する同一の

取得方法、製品の応用を

形特許、製法特許など)

行政審査を理由として、

保護する特許）であって、 ・一つの許可又は登録に

他の特許の存続期間延長

保有者が指定したもの

ついて、複数の特許(物質

がされていないこと、

特許、製法特許、用途特

(37CFR§1.720、1.785な

許)が係わる場合、前記の

ど）

複数の特許全部につい
て、それぞれ存続期間の
延長が可能。

・延長

特許法第156条(a)

Regulation(EC)

特許法第89条、特許法第

が認め

(1) 特許存続期間が、延

NO.469/2009

91条、特許法施行令第7条

られる

長申請が提出される前に

第3条

・他の法令の規定によっ

ための

満了していないこと

延長の申請日において、

て許可されている。

要件

(2) 特許存続期間が、延

以下の①～④を満たすも

・一つの特許に含まれて

長されていないこと

の。

いる、同一の有効成分に

(3) 延長申請が、特許に

①SPCの対象となる製品

ついて、複数の許可があ

係る記録上の所有者又は

は有効な基本特許により

る場合、初の許可に限っ

その代理人によって提出

保護されている。

て存続期間の延長登録を

されること

②当該製品を医薬品とし

受けることができる。

(4) 製品が、商業的販売

て上市するための有効な

• 許可を受けた有効成分

又は使用の前に行政審査

承認が付与されている。

が特許請求の範囲に記

期間の適用を受けている

③当該製品が既にSPCの

載。

こと

対象になっていない。

• 特許権の満了後はでき

(5)製品の商業的販売又

④上記の有効な承認が、

ない。

は使用に関する当該行政

当該製品を医薬品として

審査期間後の許可が、当

上市するための最初の承

該行政審査期間の根拠と

認でなければならない。

なった法律の規定に基づ
いて製品に関して最初に
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許可された商業的販売又
は使用であること

・延長

特許法第156条

Regulation(EC)

期間

(g)(6)(A)、（c）(2)、(3) NO.469/2009

特許法第89条
5年以下

5年以下（承認日から満了 第13条（括弧内の規定の
日までの期間は最大14

根拠は「前文」(9)）

年）

5年以下（承認日から満了
日までの期間は最大15
年）

・延長

特許法第156条(a)(2)

Regulation

特許法第89条

回数

1回のみ

(EC)NO.469/2009 第3条

1回のみ

1回のみ
・延長

特許法第156条(b)(1)

Regulation

特許法第95条

された

その製品に関して承認さ

(EC)NO.469/2009

延長登録の理由となった

特許権

れた用途に限定される。

第4条

許可等の対象物（その許

基本特許の保護範囲内に

可等において、物に対し

おいて、承認の対象とな

特定の用途が定められて

る製品、及び証明書の期

いる場合にはその用途に

間満了前に当該製品につ

使用される物）に関する

いて承認されている医薬

その特許発明の実施のみ

の効力

としての用途。（ここで、 及ぶ。
「製品」とは、医薬品の
有効成分又は有効成分の
組合せを意味する。）
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・延長

特許法第156条(d)(1)

Regulation(EC)

特許法第90条第2項

登録出

承認日から60日以内

NO.469/2009

・承認日から3か月以内

願の時

第7条、第9条

期的制

承認日から6か月以内に

限

各国毎の承認に基づいて
各国毎に別個に行う

・延長

米国特許商標庁の特許法

（ドイツ）少なくとも二

の可否

的管理室（Office of

名の特許審査官（報告者、 第92条）

の審査

Patent Legal

評価者）及び主席（通常

を行う

Administration）の弁護

特許部門長）

機関、

士

（英国）関連する技術領

資格者
他の選

審査官（特許法第91条、

域の特許審査官から
認められない

2つの異なる製品（一方の Aの物質特許に対してA

択肢の

製品は有効成分Aを含み、 の許可が最初の許可なの

発明に

他方の製品は有効成分B

対する

を含む）について2つの別 基づいた延長は認めらな

追加の

個のSPCを得ることが可

い。Bが以前に許可を受け

延長の

能と思われる。（ただし

たことがない物質であっ

可否226

ECJの判決はない）

て、配合剤の許可がB成分

で、他の後行許可に

を含む医薬品としては最
初の許可である場合に
は、他物質関連の特許は
この配合剤の許可に基づ
いて存続期間延長出願を
できると思われる（判決
等はない）。
延長の

医薬品製品が有効成分A

認められない。（Actavis 特許法(第89条第1項)に

認めら

とBから構成されている

v Sanofi事件参照）

れた成

場合、PTEの製品として適

間延長は対象物質に関係

分含有

格であるためには、成分

なく一回のみ可能となっ

配合剤

の一つは、それ以前に承

ているので、有効成分Bの

226

よると、特許権の存続期

物質A又はBを選択肢とする化学物質発明に係る特許権について、有効成分Aを含む医薬品の先行承認を受けた後、先
行承認に基づく延長登録に加えて、後行承認に基づいて新たな延長登録が現行法では認められるかどうか
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に対す

認されていてはならない

後行処分に基づいた延長

る延長

は不可能（ただし判決等

の可否

はない）

227

・第三

USPTO(特許情報（延長期

販売承認の許可がされた

特許法第92条

者に対

間、延長後満了日）、企

国の管轄官庁が公告

KIPOから公報発行

する公

業名、製薬品名、一部新

INPADOC（espacenet)

示方法

薬承認日記載あり)

UKIPO（特許情報（延長期
間、延長後満了日）、企
業名、製薬品名）

・医薬

FDAによる承認。（FDC

新薬等については欧州医

医薬品はMFDSにて審査

品、農

505(b)(1)）

薬品庁（European

薬事法第31条の2（原料医

薬等に

一部変更申請有（NDA:

Medicines Agency、EMA、 薬品の登録など）

関する

FDC 505(b)(2)）

旧EMEA）による審査。

承認

Directive 2004/27/EC

一部変更有（薬事法第31

（処

（Directive 2001/83/EC

条の2③）

分）承

Regulation

認、一

（EC)NO726/2004

韓国

部変更

Regulation (EEC)

（一部変更も第2条）

承認

No2309/93 ）

農薬管理法第2条

一部変更有
（Regulation(EC)NO.123
4/2008

第9条～第11条

など)
農薬
一部変更有（Guidance
document on renewal、
withdrawal and
amendment of
authorisations under
Regulation (EC)
No 1107/2009 13170
227

有効成分Aに関する化学物質発明に係る特許権について、有効成分Aを含む医薬品で先行承認を受けた後、有効成分A
と有効成分B（有効成分Bは別の医薬品の有効成分として既に承認されたもの)を含有する配合剤で後行承認を受けた場合、
後行承認に基づく延長登録が現行法では認められるかどうか
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rev.p.7）

データ

データ保護期間5年

医薬品

保護

（Hatch-Waxman

8年（Directive

2004/27 （薬事法第32条（新薬な

Exclusivity:
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ボーラ

35USC§ 271(e)(1)
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DIRECTIVE
Article
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特許法第96条
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関連：CFR Title 21 part

載し、許可された事項や

314、21U.S.C.A.§355
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を受けた先発メーカー
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特許リスト①）

用方法に関する全ての特
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載の対象となる特許は、

供しなければならないこ

物質、剤形、組成、又は

ととなっており、提出さ

その医薬的用途に関する

れた特許はFDAが管理す

もので、当該医薬品の主

る「Approved Drug

な成分及びその規格、原

Products With

料薬品、剤形、効能・効

Therapeutic

果、及び用法・用量と直

Equivalence

接的に関連しなければな

Evaluations」（通称オレ

らなく、当該医薬品の品

ンジブック）に掲載され

目許可時に提出された資
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る。（21 CFR314.53

料により認められた安全

（ Forms FDA3542 and

性・有効性及び品質と直

3542a)）

接的に関連したものでな
ければならない。
特許登載申請が要件を
満たした場合、ＭＦＤＳ
は特許をグリーンリスト
に登載して公告する。
薬事法第31条の3（医薬品
特許リスト②）
ANDA申請（薬事法第31条
の4（品目許可申請の事実
を通知））
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【質問項目及び回答】
【韓国】

