国家戦略特区ワーキンググループ

ヒアリング（議事要旨）

（開催要領）
１

日時

平成27年３月27日（金）16:17～16:32

２

場所

永田町合同庁舎７階特別会議室

３

出席
＜ＷＧ委員＞
座長

八田

達夫

アジア成長研究所所長
大阪大学社会経済研究所招聘教授

委員

阿曽沼 元博 医療社団法人滉志会瀬田クリニックグループ代表

委員

本間

正義

東京大学大学院農学生命科学研究科教授

＜提案者＞
山口 健太郎 神奈川県ヘルスケア・ニューフロンティア推進局事業統括部長
天城

秀文

神奈川県ヘルスケア・ニューフロンティア推進局副主幹

和田 大次郎 神奈川県ヘルスケア・ニューフロンティア推進局主任技師
＜事務局＞
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内閣府地方創生推進室参事官補佐

（議事次第）
１

開会

２

議事

・イノベーション制度を促進する知的財産制度の構築
－特許延長期間の適正化
－特許延長の対象に医療機器追加
・機能性食品市場の拡大（機能性食品の用途発明の特許取得）

３

閉会

○鈴木参事官補佐

最後の事項 になります。 最後の神奈川 県様からの 御提案は、イ ノベー

ション制度を促進 する知的財産 制度の構築と 機能性食品市 場の拡大の ２点でござい ます。
ともに特許庁関連 ということで ございます。 こちらは後ほ ど特許庁を 呼んで議論さ せてい
ただくことになり ますけれども 、その前に10 分程度で神奈 川県のほう から御提案内 容を御
説明いただければと思います。
それでは、座長、よろしくお願いいたします。
○八田座長

それでは、引き続き、御説明をお願いいたします。

○山口部長

わかりました。
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資料の12ページ をお開きいた だけますでし ょうか。パワ ーポイント の資料の12ペ ージに
なります。「イノベーションを促進する知的財産制度の構築」というこ とでござい ます。
既に今、特許に つきましては 延長期間とい う制度がござ います。こ れは医薬品等 を対象
に、特許の出願か ら通常は20年 の特許期間が 設定されてお りますが、 実質的な権利 が担保
される期間が短い ということで、臨床の試験、先ほどありま した承認の 審査に要する 期間、
こういったものを 考慮して５年 間延長しよう という制度が 既にござい ます。我々の 今回の
提案は、この５年 では足りない だろうという ことで、使用 の期間を適 正化しようと いう内
容の提案でございます。
この背景といた しましては、 特に医薬品に ついて、特許 法の改正、 右側の青い枠 に書い
てある下でござい ますが、特許 の実質使用期 間、これは日 米の比較の データがござ いまし
て、米国が13年、 対して日本は1 1年というこ とで、これは 先ほどから 出ている審査 ラグ、
承認ラグに起因し ているわけで ございますが 、ここに日本 の競争力が 失われる一つ の大き
な理由があるのではないかと考えております。
やはり新薬を開 発するという のは莫大な投 資が必要にな りまして、 その投資を独 占期間
のうちに回収する といったこと が基本的なビ ジネスモデル になります ので、ここの 期間を
適正に担保すると いうことが創 薬メーカーの さらなる投資 意欲を生み 出し、イノベ ーショ
ンが促進され、国 際競争力の強 化につながる と考えており まして、我 々としては、 この期
間の適正化。具体 的には、今、 ８年程度とい う形の臨床試 験、承認審 査に要してい る期間
と同等の期間の延長を提案したいと考えております。
13ページ、次の 項目でよろし いでしょうか 。特許の延長 のお話でご ざいましたが 、実は
今、医薬品と再生 医療等製品に ついては５年 の制度がござ います。と ころが、医療 機器に
関しては延長の制度がなく、出願から20年で切れてしまうといった状況 でございま す。
一方、海外に目 を転じますと 、米国では医 療機器につい ても５年の 期間延長が定 められ
ております。とい うことで、我 々としては、 日本の産業の ものづくり 力を生かす大 きな分
野でございますの で、ぜひこの 医療機器も特 許延長の対象 に追加して いただきたい という
提案でございます。
次に、14ペ ージでござ います。「機能 性食品市場の 拡大」というテー マでございま して、
この４月から新た な機能性表示 制度が施行さ れます。これ までの特定 保健用食品、 栄養機
能食品に続いて３ つ目のカテゴ リーというこ とで、基本的 に企業の責 任でエビデン ス等を
証明して表示する といった制度 でございます 。今回の提案 は、こうし た機能性食品 の、機
能性の有効性、こ ういったもの を企業はさま ざま研究して いるわけで ございますが 、その
成果といったもの については、今 、特許権の対 象になってい ないという 状況でござい ます。
そうしますと、企 業としては、 せっかくみず からの投資で 開発した研 究成果も、こ れがい
つ他社にとられて しまうかとい った危惧を常 に抱きながら 開発してい るということ になる
と、当然 、開発の意 欲、投 資も限定的に なってしまう だろうとい うことで 、我々とし ては、
こういった機能性 の発明につい ても、ぜひ特 許取得の対象 に入れ込んで いくというこ とで、
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この機能性食品の 開発に伴う市 場の拡大とい ったところに 結びつけて いくことがで きるの
ではないかという考えのもとでの提案でございます。
簡単でございますが、以上です。
○八田座長

