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【要旨】　本稿では，特許権の存続期間の延長登録の要件に関する知財高裁大合議部判決である〔ベバシズマブ事

件・第 1審〕判決の概要およびその後の実務への影響（審査基準の改定）を踏まえたうえで，延長登録制度の意

義を探求する．
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【Abstract】 This article outlines judicial decisions that interpreted the requirements for patent term extension, and 

then explores the significance of the patent term extension system. 
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1.　はじめに

〔パシーフカプセル事件・第 1審〕判決1を鏑矢
として，特許権の存続期間の延長登録の要件および
延長後の特許権の及ぶ範囲に関する判決が近年立て
続けに知財高裁（大合議部）および最高裁判所によっ
て出されている2．これらの一連の判決によって，
これまで不明確であった延長登録を受けるための要
件の解釈や延長登録後の特許権の効力に関する問題
が明らかにされるに至っている．これらの判決は，
製薬業界や農薬業界という限定された業界について
ではあるが，出願および権利行使の実務に対して大
きな影響を与えるものであり，また，その相手方で
ある特許庁の審査実務にも影響を及ぼしている．
本稿では，特集の趣旨に従いこのうち特許権の存

続期間の延長登録の要件に関する知財高裁大合議部
判決である〔ベバシズマブ事件・第 1審〕判決を取
り上げ，その概要およびその後の実務への影響（審
査基準の改定）を踏まえたうえで，延長登録制度の
意義を探求する．なお，延長された特許権の効力の
及ぶ範囲については，本特集の島野論文が〔オキサ
リプラティヌム事件・控訴審〕判決を取り上げ，詳
述しているため，〔ベバシズマブ事件・第 1審〕判
決の解説に必要な限りで言及するにとどめる．

2.　〔ベバシズマブ事件・第 1審〕判決の
概要と解説

2.1.　判決の概要

本件特許の特許権者である Xは，本件特許に係
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る発明の実施に政令で定める処分を受けることが必
要であったとして，5年の存続期間の延長登録を求
めて，本件特許につき特許権の存続期間延長登録の
出願（以下「本件出願」という．）をした．延長登
録の理由となる処分（以下「本件処分」という場合
がある．）の販売名および一般名で特定される医薬
品（以下「本件医薬品」という．）については，本
件処分に先立って，医薬品製造販売承認（以下「本
件先行処分」という．）がされている．本件処分は，
本件先行処分の製造販売承認事項一部変更承認であ
り，主な変更事項は，「用法及び用量」に新たな用法・
用量を追加した点にある．Xは，本件出願につき，
拒絶査定を受け，拒絶査定不服審判を請求したが，
特許庁は，請求不成立の審決（以下「審決」という．）
をした．
審決理由の要旨は，以下のとおりである．
特許法 67条の 3第 1項 1号の判断において，「特
許発明の実施」は，処分の対象となった医薬品の承
認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事
項に該当する全ての事項（以下「発明特定事項に該
当する事項」という．）によって特定される医薬品
の製造販売等の行為ととらえるのが適切である．そ
して，処分の対象となった医薬品の「発明特定事項
に該当する事項」を備えた先行医薬品についての処
分（先行処分）が存在する場合には，特許発明のう
ち，処分の対象となった医薬品の「発明特定事項に
該当する事項」によって特定される範囲は，先行処
分によって実施できるようになっていたといえ，同
号の拒絶理由が生じる．本件先行処分は，本件処分
の対象となった医薬品と同じ「発明特定事項に該当
する事項」を備えた医薬品を対象とするものである．
そうすると，本件処分の対象となった医薬品の「発
明特定事項に該当する事項」によって特定される範
囲は，本件先行処分によって実施できるようになっ
ていたといえる．

