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知的財産審判委員会（チェンナイ） 
Guna Complex Annexe-I, 2nd Floor, 443 Anna Salai, Teynampet, Chennai 600 018. 

 

2013 年 3 月 4 日（月） 

OA/35/2012/PT/MUM 

---- 

 

Hon’ble Smt. PRABHA SRIDEVAN 判事 -- 委員長 

Hon’ble Shri D. P. S. Parmar -- 技術専門委員（特許） 

 

Bayer Corporation 

100 Bayer Road, Pittsburg, 

PA 15205-9741, U.S.A. 

 

インドにおける業務の住所： 

PERFEXIO LEGAL 

弁護士事務所 

9655, Sector-C, Pocket 9, 

Vasant Kunj, New Delhi 110 070 

・・・ 請求人 

 

代理人：Shri P. S. Raman 主任弁護人 

Shri Sanjay Kumar 及び Ms. Arpita Sawhney 

（Perfexio Legal 法律事務所） 

 

 

対 

 

1. インド連邦代表 

商工省産業政策推進局 

工業次官 

Udyog Bhavan, New Delhi. 

 

2. 特許局特許局長（The Controller of Patents） 

Bhoudhik Sampada Bhavan 

S.M.Road, Antop Hill, Mumbai 400 037. 

 

3. Natco Pharma Limited, 

Natco House, Road No.2, 
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Banjara Hills, 

Hyderabad 500 033, Andhra Pradesh. 

・・・ 被請求人 

 

代理人：Shri C. V. Ramachandramurthy --- 第 1 及び第２被請求人 

Ms. Rajeswari(Rajeswari & Associates 法律事務所) --- 第 3 被請求人 

---- 

 

 

命令 

（命令番号 2013 年 45） 

 

Hon’ble Smt. Prabha Sridevan 委員長 

 

「強制実施権」とは、言及不能な用語ではない。当該用語は本国の特許法に見受けられ

る。異なる名称では、TRIPS（知的所有権の貿易関連の側面に関する協定）にも存在し、

「権利者の許可を得ないその他の使用」と称される。さらに、1883 年パリ条約には、「専

属的権利の行使から生じ得る濫用を防止すること」とある。TRIPS 協定は、強制実施権の

許諾によって協定加盟国（Members）に全権委任状を与えるものではなく、「十分な条件

を伴うその他の使用と本使用の許可とは、その都度個別にのみ斟酌され得る」との限定的

な表現を用いている。本審判請求は、特許意匠商標総局長官（Controller-General）が命

じる強制実施権に異議を唱えるものである。 

 

2. 特許権は、「発明者の利益のためではなく、国家経済の利益のために設定された」、と

Shri N. Rajagopala Ayyangar 判事は特許法改正に関する報告書（略称「Ayyangar 報告

書」）で、Michel の『Principal National Patent Systems』を引用して述べている。同報

告書では、特許及び意匠法改正法案を引用して、当該独占権は、新たな発明を生む努力に

対する資本家の協力を得るべく、通商産業上の利益のために許諾される、とも述べる。ま

た、米国連邦規則集は、「特許はまさにその本質上、公益の影響を受ける」とする。したが

って、ここでは、強制実施権の章が 1970 年特許法に導入され、同法の 2005 年（改正）

特許法による改正後も存在する、という観点を理解する必要がある。ここで Ayyangar 報

告書は、重要な疑義が生じた場合に参照する文書とする。同報告書には、「経済的な問題に

統一性はなく、かかる問題はいつでも異なる諸国で、あるいは同一国であっても、その歴

史上の異なる時期で持ち上がる。したがって、実態を考慮に入れた正確な調整を考案して、

不均衡を是正する必要がある。かかる不均衡は、特許制度が管理されないままである場合

に生じ易い」とある。 

 

3. 本件では、極めて重要な純然たる法律上の疑義がいくつか生じる。事実関係は重要であ

るが、ここでは簡潔に言及する。特許の許諾を受けた薬剤が審判請求人によって「Nexavar」



3 

の名称で市販されるが、当該薬剤はトシル酸ソラフェニブ（Sorafenib Tosylate）であり、

第 4 期の腎細胞がん（Renal Cell Carcinoma (RCC)）及び肝細胞がん（Hepato-Cellular 

Carcinoma (HCC)）患者用の緩和薬剤とされる。米国特許出願は、1999 年 1 月 13 日に

行われた。特許協力条約（PCT）に基づく国際出願は、2000 年 1 月 12 日に行われた。国

内段階への移行日は 2001 年 7 月 5 日である。当該特許は 2008 年 3 月 3 日に許諾された

（特許番号 215758）。審判請求人は、2008 年 1 月にインドにおける法定の承認を全て取

得した。強制実施権を申請する前に、申請人は、特許権者に実施権の許諾を求める必要が

あり、これは本件について特許局長がその権力を行使するための必須条件（sine qua non）

である。第３被請求人は 2010 年 12 月 6 日、法定要件に従う、と記載した書状を送付し

た。審判請求人は、2011 年 C.S.No.1090 を 2011 年 5 月 5 日、デリー高等裁判所に、本

件第３被請求人に対して審判請求人の特許侵害を理由に申し立てた。審判請求人には、先

に申し立てたCIPLA Limitedに対する特許侵害の訴え2010年C.S.No.523がある。CIPLA

の存在及びその関連性については、後にここで取り扱う。本件第 3 被請求人は、2011 年 7

月 28 日に強制実施権を申請し、その許諾がなされた。本件審判請求は、かかる許諾命令

に対するものである。本件審判の係属中に、審判請求人は強制実施権の暫定的停止を求め

ていたが、これを当委員会は認めなかった。 

 

4. 審判請求人に代わって出席した P. S. Raman 主任弁護人は、以下複数の誤りによって、

強制実施権許諾の命令は無効であると申述した。 

(i) 特許法第 87 条第(1)項に基づき、特許局長は事案の立証がなされた、という一応の

（prima facie）得心に達している必要があるが、本件審判請求人にはかかる通知がな

されておらず、これは重大な審判手続上の誤りである。 

(ii) 強制実施権の申請には、何らの裏付け証拠も提出されていない。 

(iii) 審判請求人は、当該発明を最大限に生かすことができるよう強制実施権の一時停止を

求めていたが、これが認められなかったことは法律に違反する。 

(iv) 公衆の合理的な需要が充足されているか判断する際、特許局長には競合他社である

CIPLA（当審判の当事者ではない）の存在及び CIPLA が行った供給について考慮する

義務があったのに、その存在を全く考慮しなかったため、不正な状態が生じている。 

(v) 特許局長には、合理的な価格がいかなるものか確定し、その後に、強制実施権の許諾

の争点について決する義務があった。 

(vi) 特許局長の、特許法第 84 条第(1)項第(c)号に基づく「実施」の要件を満たすためにイ

ンドで製造する必要がある、との結論は誤っている。 

主任弁護人はまた、第 3 被請求人がその申請書に CIPLA の存在について、これが関連の

ある事実であるのに記載しなかった行為、及び発明製品の製法の特許を取得していなかっ

たにも関わらず、取得したと主張した行為についても言及した。主任弁護人によれば、か
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かる 2 つの要素は、第 3 被請求人の強制実施権の取得を阻害するものである。特許局長に