＜韓国特許庁（KIPO）向けの質問事項と回答＞
（KIPO への質問はジェトロ・ソウル事務所を介して行った）
（制度導入の趣旨・経緯について）
Q1. 医薬品や農薬等の販売承認・登録に関わる特許権の存続期間の延長制度の導入の
趣旨・経緯を教えてください。また、延長制度導入にあたり新薬の研究開発にインセン
ティブを与えることが導入趣旨に含まれますか。 新薬の研究開発にインセンティブを
与える上で重視すべき発明は何であり、何処まで効力を与えるべく制度設計されたか、
特に以下の観点について教えてください。
（１）延長対象として重視された特許発明の種類（延長対象を有効成分の特許発明に限
定するか、その他の特許発明も対象とするか）
（２）有効成分の特許を延長対象とした場合、延長された特許の効力の及ぶ範囲（新薬
に対応する後発品のみに及ぶのか、新薬と同じ有効成分を含む全ての医薬品に効力が及
ぶか、異なる塩やエステルなどを有効成分とする改良新薬まで効力が及ぶか）
A1.
□特許権延長期間延長制度の導入趣旨について
○医薬品・農薬とように、許可又は登録に必要な有効性、安全性等の試験が長期間所
要される場合、実質的に特許権による独占権を享有する期間が短くなるため、5 年の範
囲内で当該医薬品・農薬の特許権存続期間を延長することで、他の製品の特許権存続期
間と衡平性を合わせるためのものです。
□特許権存続期間延長制度の導入経緯について
○米国が 1980 年から持続的に物質特許の導入を要求し、物質特許と共に同制度を導
入する特許法改正(案)を 1986 年 5 月 1 日に立法予告し、1986 年 12 月 31 日に法律第
3891 号（施行日：1987.7.1.以下、旧特許法という）で公布しました。
□同制度導入時、新薬研究開発にインセンティブを支給するとの導入趣旨の有無につい
て
○旧特許法改正による同制度の導入時、新薬研究開発にインセンティブを支給すると
いう導入趣旨はありません。
（延長の対象となる処分について）
Q2.延長登録の対象となる処分として、新たに追加を検討されているものはありますか。
A2.現在、韓国特許庁長は延長登録の対象追加について検討しているものはありません。
（延長期間）
Q6-1.臨床試験又は農薬登録に要する試験期間(特許権の設定登録の日又は最初の被験
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者選定の日等のうち、遅い日から最終の被験者観察期間の終了日等) と 行政処理期間
(許可又は登録関連書類の受付の日から医薬品の許可の日)との合計であり、最大で５年
間であると理解していますが、内容に相違ありますか。このように算出する根拠は何で
すか。
A6-1.同制度の延長期間は、最大 5 年で正しいです。算出根拠は、貴下が提示したとお
り、臨床試験又は農薬登録に必要な試験期間と行政処理期間です。
Q6-2.また、外国での臨床試験の場合は、韓国での行政検討期間のみが認められると理
解しておりますが、その根拠となる条文等があれば教えてください。
A6-2.外国で実施する臨床試験の場合、韓国における行政検討期間のみを認定する根拠
規定は、「特許権存続期間の延長制度運用に関する規定（特許庁告示第 2012－34 号、
2012．10．22．，一部改正）」第 4 条です。
Q6-3.実際に試験を開始できるまでに必要な待ち期間を算入するかどうか教えてくだ
さい。
A6-3.試験前、待機期間は延長期間に参入せず、実際試験した期間のみ延長期間に参入
しています。
（延長回数）
Q7. 特許権の存続期間の延長を１回のみに制限している理由は何ですか。
A7.同制度は、物質特許と共に導入したものであって、新物質を主成分とし、新薬又は
新農薬として許可又は登録を受けた製品に対する特許権存続期間を延長する、特許法上、
極例外的な規定ですので、一つの特許に対し 1 回以上延長する理由がありません。
※同告示第 3 条（延長回数）①一つの特許に対する許可等による特許権の存続期間は
1 回に限る。
（ジェトロ注：2015 年 1 月 1 日に改正特許法が施行され、上記告示の内容が現在は特
許法第 89 条に規定されている。）
（延長された特許権の効力）
Q8.特許法 95 条の括弧内でいう「物」とは何を意味しますか。95 条にいう「特定の用
途」とは、最初に承認された用途のみならず、その後の新たな承認に関わる用途も含み、
第三者が受けた承認に関わる用途も含みますか。また、ここでいう「用途」とは、特定
の疾病に使用することのみならず、特定の疾病に使用する際の用法や用量等の使いかた
は含まれますか？
A8.特許法第 95 条は、許可等による存続期間が延長された場合の特許権効力に対する
規定であり、「もの」及び「特定した用途」に対する意味又は解釈は、特許法院（司法
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部）裁判官の固有権限であるため、特許庁長が回答する事項ではありません。
※特許法（法律第 12753 号,2014.6.11.,一部改正）第 95 条（許可等による存続期間
が延長された場合の特許権の効力）第 90 条第 4 項に基づき、特許権の存続期間が延長
された特許権の効力は、その延長登録の理由となった許可等の対象物件（その許可等に
おいて物件にたいし特定の用途が定まっている場合は、その用途に使われる物件）に関
するその特許発明の実施行為にのみ及ぶ。
（延長の手続き）
Q10. 農薬に関し、韓国では外国企業が新規有効成分を登録する際には、有効成分の原
体登録とそれを実施する製品としての製剤登録の 2 つが必要となると理解しておりま
す。この制度下では、原体登録が先んじた場合には、製剤登録が取得するまでは販売（実
施）はできないことになり、最初の承認（原体登録）がなされたとしても実施はできま
せん。
ここで、最初の登録に係る期間しか特許期間の延長が認められないとすると、原体登録
の承認から、製剤販売の登録までの期間は特許発明を実施することができないにもかか
わらずその期間は補償されないことになり、制度の趣旨に反するように思われます。
そこで農薬に関する特許期間延長の手続について、以下の点をご教授ください。
① 事実関係の確認として、特許期間延長申請の起算日となる「登録日」が、「原体
登録日」、「製剤登録日」のどちらを指すのか、
② これらの登録時期が前後した場合、「３か月以内」の起算点は、先の登録時なの
か、後の登録時なのか、
③ 先行登録までが延長対象となる場合、特許発明を実施できなかった先行登録と後
行登録との間の期間を延長すべきとの議論はありますか。
A10.韓国特許庁長は、貴下の質疑のような問題についての問い合わせや関連団体又は
業界から嫌疑をうけたことがないため、同問題について議論したことはありません。
（その他）
Q14.審査遅延による延長制度の運用（特許法９２条の２～５、２０１２年開始）によ
り、従来の許可に伴う特許権の存続期間の延長制度に何か影響はありますか。また、審
査遅延に基づく延長期間と、許可等に基づく延長期間は合算されますか。
A14.合算されません。
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＜食品薬品安全省（MFDS）向けの質問事項と回答＞
（MFDS への質問は吉田法務事務所を介して行った）
一般財団法人