Xは，審決の誤り（①本件処分で追加された用法・
用量での本件特許発明の実施は，本件処分によって
初めてその禁止が解除されたのであり，特許法 67

条の 3第 1項 1号には該当しない．また，②審決の
特許法 67条の 3第 1項 1号の解釈は，特許法に何
ら根拠を有しておらず，法律の文言から逸脱してお

り，誤っている．）を主張し，審決の取消しを求め
たところ，知財高裁は，以下のように，「審決の上
記判断には，誤りがある」として，審決を取り消し
た．
「特許権の存続期間の延長登録の制度は，特許発
明を実施する意思及び能力があってもなお，特許発
明を実施することができなかった特許権者に対し
て，『政令で定める処分』を受けることによって禁
止が解除されることとなった特許発明の実施行為に
ついて，当該『政令で定める処分』を受けるために
必要であった期間，特許権の存続期間を延長する措
置を講じることによって，特許発明を実施すること
ができなかった不利益の解消を図った制度であると
いうことができる．」
「特許法 67条の 3第 1項 1号…の要件のうち，…
『政令で定める処分を受けたことによっては，禁止
が解除されたとはいえないこと』との第 1要件の有
無を判断するに当たっては，医薬品の審査事項…の
各要素を形式的に適用して判断するのではなく，存
続期間の延長登録制度を設けた特許法の趣旨に照ら
して実質的に判断することが必要である．
上記の観点から，医薬品の成分を対象とする特許

（製法特許，プロダクトバイプロセスクレームに係
る特許等を除く．以下同じ．）について検討すると，
品目を構成する要素のうち，『名称』は医薬品とし
ての客観的な同一性を左右するものではないから，
禁止が解除されたかどうかの判断要素とは解されな
い．また，『副作用その他の品質』，『有効性及び安
全性に関する事項』は，通常，医薬品としての実質
的な同一性に直接関わる事項とはいえないから，禁
止が解除されたかどうかの判断要素とするまでの必
要はないと解される．
以上によると，医薬品の成分を対象とする特許に
ついては，薬事法 14条 1項又は 9項に基づく承認
を受けることによって禁止が解除される『特許発明
の実施』の範囲は，上記審査事項のうち『名称』，『副
作用その他の品質』や『有効性及び安全性に関する
事項』を除いた事項（成分，分量，用法，用量，効
能，効果）によって特定される医薬品の製造販売等
の行為であると解するのが相当である．」
「本件においては，『本件処分を受けたことによっ



16

〈日本知財学会誌〉　Vol.15 No.2― 2018

て本件特許発明の実施行為の禁止が解除されたとは
いえない』とはいえず，特許法 67条の 3第 1項 1

号の定める，拒絶要件があるとはいえない．」
また，平成 23年 12月 28日の審査基準の改訂は，

〔パシーフカプセル事件・上告審〕判決「が判示す
るところを超えて，独自の立場からされたものであ
り，…同号の規定の文言から離れるものであって，
これを採用することはできない．」
なお，「同法 68条の 2に基づく延長された特許権
の効力の及ぶ範囲については，本来，特許権侵害訴
訟において判断されるべき論点であるが，念のため，
…検討を加える」として，「医薬品の成分を対象と
する特許発明の場合，特許法 68条の 2によって存
続期間が延長された特許権は，『物』に係るものと
して，『成分（有効成分に限らない．）』によって特
定され，かつ，『用途』に係るものとして，『効能，
効果』及び『用法，用量』によって特定された当該
特許発明の実施の範囲で，効力が及ぶものと解する
のが相当である」とする．
本件は上告されたが，上告審でも本件判決の結論
が支持されている3．

2.2.　解説

医薬品についての特許権の存続期間の延長登録制
度に関する本件までの経緯として，最初に取り上げ
るべきは，〔パシーフカプセル事件・上告審〕であ
ろう．同判決は，特許法 67条の 3第 1項 1号の「そ
の特許発明の実施に…政令で定める処分を受けるこ
とが必要であつたとは認められないとき」（以下，「処
分の必要性」という場合がある．）の判断において，
それまで，立法担当者の見解4と同様に，存続期間
が延長された特許権の効力がどの範囲まで及ぶかと
いう観点（特許法 68条の 2）から，「政令で定める
処分」を薬事法（現「医薬品，医療機器等の品質，
有効性及び安全性の確保等に関する法律」（以下「医
薬品医療機器等法」という場合がある．））14条 2