は、患者支援プログラム（PAP）について、これが公衆の需要を充足していたか決するた

め関連のある要素であることに留意しなかった点に誤認があった。また、本件強制実施権

の許諾の規定は、特許法に定める一定の状況下で特許局長に認められる裁量権であり、罰

則ではない、との申述があった。最後に、主任弁護人は、強制実施権が許諾されるべきだ

ったとは認めないことを前提としても、条件が定められた態様が全く恣意的であった、と

述べた。 

 

5. 両当事者の弁護人は、口頭及び書面によって申述を行った。第 1 及び第 2 被請求人の

弁護人は、第 3 被請求人の弁護人の行った申述を採用し、本件許諾の命令は法律に則って

いる、と申述した。 

 

6. 最初に、当委員会では疎明段階での機会の付与の争点について取り上げる。 

 

7. 第 3 被請求人の弁護人である Ms. Rajeswari によれば、特許局長には、一応の得心に

達する前に聴聞を行う何らの義務もなく、この点について「Competition Commission of 

India v. Steel Authority of India & Anr.（2010 CompLR61（最高裁判所））」事件の判

決を参照すると、権利についての判断が何らなされていない当初の段階での当事者に対す

る通知は、争点にはなり得ない、と判示されている。 

 

8. 特許法第 87 条第(1)項は特許局長が採択する手続を定め、他方で申請の定めは、第 84

条及び第 85 条に基づく。第 87 条第(1)項は、特許局長が事案の疎明がなされたとの得心

に至るにあたっての事項を定め、申請人に対し、特許権者及びその他の利害関係人と目さ

れる者に申請書の写しを送達するよう指示する。第 87 条第(2)項では、特許権者に、特許

局長に対する異議の通知を所定の期限以内に行うよう求める。第 87 条第(3)項は、強制実

施権の申請を却下する理由について述べる。第 87 条第(4)項は、事案の決定を行う前に、

申請人及び異議申立人に対して機会の付与を行うべきことを定める。2003 年特許規則の

規則 129 は、特許局長による裁量権の行使について定め、特許局長に対し、申請人に影響、

又は当事者に悪影響を与えることがある裁量権の行使を行う場合には、その前に当該申請

人又は当事者に聴聞の機会を与えるよう求める。その後の審判手続に参加しているならば、

これを審判請求人が理由とすることはできない。しかしながら、これは純然たる法律問題

であるため、当委員会の判断を説明する。 

 

9. 第 87 条第(1)項の段階で、特許局長には選択肢が 2 つあり、一見しただけでも、特許

局長は強制実施権の許諾不能を決することができる。これには各種の明白な理由、例えば

3 年間の法定期限の経過前に申請を行ったこと等が考えられる。特許局長には別の選択肢

として、一見したところで、審決に至る前に両当事者の聴聞を行った方がよい事案である、

と決することもできる。その意味するところは、特許局長は何らかの決定を下したという

ことではなく、申請を検討し、被疑事実を思料するにあたり、他方当事者の聴聞を行った
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方がよいとの見解を持つ、ということに過ぎない。したがって、特許局長は申請人に、他

方当事者に申請書の写しを送達するよう指示する。第 87 条第(1)項によって、特許権者又

はその他の者に発する通知の指示に一応の得心が優先することは明白である。したがって、

一応の得心に達するために他方当事者の聴聞を行うべきである、との主張は無効である。

他方当事者の聴聞は、異議の申立てが行われた後に、第 87 条第(4)項の段階に達してから

行われる。両当事者の聴聞後、特許局長には再度、2 つの選択肢があり、許諾の申請を拒

絶するか、許諾することができる。第 87 条第(1)項の段階で、かかる権利の判断は熟慮さ

れず、この段階で熟慮されるのは、当該申請が聴聞の機会を与えるに値するのか、という

ことのみである。したがって、この理由は認められない。 

 

10. 審判請求人が次の理由として挙げるのは、2010 年 12 月 6 日付の第 3 被請求人が発

した書状は第 84 条第(6)項第(iv)号に従うものと主張されているが、真摯な行為ではない、

というものである。強制実施権の申請人は、合理的な条件で特許権者から実施権を得る努

力をする義務がある。Mr. P. S. Raman によれば、本書状はむしろ通知又は脅迫の性質を

有するものであり、実際には実施権の許諾条件を要請するものではなかった。当該主任弁

護人によれば、第３被請求人がその実施権許諾の申請に真摯に取り組んでいたならば、真

の努力を尽くしていたはずである。主任弁護人は、審判請求人の返答には交渉の余地が残

されていたが、第３被請求人はこれを利用しなかった、と申述した。したがって、第３被

請求人は、強制実施権の申請前に何ら合理的な努力をしていない。 

 

11. 第 3 被請求人に代わって出席した弁護人によれば、第３被請求人が審判請求人に宛て

た当該書状は十分に法に従うものであった。審判請求人の拒絶は明白であり、したがって、

任意の実施権を得るためにさらなる努力をする目的はなかった。 

 

12.特許局長はこの点について、第 3 被請求人が任意の実施権許諾のためにそれ以上取り

得る手段は何らなく、したがって、第 84 条第(6)項第(iv)号の要件は充足されると判断し

た。審判請求人の返答の記載には、「上記に鑑み、我々の顧客は、当該製品の製造市販に対

する任意実施権を許諾するのを適切とは思料しない」とあった。同条は特許局長に、申請

人が特許権者から合理的な条件で実施権を得る努力をしているか、そしてかかる努力が、

特許局長が定めることのある合理的な期間内に頓挫しているのか、ということを考慮に入

れるよう求める。2010 年 12 月 6 日付の書状で、第３被請求人は審判請求人に交渉を持ち

かけ、「当社は、御社が販売する当該薬剤の治療費が 1 か月に約 28 万ルピーとなること、

及び、患者の大半が中間から低所得層に属し、かかる高価な薬剤を購入する余裕はほとん

どないことを理解している」と記載した。当該書状の記載では、この薬剤のがん治療への

利用は「特に当該製品の高価格に起因して」否定される、として、第３被請求人ならば、1

か月あたり 1 万ルピー未満で当該製品を公衆に提供できる状態にあり、かかる価格をもっ

て、政府機関でさえ患者への資金援助の提供に前向きに取り組むであろう、と記した。こ

のような状況で、第 3 被請求人は、現行の高価格によって公衆衛生を妨げることがないよ

うに、「Nexavar」の製造市販のための実施権の取得を申し出た。第 3 被請求人は最後に、
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「上記の提案どおり手頃な価格で当社が公衆に当該薬剤を提供することを妨げない、かか

