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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

それでは、 国家戦略特区 ワーキンググ ループを開 催いたします 。今回

の事項は神奈川県 様からの御提 案で、イノベ ーション制度 を促進する 知的財産制度 の構築
と、もう一つが機能性食品市場の拡大、この２点でございます。
それでは、座長、よろしくお願いいたします。
○八田座長

お忙しいところをお越しくださいまして、ありがとうございました。
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今、我々は神奈 川県さんの御 説明を伺った ところです。 このことに 関して特許庁 さんの
お考えを伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
○石原班長

お時 間をいただき ましてありが とうございま す。特許庁 調整課審査基 準室と

いうところから参りました。御説明さしあげたいと思います。
まず最初に、「 特許権の存続 期間の延長登 録制度につい て」という 資料がござい ます。
そちらのほうで２ 点、御提案い ただいている と思いますの で、まとめ て御説明した いと思
います。１ページめくっていただければと思います。
まず、提案されてい る内容につい ての確認です けれども、２ペー ジの真ん中の「そ こで」
とある矢印のとこ ろかと認識し ています。特 区内で臨床試 験を行った医 薬品等につい ては、
延長期間の上限を 、これは５年 が現行ですけ れども、これ の適正化を 図るとされて いると
認識しています。
次の３ページ目 で、２つ目の 提案について 書かせていた だきました 。ここに関し まして
も、中ほどの「規 制改革事項」 の１つ目の矢 印にあります 「そこで」 という段落で 、特区
内で臨床試験を行 った医療機器 については、 特許延長制度 の対象とす るということ で、こ
ちらの２点が御要望かと思います。これに関しまして、御説明さしあげ たいと思い ます。
４ページに進ん でいただけれ ばと思います 。まず、延長 登録制度と いうものにつ いて概
要を御説明したい と思っていま す。特にこの 制度は、医薬 品に関して 一番代表的な 例とし
て考えられておりますので、この医薬品に関して御説明をしたいと思い ます。
まず、右のとこ ろに「医薬品 が上市される まで」とあり ますけれど も、医薬品に 関して
は、上市されるま での期間が10 ～20年とか非 常に長い期間 がかかって いると言われ ていま
す。また、そのため に企業側が要 する費用が20 0～1,000億円 ということ も言われてい ます。
上市成功率は0.003～0.007％ということが言われております。
こうした非常に 手間暇かかる 医薬品ですけ れども、仮に 上市した場 合、これを模 倣する
人にとっては比較 的簡単に模倣 ができるとい うことが言わ れておりま す。ですので 、これ
を特許権で保護することが必要だと言われております。
右下の四角のと ころにあるの ですけれども 、主に物質の 特許、物の 特許で保護し ていま
すということです 。１つの薬は 原則１つの特 許で保護する ということ になっていま す。１
つの特許権の重要性が極めて高いと言われています。
こうした特許の保護ができると、企業側が研究開発費の回収ができる となってい ます。
延長登録制度が どのように関 係してくるか というのを次 のページに 書かせていた だいて
おります。５ページです。
今、申し上げま した薬が上市 されるまでの 説明が上の青 色の矢印に 書かれていま す。企
業側がまず基礎的 な探索研究を 行いまして、 前臨床試験と いうものを 行います。こ こから
がポイントになっ てくるのです けれども、治 験の届け出を 厚労省に対し て行っていき ます。
臨床試験を行いま して、その後 に承認申請と いうのがあり まして、最 終的な製造承 認とい
う日がございまして、ここで上市ということになります。
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通常、特許出願 というのもさ れております 。それが真ん 中にある緑 色のバーのと ころに
なります。研究を 開始しますと 、先願主義と いいまして早 く出願をし なければいけ ないの
で、研究を開始し たその直後ぐ らいに特許出 願をされるこ とが多いで す。そうしま すと、
特許出願して、そ の後、権利の 満了まで20年 ということに なっていま すので、真ん 中にあ
る緑色のバーは20 年分引いてあ るということ ですけれども 、出願した後 、審査をしま して、
最終的に登録にな りますと、登 録日というの が真ん中のほ うにあると 思います。こ こから
特許権が行使でき るというのが 基本的な特許 制度なのです が、先ほど 御説明しまし た上の
青の矢印のところ を見ますと、 まだ上市まで 至っていない ので、特許 が取れても上 市まで
の間は特許権を行 使することが できない、特 許期間が侵食 されている 期間と言われ ていま
す。この期間を補 塡する制度が 延長登録制度 ということで 、一番右側 のところに特 許権延
長期間とありまし て、最長５年 とあるところ が、20年から 最長25年ま でということ ですけ
れども、延長されるという制度になってございます。
次の６ページで す。今、医薬 品の話をして きましたけれ ども、それ 以外には農薬 品とい
うのも同じような 課題がござい ますので、こ れも対象とな っています 。また、再生 医療等
製品というものも最近対象になりました。
海外ではどうな っているのか というのを７ ページで説明 してござい ます。日米欧 で比較
してみますと、こ のような表が できます。今 回、まず期間 のところを 御提案いただ いてお
りますので、そこ を見てみます と、表の真ん 中あたりです けれども、 日本も米国も 欧州も
延長期間の上限は５年ということになっています。
医療機器が延長対象となっているのは、真ん中のところで米国のみと なっていま す。
ほかにもちょっ と違う点がご ざいまして、 延長可能な回 数というの も違っていま す。日
本は１つの製品に 対して、例え ばさっきの物 の特許とか、 つくり方、 製法の特許と かいろ
いろな特許があれ ば、それぞれ 複数延長がで きるというこ とになって います。アメ リカは
１つの製品に関し て１回のみ延 長ということ になっていま す。欧州も １回のみとい うこと
です。
次のページをご らんいただけ ればと思いま す。先ほど少 し触れまし たが、再生医 療等製
品というのも延長 の対象となっ ています。こ れは昨年11月 に対象とし て追加された もので
す。これはどうい うものかと申 しますと、下 側の図に書い てあるので すけれども、 薬事法
が改正されたこと に伴う変更な のですが、改 正前は、下側 に医療機器 とありまして 、延長
の対象外とされて いる部分に再 生医療等製品 というのが入 っていまし た。これが法 改正に
伴って新しい区分 として再生医 医療等製品と いうのができ まして、右側 のところのよ うに、