項 3号の品目中の新薬を特徴づけることの多い「有
効成分ならびに効能および効果」により特定し，そ
れについて一度何人かの先行処分があれば後行処分
に基づく延長登録出願を例外なく拒絶してきた従来
の審査実務及び判決5を次のように述べ否定した．

「処分の対象となった医薬品…と有効成分並びに効
能及び効果を同じくする医薬品…について同項によ
る製造販売の承認…がされている場合であっても，
先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの
請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないと
きは，先行処分がされていることを根拠として，当
該特許権の特許発明の実施に後行処分を受けること
が必要であったとは認められないということはでき
ない」．
同判決を受けて平成 23年に改訂された審査基準

（以下，「旧審査基準」という．）は，「第 67条の 3

第 1項第 1号の判断において，『特許発明の実施』は，
…処分の対象となった医薬品類の承認書又は農薬の
登録票等に記載された事項のうち特許発明の発明特
定事項に該当する全ての事項…によって特定される
医薬品類の製造販売等の行為又は農薬の製造・輸入
等の行為，と捉えるのが適切である」6としていた．
同審査基準は，処分の必要性と延長された特許権の
効力との関係を明らかにしていなかったが，両者が
一致することを前提として改訂されたようである7．
〔パシーフカプセル事件・上告審〕判決以降の学
説には，処分の必要性は，先行処分を理由として存
続期間が延長された特許権の効力がどの範囲まで及
ぶかという観点（特許法 68条の 2）とは無関係に，
特許法 67条の 3第 1項第 1号の規定の趣旨及び文
言により定まるとする見解8と，旧審査基準と同様
に特許法 68条の 2の効力の問題を踏まえて解釈す
る見解の双方が存在していた9．
このような状況の下，本件判決は，〔パシーフカ
プセル事件・上告審〕において明示されなかったた
めに混乱の生じていた，延長登録出願に係る特許発
明の請求項に係る特許発明の技術的範囲に属する医
薬品に先行処分がなされている場合において，上記
旧審査基準を否定したうえで，特許法 68条の 2の
効力の問題を考慮することなく，特許発明の実施に
政令処分を受けることが必要であったかを判断する
ための基準を示し，同一の請求項に係る特許権につ
き複数回の存続期間の延長（重複延長）が認められ
うることを明らかにした．また，本件判決は，傍論
としてではあるが，特許法 68条の 2の延長登録後
の特許権の効力の及ぶ範囲についても言及し，〔パ
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シーフカプセル事件・第 1審〕判決が「承認が与え
られた医薬品の『成分』，『分量』および『構造』に
よって画された『物』についての特許発明を実施す
る行為」としていた判断を修正した．本件判決の延
長登録後の特許権の効力の及ぶ範囲についての判断
は，本件判決後にそれが直接問題となった〔オキサ
リプラティヌム事件・控訴審〕判決の判断にも影響
を与えている．
本件判決は，その具体的な判断において，「特許
発明を実施することができなかった不利益の解消を
図った」という延長登録制度の趣旨を述べたうえで，
その趣旨に照らして「政令で定める処分を受けたこ
とによっては，禁止が解除されたとはいえないこと」
を実質的に判断することが必要であるとする．そし
て，「医薬品の成分を対象とする特許については，
薬事法 14条 1項又は 9項に基づく承認を受けるこ
とによって禁止が解除される『特許発明の実施』の
範囲は，…審査事項のうち『名称』，『副作用その他
の品質』や『有効性及び安全性に関する事項』を除
いた事項（成分，分量，用法，用量，効能，効果）
によって特定される医薬品の製造販売等の行為であ
ると解するのが相当である」として，その判断のた
めの基準を明らかにした（この基準自体は，本件の
上告審判決でも維持されている．）．このような基準
を示した点に本件判決の意義がある10．ただし，本
件判決は，その射程を「医薬品の成分を対象とする
特許について」に限定しており，明示的に「製法特
許，プロダクトバイプロセスクレームに係る特許」
を除外している．なお，「プロダクトバイプロセス
クレームに係る特許」については，本件判決の当時，
その要旨の認定及び技術的範囲の確定につき争いが
あったため，除外されたものと思われるが11，本件
判決後に出された最高裁判決12において「当該製造
方法により製造された物と構造，特性等が同一であ
る物として」認定および確定されることが明らかに
された（詳細は，本特集の鈴木論文を参照．）．その
結果として，「プロダクトバイプロセスクレームに
係る特許」についても，他の「医薬品の成分を対象
とする特許」と異なるところはなく，本件の基準を
当てはめることが可能となっている（本件上告審判
決の判断基準でも「プロダクトバイプロセスクレー