る合理的な条件での当該製品の製造市販の任意実施権を許諾すること」を要請した。当委

員会ではまた、ここで当該任意実施権の要請が、特許について争う第３被請求人の権利を

害することなく行われた、ということも記録する必要がある。 

 

13. この点で、審判請求人/回答者は 2010 年 12 月 27 日付の書状によって、第 1 段落の

記載を全て否定し、第 3 被請求人は、当該特許製品の費用算定以前に、審判請求人が研究

開発に巨額を投じたという背景を考慮する必要がある、と記載した。審判請求人はその後、

概算投資額を挙げ、同人は特許法の原則を満たしていない、との主張を否定して、「我々の

顧客が対象とする薬剤の需要パターンは適正な範囲にあり……」と述べた。審判請求人は、

インドの患者には「Nexavar」が手頃な価格で提供されていないとの主張、及び当該特許

で保護された発明が効果的に実施されていないとの主張を否定した。そして審判請求人は、

その特許が有効である限り、ジェネリック医薬品の参入は法的に阻止されると述べ、腎臓

がん患者の合理的な需要が満たされない、との主張を否定した。第３被請求人が提案する

費用に関する限りでは、審判請求人は、第３被請求人は研究開発に何らの資金投入も行っ

ていないがために、当該製品の製造を 1 万ルピー未満の費用で申し出ることができる、と

述べた。したがって、審判請求人によれば、同人は合理的な要請、合理的に手頃な費用で

の提供、インドにおける特許発明の実施の点について、特許法の要件に完全に従っていた。

審判請求人の返答では、「貴社には、製品「Nexavar」を製造市販する任意実施権の許諾に

ついて立証が不可能である。したがって、我々の顧客は製品「Nexavar」を製造市販する

任意実施権を NATCO へ許諾することを適切とは思料しない」と主張されている。返答に

は、特許法に従って、第 3 被請求人は本書状の受領後 14 日以内に訴えを提起することが

できる、という旨の追伸があった。 

 

14. 当委員会では、2 つの文書を調査した。文書とはすなわち、書状、及び強制実施権の

申請人である第 3 被請求人が、合理的な費用と主張する内容を説明した応答である。当該

書状の記載には、28 万ルピーは、当該薬剤が意図する患者の多数にとって調達不能な額で

あり、審判請求人が実施権を許諾するならば、1 か月あたり 1 万ルピー未満で当該薬剤を

提供したい、とあった。審判請求人は本書状を真の要請というより、脅迫する性質のもの

と考える。当委員会の判断では、第３被請求人が記載したのは、同人が当該薬剤に提示し

得る額が 1 万ルピー未満だ、ということである。かかる条件で、NATCO は任意実施権を

申し出た。 

 

15. 確かに、当該書状ではその第 6 段落で実施権許諾のための条件を 3 つ、詳細に説明し、

法外な高価格によってかかる 3 条件の充足が阻まれている、との記載があるが、それでも、

申し出は行われていた。その部分については、審判請求人は書状の趣旨を理解していた。

審判請求人によれば、同人は法の要件を全て満たしていた。暗黙の脅迫であったとしても、

同様に暗黙の返答が与えられたと言える。 

 



7 

16. 審判請求人が 1 万ルピー未満では交渉不能と考えたならば、交渉の余地がある、とだ

け記載すべきであった。しかし、応答にはその示唆はなく、代わりに明示されたのは、審

判請求人は任意実施権の許諾を適切とは思料しない、ということであった。したがって、

申し出はなされたが、拒絶されたのである。第 3 被請求人は、その努力が失敗に終わって

も、別の要請を行う義務はない。法律はこれを要求していない。これら 2 文書の考慮事項

として、特許局長の見解では、第 3 被請求人は努力したが、「文面ではより謙虚であって」

特許権者の「感情を傷つけない」ようにすることはできた。しかし結局は、両当事者は事

業上の競争相手であり、当委員会はかかる感情について、考慮の余地はないと解する。法

の要件は完全に充足されており、ここではかかる理由は認めない。 

 

17. 次にここで、証拠の提出がなかったことを審議する。審判請求人の申述では、第 3 被

請求人はその強制実施権の申請のための裏付け証拠を提出しなかった。この点で、第 3 被

請求人の主張では、第 84 条第(3)項は単に、申請には申請人の利益の性質、並びにこれに

伴って所定の細目及び申請の基礎となる事実を定める記載を含むよう求めるに過ぎない。

書式 17 では、当該申請人は、その利益を裏付ける理由及び文書の証拠を記載するよう求

められる。弁護人によれば、強制実施権の申請を裏付ける特定の要件は何ら存在せず、本

件においては、両当事者が自らの証拠を、2011 年 7 月から 2012 年 6 月までの異なる時

期に提出した。 

 

18. 書式 17 では、証拠の提出が求められているとはみなせない。第 3 被請求人は申請時

の文書による証拠提出も可能だったはずだが、特許局長による決定の前に、その面前に全

ての証拠の提出を要求されたことは明白である。口頭審理の際に、特許局長は、第 3 被請

求人がこれに基づいて申請を行った、という証拠を所有していたのみならず、審判請求人

は、揃える必要がある証拠の類を知っていた。したがって、何らかの過誤があるとするな

らば手続上の過誤であり、その理由において、命令を破棄することはできない。 

 

19. これをもって、当委員会は技術的な異議の検討を終了し、ここで主な争点に移る。

CIPLA の存在の争点及び強制実施権の一時停止請求の争点は、本質的にこれに関連してい

る。最後に当委員会では、強制実施権の条件及び第 3 被請求人の行為について扱う。 

 

20. 本案に入る前に、ここで Ayyangar 報告書の検討に戻る。確かに、本報告書は TRIPS

協定以前のものだが、その意義は少しも失われてはいない。特許について疑義が生じるた

びに、当委員会では本報告書の読解によって多くを学んで行く。Ayyangar 報告書では、

Edith Penrose 著『Economics of the International Patent System』から引用して、「ど

の国も、国内市場に独占特権を与えてしまうと必ず衰退する。それは市販の商品を改善す

るものでも安価にするものでもなく、またこれによって、自国の生産能力の開発や、他の

市場で少なくとも同等の特権を生産者が得る機会が失われるからである」と述べる。国際

条約（International Conventions）にも該当規定が存在する。第 27 条第(1)項は、発明

の地、技術の分野、及び輸入品であるか地産品であるかによって差別をすることなく、特
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許権を保護する。第 30 条では、第三者の正当な利益を考慮して、特許の通常実施と不合