どうもありがとうございました。

この機能性に関 するご提案規 制改革会議の ほうにふさわ しいのでは ないですか。 特区だ
けというのはちょっと不思議な感じがしますね。
○山口部長

当然 その御意見も あると思って います。ただ 、我々とし ては、この一 石が全

国の規制改革の議 論にも反映で きれば、それ は、その結果 としては、 我々の狙いが 実現さ
れるかと思います。
○本間委員

神奈 川県で具体的 にこの機能性 に力を入れて いるメーカ ーとか企業は どこで

すか。
○山口部長

味の 素さんとか、 ほかにもいろ いろと食品メ ーカーがご ざいまして、 実はそ

ういう会社からの 提案も出まし て、我々が特 区の場を使っ て何とか。 当然、会社と しては
特区に限らず全国 ベースでやる といったこと が最終的なゴ ールになり ますけれども 、その
一石を投じるという部分では、ぜひ提案という形でさせていただきまし た。
○八田座長

実用 新案自体は全 国になるわけ ですね。ほか の地区もつく ってはいけな いと。

○山口部長

範囲はそうですね。全国になります。

○八田座長

だけ れども、ほか の地区で発明 した機能性食 品はとれな い。これは明 らかに

特区でやるべきではないと思います。
それから、次の 医療機器につ いて、米国で はほかのもの とそろえて 、これは何か 理由が
あるのですか。
○和田主任技師

アメリカは進 んで、プロパ テントといっ てパテント を重視する国 で、積

極的に保護しよう という動きが あるので医療 機器も対象に なっていて 、日本でなっ ていな
いのは、ほかの国 は対象になっ ていない国が 多いので、そ れに合わせ ている経緯が あると
思います。
○八田座長

とい うことは、開 発の費用が随 分違うという ことですか 。医薬品のほ うが多

いということなのでしょうね。
○山口部長

そう ですね。あと は承認の期間 がやはり医薬 品のほうが 時間がかかる という

ことで、実質、特許権が行使できる期間が短いというのがあると思いま す。
○八田座長

わかりました。

それから、最初 の適正化のこ とですね。こ ういうのは一 般的に言う と、消費者の 立場か
ら見ると、特許な んてなるべく 期間が短いほ うがいいので すね。そし て、安いもの が出て
くれたほうがいい のです。余り それが短くな り過ぎると何 の発明も起 きなくなって しまう
のは困るというこ とで、そこで の適正なバラ ンスというの はあるから 、ある意味で 物すご
くかかる費用とか 、そういうも のと比較しな がらというこ とだろうと 思うのですが 、米国
はとにかく過剰に 発明企業を守 る傾向がある から、それに 従って日本 の消費者が犠 牲にな
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っていいのかという問題は根底にいつもあると思います。
と言った上で、これについて委員のお考えを伺いたいと思います。
○本間委員

もう 少し根拠とい うか、数値に 対して、海外 の事例だと か、アメリカ はこう

だけれども、ほか の、例えばヨ ーロッパとか はどうなのだ というとこ ろを示しても らった
ほうが説得力はあるかなという気はします。
○山口部長

そこら辺は調査をやらせていただきます。

ただ、我々もい ろいろと、創 薬メーカーに ヒアリングを させていた だきますと、 やはり
現状はなかなか新 たな開発に対 して、開発自 体に相当資金 が費やされる という状況の 中で、
特にメガファーマ との競争の中 では、開発意 欲と投資の額 といった部 分でどうして も差が
ついているというところを何とか。
○八田座長

あれ は無限にして ほしいのです よ。そんなの は聞いていら れないですよ 。今、

先生がおっしゃっ たヨーロッパ の例とかを比 較して、やは り日本のは 短過ぎるとい う、何
か説得的な根拠が欲しいですね。向こうの言うことを聞いていたら全然 だめですね 。
○本間委員