ムに係る特許」は除外されていない．）．また，（単純）
製法特許については，「医薬品の成分を対象とする
特許」すなわち物の発明とは異なるカテゴリーの発
明であり，その「禁止が解除される『特許発明の実
施』の範囲」を本件とは異なる考慮の下で特定する
必要がある（その判断基準については，3．で再度
検討する．）．

3.　判決後の実務動向

本件判決（及び本件上告審判決）の結果，特許庁
にとっては，裁判所によって否定された旧審査基準
を改訂することが喫緊の課題となった13．医薬品に
関する本件判決の考え方を取り込むことはもちろん
のことであるが，審査基準という性質から，本件判
決が言及していない，〔パシーフカプセル事件・上
告審〕で問題となったような製剤特許や本件判決か
らは除外されている医薬品の製造方法の特許につい
ての延長登録出願の取扱いも明らかにする必要が
あった．これらの特許に関する変更処分は，本件判
決の挙げる「成分，分量，用法，用量，効能及び効
果」に影響を与えないものがありうる（例えば，同
審査事項は変更せず「A製造方法から B製造方法
に変更する」ような場合．）ため，その延長の必要
性とその際の考慮事項を本件判決から離れて検討す
ることが必要となった．例えば，「医薬品・医薬部
外品・化粧品製造販売承認申請書」（医薬品医療機
器等法施行規則・様式 22）の【製造方法】欄記載
の「製造方法」や「【剤型分類】」を考慮することも
考えられうるが，本件判決が直接に薬事法 14条 2

項の「承認は，与えない」とされるための審査事項
（2号）を挙げているのに対して，製造方法や剤形
分類は，医薬品医療機器等法施行規則様式中の記載
事項とされているにすぎず，それを根拠に本件判決
のいう「実質的な同一性に直接関わる事項」とする
のには困難も予想される．そのため，これらをまと
めて「製造方法」と考えた上で，審査事項である「品
質…及び安全性に関する事項」として読み込める 

か14,15，また「品質…及び安全性に関する事項」は「実
質的な同一性に直接関わる事項」となりうるか（本
件判決は，これらの審査事項を簡単に「通常，医薬
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品としての実質的な同一性に直接関わる事項とはい
えない」とする．）の更なる検討が必要となる．
なお，本件判決（及び上告審判決）の判断を反映
し，平成 28年 4月 1日以降の審査に適用される審
査基準が公開されている16．主な改訂点として，ま
ず，「a 基本的な考え方について」，本件上告審判決
の判旨（本件判決の規範の一部）を挙げた上で，本
件上告審判決で示された処分を受けることが必要で
あったかを判断する基準である「b 包含について」，
先行処分の対象医薬品の製造販売等が，本件処分の
対象医薬品の製造販売等と「一部重複している場合
も包含の一態様とする」としている．また，「c 実
質的同一性に直接関わることとなる審査事項につい
て」，政令で定める処分が，①医薬品の製造販売の
承認であって，延長登録出願に係る特許発明が物の
発明の場合，②製造方法の発明の場合，③製剤の発
明の場合等（他に「体外診断用医薬品」，「再生医療
等製品」等の処分を挙げる）に対応する審査事項を
明示している．この点，特に上で問題とした製剤特
許や製法特許については，本件判決の挙げる審査事
項以外に，「製剤に関する事項」又は「製造方法に
関する事項」を含むとしているが，本件判決との関
係で適切な審査事項といえるかについては，本件判
決の射程がそのような事案にまで及ぶと考える場合
には疑問の生じる余地がある17．さらに「d 延長登
録の出願に係る特許権が複数の請求項を有している
場合について」において，いずれか一の請求項につ
いて，本件処分および先行処分の対象となった行為
が延長登録出願に係る特許発明の実施行為に該当す
る場合において，先行処分の対象となった行為が，
本件処分の対象となった行為を包含しないことが認
められなければ，政令処分を受けることが必要で
あったとは認められない，とする．これは，旧審査
基準では不明確であった同一の請求項について複数
回処分の必要性が認められうることを明示したもの
である．