理に抵触しないことを条件として、当該特許によって与えられる専属的権利に対する限定

的例外を定める。TRIPS 協定第 31 条は、権利者の許可を得ないその他の使用について扱

い、かかる使用の許可において尊重されるべき規定を列挙する。次に、パリ条約第 5 条で

は、特許が許諾されている国への特許権者による輸入では…当該特許は消滅しないと言及

し、第 5A 条第(4)項は強制実施権を扱う。また、ドーハ宣言は、医薬品部門に十分な、又

は全く製造能力がない加盟国が、TRIPS 協定に基づく強制実施権者の有効利用にあたって

直面し得る困難に対応するもので、これについても言及する。当委員会ではまた、加盟国

が、特に加盟国の公衆衛生の権利との関連、とりわけ全国民に薬品の入手機会を広げる点

において、TRIPS の柔軟性を利用する完全な権利を確認する、ということも見てきた。即

ち、今回の主題とは、公衆衛生及び薬品入手機会、つまり生存権（Right to Life）の一面

である。 

 

21. ここで、我が国の特許法第 XVI 章を見る。第 82 条の定義では、「特許物品」には特許

方法、及び専用実施権者を含む特許権者によって作られる、いかなる品目も含まれる。第

83 条は、特許発明の実施に適用すべき一般原則を扱い、以下のとおり定める。 

「83. 特許発明の実施に適用すべき一般原則―本法に記載する他の規定の効力を害す

ることなく、本章で与えられる権限を行使するにあたって、以下の一般的考察に留意すべ

きものとする。すなわち、 

(a) 特許の許諾は、発明の奨励、及び当該発明がインドにおいて商業規模、かつ不当

な遅滞なく合理的に実施可能な最大限の範囲で実施されるよう確保するために行

われる。 

(b) 特許は、単に、特許権者が特許物品輸入のための独占権を享受できるようにする

ために許諾されるのではない。 

(c) 特許権の保護及び執行は、技術革新の促進並びに技術の移転及び普及、社会経済

の福祉に通ずるような形態での生産者及び使用者相互の技術知識上の利点、そし

て権利義務の均衡に寄与するものである。 

(d) 許諾された特許によって、公衆の衛生及び栄養の保護が妨げられることはなく、

特に社会経済のために極めて重要な分野における公益と、インドの技術開発を促

進するための手段としての役割を果たすべきである。 

(e) 許諾された特許によって、いかなる点においても、中央政府が公衆衛生の保護措

置を講ずるにあたって、これを禁じられることはない。 

(f) 特許権は、特許権者又は特許権者から特許の権原若しくは利益を得る者によって

濫用されず、特許権者又は特許権者から特許の権原若しくは利益を得る者は、不

合理に貿易を抑制したり、技術の国際移転に悪影響を与えたりするような慣習に

頼らない。並びに、 
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(g) 特許の許諾は、公衆が特許発明の利益を合理的に手頃な価格で利用できるように

するために行われる。」 

 

22. 当委員会では、上記から、特に以下に留意する必要がある。 

= 特許の許諾は、特許物品の輸入独占権のために行われるのではない。 

= 特許の許諾によって、公衆衛生が妨げられてはならない。 

= 特許の許諾によって、必ず権利義務の均衡が保たれる。そして最後に、 

= 特許の許諾は、公衆が特許発明の利益を合理的に手頃な価格で利用できるようにする

ために行われる必要がある。 

当委員会では、不服申立てについて決する場合、上記の指標を無視することはできない。 

 

23. 「特許発明」という用語の定義はない。第 84 条では強制実施権を扱い、強制実施権

の許諾のため充足必要な 3 条件を定める。条件が 1 つでも満たされれば十分である点に注

意が必要である。第 84 条第(1)項第(a)、(b)及び(c)号は、離接的接続詞の「あるいは（or）」

によって分離される。第 84 条第(2)項では強制実施権を特許権者の下の実施権者にも与え、

実施権者は第 84 条第(1)項に基づく理由を挙げて強制実施権を求めることを禁じられては

ならない。この申請には、申請人の利益の性質とともに、所定の細目等及び申請の根拠と

なる事実を詳述した意見を必ず記載しなければならない。書式 17 は強制実施権の申請に

ついて扱う。第 84 条第(4)項は特許局長の権限を定め、第 84 条第(1)項に基づく理由が満

たされている場合に実施権を許諾すること、及び当該実施権許諾の根拠となる条件を決定

すること、とある。第 84 条第(5)項は、第 84 条第(4)項に基づく命令の結果として起こる

ことを定める。第 84 条第(6)項は、特許局長が強制実施権を許諾すべきか思料するにあた

って考慮し得る要因を、以下のように言及する。すなわち、(a) 発明の性質、(b) 特許の

許諾後経過した期間、及び特許権者又は実施権者がその発明を十分に利用するために講じ

た措置、(c) 公共の進歩のために発明を実施する申請人の能力、(d) 申請人が資金の提供

及び発明の実施を行う能力、並びに(e) 申請人が特許権者から任意実施権を得るべく努め

たかどうか、である。特許局長は、強制実施権の申請後の事項について、考慮する必要は

ない。説明（Explanation）では、強制実施権の申請人が任意実施権の取得のために払っ

た努力が成功したか判断するのに要する合理的な期間を、通常 6 か月以下としている。第

84 条第(7)項では、について、公衆の合理的な需要を満たしていないことについて、法的

擬制の推定又は設定に導く条件を、以下のとおりとしている。 

「84. 強制実施権 ―  

第(1)項から第(6)項 省略 

第(7)項 本章において、公衆の合理的な需要は、以下の場合に充足されていないとみな

されるものとする。 

(a) 以下の合理的な条件で特許権者が実施権（複数の場合を含む）の許諾を拒絶した

という理由による場合、その条件とはすなわち 

(i) インドにおいて現存の商業若しくは工業，その発展，何らかの新たな商業若しく
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は工業の確立，又はインドにおける商業若しくは工業に従事する何人か若しくは