知的財産研究所

御中

MFDS 関連調査を実施致しましたので、結果を下記に報告致します。

記
１．

着手日

：平成 26 年 12 月 29 日（月）

２．

ご依頼内容：
2014 年 12 月締結しました契約書の MFDS 質問事項
MFDS 質問事項
Q1.
医薬品（ジェネリック医薬品を含む）の承認（治験・試験～販売）の流れと、その中での
特許情報が利用されるかどうか、承認審査における特許情報の用いられ方・影響を教えて
く
ださい（特許の種類（物質、用途など）によって後続の処分が変わることはあればそれに
つ
いても教えてください）。
Q2.医薬品の販売承認に関して、次の制度があると理解していますが、相違はありますか。
また制度の概要と運用について教えてください。
（１）一度認められた医薬品の販売承認の内容の一部変更の承認申請手続
（２）新薬メーカーの臨床試験のデータの保護期間（6 年間）
Q3.販売承認の過程での特許情報の入手経路と、承認審査における特許情報の用いられ方・
影響
を教えてください（特許の種類（物質、用途など）によって後続の処分に影響することは
あり
ますか）。また、特許の内容について特許庁と相談することはありますか。
Q4.グリーンリストに掲載する登載クレームを確定するための手続を教えてください。
Q5.医薬品の承認について、第三者に対する公示方法や公示内容を教えてください（グリー
ン
リストの他に）。

*Q1 と Q3 の質問が重複していると判断しました。

３．
調査方法：
頂いた質問内容を食品・医薬品安全処(MFDS)へ照会し文書で回答を得ました。
下記に、MFDS から得た回答の文書（5 枚）を添付致します。
４．

回答内容：以下、MFDS からの回答内容を入れた調査内容となります。
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MFDS から回答は韓国語から日本語に翻訳しております。
（質問、回答の順に記載しております。）

調査内容
「MFDS からの回答要約」
○医薬品許可(届出)関連法令条項及び食薬処告示は次の通りです。
・「薬事法」(法律第 12450、2014.3.18)第 31 条、第 42 条
・「医薬品等の安全に関する規則」(総理令第 1098 号、2014.10.10)第 4 条、第 5 条、第 9 条、
第 10 条
・「医薬品の品目許可・申告・審査規定」
○医薬品許可過程における特許情報の利用方法及び‘医薬品特許目録’登載方法と関連する法
令条項
とガイドラインは次の通りです。
・｢薬事法｣第 31 条の 3、第 31 条の 4、第 42 条第 4 項
・「医薬品等安全に関する規則」第 18 条、第 19 条
・「医薬品許可特許連携制度細部運営要領」
※上記以外に「医薬品品目許可及び届出解説書(2014.7)」を参考させていただいております。
ご質問表に対する回答は以下にまとめております。

---------------------------------以

下-------------------------------------

Q1-1)医薬品の許可（届出）の流れ
１． 関連法令及び告示

<MFDS 回答>
○医薬品許可(届出)関連法令条項及び食薬処告示
・「薬事法」(法律第 12450、2014.3.18)第 31 条(製造業許可等)、第 42 条(医薬品等輸入許可)
・「医薬品等の安全に関する規則」(総理令第 1098 号、2014.10.10)第 4 条(製造販売・輸入品目
の許可申請)、第 5 条(製造販売・輸入品目申告)、第 9 条(安全性・有効性に関する資料)、第
10 条(基準及び試験方法に関する資料)
・「医薬品の品目許可・申告・審査規定」(食薬処告示第 2014-178 号、2014.10.31)
※(参考)「薬事法」抜粋
http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=152038&efYd=20141219#0000
第 31 条(製造業許可等)
②
第 1 項による製造業者がその製造(他の製造業者に製造を委託する場合を含む)した医薬品を販売
する
場合には総理令の定めによって品目毎に食品医薬品安全処長の製造販売品目許可（以下品目許可）を
受け
たり、製造販売品目届出(以下品目届出)をしなければならない。
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第 42 条(医薬品等輸入許可)
① 医薬品等を輸入しようとする者(以下輸入者)は総理令の定めによって品目毎に
食品医薬品安全処長
② の許可を受けたり、届出をしなければならない。許可済みまたは届出済み事項を変更する場合も
同じ
③ である。
※(参考)「 医薬品等の安全に関する規則 」抜粋
http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=160382&efYd=20141219#0000
第 4 条(製造販売・輸入品目の許可申請)
① 法第 31 条第 2 項から第 4 項まで又は法第 42 条第 1 項により、医薬品等の製造販売・輸入品目許可
② を受けようとする者は別紙第 4 号書式の医薬品等製造販売輸入品目許可申請書(電子申請を含む
)に
③ 次の各号の書類(電子文書を含む)を添付し、食品医薬品安全処長(医薬品同等性の立証が必要
④ な医薬品製造販売・輸入品目許可の場合は地方庁長)に提出するものとする。
第 5 条(製造販売・輸入品目申告)
法第 31 条第 2 項・第 4 項又は法第 42 条第 1 項により、届出をする医薬品は次の各号による。
第 9 条(安全性・有効性に関する資料)
医薬品等の製造販売・輸入品目許可又は品目変更許可を受けたり、製造販売・輸入品目届出又は品
目変更届出をしようとする者が提出する安全性・有効性に関する資料は次の各号の資料(電子文書を
含む)とする。
第 10 条(基準及び試験方法に関する資料)
法第 31 条第 11 項または法第 42 条第 5 項によって医薬品等の製造販売・輸入・品目許可又は品目
変更許可を受けようとする者はその品目の製造と品質管理のための基準及び試験方法に関する資料
を提出するものとする。
２． 医薬品製造販売・輸入品目許可（届出）の対象
・「医薬品品目許可及び届出解説書(2014.7)」参照
品目許可対象
医薬品製造販売(輸入)品目許可
□届出対象医薬品に該当しない医薬品
1.新薬
2.許可取得したことのない新規医薬品
3.安全性・有効性審査対象の医薬品
-新しい資料提出医薬品：新しい染(異性体)、新
しい効能群、新しい組成、新しい投与経路、新し
い
用法用量、新しい剤型など
-国内に使用例のない新しい添加剤を配合する場合
-89 年 1 月 1 日以降製造(輸入)品目許可された専
門医薬品で、新薬と同一医薬品(剤型が異なる同一
投与経路の品目を含む)
-「医薬品同等性確保の必要対象医薬品指定」(食
薬処告示)に収載された医薬品
-許可・届出済みの品目と用法・用量は同一だ
が、 剤型の特殊性が認められた製剤
4.登載医薬品の安全性・有効性に関する資料を根
拠
に申請した医薬品

品目届出の対象
医薬品製造販売(輸入)品目届出
□届出対象医薬品
1.大韓民国薬典または食品医薬品安全処長が認める
公定書及び医薬品集に載っている品目。但し、国内
で許可されてない品目は除外
2.大韓民国薬典外韓薬(生薬)規格集に載っている品
目
3.食品医薬品安全処長が成分の種類・規格・含量及
び
処方などを標準化して告示した医薬品等標準製造基
準
に合う品目
4.食品医薬品安全処長が基準及び試験方法を告示し
た
品目
5.安全性・有効性審査対象の医薬品でなく、品目許
可
・申告された品目と有効成分の種類、規格及び分量
（
液状剤型の場合は濃度)、剤型、効能・効果、用法・
用量が同一である品目
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5.放射性医薬品
6.誤乱用の懸念のある医薬品
7.生物学的製剤、遺伝子組み換え医薬品、細胞培
養
医薬品、遺伝子治療剤、細胞治療剤、人胎盤由来
医薬品
8.国際共通技術文書で作成され、許可を受けた医
薬品
9．麻薬
※「麻薬類管理に関する法律」第 21 条
※「医薬品等の安全に関する規則」第 4 条
※「医薬品の品目許可届出・審査規定」第 3 条及
び第 25 条

※「医薬品等の安全に関する規則」第 5 条
※「医薬品の品目許可届出・審査規定」第 3 条及
び第 25 条

３． 医薬品製造販売・輸入品目許可の詳細手順
申請

受付

品目許可
申請

許可・届出対
象、手数料、
cpp検討特許
関係確認など

申請者
(製造業
(輸入)者)