4.　考察

4.1.　特許権の存続期間の延長登録の制度の趣旨

本件判決は，「特許権の存続期間の延長登録の制

度は，政令処分を受けることが必要であったために
特許発明の実施をすることができなかった期間を回
復することを目的とするものである」とする．立法
担当者は，法規制により，「特許制度が本来予定し
ているはずの発明者への一定期間の権利の占有が保
証し得ない」ことから特許権の存続期間の延長制度
を創設したと説明している18．これに対して本件判
決が「実施をすることができなかった期間を回復す
る」と述べる点は特に目を引く．
本件判決は，また，「特許発明を実施する意思及
び能力があってもなお，特許発明を実施することが
できなかった特許権者に対して，『政令で定める処
分』を受けることによって禁止が解除されることと
なった特許発明の実施行為について，当該『政令で
定める処分』を受けるために必要であった期間，特
許権の存続期間を延長する措置を講じることによっ
て，特許発明を実施することができなかった不利益
の解消を図った制度である」としている．これを根
拠に，本件判決（及び判例）が，いわゆる専用権説
（特許権の本質が特許発明を排他的に「実施できる
こと」にあるとする考え方）に立っているとする見
解19がある20．しかし，特許権の本質を専用権と考
えたとしても，「政令処分を受けることが必要であっ
たために特許発明の実施をすることができなかっ
た」ことが，専用権としての特許権の本質を害する
ものとしてその回復を正当化する理由とはならな
い．これは，本件判決も述べるように，そのような
場合であったとしても「特許権者が『業として特許
発明の実施をする権利』を専有していることに変わ
りはな」いためである．また，本件判決は，「特許
権の存続期間の延長登録の制度は，特許権者に対し
て，研究開発に要した費用を回収することができな
い等の不利益を解消し，研究開発のためのインセン
ティブを高めるとの趣旨から，特許法において設け
られた制度であ」るとも述べている．そのため，本
件判決は，発明の奨励という特許法の目的から，医
薬品等の発明を実施することができない場合にはそ
の回復が必要であるとして，延長登録制度を説明す
るものであると理解することができる21．もちろん，
どの程度の保護が発明の奨励として適切かという問
題はあるが，延長登録制度は，政令処分を受けるこ
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とが必要である発明も，その他の発明と同等の奨励
となるよう，その「実施をすることができなかった
期間を回復」させたものと理解することになる．

4.2.　特許法67条の3第1項1号の要件論

本件判決は，特許法 67条の 3第 1項 1号の「そ
の特許発明の実施に…政令で定める処分を受けるこ
とが必要であつたとは認められないとき」とは，①
「政令で定める処分を受けたことによっては，禁止
が解除されたとはいえないこと」又は，②「『政令で
定める処分を受けたことによって禁止が解除された
行為』が『その特許発明の実施に該当する行為』に
は含まれないこと」の論証が必要であるとしている．
この①の要件の判断においては，上記の延長登録制
度の趣旨から，医薬品の「審査事項のうち『名称』，
『副作用その他の品質』や『有効性及び安全性に関
する事項』を除いた事項（成分，分量，用法，用量，
効能，効果）によって特定される医薬品の製造販売
等の行為である」とする．また，具体的な当てはめ
として，「先行処分により禁止が解除されたと判断
される範囲と本件処分により禁止が解除されたと判
断される範囲との関係について」先行処分と本件処
分（後行処分）を比較し，先行処分により本件処分
の用法・用量での医薬品の製造販売等の行為の禁止
は解除されていないとして，上記①要件「を充足し
ていないことは，明らかである」とする．また，「本
件医薬品の製造販売等の行為が本件特許発明の実施
行為に該当する」として，②要件「を充足していな
いことも，明らかである」とする．
まず，本件判決までに判例上明らかにされている
処分の必要性に関する解釈として，（ア）自己又は他
者の先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいず
れの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しな
い場合には，〔パシーフカプセル事件・上告審〕判
決により，「先行処分がされていることを根拠とし
て，当該特許権の特許発明の実施に後行処分を受け
ることが必要であったとは認められないということ
はできない」とされている．これに加えて，本件判
決により（イ）延長登録出願に係る特許発明の請求項
に該当する先行処分がなされている場合には，（a）
先行処分により本件処分の対象医薬品の製造販売等

