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の知的財産事務所） 
INVESTIP事務所はベトナム国家知的財産庁出身の経験豊富な第一人者たちによって 1988年に設立され

た事務所であり、ベトナムで最も有名な知的財産事務所の１つとして、ベトナムのみでなく、ラオスやカ

ンボジア、ミャンマーにおける総合的な知的財産サービスを提供している。Quang氏は INVESTIP事務

所の特許・工業デザイン部門長を務めており、機械工学、材料、繊維、石油プラットフォーム、建設等の

分野で特許の明細書作成や中間処理に 20年以上携わっている。Quang氏はまた、異議・審判・無効化、

特許調査、更新手続、譲渡・ライセンス契約・変更登録等の特殊な事案にも取り組んでいる。Trang氏の

専門分野は化学、生物学、バイオテクノロジーであり、特許の明細書作成や中間処理において 9年以上の

経験を有する。 

 

1. 概要 

 医薬特許は、一国の社会経済政策および公衆衛生政策にとって重大な意味を持っ

ている。医薬品の特許保護は、保護された主題の製造もしくは取引に関して排他的

な権利を与えるため、競争を抑制し、製品価格を本来の適正価格よりも高値に設定

するために利用されることがある。これが医薬品価格や公衆衛生政策と密接に関わ

ってくる。それゆえ、特許権者の利益と社会の利益の均衡を図るために、すなわち、

人々が医薬を利用する権利（これは基本的人権の一つである）に悪影響を与えるこ

となく創造的な投資を促進するために、各国は独自の保護制度を設けている。ベト

ナムは、医薬品の特許保護において本邦の社会経済的状況に適合した政策を実施し

てきた。 

 

 本論においては、既知の化合物の塩、多形、剤形、投与方式等に関わる医薬関連

特許の保護に伴う問題をもっぱら採り上げる。 

 

2. ベトナムにおける医薬発明の審査に関する規則 

2-1. 発明の定義 
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 ベトナム知的財産法第 4条 12項は「発明とは、自然法則を利用して特定の課題

を解決するための、製品もしくは方法の形をとった技術的解決手段をいう」と定め

ている。ただし、知的財産法第 59条に規定されているように、科学的発見は発明

として保護適格とされない。科学的発見とは、以前から自然界に存在していたが過

去に認知されていなかった物質、現象、特性の発見をいう。さらに、通達

No.01/2007/TT-BKHCNの 25.3c)項の(iii)号に規定されているように、人間によ

って創造された物以外の自然生成物は技術的解決手段とは見なされず、したがって

発明として保護されることはない。ただし、天然生成物の新規な形態（既知の化合

物の多形、塩、エステル、エーテル等を含む）は発見とは見なされない。これら新

規の形態は、新規性、進歩性および産業利用可能性の要件を満たしている場合、特

許保護の対象となりうる。 

 

2-2. 医薬特許に関する保護基準 

 ベトナム知的財産法第 58条 1項の規定によれば、発明が新規性、進歩性および

産業上利用可能性の要件を満たしている場合、その発明は特許適格とされる。物質

の新規な形態（既知の物質の多形、塩、結晶を含む）は、新規性、進歩性、産業上

利用可能性の要件を満たしていれば特許適格とされる。 

 

 以下、医薬品に関するベトナムの特許性の基準に関わる概念について論じること

にする。 

 

(1) 新規性 

発明登録出願の出願日前、もしくは該当する場合は優先日前に、ベトナム国内ま

たは国外において、使用により、または書面もしくは口頭での説明、その他何らか

の形態の手段により、当該発明が公然と開示されていない場合、その発明は新規と

見なされる。 

 

 通達No.01/2007/TT-BKHCNの25.5a)項(i)および25.7a)項ならびにベトナム

特許審査ガイドラインの第 24条の規定により、特定の出願の審査中に、当該出願
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よりも先に出願され当該出願の出願日より後に公開された出願が調査で発見され

た場合、発見された出願は新規性の評価に際しては考慮されないが、先後願の判断

の際には考慮されることになる。 

 