何れかの階層の者の商業若しくは工業が阻害される場合、又は 

(ii) 特許物品の需要が，十分な程度まで又は適切な条件で充足されていない場合、又

は 

(iii) インドにおいて製造された特許物品の輸出市場が，現に供給を受けておらず又は

開発されていない場合、又は 

(iv) インドにおける商業活動の確立又は発展が阻害される場合、又は 

(b) 当該特許に基づくライセンス許諾に対し又は特許物品若しくは特許方法の購入，

賃借，若しくは使用に対して特許権者が課した条件を理由として，インドにおい

て特許によって保護されていない物の製造，使用，若しくは販売，又は何らかの

商業若しくは工業の確立若しくは発展が阻害される場合、又は 

(c) 特許権者が特許に基づく実施権の許諾の際に条件を課して、独占的グラントバッ

ク1、特許の有効性に対する異議申立ての阻止、又は強制一括実施権許諾をもたら

す場合、又は 

(d) 特許発明が、インド領内において商業規模かつ適度な範囲で実施されていないか、

合理的に実施可能な最大限の範囲で実施されていない場合、又は 

(e) インド領内における商業規模での特許発明の実施が、以下の者による特許物品の

海外からの輸入によって阻止又は妨害されている場合、その者とはすなわち 

(i) 特許権者若しくは特許権者の下で権利主張を行う者、又は 

(ii) 特許権者から直接若しくは間接に購入している者、又は 

(iii) その他の者で，特許権者から侵害訴訟を現に提起されておらず又は提起されたこ

とがない者。」 

第 86 条は、特許権者による権利の一時停止の申請を扱う。本条に基づく権限を利用し

て、特許局長は、発明を商業規模かつ適度な範囲で実施する、又は発明が商業規模かつ合

理的に実施可能な最大限の範囲で実施されるのを可能とする期間が不十分である、という

ことに納得する場合に、通算 12 か月以下の期間、申請の追加聴聞を延期できる。本条に

は但し書きが含まれる。第 86 条第(2)項は、特許局長の裁量権についての規定とみなされ、

特許権者が迅速に適切又は合理的な措置を取って、インド領内で商業規模かつ適度な範囲

での発明の実施を始めていた、ということに特許局長が納得しない限り、権利の一時停止

は許諾され得ない、と定める。 

 

24. 第 83 条が特許発明の実施に適用すべき一般原則を扱う一方、第 89 条では、強制実施

権の許諾の一般的な目的について扱う。つまり、第 83 条は特許の許諾の「理由」につい

てであり、第 89 条では強制実施権の「理由」を扱う、とも言い得る。第 90 条は、特許局

長が強制実施権の条件を決定する一方で、確保しなければならない条件について扱う。第

                                                   
1 JETRO 註: 実施権者が行った特許の改良に係る実施権を特許権者に許諾すること 
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93 条の記載では、本命令は関係当事者間の証書として機能するものとする。第 94 条は、

強制実施権の終了を扱う。 

 

25. CIPLA の存在は極めて重要な争点である。CIPLA は、審判請求人が訴訟を提起した相

手方にあたる被疑侵害者であり、当該訴訟はデリー高等裁判所で係属している。強制実施

権が許諾されたとき、CIPLA は「違法製品」を 1 か月あたり 3 万ルピーで販売しており、

主任弁護人によれば、この価格は下落し続けている。主任弁護人の申述では、CIPLA の存

在に重要性が認められないとしても、重大な不法行為が審判請求人に生じた可能性がある。

またその申述では、CIPLA の存在は、公衆の合理的な需要が満たされているか確かめるた

めに考慮するのが当然な要因であった。審判請求人によれば、特許発明は「Nexavar」で

はなく、トシル酸ソラフェニブである。その申述では、この第三者が当該薬剤の需要全体

を効果的に満たしていた場合には、別の事業体への許諾はなされなず、また、この場合に

は、侵害者自体が強制実施権を申請する可能性があるが、それは不法行為につながるとし

ている。さらにその申述では、デリー高等裁判所は実のところ、CIPLA に対する差止命令

を許諾しなかったと指摘している。同裁判所は CIPLA に対し、侵害製品の売上決算書を保

存するよう指示していた。したがって、審判請求人勝訴の場合、CIPLA による売上げは、

損害賠償額の確認のために審判請求人による売上げとみなされるものとし、審判請求人敗

訴の場合は、CIPLA の製品は合法とみなされ、特許発明についての公衆の合理的な需要は、

代替製品によって満たされていたであろう。係争の特許が無効と宣言される場合には、強

制実施権の申請自体が不毛となり得る。したがって、第２被請求人は、自己の決定に至る

際、CIPLA の存在を考慮すべきであった。主任弁護人によれば、CIPLA は侵害者の宣言を

下されるまで、その存在が違法とみなされることはあり得ない。いずれにせよ、当該第三

者の合法性は、その売上げ全体が説明可能なときには、申請人が公衆の需要を満たしてい

るか決するのに無関係である。主任弁護人によれば、第３被請求人又は CIPLA のいずれか

から製品を購入する患者は、審判請求人の製品を購入する必要がないであろうから、審判

請求人と CIPLA の売上げを結び付けて、その供給が公衆の需要を満たすか確かめる必要が

ある。審判請求人によれば、CIPLA の売上げが考慮されないならば、結果は理不尽なもの

となり、特許侵害の誘因になってしまう。またさらに申述するところ、政府が CIPLA に市

販を認可した場合、実際には、CIPLA が特許権者の市場需要を奪い、これによって特許権

者が市場の需要を満たすことができないとの理由から強制実施権が許諾される恐れがある。

その場合、後発医薬品企業は全特許製品に対して強制実施権を得ることが可能となるが、

これは立法府の意図するところではあり得ない。また、『CIPA Guide to the Patents Act by 

the Chartered Institute of Patent Attorneys (Sixth Edition)（英国弁理士会編：特許法

逐条解説第 6 版）』（CIPA Guide）にも触れ、そこには「また、需要とは特許権者又はその

実施権者の活動によって満たされるのが当然とは考えられず、侵害製品によって需要が満

たされても、これが法規定の適用を回避するものとも考えられない」との言明があった、

とも述べた。Dr. Manish Garg の宣誓供述書においては、審判請求人と CIPLA の販売量合

計で現在の患者層の 44%に対応している、との陳述があったとし、同時に Dr. Ashish 

Gawde の宣誓供述書にも触れている。主任弁護人はまた、第３被請求人による CIPLA の
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供給があったのか不明確だとする主張は受け入れがたい、とも述べた。 

 

26. 一方、第３被請求人の弁護人は、CIPLA の存在はいかなる事情においても認識されて

はならず、実施要件の義務は特許権者のみによって満たされる必要があり、いかなる第三

者にもよらない、と申述し、さらに、審判請求人は、CIPLA を侵害者とする陳述を行った

とき、完全に CIPLA に対する民事訴訟を提起しようとしていた、とした。CIPLA の売上げ

を考慮するのが当然だとの主張は受け入れられない。弁護人の申述では、審判請求人の申

立ては、CIPLA が審判請求人の実施権者であってその売上げは合法だった、というもので

はなかった。また、審判請求人が CIPLA の売上げを違法とみなし、侵害に対する損害賠償

を請求することは不可能であり、同時に、法律上の義務である合理的な需要が満たされて

いるか決するために、当該売上げを自己のものとして扱うよう求めることも不可能である、

と述べた。弁護人の申述するに、デリー高等裁判所が下した同意命令は、CIPLA を合法と

するものではない。当該命令は、両当事者の権利、すなわち CIPLA が侵害者であるという

審判請求人の申立て、及びこれを否認する CIPLA の申立てについて、決することなく下さ

れた。さらに、審判請求人が提出した書式 27 には CIPLA の売上げに言及がなく、これは

発明の実施及び公衆の需要の充足は、審判請求人単独での売上げと関連性がある、という

ことを意味する、と述べた。第３被請求人によれば、CIPLA は販売に不安があり、CIPLA

が製造維持不能と認めた場合、いつでも生産停止が行われ得る。申立てによると、審判請

求人はその製品をインドで 2006 年から販売しており、CIPLA の市場参入は 2010 年に過

ぎず、その場合に審判請求人は、CIPLA の売上げについて、公衆の需要が満たされていた

か示すためにこれを考慮し得ない。 

 