改正後の一番上に 再生医療等製 品というのが あるのですけ れども、従 来、機器に入 ってい
たものと医薬品に 入っていたも のが、まとめ て再生医療等 製品という区 分になってい ます。
特許庁のほうでも 、これに対応 しまして、こ の新しくでき た再生医療 等製品は延長 の対象
というふうに扱うことになりました。
９ページに進ん でいただきま すと、今回の 提案、特区内 で研究開発 を行ったもの という
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限定がされている と思いますけ れども、特区 内で実現しよ うとする場 合の懸念につ いて書
かせていただいております。
まず、特許権と いうのは、日 本国内全域に わたりその効 力を有する 強力な独占的 ・排他
的な権利です。そ うしますと、 地域によって 権利の内容に 優劣をつけ ることは難し いと考
えています。また 、延長期間の 上限とか延長 登録制度の対 象について 、地域による 差異を
設けることは、法のもとの平等に反するおそれもあると考えています。
したがいまして 、これまで特 許庁は、中小 企業等に対す る手数料の 減免措置とか 、遠隔
地に住まれている 方に対する手 続期間の延長 、そういった 出願人の属 性等に応じた 手続上
の優遇措置は行っ ているのです けれども、今 回の存続期間 といったよ うな権利の内 容にか
かわるものについて優遇措置等を講じたことはないという状況です。
もう一つ懸念事 項がございま して、10ペー ジになります 。この特許 の世界に関し まして
は国際条約がござ いまして 、具体的に はTRIPS協定と いうものが ございます 。ここに 内国民
待遇という考え方 がございまし て、他国の人 に対して、自 国に与えて いる待遇より も不利
でない待遇を与えなければいけないという規定でございます。
この提案に従い ますと、外国 人であっても 、特区内で臨 床試験を行 った場合に医 薬品等
について５年より も長く延長で きたり、医療 機器を延長の 対象とでき たりするとい うこと
から、一見すると 日本国民と他 の国民との間 に待遇上の差 異はないと いうことにな ると考
えられる場合もあ ると思います 。しかしなが ら、過去に紛 争がござい まして、そこ で判示
されている事項を 見てみますと 、表面上は国 民の別による 差別的な取 り扱いがなく ても、
国民の別と密接な 関係のある他 の基準により 異なる扱いが されている 結果、ある知 的財産
の保護を受けよう とする国民か ら成る集団と 、他の国民か ら成る集団 との間で差別 が存在
してしまうという 状況は、この 内国民待遇に 違反するとさ れています 。実質的な機 会の平
等が与えられないといけないということが言われています。
今回の提案に従 いまして、特 区内で臨床試 験を行ったも のに優遇措 置を行うとい うこと
に関しては、他国 の人がそれを 行うことが困 難であろうと 考えられま すので、そう します
と、TRIPS協定の内国民待遇義務違反になる可能性があると考えており ます。
続きまして、11 ページのとこ ろ、特区の提 案をいただい ていたわけ ですけれども 、これ
をもし全国で実現しようとするとどうかということもあわせて御説明し たいと思い ます。
この延長登録制 度というのは 、あくまで特 許法の例外と して設けら れている制度 でござ
いまして、このあ り方を検討す る際には、発 明を保護して くれという 方のみならず 、その
技術を使いたいと いう他者、そ ちら側への配 慮というのも 重要だと考 えています。 現行の
延長登録制度にお ける延長期間 の上限は、発 明の保護と利 用のバラン スを考慮して 設定さ
れているものでご ざいます。ま た、他国の延 長登録制度に おいても同 様に、延長期 間は５
年とされています。
昨年12月にユー ザー、これは 日本製薬工業 会とか日本ジ ェネリック 製薬協会とか 農薬工
業会といったとこ ろにアンケー ト調査を行っ ています。そ うしたとこ ろ、延長期間 の上限
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に関しまして「現 行と同様、５ 年とすべき」 という解答が 66.7％、「 現行の５年よ りも長
くすべき」とい う解答が23.8 ％ということ でございま した。「 現行と同様 、５年とす べき」
と選択した方がア ンケートの自 由記載欄にど のように書か れているか というと、国 際調和
が重要ですと書か れている方が 複数見られま した。したが いまして、 発明の保護と 利用の
バランス、また、 他国の制度と の調和、ユー ザーニーズ等 を踏まえま すと、現時点 では延
長期間を５年より 長くするとい うことは、日 本国全域にお いても実現 困難ではない かと考
えてございます。
続きまして、12 ページですけ れども、今、 期間の話を最 初に述べま したが、今度 は医療
機器の追加ということでございます。
まず最初の矢印 のところなの ですけれども 、安全性の確 保等のため の法規制、こ れは先
ほどの薬事法とか 薬機法とかと 言われている ものなどです 。その趣旨 からして必要 欠くべ
からざるものなの ですけれども 、この法規制 をクリアする ためにある 程度の期間を 要する
ことは制度上やむ を得ないとさ れています。 しかし、安全 性の確保等 の法規制がな されて
いる分野が全て延 長登録の対象 となるわけで はなくて、処 分を的確に 行うには相当 の期間
を要すると認められる分野のみが指定されております。
この分野は一体 どういう分野 なのかという ことが以前検 討されてお りまして、こ れは知
的財産推進計画と いうものが内 閣のほうで策 定されるわけ ですけれど も、これに従 って審
議会で検討されま した。そうし たところ、安 全性等の審査 にかかる期 間が平均的に 相当の
期間を要して、そ の間に特許発 明が実施でき ないために、 他の技術分 野よりも発明 の保護
が著しく欠けると いう状況が生 じているか否 かで判断する のですよと 、このとき整 理して
います。
一体どのぐらい の期間が目安 になるのかと いうことです けれども、 この制度導入 時から
平均的に２年程度というのが相当な期間でしょうとされております。
医療機器に関し まして、現状 を見てみます と、安全性の 審査にかか る期間は最近 非常に
短くなってきてい ます。平成21年には1 1カ月だった のが、平成25年には 6.3カ月とな ってき
ておりまして、審 査機関で相当 の期間を要し ている状況と は、我々の ほうでは把握 してい
ないということです。
さらに、先ほど 薬のほうの説 明をしました が、薬は20年 を超えてま だまだ第一線 で使わ
れているというこ とがあるので すけれども、 医療機器とい うのは一般 的にはライフ サイク
ルが短いのではな いかというこ とも言われて おります。し たがいまし て、現時点で は、医
療機器を延長登録 制度の対象と して追加する ことは、日本 国全域にお いても必要性 が高ま
っている状況にないのではないかと考えているところでございます。
以上で、この件についての説明を終わります。
○八田座長