(2) 進歩性 

 ベトナム知的財産法第 61条の規定によれば、発明登録出願の出願日前、もしく

は該当する場合は優先日前に、ベトナム国内または国外において、使用により、ま

たは書面もしくは口頭での説明、その他何らかの形態の手段により、既に公然と開

示されているすべての技術的解決手段に基づき、当該発明が発明的進歩を構成し、

かつ、当業者によって容易に創出しえないものである場合、その発明は進歩性を有

すると見なされる。 

 

 基本的に、発明の進歩性は「課題－解決アプローチ」に従って審査される。した

がって、医薬発明が進歩性の要件を満たすのは、当該発明が予期せぬ技術的効果、

たとえば、治療効果、バイオアベイラビリティ（生物学的利用能）、毒性、特異性、

選択性、溶解性、薬物安定性、製造可能性等の点で予期せぬ効果を生み出した場合

である。 

 

(3) 産業上利用可能性 

 発明は、ベトナム知的財産法第 62条に規定された産業上利用可能性を備えてい

なければならない。第 62条は「発明の主題である製品の大量生産もしくは製造、

または方法の反復適用を実現し、かつ、安定的成果を達成することが可能である場

合、当該発明は産業上の利用可能性を有すると見なす」と規定している。 

 

2-3. 開示の十分性 

開示の十分性に関する規則は、通達 No.01/2007/TT-BKHCNの 23.6項に示さ

れている。この規則によれば、明細書には、当業者が発明を実施できる程度に十分

に明瞭かつ完全な方法で発明が開示されていなければならない。この規則に基づき、

特許請求項に記載された発明を実施するための最良実施態様（最良実施態様の技術
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的特徴を立証するための調製プロセスや試験データ等）が明細書の中で十分に開示

されていない場合、その出願は、十分な開示がなされていないという理由で拒絶も

しくは無効化されるか、明細書の開示内容に合わせた保護範囲の縮小を求められる

可能性がある。 

 

3．既知の化合物の塩、多形、剤形、投与方式に関わる医薬発明の保護の実態 

3-1. 塩 

 製薬産業では、十分な溶解性もしくは安定性を備え、製造過程での精製や取扱い

が容易な薬剤を生産する目的で塩が調製される。各種の塩は、溶解性、バイオアベ

イラビリティ、効能その他の特性がそれぞれ異なっている。 

 

 我々が知る限り、既知の化合物の新規の形態の特定の塩に関する医薬特許は、特

許の独占期間を延長する手段（エバーグリーニング手段）となる。既知の化合物が

酸または塩基である場合、当業者は有望な物理化学的特性を備えた塩を作り出すこ

とができるからである。新規の特定の塩を特許により保護すると、ジェネリック医

薬品の市場参入を妨げる結果となる。ベトナムの特許実務の下では、既知の化合物

の新規の特定の塩は発見とは見なされず、それらが新規性、進歩性および産業上利

用可能性の要件を満たしていれば特許適格とされる。「薬学的に許容される塩」

（pharmaceutically acceptable salts）という表現を特許請求項の中で使用する

ことは、一般に認められている。既知の化合物の特定の塩に関する新規性の審査は、

通常、ベトナム特許審査ガイドラインの規則 22.2.2.2の規定に従い、「一般的な

特徴」は「個別的な特徴」の新規性を妨げないという原則に基づいている。たとえ

ば、「アルキル」は「プロピル」の新規性を妨げない。既知の化合物の特定の塩が、

既知の化合物と比較した場合に、安定性、治療効果、バイオアベイラビリティ、毒

性、特異性、選択性、溶解性、製造可能性等の面で予期せぬ優位性を備えている場

合、その塩は進歩性を有すると見なされることが多い。 

 

 

3-2. 多形 
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 多形とは所与の化合物の固体結晶相であり、固体状態にある当該化合物の分子に

ついて結晶配列が 2種類以上存在する結果として生じる。多形は医薬品の分野で

は重要な役割を果たしている。複数の異なる物理的形状を有する多形の結晶形がそ

れぞれ異なる薬学的に重要な特性を持つことがあり、それが医薬品のバイオアベイ

ラビリティ、治療効果、安定性、製造、保管等々に影響を及ぼすからである。既知

の化合物の多形もまた、特許のエバーグリーニング手段となる。 

 