の行為の禁止は解除されておらず，（b）医薬品の製
造販売等の行為が本件特許発明の実施行為に該当す
る場合に，処分の必要性があると判断されることに
なる22．

4.3.　①要件について : そのような後行処分が「通常」
想定できるか

本件判決は，（a）先行処分により本件処分の対象
医薬品の製造販売等の行為の禁止は解除されていな
いときには，処分の必要性が認められるとする．そ
もそも，医薬品の製造承認等を申請する者はその禁
止の解除を求めて申請をするのであり，先行処分に
より後行処分の対象医薬品の製造販売等の行為の禁
止が解除されていることは，名称等の本件判決で除
外される審査事項を除き，かつ形式的に先行処分と
後行処分との間の審査事項を比較する限り，想定し
づらい．すなわち，通常先行処分の有無を検討する
までもないのではないかという疑問が生じうる．
この点について，本件判決後の判決ではあるが，

〔イレッサ錠 250事件〕判決23は，先行処分によっ
て後行処分の対象医薬品の販売等の禁止が解除され
ているとして，旧審査基準に基づき延長登録出願を
拒絶した審決を維持した．ただし，同事件は，副作
用発生のため効能・効果を先行処分よりも減縮した
という特異な事例であり，先行処分の際に効能効果
の直下に付した注意書きにより，禁止が解除された
範囲が限定されたかが争点となっていた．そのため，
〔イレッサ錠 250事件〕判決を踏まえたとしても先
行処分により禁止が解除されているとの判断は，例
外的な場合に限定されることとなろう．
なお，先行処分によって禁止が解除されているか
については，先行処分の対象となった医薬品が限定
的なものであり，後行処分の対象となった医薬品が
より一般的なものである場合24のように，先行処分
と後行処分が一部重なる場合も想定される．この場
合であっても後行処分によってはじめて実施可能と
なった態様が部分的であるとはいえ存在するため，
本件判決の基準によれば処分の必要性が否定される
ことはない25．
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4.4.　名称等の除外と「特許発明の実施に…処分を受
けることが必要」の解釈

本件判決は，「第 1要件の有無を判断するに当たっ
ては，医薬品の審査事項…の各要素を形式的に適用
して判断するのではなく，存続期間の延長登録制度
を設けた特許法の趣旨に照らして実質的に判断する
ことが必要である」とし，その審査事項として「成
分，分量，用法，用量，効能，効果」を挙げる．
本件判決は，その審査事項を「『副作用その他の
品質』や『有効性及び安全性に関する事項』を除い
た事項」とする理由として，「『名称』は医薬品とし
ての客観的な同一性を左右するものではないから，
禁止が解除されたかどうかの判断要素とは解されな
い．また，『副作用その他の品質』，『有効性及び安
全性に関する事項』は，通常，医薬品としての実質
的な同一性に直接関わる事項とはいえない」ことを
あげる．そのため，上記の審査事項は，延長登録制
度の趣旨に照らして実質的に判断するとの指針の
下，医薬品としての客観的・実質的な同一性を判断
する事項であるといえる．