どうもありがとうございました。

それでは、神奈川県さんのほうから。
○山口部長

どうもありがとうございます。
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３点ほど懸念事 項ということ で言われまし た。我々もそ ういったと ころは想定と いいま
しょうか、書面でいただいておりましたので。
我々の考え方と しては、まず 第１の法の下 の平等といっ た議論でご ざいますが、 そもそ
もそれは特区制度 の根幹にかか わる問題かと 思っておりま す。ちなみ に、国会で安 部首相
が、「地域特性に 応じてさまざ まな規制の特 例を設ける、 特区制度は 憲法の趣旨に もかな
ったものです」と いう御答弁を されておりま して、我々と しては、政 府として憲法 違反と
いった認識はないものと受けとめております。
次に、内国 民待遇違反 のおそれとい うことでござ いますが 、確かにこ れは事例的に はWTO
の紛争事件、いわ ゆる地理的表 示の制度とい ったものに関 して、米国 からEUに対し て異論
が出たといったこ とは承知して おります 。しかしなが ら、今回 、臨床試 験につきまし ては、
実際、日本国内に おいての臨床 試験、これは 外国企業の参 画といった ものは日常的 に行わ
れておりますので 、日本の特区 内における臨 床試験が即外 国民に対し て閉じられた という
ような制度にはな っていない。この ような形から、我 々としては、TRIP S協定には違 反しな
いものと受けとめております。
第３点が、日本 全国で実施し ようとする場 合の懸念とい うことでご ざいます。ユ ーザー
ニーズとの関係性 とございます 。確かにアン ケート調査で 現行でいい よというのが6 6.7％
と聞いております が、実際、特 許の延長を使 っている期間 を見ると５ 年が最も多い という
ことで、当然その ニーズは最長 の部分にある のかなという ことと、我 々が想定して います
のは、いわゆる新 薬のメーカー でございまし て、このユー ザー調査の 対象を見ます と、日
本製薬工業会さん は当然そうい った企業さん でございます が、片や日 本ジェネリッ ク製薬
協会さん等につき ましては、ま さしくこれは できるだけ特 許権を早く 開放していた だきた
いという立場の方 でございます ので、そうい った方々を含 めたトータ ルで見れば、6 6.7％
といった部分はあ る程度想定で きる範囲なの かなと。我々 としては、2 3.8％の現行 よりも
長くすべきという意見をぜひ尊重していきたいなと考えております。
それと、機器の ところについ ては審査期間 が相当短いの ですよとい う御説明でご ざいま
した。確かにこれ は今、さまざ まなPMDAの努 力によりまし て、審査期 間が短縮して いるの
は承知しておりま す。ただ、同 様に、その前 の開発ラグの ところに相 当な時間がか かって
おります。例えば クラス４とい った高度な機 器については ５年の治験 期間を要して いると
いったデータもご ざいますので 、我々として は、審査期間 だけを捉え て特許権が行 使でき
ない期間だと見るのは、少し捉え方が違うのかなと認識しております。
以上です。
○八田座長
○阿曽沼委員
○石原班長