 塩の場合と同様、ベトナムの特許規則の下では多形は発見とは見なされず、それ

らが新規性、進歩性および産業利用可能性の要件を満たしていれば特許適格とされ

る。多形は非晶体または様々な結晶体の形で存在しうる。「化合物の結晶形」

（crystalline form of compound）という表現は特許適格な主題を表すものとし

て認められないことになっている。「化合物の結晶形」はベトナム知的財産法第 4

条 12項に定義された「製品もしくは方法の形態」に該当しないからである。ベト

ナム国家知的財産庁(National Office of Intellectual Property: NOIP)の審査官に

よる拒絶を克服するためには、この表現は「結晶形としての化合物」（compound 

as crystalline form）に変更しなければならない。 

 

 既知の化合物の多形に関する新規性の審査は、ベトナム特許審査ガイドラインの

規則 22.2.2.5(1)の規定に基づいて行われる。性能もしくはパラメータに関する特

徴を含む製品に関係する発明を審査する過程で、審査官は、それらの性能もしくは

パラメータが、特許請求された製品の特定の構造または組成を示唆しているか否か

を検討しなければならない。先行技術文献に記載された製品の構造または組成とは

異なる構造または組成を特許請求された製品が備えていることを前記の性能もし

くはパラメータが示している場合、特許請求された製品は新規とされる。これに対

し、当業者が前記の性能もしくはパラメータに基づいて特許請求された製品と先行

技術文献に記載された製品とを区別できない場合、特許請求された製品は先行技術

文献に示された製品と同一であるとみなされ、新規でないとされる。 
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 既知の化合物の多形の進歩性の基準も塩の場合と同様で、既知の化合物と比較し

た場合に、当該多形が安定性、治療効果、バイオアベイラビリティ、毒性、特異性、

選択性、溶解性、製造可能性、物理的特性等の面で予期せぬ優位性を備えている場

合、その多形は進歩性を有すると見なされる。 

 

既知の化合物の多形に関する特許付与の事例 

・先行技術 

以下の構造式 1で表されるアデホビルジピボキシルの化学構造 

 

・特許保護される結晶形としての化合物 

ベトナム特許出願番号：1-2011-02551 

WO2010/110622 

特許番号：1-0016484号（特許付与日：2017年 1月 17日） 

特許公開日：2017年 2月 25日 

 

特許請求項 

1. 粉末 X線回折のパターンが 2θ=7.3, 16.3, 17.2および 22.2をピ

ークとする特性を表している、結晶形 Bとしてのアデホビルジピボキシル。 

 

3-3. 投与方式 

 ベトナムの特許実務の下では、既知の化合物の投与方式に関わる医薬発明は保護

されない。特許付与が拒絶される理由は、化合物または組成物が既に開示されてお

り、先行技術と異なる特徴が投与方式（1日 2回服用等）のみである場合、その特

徴は化合物または組成物の技術的特徴とは見なされず、治療方法の特徴と見なされ
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るからである。化学的な見方をすれば、化合物または組成物の特徴と見なされるの

は、当該化合物または組成物の構造式や成分等の技術的特徴のみである。それゆえ、

化合物または組成物の新規性審査においては、通常、構造や成分に関わる特徴が考

慮される。 

 

 他方、ベトナム NOIPの審査官の現在の見解によれば、投与方式に関わる特徴は、

特許請求された化合物または組成物に関して、既知の化合物または組成物とは異な

る構造や成分を提示しておらず、そのため当業者は特許発明と先行技術とを識別す

ることができない。したがって、特許請求された化合物または組成物は既知の化合

物または組成物と同一であると見なされる。ゆえに、ベトナム特許審査ガイドライ

ンの規則 22.2.2.5(1)に基づき、特許請求された化合物または組成物は新規性の要

件を満たしていないと見なされる。 

 