・医薬品審査
調整課
・6つの地方庁
（医療製品安
全課)など

予備審査

審査

許可申請資料
の要件検討

・安全性・有効性
・基準及び試験
方法など
・原料医薬品登
録(DMF)資料

・新薬・改
良新薬再
審査対象
指定

・医薬品審査部
・地方庁有害物
質分析課

・医薬品審
査調整課
・6つの地
方庁(医療
製品安全
課)など

医薬品審査調
整課

評価・実態調査
製造施設及び管
理基準評価
・海外製造所(医
薬品品質課)
・国内製造所
(6つの製造所、
医療製品査察課
等)
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４． 医薬品製造販売・輸入品目届出の詳細手順
・大韓民国薬典
・ 食品医薬品安全処長が認める公定書及び医
薬品集に載っている品目
・ 食品医薬品安全処長が基準及び試
験方法を告示した品目
はい

食品医薬品安全処長が標準化して
告示した医薬品等標準製造基準に
合う品目
はい
いいえ

電子申請：医薬品の製造販
売・輸入品目届書

電子申請：医薬品の製造販
売・輸入品目届書

・輸入品の場合は製造販売証
明書
・GMP 査察状況の評価資料
・その他添付資料
(DMF 資料、主成分製造業者
に関する資料、委受託契約書
など)

・基準及び試験方法に関する
資料
・輸入品の場合、製造販売証
明書
・GMP 実施状況の評価資料
・その他の添付資料 (DMF
資料、主成分製造業者に関す
る資料、委受託契約書など)

医薬品品目届出書発行
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電子申請：医薬品の製造販売・
輸入品目届書
※基準及び試験方法に関する
資料提出の免除
・医薬品等の安全に関する規則
第 28 条第 5 号による別表 1 の
医薬品製造及び品質管理基準
への適合判定を受けてない品
目は例外
※品目毎の事前 GMP 評価資
料の提出は免除
・輸入品の場合は製造販売証明
書・その他添付資料
(DMF 資料、主成分製造業者に
関する資料、委受託契約書な
ど)

5
0
5
-

資料提出
医薬品

・安全性・有効性に関する資料
・基準及び試験方法
・GMP 資料

許可対象
医薬品

安全性・有効性審査対象医薬品

新薬

5.医薬品許可(届出)提出資料

吉田法務事務所

・基準及び試験方
法
・生物学同等性試
験資料(該当する
場合、比較溶出試
験資料)
・GMP 資料

・基準及び試験
方法
・理化学的同等
性試験資料
・GMP 資料

1989 年 1 月 1 日以
降の新薬と同一医
薬品(同一投与経路
を含む)

・基準及び試験方
法
・生物学同等性試
験資料
・安定性試験資料
・GMP 資料

特殊剤型
医薬品

許可対象
医薬品

・基準及び試験
方法
・生物学同等性
試験資料
・GMP 資料

専門
医薬品

<注射剤等>
・基準及び試験方
法
・GMP 資料

<錠剤、座剤、カ
プセル剤>
・基準及び試験方
法
・比較、溶出試験
資料
・GMP 資料

医薬品同等性確保
必要対象の医薬品
「医薬品同等性確
保必要対象医薬品

安全性・有効性審査対象医薬品

・基準及び試験方
法
・ 比較溶出試験資
料
・GMP 資料

単一成分医薬
品として錠剤、
座剤、カプセル
剤

一般
医薬品

・基準及び試験
方法
・GMP 資料

複合成分医薬
品又はシロッ
プ剤、液剤など

届出対象
医薬品

許可済み(届出)品目と有効成分の種類、規格、分量、剤型、効能・効果、用法・用量が同一医薬品（ジ
ェネリック医薬品）
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Q1-2)医薬品の許可（届出）の流れの中での特許情報が利用されるかどうか、承認審査における特許
情報の用いられ方・影響を教えてください（特許の種類（物質、用途など）によって後続の処分が
変わることはあればそれについても教えてください）
<MFDS 回答>
○特許目録に登載された医薬品(以下「登載医薬品」)の安全性・有効性に関する資料を根拠し、医
薬
品許可を申請する者は特許権者等に通知するように規定しています。これに関する法令条項及び
ガイドラインは次の通りです。
・「薬事法」第 31 条の 3、第 31 条の 4、第 42 条の 4 項
・「医薬品等の安全に関する規則」第 18 条、第 19 条
・「医薬品許可特許連携制度細部運営要領」(このガイドラインは「食品医薬品安全処ホームページ
(www.mfds.go.kr)>法令資料>法令情報>指針、ガイドライン、解説書」で閲覧できます。
※韓国の許可特許連携制度における通知制度(医薬品許可特許連携制度細部運営要領)
1.許可申請事実の通知制度
登載医薬品の安全性・有効性に関する資料を根拠に医薬品の品目許可(変更を含む)を申請した者は申
請日から 7 日以内に 登載医薬品の品目許可を取得した者と特許権者に品目許可を申請したことを知
らせる。

2. 通知制度と品目(変更)許可の管理
1)食薬処は品目許可を取得した者などに対する通知有無に関係なく申請内容を検討する。ただし、通
知義務違反があった事が分かった場合、品目許可の取消しを進める。
2)安全性・有効性審査結果、適合の場合は特許関係確認書に従って、次の条件付で許可
① 登載医薬品に関する特許権が無効又は該当特許権を侵害してないと判断し、通知後に許可申請
→上記内容の特許関係確認書に根拠し条件付許可、もし訴訟提起、裁判所の判決などあった場合
は直ぐ連絡を求める。もしこのような条件を履行しなかった場合は許可の取消し
②

登載医薬品に関する特許権の存続期間が満了した後に販売するために許可申請した場合

→上記内容を根拠にする条件付許可、もし条件を履行しなかった場合は許可の取消し

3.承認審査（品目許可審査）において食薬処自ら特許情報の用いられるのではなく、許可申請者から
の通知有無や当事者ら（許可権者と許可申請者）の確認によって許可を下しているのが分かります。
4.通知の結果、特許訴訟等が発生した場合は訴訟の間は許可審査は停止されます。（MFDS 電話確認）

※(参考)「薬事法」抜粋
http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=152038&efYd=20141219#0000
第 31 条の 3(医薬品特許目録)
① 第 31 条第 2 項又は第 3 項によって医薬品の品目許可を取得した者は、品目許可を受けた医薬品に
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関する特許権の特許権者、存続期間、権利範囲など、総理令に定める事項(以下特許情報)を医薬
品
特許目録(以下特許目録)に登載するために食品医薬品安全処長に登載申請をしなければならない
。
②
食品医薬品安全処長は第 1 項による登載申請を受けた医薬品に関する特許権が総理令が定めた
対象
及び基準を満たせば、該当医薬品に関する特許情報を特許目録に登載しなければならない。
第 31 条の 4(品目許可申請の事実を通知)
① 登載医薬品の安全性・有効性に関する資料を根拠に、第 31 条第 2 項又は第 3 項による医薬品の
品目
許可を申請した者は登載医薬品の品目許可を取得した者と特許権者（以下特許権者等）に品目許
可
を申請した事実等、総理令で定めた事項を知らせなければならない。
※(参考)「 医薬品等の安全に関する規則 」抜粋
http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=160382&efYd=20141219#0000
第 18 条(医薬品特許目録登載等)
① 法第 31 条の 3 第 1 項及び法第 42 条第 4 項により、製造販売・輸入品目許可を医薬品の特許権に関
する第 2 項各号の事項(以下特許情報)を医薬品特許目録(以下特許目録)に登載しようとする者は
、
製造販売・輸入品目許可を受けた日から 30 日以内に別紙第 18 号書式の医薬品特許目録登載申請
書
(電子申請書を含む)に次の各号の書類(電子文書を含む)を添付し食品医薬品安全処長に提出しな
けれ
ばならない。
第 19 条(製造販売・輸入品目許可申請事実の通知)
① 法第 31 条の 4 第 1 項及び第 42 条第 4 項により登載医薬品の安全性有効性に関する資料を根拠に医
薬品の製造販売輸入品目許可を申請した者は申請日から 7 日以内に登載医薬品の製造販売・輸入
品
目許可を取得した者は特許権者に次の各号の事項を通知しなければならない。
1. 製造販売輸入品目許可申請日
2. 登載医薬品に関する特許権の存続期間満了前に商業的に製造輸入し、販売する目的で登載医
薬品
の安全性・有効性に関する資料に根拠する生物学的同等性試験資料等を提出し、製造販売輸
入品
目許可を申請した事実
3. 登載医薬品に関する特許権が無効又は製造販売輸入品目許可を申請した医薬品が該当特許権
を
侵害してないという判断の根拠
② 第 1 項によって通知した者は通知した事実を証明できる書類を速やかに食品医薬品安全処長に提
出
しなければならない。