委員の方は何か御意見ございますか。
今の神奈川県のお話を踏まえて、何かご意見をお聞かせください。
４点、御意見いただいたかと思っています。

最初は憲法違反 かどうかとい うお話ですけ れども、この 点に関しま しては、特許 庁とし
て解釈できる部分 、正式に答え られる部分で はないと思い ますので、 ここでは控え たいと
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思います。
２点目、内国民 待遇の点につ いて、今回の 提案は当たら ないのでは ないかという 御意見
だったと思います けれども 、これに関 しては 、先ほど御説 明しましたTR IPS協定に関 する事
例というのがまさ に似たような 事例でして、 その事例は、 地理的表示 というのは、 例えば
パルマハムとかが 有名なのです けれども、そ の地域で製造 したものに 関して、その 地域の
パルマハムという ラベルをつけ られるという 制度なのです けれども、 その地域でつ くらな
ければいけないという、その部分が不平等でしょうと言われています。
今回の御提案も 、外国の企業 ももちろん治 験が特区内で 行えると思 うのですけれ ども、
そこの特区に来て 行わなければ ならないとい う枠組み、構 造がパルマ ハム事件と同 様であ
ると我々は解釈し ておりまして、これはTRIPS の義務に違反 するおそれ があるなと解 してい
るところです。
３点目、ニーズ のお話をいた だきました。 検討されてい る対象は新 薬のメーカー さんで
すよということだ ったかと思い ます。我々の ほうも、この アンケート 調査を行った 際にい
ろいろな製薬メー カーさん、新薬 もジェネリ ックも含めて ヒアリング等 を行っており ます。
そうしたところ、 わかったのは 、現在の製薬 企業さんは新 薬だけとか ジェネリック だけを
やっているところ ばかりではな くて、それは グループ会社 であったり もするのです けれど
も、両方やられて いるところも ございまして 、必ずしも、 いわゆる新 薬をつくって いる会
社が５年よりも長 くしてくれと 言っているわ けではなく、全てのバラン スを見ると、6 6.7％
は５年でよいという回答になっているということかと理解しております 。
最後、審査期間 について、治 験の期間が５ 年ぐらいある ものがあり ますよという お話だ
ったかと思います 。我々も、そ ういったとこ ろは調査をで きる限りの ところでやっ たとこ
ろです。やはりも のによっては 治験の期間が 非常に長いも のもあると いうのはわか ってい
るのですけれども 、この特許権 の延長登録制 度というのは 平均的にそ の分野がどれ ぐらい
かかっているのか ということを 考えて制度と してつくって おりますの で、例えば、 医療機
器というのはメス のようなもの も含まれてお りまして、そ れが一体、 治験期間にど れぐら
いかかっているの かというのも ございまして 、平均的に見 ますと、ま だ医薬品とか 農薬品
のような治験期間 がかかる状況 にはなってい ないのかなと 認識してい るところでご ざいま
す。
○阿曽沼委員

１ つ質問がある のですけれど も、11ページ でユーザー ニーズとの関 係で、

例外として設けら れているとい うことですが 、制度のあり 方で５年と 決められた根 拠と、
検討のプロセスでどんな意見があったのかというのをお聞かせいただけ ますか。
○石原班長

この 制度は昭和62 年にできた制 度でございま す。その当 時の議論です けれど

も、特許権が実施 できなかった 期間が２年以 上ないと、延 長制度の対 象となりませ んよと
いう足切りがあり ました。これは ２年以上か かっているも のでないと、審査をしたり とか、
新しく公報を発行 したりとか、 第三者の方が ウオッチング するとかい うさまざまな 手続的
なコストがかかっ てきますので 、２年よりも 権利侵食がな いものに関 しては延長し なくて
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いいというのが当時の制度でした。
２年の足切りが あって、それ 以上延ばすの はどの程度と かいうこと で、３年、４ 年、５
年、６年、７年、 ８年といろい ろ選択肢はあ ると思うので すけれども 、そこでは５ 年とさ
れました。それは、アメリカが当時５年だったというのも理由だと考え られます。
○阿曽沼委員

全 ての制度が欧 米がこうだか らとかといっ て決められ ていくことに 違和感

を感じますね。ど うして日本が ジャパン・イ ニシアチブと いう観点で 物事が考えら れない
のでしょうか。そ ういう価値観 が無いことに 寂しさを感じ ます。先に アメリカがこ うして
いるから、国際的 なハーモナイ ゼーションの 観点で、国際 調和を重視 するとそうい う議論
になってしまいま すね。分かり ますが、日本 自らが道を切 り開いて考 えが実は厚生 行政に
もないですね。ア メリカがこう だったからと か欧州がこう だからとか 、それで本当 に今後
の行政はいいのかなと感じます。
８年が合理的か どうかは私も わかりません が。再生医療 の分野では 、珍しく薬事 法の改
正や再生医療新法 が新しくでき たのですが、 これはジャパ ン・イニシ アチブですね 。この
様な画期的な物事 の変え方は初 めてだったの ではないでし ょうか。や れば出来るわ けです
から、アメリカがこうだからという以外には根拠はないのですかね。
○石原班長