だか ら、そもそも これを延長し たって、そん なに開発投 資がふえると は思え

ない。
○阿曽沼委員

ブ ロックバスタ ーからオーダ ーメード薬に 医薬品開発 のトレンドも 変わっ

てきますね。従っ て、ブロック バスターはこ うだけれども 、オーダー メード薬開発 のベン
チャー企業の場合 はメガファー マとは違った 、何か分野を 限った形で 保護していく という
意味での延長はあ るのかもしれ ませんね。ブ ロックバスタ ーを世界規 模で販売でき るメガ
ファーマと、オー ダーメード的 な医薬品を開 発するベンチ ャー企業で はその支援の 在り方
が変わってくるべきと思います。
だけれども、オ ーファン薬や アンメット薬 を主たる開発 品目として いるベンチャ ー企業
の方々にも意見を 聞くと違った 意見が出てく るのかもしれ ません。確 認しておく必 要があ
りますね。確かに開 発費用の回収 というのは ベンチャー企 業に取っては 死活問題です から。
医療機器の場合で すが、国家戦 略特区でやる 意味をきちん と考え、う まくできると 良いで
すね。
○和田主任技師

今回の提案、 医療機器の対 象も特許の延 長の対象も そうなのです けれど

も、特区内に臨床 試験を行った 発明に対して という条件で す。どうし ても特許権と いうの
は全国的に及んで しまうので、 それを地域に 結びつけるに は何か必要 で、それが臨 床試験
という地域に根づ いたもの、病 院はあるので 、それを特区 にあるもの で、世界的に 見れば
日本で臨床試験をやる方向にもつながるのではないかと。
○阿曽沼委員

治 験は今後どん どん多施設で 行う事が必要 と思います 。そうすると やはり

地域を超えないと いけない訳で すから、区域 指定との整合 性をどうし ていくのかと いう議
論があるのかもし れません。医 療現場の意識 としては、ど んどん多施 設にして市場 への出
口に向かうスピードを速くしたいという希望がありますから。
○山口部長

我々 の特区の中だ けに限らず、 特区外も含め て、特区の 中で少なくと も臨床
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試験が行われたものは対象にしていきたいと思っております。
○八田座長

これ は本当は規制 改革会議で全 国に関して議 論されるべ き性質のもの ですね。

しかも、非常にい ろいろ難しい 問題が背後に あって、ブロ ックバスタ ーの場合に一 定以上
もうけたら、もう それ以上は特 許を開放する よとか、期間 を短くする よというのが あって
もいいわけですね 。だから、本 当は、これは かなり大規模 な検討を要 するような性 質のも
のですね。
○山口部長

とり あえず今回、 かなりとんが った形の提案 をさせてい ただいたので 、我々

もお話があったよ うに、特許開 放ですとか、 それを逆に一 定の義務づ けではないで すけれ
ども、そうした形 とセットでや っていくだと か、落としど ころと言い ましょうか、 やはり
ジェネリックサイ ドの考え方も 当然あります ので、そこと バランスを とったものと いうの
も落としどころと してはあるか なと。ただ、 当座、まず第 １発目はこ ういった形で とんが
ったものを出させ ていただいて 、特許庁とも いろいろと議 論をさせて いただいて、 何らか
の形での落としどころを見出していきたいと思います。
○阿曽沼委員

医 療機器開発で は、例えばベ ンチャー企業 であると、 大型の医療機 器とい

うよりもデバイス 開発の企業も 多くあります ね。そういう 分野であれ ばあるのかも しれま
せんね。
○八田座長

そういうのが重要ですね。

○阿曽沼委員

今後デバイス開発は重要だと思います。

○八田座長

小さなデバイスで中小企業が結構やっていると。

○山口部長

やは り、そこもし っかりと権利 が担保される ということ が開発意欲に つなが

ってくると思いますし。
○阿曽沼委員

町 工場レベルで の優秀なデバ イス開発や医 療機器開発 も多くありま すかれ。

それらの企業開発 品が保護され ていって、次 の開発投資を 推進する内 部留保が蓄積 されて
いくと良いですね。
○和田主任技師

今おっしゃっ たとおり、新 しい機器で言 うと、サイ バーダインが 今度、

医療機器に認定さ れるのも、日 本で生まれる 技術が、日本 では特許権 の効力の延長 ができ
ないというものがアメリカではできるのですけれども、そういう問題も あります。
○八田座長

それはまさにこの下の問題になるわけですね。

○山口部長

そうです。

○八田座長

これは全国区の問題ですね。

○山口部長

我々 としては本当 に、この特区 だけに限らず 、規制改革 会議なり、そ ういっ

たところでしっか り議論してい ただいて、い ち早くそれが 実現してい くということ が事業
者にとっては一番ハッピーな形だと思っていますので。
○阿曽沼委員

事 業者にとって も、神奈川県 が発信してく れて、世の 中で認められ ていけ

ばありがたいですね。
○山口部長

別に我々は、やはり事業者が主ですので。
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○八田座長

では 、後で特許庁 さんが来て、 これは全国区 ですねと言 ったら、では 、全国

区で提案しますということですかね。
○山口部長

我々も最終的な落としどころでは、そういうことがあります。

○八田座長

そうでしょうね。わかりました。
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