Q2.医薬品の販売承認に関して、次の制度があると理解していますが、相違はありますか。また
制度の
概要と運用について教えてください。
（１）一度認められた医薬品の販売承認の内容の一部変更の承認申請手続
（２）新薬メーカーの臨床試験のデータの保護期間（6 年間）

- 507 -

調査報告書

吉田法務事務所

1. 変更申請手順
<MFDS 回答>
○医薬品変更許可(届出)関連法令条項及び食薬処告示条項は次の通りです。
・「薬事法第 31 条第 9 項(製造業許可等)
・「医薬品等の安全に関する規則」第 8 条（許可事項等の変更許可申請等）
・「医薬品の品目許可・申告・審査規定」第 3 条の 2(医薬品の許可申告変更処理)

※(参考)「薬事法」抜粋
http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=152038&efYd=20141219#0000
第 31 条(製造業許可等)
⑨第 1 項から第 4 項までにおいて、許可を受けた事項又は届出事項のうち、総理令で定めた事項を
変更
しようとする場合によって変更許可又は変更届でをしなければならない。
※(参考)「 医薬品等の安全に関する規則 」抜粋
第 8 条(許可事項等の変更許可申請等)
① 法第 31 条第 9 項または法第 42 条によって医薬品等の製造業者・輸入者または委託製造販売業者
が
② その許可又は届出事項を変更する場合は…次の各号の区分による申請書又は届書にその許可証又
は
③ 届書と変更事由書及びその根拠書類(第 4 条各号の書類を含む)を添付し食品医薬品安全処長に提
出
④ する。（電子文書を含む)
※(参考) 「医薬品の品目許可・申告・審査規定」
第 3 条の 2(医薬品の許可申告変更処理)
① 第 3 条による許可又は届出品目の許可・届出項目を｢医薬品等の安全に関する規則｣第 8 条第 1 項
に
② よって変更許可又は変更届出をする場合、変更事項は同告示第 10 条から第 21 条までの規定に適
合
③ しなければならない。また第 6 条によって国際共通技術文書を作成し許可または届出した品目は
、
④ 国際共通技術文書で作成して変更許可、または変更届出をしなければならない。
1.変更事項、変更内容によって変更申請書、変更事由書と根拠書類を食品医薬安全処(又は地方庁)に
提出
2.申請者が提出する書類
・申請書
・許可書(届出書)
・変更事由及びその根拠書類
・基準及び試験方法変更が必要な場合：基準及び試験方法に関する資料
・安全性有効性審査が必要な場合：安全性有効性審査に関する資料
・生物学的同等性試験計画書、生物学的同等性試験、比較臨床試験計画書など

2. 新薬メーカーの臨床試験のデータの保護期間
<MFDS 回答>
○新薬の場合、「薬事法」第 22 条第 1 項によって製造販売・輸入品目許可日から 6 年間再審査
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を与
えています。
新薬の場合、許可取得日から 6 年を再審査期間として規定しています。(医薬品等の安全に関する
規則第 22 条第 1 項)ですので、再審査までの間は既存のデータは保護されるという意味になるそうで
す。(MFDS 担当官に電話確認)

Q3.販売承認の過程での特許情報の入手経路と、承認審査における特許情報の用いられ方・影響
を
教えてください（特許の種類（物質、用途など）によって後続の処分に影響することはありま
す
か）。また、特許の内容について特許庁と相談することはありますか。
<MFDS 回答>
○医薬品特許目録登載手順
・①医薬品品目許可を取得した者(輸入者を含む)で、その該当医薬品の特許権を保有した者、
又は
②医薬品品目許可を取得した者(輸入者を含む)で、その該当医薬品の特許権者から実施権を取
得し
た者は医薬品特許目録集に該当特許権の登載を申請します。
・登載対象の特許権は物質、組成物、剤型、又は医薬的用途に関する特許です。(医薬品等の安
全
に関する規則第 18 条第 3 項第１号)
・また該当医薬品の許可事項の中で、主成分及びその規格、原料薬品及びその分量、剤型、効
能･
効果及び用法・用量と直接関連する特許権だけが登載できます。(医薬品等の安全に関する規則
第
18 条第 3 項第 2 号)
○特許権者への通知
・上記のように特許目録に登載された医薬品を根拠に許可を申請する者は、特許権者と品目許
可
権者に通知しなければなりません。(医薬品等の安全に関する規則第 19 条第 1 項)
・食薬処は通知有無を確認し、通知された場合だけに該当医薬品を許可しています。
・この時に特許の種類による差はございません。
○食薬処は特許庁によって登録された特許権を基に登載、通知制度を運営しています。別途特
許
内容に関して、特許庁と協議したりはしません。
※Q1-2)と同じ内容の質問です。
承認審査の過程では上記のような通知制度があります。※ Q1-2)の韓国の許可特許連携制度にお
ける通知制度と品目許可管理の内容をご参照ください。
Q4.グリーンリストに掲載する登載クレームを確定するための手続
<MFDS 回答>
○医薬品特許目録は「グリーンリスト」という名称は使用しておりません
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○医薬品特許目録登載関連法令条項及びガイドラインは次の通りです。
・「薬事法」第 31 条の 3、 第 42 条の 4 項
・「医薬品等の安全に関する規則」第 18 条
・「医薬品許可特許連携制度細部運営要領」(このガイドラインは「食品医薬品安全処ホームページ
(www.mfds.go.kr)>法令資料>法令情報>指針、ガイドライン、解説書」で閲覧できます。
※韓国の許可特許連携制度における特許目録登載
1. 医薬品特許目録 登載対象
・物質、組成物、剤型、又は医薬的用途に関する特許
・新薬、新しい剤型、新しい組成、新しい効能効果又は用法用量の医薬品
2. 医薬品特許目録 への登載
1) 登載申請者
・医薬品品目許可を取得した者(輸入者を含む)で、その該当医薬品の特許権を保有した者
・医薬品品目許可を取得した者(輸入者を含む)で、その該当医薬品の特許権者から実施権を取得し
た者
2) 申請時期
・品目許可日から 30 日以内
・許可を受けてから特許権が登録された場合は特許登録日から 30 日以内
3) 登載基準(要件)
・該当医薬品の許可事項の中で、主成分及びその規格、原料薬品及びその分量、剤型、効能･
効果及び用法・用量と直接関連する特許権
・ 該当医薬品の許可事項の中で食薬処長が認めた安全性・有効性及び品質と直接関連する
・特許権存続期間が残っている
・該当医薬品品目許可が有効である
・特許権者から受けた実施権が有効である
4) 登載申請方法及び提出資料
食薬処の医薬品電子申請サイトを通じて申請
<提出資料>
・申請書
・特許登録原簿写本、登録公告用特許公募写本、特許資料を根拠に作成した特許請求項に関する
説明資料、特許権者と品目許可権者が異なる場合は実施許可書又は契約書、特許権者が代理人を選
任した場合はその証明書類
5) 登載申請内容の公開及び第 3 者の情報提供
登載申請が形式要件(特許権有効、品目許可有効など)を満たした場合はその申請事実を医薬品
特許登載目録集のホームページに公開する。公開事項は品目許可権者、品目名、特許番号、
特許存続期間など。
利害関係者や第 3 者は意見又は意義提出は可能
6) 登載申請内容の変更
登載決定の前に申請者は申請内容を変更できる。
7) 登載申請の処理
・申請内容が登載基準を満たせば、該当医薬品の特許情報を特許目録に登載し、その内容を医薬
品特許目録集に公開する。
・申請受付から登載申請書の処理期間は 45 日
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8) 医薬品許可事項変更及び特許情報変更による特許目録変更
医薬品変更許可や特許登録原簿の特許情報に変更がある場合は変更事項が発生した火から 30 日
以内に変更申請をする。