27. 特許局長は審判請求人の申立てについて、強制実施権の申請に、関係者として特許権

者以外に他のいかなる者も挙がっていないことを理由として、これを拒絶した。特許局長

は、審判請求人がCIPLAの販売阻害を目的として侵害訴訟を提起したことに言及し、また、

CIPLA に対しては、デリー高等裁判所がいつでも差止命令を発し得る可能性があるとも述

べていた。主任弁護人によれば、この推定は成立しえない。申請は締め切られており、こ

こでその再開に何ら疑義はないが、裁判所は両当事者に対し、訴訟を進行するよう指示し

ていた。特許局長はまた、論拠として、CIPLA による売上げも考慮した上、それでもなお

公衆の需要が満たされていないとした。特許局長は第 84 条の目的で、CIPLA の売上げを

理由に含めることを拒絶したのである。 

 

28. 審判請求人によれば、CIPLA はその特許を侵害し、これが訴訟提起の理由である。特

許法第 83 条は特許発明を扱うが、「特許発明」という用語は同法のどこにも定義されてい

ない。「特許物品」の用語は同法第 82 条に定義されている。「発明」及び「新規発明」の

用語は、それぞれ第 2 条第(1)項第(j)号及び第 2 条第(1)項第(l)号に定義されている。第

83 条第(1)項は特許の許諾理由について、発明の奨励と定め、第 83 条第(1)項第(a)号で

は、特許の許諾理由を述べていることから、これは特許権者について言及するものに違い

ない。第 83 条第(1)項第(b)号もまた、特許権者についてのみ言及する。第 83 条第(1)項
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第(c)号は特許権の保護及び執行に関連し、したがって特許権者のみに言及するものに違い

ない。特許権は知的財産権の所有者のみが所有するものであり、それが侵害者であるか否

かを問わず、第三者には属さない。第 83 条第(1)項第(d)号は許諾される特許について、

これは公衆衛生を妨げるべきものではないとして、特許権者にのみ言及する。第 83 条第

(1)項第(e)号もまた、特許権者にのみ言及する。第 83 条第(1)項第(f)号では特に、特許権

者又は権限若しくは利益を得ている者に言及し、第 83 条第(1)項第(g)号も同様である。

法律で特許権者に言及するとき、それは合法的に特許の請求を行う特許権者などの者を意

味し、他のいかなる者も含まれない。したがって、第 83 条第(1)項第(g)号が、特許の許

諾は公衆が特許発明の利益を合理的に手頃な価格で利用できるようにするために行われる、

と定めるのは、特許の許諾の約因（quid pro quo）は、特許が許諾された者が、その発明

の利益を合理的に手頃な価格で公衆が利用できるようにする義務である、ということを明

示している。したがって、「特許発明」の用語は、特許権者又はその実施権者が市販するも

ののみを意味し、他の何物でもあり得ない。第 89 条は、強制実施権の許諾の一般的な目

的についての定めであるが、かかる目的とは、特許発明が不当な遅滞なくインド領内にお

いて商業規模で実施されることを確保するためであると言う。第 84 条第(6)項は、申請人

（強制実施権の申請人）が公共の便益のために発明を実施する能力に言及し、第 84 条第

(6)項第(iii)号では申請人（強制実施権の申請人）が資金の提供及び発明の実施を行うにあ

たってリスクを引き受ける能力について述べる。したがって、「特許発明」の用語が使用さ

れるときは常に、以下に言及している。すなわち 

 = 特許権者が公衆に提供しなければならない発明、 

 = 特許権者が公衆の合理的な需要を満たさなければならない点での発明、及び 

 = 特許権者がインド領内で実施しなければならない発明。 

さもなければ、自己の発明を公衆に届ける努力を何らしない者に独占権が与えられ、か

かる者の主張を、この者が裁判所に侵害訴訟を提起する相手方となる第三者の負担におい

てせしめることを意味する。したがって、審判請求人は CIPLA の存在をその立証に利用で

きない。まさに審判請求人はその書式 27 に、CIPLA の売上げを記載しなかった。それは、

審判請求人が CIPLA の売上げは自己の売上げとは決してなり得ず、CIPLA は自己の実施権

者ではなく、また CIPLA の売上げが申請人によって授けられたものでもないことを知って

いるからである。 

 

29. CIPLA は定期的に陳述を行い、裁判所に提出している。ここでその宣誓供述書の 1 通

（2010 年 9 月 22 日付）を実例として取り上げると、被告人 CIPLA は四半期ごとに定期

決算書の提出義務を負っていたことが示され、また、被告人 CIPLA は損害賠償の支払いに

ついて裁判所の命令に従う義務を負っていたことも示されている。デリー高等裁判所の命

令では差止めの許諾を認めなかったが、これには被告人 CIPLA が利用可能かつ正確な決算

書を保管し、四半期ごとに同定期決算書を提出する条件を付した。確かに、差止請求の申

立ては終結したが、CIPLA が義務付けられたとおり決算書を提出していなかったならば、

審判請求人が命令修正を裁判所に要求する余地があった。これは、当委員会が CIPLA の存

在に関連性がないと判断する理由ではなく、指摘するにとどめる。法律上明白なこととし
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て、強制実施権の許諾のための要件及び条件は、特許権者のみに関して決せられる必要が

あり、その存在自体が訴訟対象となる者を考慮してはならない。第 84 条第(6)項第(i)号に

おいても、特許権者又は発明を十分に利用する実施権者が講じた措置に言及している。し

たがって、第 84 条の条件の充足について決する上で、当委員会は CIPLA の存在を考慮し

ない。 

 