アメ リカだけでは なくてヨーロ ッパもそうな のですけれ ども、どこも 権利者

と技術を使う利用者とのバランスをやはり見ているところがあると思っ ていまして 。
○阿曽沼委員

そ れは何のバラ ンスを見てい るのですか。 当然、利用 する人たちが もっと

安いものを使える ためには特許 がないほうが いいよという 議論もあり ますね。けれ ども、
解決の方法が別に あるのかもし れませんね。８年ではだめ だという理由 は何かありま すか。
○石原班長

８と いう数字自体 には、それが いいのか悪い のかという 判断は難しい のです

けれども、どこか で利用者の方 に特許を開放 していくとい うことが、 技術が陳腐化 してい
きますので、そう した技術を保 護するよりも 次の方に使っ ていただく 必要が出てく ると思
っていまして、ど こかで切らな くてはいけな いということ で、今は５ 年になってい るとい
うことだと認識しております。
○八田座長

最適 特許期間に関 する研究分野 というのはど こなのです か。経済学で やる人

はいますけれども 、ほかの学問 分野ではどこ でやっている のですか。 要するに、い ろいろ
な不確実性のもと で実証的なデ ータを使って 、結局このく らいの期間 であることが 一番余
剰の最大化になる だろうという 分析はどこか あると思うの です。余り そういうのは 使わな
いですか。
○石原班長

経済 的な分析はあ り得ると思う のですが、こ の件に関し ては今のとこ ろ把握

しておりません。
○阿曽沼委員

特 許の対象によ っても随分背 景が違うので 、議論があ るというとこ ろはあ

りますね。
○八田座長

それ から、最適な 特許料金、こ れに関しても 同じような 手法で分析で きれば

いいのですね。期間と料金はやはりセットだと思います。
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それから、成功 したときには 期間を短くす るとかいうい ろいろな条 件が、みんな これは
エビデンスを求め る分析対象に なるような話 だと思います けれども、 今のところは 余りそ
ういうのは関係なしにやっているということですね。
○石原班長

特許 の料金に関し ましては、か なりそのあた りの分析は していまして 、例え

ば、先ほど特許と いうのは登録 されてから20 年間は保持で きると言い ましたけれど も、そ
の期間に維持費用 、特許料とい うのを払って いくわけなの ですが、そ この料金がだ んだん
累進的に高くなっ ていったりし ている。それ は、ずっと維 持したいも のに関しては 、それ
ほどお金を払う価 値があるから だという考え 方でやられて おりまして 、入り口の部 分は安
くしているとか、 その料金の調 整というのは 、かなり頻繁 にやってお りまして、そ ういっ
た分析はしています。
○八田座長

これは外国でもやられているのですか。

○石原班長

料金の調整のことでしょうか。

○八田座長

この累進性は、日本イニシアチブというわけではない。

○石原班長

ここは外国でも同じような規定がございます。

○八田座長

そう すると、外国 で何かエビデ ンスに関する 分析があっ て、それに基 づいて

外国でやったということですか。
○石原班長

外国 の方と日本の 方で、その行 動パターンも 違いますの で、日本が外 国のも

のを参考にしてそ のままやった ということで はないです。 特にアメリ カなども制度 の違う
部分が多く、日本がそのまま使っているということではないと思います 。
○八田座長

何か そこを判断で きる分析の枠 組みが必要で すね。今こ こで言っても しよう

がないけれども。
○阿曽沼委員

えらく情緒的ですね。

あと、医療機器 のライフサイ クルは一般的 に短いという ことではあ るのですけれ ども、
機器の原理につい ては30年、40 年継続してい るものも医療 機器にはあ るのではない でしょ
うか。デバイスだ とか、小型の 医療機器につ いての基本特 許などは、2 0年以上確保 できる
ものもあって、当 然若干の改良 はあるにして も、基本的な 特許の保護 期間というの は、長
くたって全然いい ということも あるのだろう と思います。 具体的な機 器をイメージ して議
論が進まないとい けませんね。 ○石原班長

再生医療等製 品に関しま しては、これ は我々

もその重要性を鑑 みまして、昨 年、すぐにで もということ で延長対象 としたという のがご
ざいます。
○阿曽沼委員

す みません、確 認です。例え ば、iPS細胞 がありますね 。iPS細胞は 疾病の

治療に使う場合は 、当然、再生 医療等製品な のですが、例 えば、創薬 分野で心毒性 の確認
などのにiPS由来の 心筋シート等 を使う場合 はデバイスに なるのですか 。それとも再 生医療
等製品になるので すか。これは 治療には使わ ないで創薬プ ロセスで材 料として使う わけで
すね。これも再生医療等製品なのですか。
○石原班長