参照
■医薬品特許登載目録
http://medipatent.mfds.go.kr/mfds?cmd=driOLi001

Q5.医薬品の承認について、第三者に対する公示方法や公示内容

<MFDS 回答>
○医薬品許可事項は MFDS ホームページ(http://ezdrug.mfds.go.kr)及びオンライン医薬図書館
(http://drug.mfds.go.kr)に公開しております。
■MFDS 電子申請サイト

検索語：業者名、製品許可番号、製品名、主
原料、、

■オンライン医薬図書館サイト
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製品名検索

詳細検索
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＜農村振興庁（RDA）向けの質問事項と回答＞
（RDA への質問は吉田法務事務所を介して行った）

一般財団法人 知的財産研究所

御中

RDA 関連調査を実施致しましたので、結果を下記に報告致します。

記
５．

着手日

：平成 26 年 12 月 29 日（月）

６．

ご依頼内容：
2014 年 12 月締結しました契約書の RDA 質問事項
RDA 質問事項
Q1.農薬（ジェネリック農薬を含む）の登録（各種試験～販売）の流れと、その中での特許
情報が利用されるかどうか、登録審査における特許情報の用いられ方・影響を教えてくだ
さい（特許の種類（物質、用途など）によって後続の登録が変わることはあればそれにつ
いても教えてください）。
Q2.農薬の販売登録に関して、次の制度がありますか。また、存在する場合は、その制度と
その運用の概要を教えてください。
（１）一度認められた農薬の販売登録の内容の一部変更の登録申請手続
（２）新薬メーカーの安全性試験等のデータの保護期間
（３）第三者による、ジェネリック農薬製造のための試験や、追加の薬効等探索のための
試験に対する特許権侵害の免責
Q3.
特許情報の入手経路と、登録審査における特許情報の用いられ方・影響を教えてください
（特許の種類（物質、用途など）によって後続の処分がかわることはありますか）。
また特許の内容について特許庁と相談することはありますか。
Q4. パテントリンケージの制度はありますか。また導入の予定はありますか。
Q5.農薬の登録内容を第三者に公示する方法や公示内容を教えてください。

７．
調査方法：
頂いた質問内容を農村振興庁(RDA)へ照会し文書で回答を得ました。
下記に、RDA から得た回答の文書（6 枚）を添付致します。
今回の調査に対して回答した RDA 担当官は以下の通り。
（主務官：イムヨンジュ、農業研究官：バクヨンギ、農資材産業課長：ベクヨンヒョン)
８．

回答内容：以下、RDA からの回答内容となります。
RDA から回答を得た文書を韓国語から日本語に翻訳しております。
（質問、回答の順に記載しております。）
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Q1.農薬（ジェネリック農薬を含む）の登録（各種試験～販売）の流れと、その中での特許情報
が利用されるかどうか、登録審査における特許情報の用いられ方・影響を教えてください（特
許
の種類（物質、用途など）によって後続の登録が変わることはあればそれについても教えてく
だ
さい）。
RDA 回答
■関連規定：農薬管理規定第 8 条～第 17 条
■農薬品目登録の手順
○農薬品目登録申請
-製造業者または輸入業者は農薬品目登録申請書に薬効・薬害・毒性・残留性等の試験成績書
を添付し、農薬試料と一緒に農村振興庁長に提出
○登録申請書類等の検討及び専門委員会の審議
-提出書類の検討及び試料検査（国立農業科学院）
-農薬専門家で構成された専門委員会(安全性及び生物活性に関する)審議
○農薬安全性審議委員会の審議
-関係部署、消費者・農薬業者・生産者・農業人団体役員、専門家で構成された農薬安全性審
議委員会による審議
○農薬品目登録及び登録証の発行
-法第 9 条第 3 項各号のいずれか一つに該当しない場合には登録される
※農薬管理法第 9 条第 3 項各号
1.申請書の記載事項に虚偽事実がある場合
2.該当農薬の薬効が著しいほど低く、農薬として価値がない場合
3.申請書に書かれた内容に従って該当農薬を使用すると、農作物に害が出た場合
4.該当農薬の使用・取扱要領に従っても人と家畜に害を及ぼすおそれがある場合
5.該当農薬が多量使われたら、水棲生物に害を及ぼすおそれがある場合
6.申請書に書かれた内容に従って該当農薬を使うと、農作物に残留し、その農作物を利用する
人
と家畜に害を及ぼすおそれがある場合
7.申請書に書かれた内容に従って該当農薬を使うと、農耕地等の土壌に残留し、土壌生態系を
破
壊するおそれがあり、その農耕地で育った農作物を利用する人と家畜に害を及ぼすおそれがあ
る
場合
8.該当農薬が多量使われた場合、「水質及び水生態系保存に関する法律」第２条第９号による
公
共水域の水質が汚染され、水生生態系を破壊するおそれがあり、その水を利用する人と家畜に
害
を及ぼすおそれがある場合
9.該当農薬の名称がその主要成分または効果において誤解を招くおそれがある場合
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農薬登録体系
製造(輸入)業者

農村振興庁
（登録・登録証交付）

「申請」
｢登録申請書類の提出｣
検討期間
・新規：9 ヶ月
・変更：3 ヶ月

農村振興庁

国立農業科学院
（登録申請書の検討）

農薬安全性審議委員会

安全性・品目管理専門委員会

農薬再登録：農薬管理法第 11 条規定
農薬品目登録の後、10 年毎に品目別に新しい情報を通して農薬の安全性を周期的に行政が確認す
るための制度(1996 年に導入された。)
■特許情報利用の有無
○登録審査の手順において、特許情報を利用しません。
Q2.農薬の販売登録に関して、次の制度がありますか。また、存在する場合は、その制度とそ
の運用の概要を教えてください。
（１）一度認められた農薬の販売登録の内容の一部変更の登録申請手続
（２）新薬メーカーの安全性試験等のデータの保護期間
（３）第三者による、ジェネリック農薬製造のための試験や、追加の薬効等探索のための試験
に対する特許権侵害の免責
（１）一度認められた農薬の販売登録の内容の一部変更の登録申請手続
○関連法令：農薬管理法第 13 条、同法施行規則第 17 条
○変更登録項目
①適用対象における病害虫及び農作物の範囲、農薬の使用方法及び使用量
②品目の製造処方
○変更登録の手順
-施行規則別紙第 19 号書式で変更登録の申請（書類及び試料添付）
① 適用対象における病害虫及び農作物の範囲、農薬の使用方法及び使用量を変更する場合は
次の書類を添付
ア. 品目登録証または製品登録証
イ. 理化学的分析成績書(自社検査成績で代替可能)
ウ. 薬効及び薬害試験成績書
エ. 残留性試験成績書
オ. その他に変更内容を証明できる試験成績書（該当変更事項がある場合だけ提出）
② 品目の製造処方を変更する場合
ア. 時間経過による該当性質・状態の変化資料
イ. 登録されたそれぞれの農作物に対して実施した薬効・薬害試験成績書（主剤以外のその
他成分の種類または投入割合を変更する場合だけ提出する。）
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ウ. その他成分に関する物質の安全保健資料(主剤以外のその他成分の種類を変更する場合
には提出する。）
エ. 人と家畜に対する毒性、環境及び動物・植物に対する影響試験成績書（毒性が高くなる
おそれがあると判断される場合には提出する。
）
（２）新規農薬の製造所における安全性試験等のデータの保護期間
○10 年
（３）第三者による、ジェネリック農薬製造のための試験や、追加の薬効等探索のための試験に
対する特許権侵害の免責
○新規登録と同一。ただ登録後 10 年が経過した場合には薬効及び薬害、残留性、毒性試験成績
書が免除される。（ただし、登録済み品目と製造処方が同一な場合に限る。）
（参考解釈）新規登録と同一であり、特許情報を利用しない為、特許権の免責制度は無いことに
なります 。
（追加質問）承認のところで、ジェネリックメーカーが承認申請した場合は、先発メーカーの過
去の申請と原体などを比べて同じものがあると承認しないということになるのでしょうか?
〇いいえ、登録審査中に過去の申請内容と比べる事はない。