30. さらに、Ayyangar 報告書の第 612 段落に目を向けると、そこでは現行法第 85 条の

「特許局長による不実施の特許の取消」を扱っている。同報告書は以下の通り述べている。 

「特許局長に帰属する残余の権限があって、発明が適度な範囲でその国において実施さ

れない場合に特許を取り消さない限り、強制実施権の規定自体ではその目的を達成し得な

いであろう、ということは納得できる。さらに、かかる規定の存在は、それ自体が特許権

者への誘因として働いて、その実施権者に対して自己が有するような技術情報の内容を指

導し、かつその実施権者が発明を商業上、適切に実施できるように必要な支援を与えるこ

ととなり、もって当該特許は効力を維持し、特許権者は特許の期間中に実施権者が支払う

べき使用料の恩恵を得ることができると考えられる。」 

このことから、特許権者には、技術情報の内容の提供、及び発明が商業上、適切に実施

されるように実施権者への支援の提供さえ期待されていることは明白である。これは特許

が特許権者の財産であって、その権利を排除されることは自己の利益にならないからであ

る。この段落に触れたのは、特許法が、発明が商業上、適切に実施されるよう保証すべき

なのは特許権者である、ということを意図しているのを示すためだけである。言い換えれ

ば、特許権者は、第 85 条に基づき不実施のために特許を取り消されるリスクを負ってい

る。第３被請求人はまた、「Harvey’s Skindiving Suits of Canada v. Poseidon 

Industri AB [1984 CarswellNat 566, 1 CIPR 288]」事件も引用し、そこでは「該当の

実施は、確実かつ正当な実施でなければならず、そこで被疑侵害者が行う実施では不十分

である」と判示された。当委員会ではまた、CIPA Guide からの抜粋も参照しているが、

その他は確認する必要がない。我が国の特許法は明確であり、当委員会は同法に従って決

定を下さなければならない。同法はそれ自体で完結しており、CIPLA への許諾は異なる法

律に基づいているため、本争点とは無関係である。CIPLA の存在は、公衆の需要が満たさ

れているか、特許発明は合理的に手頃な価格で公衆に利用可能とされているか、あるいは

特許発明はインド領内で実施されているか、これらについて決する上で関係がない。 

 

31. 審判請求人の主任弁護人によれば、特許意匠商標総局長官の合理的な需要又は適度の

供給についての論拠には瑕疵がある。主任弁護人の申述では、発明の性質に留意するのが

当然である。この薬剤は苦痛緩和剤に過ぎず、がんの治療薬ではないが、合理的な水準で

生活の質を保つ。この種のがんに悩む患者の数は多くないため、市場の獲得は容易でなく、

審判請求人が全ての法定要件に従わずしてその製品を市場に出すことは不可能である。審

判請求人は公衆の需要を査定する必要があり、また、当該医薬品の長所について、がん専

門医を確信させる必要があった。市場販売の承認は 2008 年 1 月にようやく下りたが、審

判請求人には、発明の実施のためにわずか 3 年しか与えられなかった。発明の性質、患者
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数及び他の医薬品の存在に鑑み、法律に基づき審判請求人に与えられた期間は不十分であ

る。主任弁護人曰く、当該薬剤の供給が容易であったならば、第３被請求人（NATCO）は

1 年で完全に需要に対応できたはずであるが、2 年間で第３被請求人の市場は患者層の

44%を占めただけだった。合理的に手頃な価格は、全要因を考慮して確定するのが当然で

あり、社会経済上の条件のみが限定要素ではない。入手性は製品の性質に鑑みて決せられ

る必要があり、合理的に手頃な価格は、審判請求人が製品に生じた支出に鑑み、これを販

売することが可能な価格を考慮して定めるのが当然である。特許局長は、他の医薬品の比

較データを思料しておらず、特に、苦痛緩和剤の市場参入には長期間がかかる可能性を考

慮に入れていなかった。審判請求人には有効な患者支援プログラム（PAP）があり、これ

によって合理的な範囲で公衆に利用可能とする、という要件を満たし得た。 

 

32. 主任弁護人の申述では、第 84 条第(1)項第(c)号の影響は、第 84 条第(1)項第(a)号及

び第(b)号に及ぶ。米国とインドでの同時発売はあり得ない。インド薬品規制総局が、外国

での通関手続認可を提示するよう製造者に要求するからである。異議の通知で審判請求人

は、第 84 条第(7)項のみなし規定のいずれにも、薬剤の価格又は合理的に手頃な価格での

当該薬剤の利用可能性への言及がないことを強く主張していた。その記載では、「Nexavar」

には米国及び欧州で希少薬（orphan drug）の資格が許諾されている。その適応がある各

症状の患者数が 20 万未満だったからである。希少薬の資格は、申請書に、医薬品の特質

及び治験データを記載した公式関係書類を添えて薬品開発会社が提出したのを受けて許諾

される。異議の通知には、他国のがん関連銘柄を基にした技術革新の価格も挙げられてお

り、「Nexavar」の価格が他の類似薬品と同じようなものであることを示す。また、PAP

にも言及しており、これは慈善プログラムであって、そこでは医師の推薦状の商業価格よ

りずっと安価に価格が定められる。PAP は疑いなく、数回の変更を経ており、審判請求人

によれば、同人はしたがって、継続的に特許対象薬剤の入手性改善に取り組んでいる。審

判請求人はまた、当該発明が提供された病院の一覧表も提示している。異議の通知はまた、

規模の経済についても言及し、これをもって当該薬剤を現地製造しない正当な理由として、

現地での実施要件の負荷を企図して特許意匠商標総局長官は第 3 被請求人に強制実施権を

許諾したが、法律に言う「実施された」の語句は現地の実施要件を意味しない、とした。

またその申述では、CIPLA が見積もった原価格の 1 か月あたり 3 万ルピーは、長官が合理

的に手頃な価格を設定する有力な根拠足り得るとされている。ところが CIPLA は現在、特

許局長の決定価格よりずっと安価で販売している。これは、特許局長が価格を決定する理

由を全く無視している。 

 

33. 主任弁護人はまた、「合理的に手頃な価格」の用語は、国民の異なる層/部門ごとに解

釈されて当然であり、差別的価格設定の概念が受け入れられるべきだとも述べた。審判請

求人によれば、いかなる製品の価格も公衆及び製造者/技術革新者にとって合理的である必

要がある。利用可能な健康保険計画（Health Insurance Schemes）への言及もあり、と

りわけ、Tamil Nadu 政府が提案する計画への言及がなされており、そこでは年収 7 万 2

千ルピー未満の家族は、政府運営及び個人病院での治療及び外科療法を無償で受ける権利



16 

を有するとされる。原発明者である Onyx については、審判請求人によれば、発明者全員

が審判請求人の従業員であり、発明は雇用期間中に審判請求人の研究所で行われ、かつ審

判請求人は初期研究開発費の全額を支払っていて、開発段階での費用が分担されたに過ぎ

ないことから、審判請求人の申立てでは、この点は強制実施権が許諾されるべきか決する

のに関係がない。 

 

34. 希少薬の資格については、その申述では、これも患者の基盤が小さいことを意味して

いる。実施の争点について決するために、「Schneider Electric Industries S.A. v. 