4.5.　「医薬品としての実質的な同一性に直接関わる
事項」と両処分の比較

次に問題となるのは，本件判決の述べる実質的同
一性は，「処分を比較」する際にも考慮されるもの
かという点である．この点，本件判決は，当てはめ
においても形式的な判断に終始しており，処分の比
較対象となる審査事項の抽出においてのみ実質的同
一性を考慮しているように読める26．また，特許法
67条の 3第 1項 1号の特許発明の実施のための政
令処分の必要性という文言からは，その処分により
禁止が解除されたか（すなわち実施可能となったか）
ということのみが考慮されれば足りる．そのため，
後行処分が，実質的同一性に直接かかわる審査事項
について，先行処分と形式的にでも相違がある限り，
後行処分により禁止が解除されたといえるため，両
処分の間の実質的同一性の有無は問題とならないは
ずである．しかし，本件判決は，「第 1要件の有無
を判断するに当たっては，医薬品の審査事項…の各
要素を形式的に適用して判断するのではなく，…実
質的に判断することが必要である」として，処分間

の比較への導入も可能とする一般論を述べており，
下記のような名目的な延長を除外するためにも，実
質的な同一性は「処分を比較」する際にも考慮され
ると理解すべきであろう27,28．

4.6.　新たな治療方法が実施可能となったこととの関
係

本件への当てはめにおいて，判決は，両処分で相
違する「用法，用量」とともに，特に，審査事項と
は直接関係しない「本件処分によって初めて，
XELOX療法とベバシズマブ療法との併用療法のた
めの本件医薬品の販売等が可能となったものであ
る」ことを挙げ，本件処分によって，初めてその範
囲で禁止が解除されたのであるとする．本件判決か
らはこれ以上両処分の比較における審査事項とは異
なる実質的な同一性に関連する要素を探ることはで
きないが，上記当てはめからは，「用法，用量」の
数値のみならず，新規の治療法のための製造販売が
許されたことが，実質的な相違（非同一性）の判断
において意味を有していることが読み取れる29．し
かし，本件判決には，これを「承認における審査事
項となった，特定の用法・用量とは異なる用法・用
量による特許発明の実施については，禁止の解除が
されていないことは明らかである」として，「用法，
用量」の比較の問題に還元しているかのような言及
もあることには注意が必要である．

5.　おわりに

5.1.　本件判決を踏まえた重複延長

本件判決によって，理論上先行処分と後行処分の
対象となった医薬品が同一の請求項に属している場
合にも延長登録を重複して受けることが可能である
ことが明らかとなった．そのため，特許発明の実施
となる医薬品の製造販売のための処分ごとに権利が
延長されることになる．医薬品に関する特許権者に
とっては，自身が将来実施する可能性がある態様ま
で含めた製造販売の承認申請を行なうことで延長登
録を行ない，できる限り万全な延長後の権利を構築
することが今後の実務上の課題となる．
その際には「理論上」延長期間の不足を補うため
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に「分量，用法，用量」の変更による承認申請の活
用が考えられるところである．しかし，上記の通り，
両処分の比較において実質的な同一性を考慮し，「分
量，用法，用量」の変更に対しては治療法の相違等
を要素の判断に導入することにより，名目的な変更
を延長登録の対象から除外する結論が導かれ得るこ
とも念頭に置いておく必要がある．

5.2.　延長登録制度の趣旨と立法論

本件判決を受けて，延長登録制度があたかも特許
化できない工夫（例えば，「分量，用法，用量」の
微細な変更のような）により，次々と特許権の効力
を本来の期間を超えて及ぼすことができるように
なったかのような様相を呈しているように見える．
規定の文言解釈の限界はひとまず置いたうえで，本
件判決の結果，そしてそれにより生じる実務は，従
来の実務や解釈論で提示されていたものに比べて延
長登録制度ひいては特許法の趣旨にかなうものと
なっているのであろうか（裁判所がそのようなもの
を考慮していないとしてもである．）．特許法の目的
は，「発明を奨励」することによる「産業の発展」
であり，特許化できないような工夫を奨励するもの
ではないのであるから，上記結論は特許制度本来の
ありかたから外れているようにも思われる30．その
ため，延長登録制度については，政策的な観点から
特許法の目的にかなう（産業の発展に寄与する）も
のとなるように法改正も視野に入れるべきである31．
上で述べた通りであるが，発明の奨励（出願の奨励
であり，そこから生じる研究開発への奨励）という
観点から特許発明を実施できないことに対して必要
となる期間の回復32，そして，第三者の自由な実施
とその予見可能性が，立法論においては考慮される
べきである33．
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