Q3. 特許情報の入手経路と、登録審査における特許情報の用いられ方・影響を教えてください
（特許の種類（物質、用途など）によって後続の処分がかわることはありますか）。
また特許の内容について特許庁と相談することはありますか。
○該当事項無し。
（追加質問）また、韓国の農薬の販売登録においては特許情報を利用しないとのことですが、特
許の処理については完全に当事者間に任せられているということでしょうか?（韓国では先発メ
ーカーなどはあまりないのか）
〇はい、そうです。そもそも韓国では新薬があまりない。
Q4. パテントリンケージの制度はありますか。また導入の予定はありますか。
○該当事項無し。
Q5.農薬の登録内容を第三者に公示する方法や公示内容を教えてください。
○農薬管理システムで農薬登録情報を提供しています。
-サイト：http://epmso.rda.go.kr
-提供情報：品目名、一般名、商標名、毒性情報、登録番号、登録日、農作物、適用病害虫、
使用適期及び方法、希釈倍数(10g 当たり使用量)、安全使用基準、主成分の含有量(%)
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「農薬管理システムページ」

検索語
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農薬登録現況の照会画面

検索語：品目名、一般名、商標名、作物名、病害虫名

以上
平成 27 年 1 月 15 日
東京都北区中里 2-6-14-401
吉田法務事務所
代表 吉田武史（行政書士・薬剤師）
TEL:03-5944-5013 /FAX:03-5980-1036
HP : http://yakuji.net/
E-mail : info@yakuji.net