延長 登録制度にお きましては、 厚労省での認 証を受ける 期間が必要だ ったた
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めに特許が実施で きなかった、 それを補塡す るという考え 方ですので 、今の例示い ただい
たiPSが審査が必要 で、その期間、特許が 実施できなか ったという その対象にな れば、再生
医療等製品でも、医薬品であっても、延長の対象になると思います。
○阿曽沼委員
○石原班長

デバイスであったとしてもですね。
デバイスでも、再生医療等製品になればですね。

○阿曽沼委員

再 生皮膚はもと もとデバイス で審査してい たのですが 、新法によっ て今後

は再生医療等製品になりますね。
○石原班長

細胞シートとか、そういったものは再生医療等製品になり得ると思い ます。

○阿曽沼委員

ありがとうございました。わかりました。

○八田座長

本間先生、何か御意見、御質問はありますか。

○本間委員

一般 論ということ になりますけ れども、特許 の性質につ いて、バラン スと書

いてありますけれ ども、開発者 利益とユーザ ーあるいは一 般の消費者 の利益とのバ ランス
で考えると、やは り一律の話で はなくて、も う少し物によ って、ある いはもうけに よって
変えていく、そう いう形でアジ ャストしてい くような制度 に変えてい く時期なので はない
かとは思うのです 。ですから、 そのあたりの 検討もどこか でしてほし いなというの は一般
論で。
○八田座長

もし 、そういうの に関して何か いい提案があ ったらば、 それこそ実験 をする

ことができたらいいのですけれどもね。
それでは、神奈川県さん側からの御意見を一応。
○和田主任技師

では、まずお話しい ただいた内国 民待遇のお話 で、WT Oの紛争の話 を１点

お話しさせていただきます。
御説明があった とおり、ヨー ロッパで地理 的表示という 制度がござ いまして、そ れはパ
ルメザンチーズで あったりとか 、そういうも のを登録する 制度になっ ています。ま ず第一
点で、この制度は 今も存続して おります。こ の制度自体は 日本で新し く地理的表示 制度と
いうものが導入さ れ、６月から スタートする のですが、何 が言いたい かというと、 内国民
待遇違反ではない という最終的 な判断で話し 合いがつきま した。何で 内国民待遇違 反にな
ったかというと、 当時、ヨーロ ッパのEUの中 で、EUの中の 国に、地理 的表示制度が 存在し
て、それが認めら れてEUで認め るという制度 だったのです 。EUの中の 国はそれで制 度が通
るのですけれども 、アメリカと かで自国でヨ ーロッパに申 請をしよう としても、自 分の国
に地理的表示制度 というものが 存在しないの で、実質的に は締め出し の制度になっ ていた
と。ヨーロッパを 守る制度にな っていたので 内国民待遇違 反だという ことで、ヨー ロッパ
はどうしたかとい うと、ほかの 国に対しては 、直接ヨーロ ッパに申し 込めますよと いうこ
とで、今も内国民待遇違反を免れて存続しているという大前提がござい ます。
なので、特区に 対して、知的 財産の話をす ると必ずこの 話が出てく ると思うので すけれ
ども、今回のよう な必ず外国民 に閉じている 制度ではない ということ に関しては、 内国民
待遇違反ではないと考えております。それが内国民待遇に対して１点で ございます 。
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もう一点、先生 がおっしゃい ました、先程 の何で５年と いうお話で すが、もとも と一番
最初にできたのは アメリカで、19 84年にハッ チ・ワックスマ ン法という ものができま して、
そのときに５年と いうのが出さ れたのです。 でも、当時は 30年程前な ので、詳細な データ
というのは恐らく なかった状態 で、とにかく バランスをと るために５ 年という数字 を決め
ましたと。その４ 年後に日本が 導入したので す。そのとき はアメリカ がやっている から。
確かにその議論が あって、特許 庁にもどのよ うに決めたの かとか情報 開示請求され ている
方もいて、結局、 やはりアメリ カがやったか らという議論 になって、 今では５年が 何で正
しいのか。2015年 に今なりまし て、過去10年 間をさかのぼ って本当に かかっている 期間を
データで見ていく と、96.1カ月 、ちょうど８ 年なのですね 。そういう データがもと もと存
在して、今は延長 期間が５年で マックスなの ですけれども 、実際には その半分以上 の方が
切り捨てされてい るのです。半 分以上の方が ５年以上、実 際には臨床 研究をしてい て、新
薬メーカーの方が 言うのはそこ なのです。本 当は自分たち は研究開発 投資をしたい のだけ
れども、そこが保 護されていな い、本当の適 切な期間では ないのです ということを おっし
ゃっているので、そのところを根拠として８年というふうに挙げさせて いただきま した。
以上です。
○八田座長

そう すると、日本 全域でやる場 合については 、結構それ なりの説得的 な理由

があるということですね。
もう一つ、時間 がなくなって きてあれなの ですけれども 、機能性食 品を日本全国 で実用
新案とか特許とい うことをやる 場合について 、先ほどおっ しゃったの は、一応検討 はしよ
うということですか。
○石原班長