既知の化合物の投与方式に関する特許付与が拒絶された事例 

ベトナム特許出願番号：1-2009-0711 

WO2008/033851 

公開番号：20431 

公開日：2009年 7月 27日 

特許拒絶決定日：2014年 12月 26日 

 

特許請求項 

1. 薬剤として使用される 2-[6-(3-Amino-piperidin-1-y1)-3- 

methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-pyrimidin-1-ylmethyl]-4-fluoro 

-benzonitrile（化合物 I）であって、毎週 50mgから 250mgを服用量とし

て投与され、毎週の服用量が週に 1回の頻度で投与されるもの。 

 

3-4. 剤形 

 ベトナム知的財産法第 4条 12項の規定により、剤形は発明として保護されない。

剤形は製品もしくは方法の形をとった技術的解決手段に相当しないからである。た
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だし、一定の剤形（錠剤等）を有する医薬組成物は製品として特許保護の対象とな

り、治療の性質を有するとは見なされない。特定の成分量を有する医薬組成物

（0.1mgの有効成分 Xを含む錠剤等）が先行技術に開示されていない場合、ベト

ナム特許審査ガイドラインの規則 22.2.2.2に規定された「『一般的な特徴』は『個

別的な特徴』の新規性を妨げない」という原則に基づいて、当該医薬組成物は新規

性を有すると見なされる。医薬品の剤形に関する進歩性の審査基準は、製品の形態

をとった他の発明の場合と同様であるが、加えて、特許請求された医薬品の剤形に

関する明瞭な説明が明細書の中に記載されていなければならない。医薬品の剤形の

開示が当該剤形それ自体の試験結果に及んでおらず、特定の投与方式に従った予防、

治療もしくは診断の方法のみが開示されている場合、その剤形は十分に説明されて

いないと見なされる。 

 

既知の化合物の剤形に関する特許付与の事例 

ベトナム特許出願番号：1-2012-01206 

WO2011/039337 

特許番号：1-0015475（特許付与日：2016年 5月 9日） 

特許公開日：2016年 6月 27日 

 

特許請求項 

1. SGLT-2阻害剤の有効成分含量が 5mgもしくは 12.5mgであり、

かつ、メトホルミン塩酸塩の有効成分含量が 500mg、850mgもしくは

1000mgであり、かつ、結合剤としてコポビドンを含有する、SGLT-2阻害剤

1-chloro-4-(β-D-glucopyranos-1-yl)-2[4-(S)-tetrahydro 

furan-3-yloxyl-benzyl]-benzene、メトホルミン塩酸塩ならびに一ないし複

数の医薬賦形剤を含む固形医薬剤形。 

 

4. 結論 
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 2000～2016年の期間について、ベトナムにおける塩、多形、剤形を主題とす

る発明の登録出願および保護資格の付与の状況を明らかにするために、前記主題に

関する統計データを以下の図に示す。 

 
図：既知の化合物の新規の形態に関する出願および特許付与の件数（2000～2016） 

棒グラフ：出願件数 折れ線：特許付与件数 

左から：多形、結晶形、エステル・エーテル・塩、剤形（放出量を制御する剤形等） 

注記：上の図の項目は、特許保護された主題に従って選択されたものである 

 

 以上の論考と統計データを通じて、既知の化合物の投与方式を除けば本論で論じ

た主題のほとんどが特許適格であることが分かる。既知の化合物の投与方式の特許

保護が拒絶される理由は、投与方式が治療方法に関する特徴と見なされるからであ

る。さらに、ベトナム NOIPの審査官が新規性を審査する際には、化合物を化学的

側面から調べ、化合物の構造や構成要素に関する特徴のみを考慮する。別の言い方

をすれば、化合物または医薬組成物は、化合物の構造に関わる新規な特徴を含んで

いない限り新規とは見なされないことになる。我々の見解によれば、既知の物質の

投与方式が特許請求項に含まれている場合、審査官の拒絶を避けるとともに出願審

査に要する時間と費用の浪費を防ぐため、出願人は、ベトナムにおいて新規の出願

を行う前に、投与方式の形式で書かれた請求項の削除を検討すべきである。 
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