【注意事項】
：上記内容は照会時の内容であり、将来における法改正、法解釈までも担保する
ものではない。また、行政指導の性質上、担当官により裁量の範囲内で回答が変わる可能性
も含まれる内容である。
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＜韓国法律事務所（金・張法律事務所）向け質問事項と回答＞
（立法の趣旨について）
Q1. 医薬品の販売承認を取得するために失われる特許期間の埋め合わせのための制度
という理解でよいですか。制度の存在自体について、国内ユーザーからの批判などはあ
りますか。
国内ユーザーからの批判などはないと把握されます。
（延長登録の対象となる処分）
Q2. 延長登録の対象となる処分について、追加あるいは除外を望む声はありますか。
延長登録の対象となる処分について、追加あるいは除外を望む声は、現在のところない
と把握されます。ただし、処分の基礎となる医薬品の許可を限定する特許法施行令第 7
条に関する改正(2013 年 4 月 3 日施行)が比較的最近なされたため、改正された制度の
施行による問題が今後現れればこれに対する改善の意見がある可能性があります。
＜特許法施行令第 7 条＞
第 7 条(許可等による特許権の存続期間の延長登録出願対象発明)法第 89 条第 1 項で「大
統領令で定める発明」とは、次の各号のいずれか 1 つに該当する発明をいう。
1.特許発明を実施するために「薬事法」第 31 条第 2 項・第 3 項または第 42 条第 1 項に
よって品目許可を受けた医薬品[新物質(薬効を示す活性部分の化学構造が新しい物質
をいう。以下、本条で同じである)を有効成分として製造した医薬品として、最初に品
目許可を受けた医薬品に限定する]の発明
（延長登録の対象となる特許）
Q3. 延長登録制度の対象となる特許発明について、現行法ではどのような特許が対象と
なっていますか。また、現行法で規定されている特許以外に、何を追加すべきと考えま
すか。
医薬(動物の医薬を含む）及び農薬が延長登録制度の対象です。それ以外の発明の追加
については全く論議がありません。
Q4. 最初の承認に基づいて、関連する複数の特許権の延長登録が認められるようですが、
関連する１つの特許権に制限することを望む声はありますか。
現在のところ、そのような動きはないと把握されます。
（延長が認められるための要件）
Q5.延長登録制度の対象となる特許発明について、最初の許可又は登録（先行処分）に
より延長が認められた後、別の許可又は登録（後行処分）が行われた場合に、後行処分
までに要した期間について再延長を望む声はありますか。
Q2.で申し上げた特許法施行令第 7 条の改正案を検討する段階で一部製薬会社(多国籍
製薬会社)が後行処分に基づいた再延長を主張しましたが、上記施行令が確定して施行
されている現在の段階では、後行処分に基づいた再延長は不可です。
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Q6.物質 A 又は B を選択肢とする化学物質発明に係る特許権について、有効成分 A を含
む医薬品（又は農薬）の先行処分を受けた後、有効成分 B を含む医薬品（又は農薬）の
後行処分を受けた場合、先行処分に基づく延長登録に加えて、後行処分に基づいて新た
な延長登録を認めてほしいという意見はありますか。
特許法(第 89 条第 1 項)によると、特許権の存続期間延長は対象物質に関係なく一回の
み可能です。従って、上記のような場合、有効成分 B の後行処分に基づいた延長は不可
能です。現在のところ、このような法規定について他の意見や動きはないと把握されま
す。
＜特許法第 89 条第 1 項＞
第 89 条(許可等による特許権の存続期間の延長)①特許発明を実施するために他の法令
によって許可を受けるか登録等をしなければならず、その許可または登録等(以下「許
可等」という)のために必要な有効性・安全性などの試験によって長期間が要される大
統領令で定める発明の場合には、第 88 条第 1 項にもかかわらず、その実施することが
できなかった期間に対して 5 年の期間までその特許権の存続期間を一回のみ延長でき
る。
Q7.有効成分 A に関する化学物質発明に係る特許権について、有効成分 A を含む医薬品
（又は農薬）で先行処分を受けた後、有効成分 A と有効成分 B を含有する配合剤で後行
処分を受けた場合、後行処分に基づいて延長登録を認めてほしいという意見はあります
か。
上記のような場合、A 物質特許に対して A の許可が最初の許可なので、他の後行許可に
基づいた延長は認められません。ただし、B が以前に許可を受けたことがない物質であ
って、A＋B 配合剤の許可が B 成分を含む医薬品としては最初の許可である場合には、B
物質関連の特許はこの配合剤の許可に基づいて存続期間延長出願をすることができま
す。これは、最近改正された特許法施行令と関連する事項であるため、まだ他の意見は
ないと把握されます。
Q8.承認により禁止が解除される特許発明の実施という概念はありますか。あるとすれ
ば、先行処分によって特許発明の実施が可能となった範囲に属しない後行処分に基づい
て、特許権の延長登録を認めることが、現行法で許容されていますか。（先行処分に係
る医薬品又は農薬と後行処分に係る医薬品（又は農薬）とが相違する場合等を想定）
延長された特許権の効力はその許可された対象物を許可された用途に使用する場合に
のみ及びます(特許法第 95 条)。従って、特許の他の部分の実施が後行処分によって可
能になったとしても追加の延長は許容されません。
＜特許法第 95 条＞
第 95 条(許可等による存続期間が延長された場合の特許権の効力)第 90 条第 4 項によっ
て特許権の存続期間が延長された特許権の効力は、その延長登録の理由になった許可等
の対象物(その許可等において物に対して特定の用途が定められている場合には、その
用途に使用される物)に関するその特許発明の実施行為にのみ及ぶ。
（延長期間）
Q9.延長期間が最大５年であることについて、期間の拡大や縮小を望む声はありますか。
これに対する変更を要求する動きはないと把握されます。
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Q10.欧米のように（例えば米国の 14 年）、許可日又は登録日から満了日までの期間に制
限を設けることを望む声はありますか。
そのような動きはないと把握されます。
Q11.延長期間の算出方法として、臨床試験又は農薬登録に要する試験期間(特許権の設
定登録の日又は最初の被験者選定の日等のうち、遅い日から最終の被験者観察期間の終
了日等)と行政処理期間(許可又は登録関連書類の受付の日から医薬品の許可又は農薬
の登録の日)との合計であることについて、異なる算定方法を望む声はありますか。
異なる期間算定方法を望む声はないと把握されます。
（延長回数）
Q12. １つの特許について複数回の延長を望む声はありますか、あるとしたら、どのよ
うな場合ですか。
特許権存続期間の延長は例外的に認めると見る視角が優勢で、１つの特許について複数
回の延長を望む声はまだないと把握されます。
5
（延長された特許権の効力）
Q13.特許法 95 条改正の趣旨を教えてください。また、延長された特許権の効力が及ぶ
範囲について、さらに現行法の規定を変更することを望む声や改正を検討していること
があれば簡単に教えてください。
Q8.でご説明した通り、特許法第 95 条の実質的内容は改正されておらず(単に表現のみ
「実施行為以外には及ばない」から「実施行為にのみ及ぶ」に修正)、Q2.でご説明した
通り、特許法施行令第 7 条が実質的に改正されました。改正の趣旨は米国やヨーロッパ
でのように用途などは考慮せず、許可された物質が新物質の場合にのみその最初の許可
に基づいて存続期間延長を許容するということです。結果的に対象特許の範囲は縮小さ
れましたが、延長された特許の効力範囲には変動がありません。
Q14.延長された特許権の効力は、医薬品であるか農薬であるかによらず、延長登録の理
由と成った許可等の対象物（特定の用途が定められた物の場合には、その用途に使用さ
れる物）に関する特許発明の実施行為にのみ及ぶと規定されていますが、この用途には、
追加承認された用途や第三者が受けた承認に関わる用途も含まれますか。また、ここで
いう「用途」とは、特定の疾病に使用することのみならず、特定の疾病に使用する際の
用法や用量等の使いかたは含まれますか？
特許法第 95 条の法文句上、追加承認された用途や第三者が受けた承認に関わる用途は
含まれないと解釈されます。しかし、ここで「用途」は「許可を受けた有効成分の機能・
効果」を意味し、これが同一であれば、用法・用量、製法などが異なる実施の形態に対
しても、延長された特許権の効力は及びます(ソウル中央地方法院 2009 年 3 月 19 日言
渡 2009 カ合 235 侵害差止仮処分事件)。
Q15.ジェネリック医薬品の製造販売の承認を申請するに当たって、延長された特許権の
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効力の及ぶ範囲に該当製品が含まれるか否かの判断で迷うことはありますか。迷うこと
があるとすれば、それはどのような理由からですか。
ジェネリック医薬品はオリジナル医薬品と同等性が認められなければならないため、延
長された特許権の効力が及ぶ範囲に該当する製品であるどうかの判断には特に疑問の
余地がないといえます。
（延長登録出願の手続）
Q16.承認日から３ヶ月以内に延長登録出願を行うという時期的制限について、期間の拡
大や短縮を望む声はありますか。
出願時期など延長登録制度の手続要件に対する変更を望む声は現在のところないと把
握されます。
（第三者に対する公示方法）
Q17.承認情報、特許情報へのアクセス性について、満足していますか。
はい。満足しています。
Q18.韓国において、延長登録の登録要件や、権利の効果・範囲に関して争った重要な判
例があれば簡単に教えてください。また、韓国において、ジェネリックメーカーの市場
参入に関して争った重要な判例があれば簡単に教えてください。
延長登録の登録要件や、権利の効果・範囲に関して韓国ではまだ先例が蓄積されておら
ず、上記で言及したソウル中央地方法院 2009 年 3 月 19 日言渡 2009 カ合 235 特許権侵
害差止仮処分事件において、用量が異なる同一用途のジェネリック製品に対して、延長
された特許権の効力を認めました。
一方、延長された特許権の効力に関するものではありませんが、ファイザーのリリカ製
品に関わる特許侵害差止仮処分事件(2014 年 2 月 5 日言渡 2013 カ合 1717)において、ジ
ェネリックの製品説明書上の用途は特許を受けた用途と異なるが実際許可を受けた用
途は特許の用途と同一であるという理由で侵害が認められました。
Q19.データ保護期間による保護に加えて、特許権の存続期間の延長による保護を受ける
ことが有効である場合とその理由をお答えください。
延長された特許権の効力は同一の用法・用量のジェネリック製品だけでなく、用法・用
量などを異にした製品にも及び得るという点で追加の保護を提供すると見ることがで
きます。
Q20. MFDS がグリーンリストに特許情報を掲載する際に、登載クレームとして、元の特
許請求の範囲からは改変された内容とする点について、ユーザーからの批判等はありま
すか。
MFDS の登載実務は何回かの変更があり、現在は初期の「登載クレーム」形態の代わり
に、特許請求項をそのまま登載しながら、ただし、特許請求項と製品との「直接関連性
審査情報」(以前の「登載クレーム」と事実上同一)を表の形式でともに記載しています。
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しかし、現在国会に係属中の薬事法改正案によると、ジェネリック通知範囲と販売制限
制度はいずれも特許請求項を基準に運用される予定であり、「直接関連性審査情報」は
製品と関連する特許情報を後発医薬品会社に提供する程度の意味のみ有するようにな
ると思われます。従って、現登載実務については特別な批判意見はないと理解しており
ます。
（その他）
Q21.韓国と他国とで特許権の延長登録制度（審査遅延に関する延長登録制度を除く）を
比較した場合に、韓国の制度についてメリット又はデメリットと思うことがあれば、お
答えください。
（観点の例：期間・回数、延長期間の算定方法、延長の効果（権利行使）、延長対象、
承認との関係、延長手続き等）
韓国制度のメリット
（自由記載： ）
韓国制度のデメリット
（自由記載： ）
韓国の存続期間延長制度に関する 2013 年の特許法施行令の改正は、米国とヨーロッパ
の存続期間延長制度と類似の基準を適用をする方向になされたので、現行の制度におい
て外国と比較して明確な長短所はないと思われます。
Q22.韓国又は日本における特許権の存続期間の延長登録制度について、その他の意見は
ありますか。
過去の存続期間延長制度は米国、ヨーロッパよりは日本の制度と類似しましたが、2013
年の特許法施行令の改正以後、米国、ヨーロッパの制度と類似するものとなり、日本の
制度とは多少差が生じたと思われます。即ち、日本最高裁平成 21 行(匕)第 326 号の見
解とは異なり、国内では新たな剤形について追加で許可を受けても、以前に許可された
製品と有効成分が同一であれば、追加の存続期間延長は許容されないという点で差があ
ると思われます。
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