機能性食品はまだ説明をしていないのですけれども。

○八田座長

ごめ んなさい。時 間が過ぎてし まってすみま せんでした 。そうしたら 、機能

性のほうをやりま しょう。今の ようなところ の見解で、御 意見は必ず しも収れんし ていな
いかもしれないけれども、それはそれで。
○石原班長

８年のところはちょっと意見がありますが。

○八田座長

収れ んしていない かもしれない けれども、そ ういう状況 であるという ことで

すね。
時間を間違えまして、ごめんなさい。機能性のほうをお願いします。
○石原班長

それ では、次の資料で「機能性 食品の用途発 明としての新 規性判断につ いて」

という資料に参りたいと思います。
今、先生から御 説明があった ように、これ は我々のほう としても検 討していこう と思っ
ておりますので、少し説明を省略して進めさせていただいてよろしいで しょうか。
○八田座長

はい。

○石原班長

今回 の御提案は特 区の提案です けれども、我 々のほうは 全国で実現す るとい

うことについて考えております。
進ませていただ いて、９ペー ジのところか ら参りたいと 思うのです けれども、我 々とし
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て検討はするので すが、必ずし もそれが実現 できるものか どうかとい うのは、それ も含め
てよく検討しなけ ればいけない と思っていま す。それはど うしてかと いいますと、 最初の
矢印のところに書 いてあります が、機能性食 品について、用 途発明とし ての新規性を 認め、
特許権を得られる ようにすべき か検討するに は、認めた場 合にどうい う人たちにそ の特許
権の効力が及ぶの か。括弧して 書いています けれども、機 能を特定し ていない公知 の食品
に及ぶのかというのをよく検討しなければいけないと考えています。
どういう例かと いいますと、 ４ページのと ころです。今 、特許庁の 審査基準でど う考え
ているかというと 、例えば、成 分Ａを添加し た骨強化用ヨ ーグルトと いうものが出 願され
てきた場合に、現 在の判断では 、この成分Ａ を添加した骨 強化ヨーグ ルトが骨にお けるカ
ルシウム吸収を促 進するという 未知の属性を 発見したこと に基づく発 明であるとし ても、
これは結局、従来 知られている 成分Ａを添加 したヨーグル トと同じな のですよとい うこと
を言っていまして 、食べ物とし て新たな用途 を提供するも のであると は言えないと してい
ます。仮に、この 新たな骨強化 用ヨーグルト というものが 特許になっ た場合に、従 来から
知られている成分 Ａを添加した ヨーグルトも 権利侵害だと いうことに なってしまう と、そ
のヨーグルトをつ くっている人 とか食べてい る人に対する 影響が非常 に大きいので はない
かというところで ございます。 このあたりを きちんと精査 しなくては いけないと思 ってい
ます。
また９ページの ところ、では 、何をやるの かということ です。来年 度、用途発明 の特許
権の効力について どのように判 断されるのか というのを、 裁判例とか 学説とか、こ ういっ
たことをよく法的 に分析しなけ ればいけない と思っていま す。また、 諸外国におい てもど
のような運用がされているのかというのもよく確認しないといけないと 思っていま す。
それから、これ はまさに新し い機能を発見 しようとして いる企業さ んにとっては メリッ
トがあると思うの ですけれども 、一般の食品 をつくってい る方にとっ ては、もしか すると
非常にデメリット があるかもし れないので、 このようなメ リット、デ メリットにつ いて企
業の声を広く聞い たりとか、有 識者の話を聞 いたりとか、 そういった ことをやって いかな
ければならないと思っています。
こういったこと にまず取り組 みまして、そ の先どうする のかという のを検討して いきた
いと考えております。
○阿曽沼委員

企 業が互いに競 争して知恵を 出していくこ とで、新た なこの分野活 性化と

いうものには資するとことになりますね。
○石原班長

特許 制度というの はそもそもそ ういう制度だ と思います ので、その考 え方に

基づいてまずは検討していくということかと思っています。
○八田座長

物に よるというこ とですね。本 当に従来型と は違うもの をつくり出し た場合

には、こういうも のを認めてい くことも検討 しようと。そ れから、従 来のものに機 能が発
見されたなら、本 当は何か社会 として御褒美 を上げたいで すね。いい 発見をしてく れまし
たといってね。だ けれども、ど んどん使って くださいとい うことなの でしょうね。 特許と
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いう形ではなくて、何かほかの御褒美。
○石原班長

多分 これが表示制 度とか、さま ざまなもので 従来は保護 されてきたの だと思

いますけれども、 表示制度もま た変更がある ということで すので、特 許制度でどの ような
対応ができるのか、すべきなのかということの改めての検討になると思 います。
○八田座長

だか ら、今の実用 新案なしの機 能性食品の表 示というの は、ある意味 でその

御褒美という面も あるのかもし れませんね。 だけれども、 物によって は本当に新製 品を発
見したなら、人にまねされたら困るよということなのですね。
○本間委員

機能 食品一般とい うよりも、ま さに特定のこ の案件につ いて特許とな るかど

うかという積み重ねですね。それが必要だということだと思います。
○石原班長

この 件に関しては 、やはり特許 制度とはそも そもそうい うものだと思 ってい

ますので、これは 検討していけ ると。先ほど の件は特許制 度の例外と いうことなの で、慎
重な検討になると思っています。
○本間委員

では、神奈川県さん。

○和田主任技師

もともとこの 話がメーカー さんから上が ったという のも、そもそ も特保

という制度が最初 にスタートし て、非常に研 究開発をして 機能性を表示 することがで きた、
努力した企業だけ だったのです けれども、何 でこの制度が 問題になっ てきたかとい うと、
今回、機能性表示 制度が新たに できて、自分 たちが研究開 発しなくて も、人が研究 開発し
た論文を引っ張っ てきて表示が できるような 制度になって しまったと 。そうすると どうい
うことが起きるか というと、機 能性を、カル シウムが骨を 強化すると いう機能を証 明する
企業が損をしてし まうのです。自 分たちがや ったとしても、誰でも表示 できてしまう ので、
それを守るような制度で特許で保護してくださいというのがメーカーさ んの御意見 です。
先ほどおっしゃ っていた機能 性の表示で、 カルシウムに 骨強化とい う機能を考え 出した
人たちが、その権 利を持ったら ほかが売れな くなってしま うという解 釈はちょっと 違って
いまして、もとも と骨を強化す ると、カルシ ウムは骨強化 というもの を張って出す 権利し
か及ばないので、 ほかのカルシ ウムをもとも と売っていた 人たちには 及ばないので 、そこ
は通常の流れです。なので、ちゃんと保護してくださいと。
このように特異 にやられてい る、食品に対 して効能を認 めていない というのが、 海外の
事例とかを見ると 結構認められ ている事例が あるので、食 品の業界の 方もやってく ださい
というのが実情です。
○八田座長

それ はまた新しい 。さっき実用 新案と書いて あったから 、ちょっとそ れとは

違うわけですね。
○和田主任技師

そうですね。 ここがすごく 複雑に絡んで きて、何で 今のタイミン グでこ

のような提案が企業さんから出てきたかというと、機能性表示制度が入 るという。
○八田座長

わかりました。

では、ちょっとそれについて。
○石原班長

企業 様の声を特許 庁は直接聞い ておりまして 、多分同じ 企業なのかな と思い
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ますけれども、その点はよく把握しております。
他方、やはり検 討しなければ いけない点は ありまして、 表示がされ ていなければ 権利が
及ばないかという ところに関し ては、実はそ こまでの、今 まで権利を 認めてこなか ったか
らというのはある かもしれませ んけれども、 裁判例等はは っきりした ものがないの で、そ
こはちゃんと見なければいけないと思っています。
また、海外におけ る状況ですけ れども、６ペ ージに記載さ せていただ いておるので すが、
海外でも確かにこ ういった食品 の機能に関す る保護という のはされて はいるのです けれど
も、結構ばらつき があるところ で、アメリカ の場合は物と しては保護 していないの です。
先ほどの骨強化用 ヨーグルト、 これは保護し ていないので す。欧州の 場合は特許可 能性あ
りとなっているの ですけれども 、これは医療 用途だという ことであれ ば物として保 護され
ることになっています。
また、一番下の 欄は、方法と して保護する のだというこ とがありま すけれども、 アメリ
カのほうは、物は だめだけれど も医療方法と して認めてい る。ヨーロ ッパのほうは それは
認めていないとい うことで、各 国での違いは ある。必ず各 国で物とし て認めている のだよ
ということではないです。
また、これはち ょっと細かな 話になってく るのですけれ ども、先ほ どはヨーグル トとい
う言葉でしたが、 日本では、ヨ ーグルトとい う言葉ではな くて、例え ばサプリメン トとか
何とか剤という言 葉にして認め ているものと か、そういう パターンも ありまして、 非常に
事例を詳細に分析 していかない と、各国でど のように扱っ ているかわ からないとい うのが
現状だと認識しています。
○阿曽沼委員

こ れだけ分析さ れているのだ ったら、新し いこれから の未来を見据 えて、

ジャパン・イニシアチブで何かぜひつくってほしいですね。
○石原班長

前向 きに考えては いますが、や はりバランス の問題とい うことになっ てくる

と思います。
○八田座長

機能 性食品という もの自体が、 なかなかいい ものができ たわけだから 、要す

るに、その商標登 録に関する占 有権を認める というような 意味ですね 。商標登録的 な意味
の、その機能の表示に関する。
○和田主任技師
○八田座長

そうですね。それにかかわってセットの話になってくるので。

これ は２段階の話 があって、特 区の話と、そ こ自身の話 があります。 そこ自

身に関しては、筋 がいい話なら ば、規制改革 会議も含めて 全国区でい ろいろやるこ とはあ
ると思います。う ちは別に特区 にこだわるわ けではないで すから、全 国区でできる ならそ
れでいいと思いま す。しかし、 せっかく特区 が窓口になっ たので、全 国区でやる方 向でな
さるのならば、規制改革会議との仲立ちをいたします。
ということでよ ろしいでしょ うか。完全に これで解決と いうことで はなくて、い ろいろ
と双方に御検討いただきたいことがありました。
○阿曽沼委員

何か８年にはご意見もありそうなので、ぜひまたお聞かせください 。
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○八田座長

またよろしくお願いいたします。

どうもありがとうございました。

15