Telemecanique & Controls (India) Ltd. [2000 (20) PTC 633] 」事件及び

「Telemecanique & Controls (I) Limited v. Schneider Electric Industries SA 

[2002 (24) PTC 632 (Del)(DB)]」事件への言及も行われた。審判請求人によれば、同

人は患者基盤の増加及び PAP の改善に真摯に取り組んでいたが、審判請求人にとって、特

許を有する全ての国でトシル酸ソラフェニブを商業的に製造するための現地製造施設を設

置することは、経済的に実現不可能であった。 

 

35. 第３被請求人の弁護人の申述では、第 83 条は一般原則を扱うだけでなく、強制実施

権付与が認められる背景も示す。弁護人は、がん専門医による多様な書状を紹介し、価格

が決定要因の一つ足り得ることを示した。弁護人によれば、市場への浸透に 2 年しかなか

ったという陳述は、特に本国で既に営業を行っていた会社に関しては間違っている。弁護

人は、合理的な需要は特許権者のみによって満たされる必要があり、その時点ではその要

請を審判請求人は満たしていなかったと再度指摘した。弁護人の申述では、PAP は不明確

であり、市場への供給の一環ではなく、いつでも撤回可能である。特許法が構想する供給

とは PAP を通じて行われる値引きをした供給ではない。弁護人によれば、審判請求人が異

なる PAP を始めたその事実自体が、発明を適切に実施していなかったことの暗黙の承認で

ある。審判請求人が、CIPLA の存在を考慮すべきだと言うのは、CIPLA の供給が伴った場

合にのみ、審判請求人は、第 84 条第(1)項第(a)号を充足したと主張しえるという、別の

自白でもある。弁護人の申述では、価格が実際の障壁となり得ることから、医薬品アクセ

スについての諸国の関心は、価格と関係がある。また弁護人は、特許局長は合理的な価格

を確定しない過誤を犯した、という申立ては誤りである、と述べた。特許局長には価格の

3 つの選択肢があり、同人によれば、ここで確定した価格が合理的に手頃な価格であった。

弁護人の申述では、市場に多数の供給者が存在する場合にのみ、競争により価格が低下す

るが、強制実施権ではいかなる場合でも、当局が価格を定めており、価格の固定が実際に

は競争を歪めていたであろう。弁護人は、研究開発費は価格決定基準とはなり得ず、イン

ドにおける価格を、研究開発費全体をインド市場から計算する前提で定めることは不可能

である、と述べた。審判請求人は、自己が投じた全額をインドから取り戻す必要がある、

とは主張できない。弁護人の申述では、特許局長は実際に研究開発費を尋ねているが、特

許局長による第 90 条第(1)項の義務の充足を可能とするような証拠の提出はなかった。ま

た弁護人は、他の高価ながん治療薬との比較は、他の詳細が入手できた場合に限って意味

があること、また、インドで製造不可能な場合にのみ、特許権者は輸入のみによって実施
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を立証できるが、そうでなければ、実施は現地での製造であるべきで、実際のところ審判

請求人には、他の製品を市場販売する現地工場があることを述べた。また、第 83 条及び

第 84 条は社会福祉の規定であって拡大解釈を受けて当然であり、公益を促進するような

態様で解釈されるべきである、とも述べた。被請求人によれば、第 83 条は、審判請求人

の負担及び特許許諾後の充足されるべき義務を黙示的かつ積極的に負わせるものである。

Globocan 2008 のほか全国がん登録室（National Cancer Registry）から収集したデータ

による薬剤の需要では、肝臓がんが約 2 万人でそのうち生存率は 1%未満であり、 腎臓が

んの場合、おおよその総患者基盤は約 8,900 人で生存率は約 2～3%である。薬剤の需要

は、特許局長命令の第 10 段落(a)の表にあり、以下のとおりである。 

 患者合計 
患者80%

の需要 

所要ボト

ル数/月 

2008 年 

輸入ボトル

数 

20082年 

輸入ボトル

数 

2010 年 

輸入ボトル

数 

肝臓がん ~20,000 ~16,000 ~16,000 
なし ~200 本 不明 

腎臓がん ~8,900 ~7,120 ~7,120 

Dr. Manish Garg の宣誓供述書は、供給量についてのものである。その陳述では、世界

規模の薬剤の売上高は飛躍的に伸びているが、インドでの実施は遅々としている。被請求

人によれば、PAP は第 84 条第(1)項第(a)号の目的で考えるべきではなく、公開市場で販

売される製品により、合理的な市場の需要が満たされているか判断するべきである。その

申述では、国会の意図とは、特許発明の実質的な利益は公衆に及ぶのが当然だ、というも

のである。弁護人はこの点について国会討論にも言及し、また、Mr. Srivatsava の宣誓供

述書に添付された多様な書状について言及してトシル酸ソラフェニブの価格を示した。弁

護人によれば、PAP それ自体が 28 万ルピーという価格が手頃ではないことの自白である。 

 

36.審判請求人はその申立てを裏付けるために、宣誓供述書を数通提出している。そのうち

1 通が Dr. Manish Garg の 2011 年 11 月 9 日付宣誓供述書である。この中で、同人は

『National Comprehensive Cancer Network Clinical Practice Guidelines in Oncology』

（NCCN ガイドライン）2012 年第 1 版の腎臓がん編肝細胞がん用に言及している。同人

によれば、強制実施権の申請人が強制実施権の許諾のために提出した統計データには誤り

があるばかりか、患者が利用可能な代替療法がある。次に、当委員会は Bayer HealthCare 

Pharmaceuticals Inc.の Vice President of Global Oncology Marketing である Mr. 

Jean-Sylvain Demelier の宣誓供述書を見る必要がある。同人は多様な諸国での「Nexavar」

の価格設定について比較分析し、それによると、インドでの価格は他の新興諸国と同等で

ある。同人によれば、「Nexavar」の価格は発明を行っている会社の他のがん治療製品と同

定であり、新薬製品は、単に薬剤を複製する者の製品に対して研究開発費も包含するため、

後発医薬品より高価である。したがって、同証人によると、審判請求人は発明者であって

                                                   
2 JETRO 註：2009 の誤記と解される。 
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製品開発に資源を投じてきており、これは当該製品に対する合理的に手頃な価格の一部と

なり得ることから、審判請求人が定める「Nexavar」の価格は、合理的に手頃な価格と認

められる。ここではまた、Global Drug Discovery Operations の Head である Mr. Harald 

Dinter の宣誓供述書も見る。同人は、新機軸の医薬品産業における研究開発の働きについ

て証拠を提出しており、薬剤を発見及び開発する実際の工程での各段階を順を追って説明

する。同人によれば、工程全体は複雑かつ長期に渡り、リスクを伴うことから、費用がか

かる。同人曰く「20 の物質から 1 物質のみが特に費用のかかる患者を対象とした臨床検査

に回され、これが実際に製品として発売される。」したがって、同人によると研究開発費総

額の 75%は失敗製品に投じられている。同人はまた、医薬品に関する審判請求人の研究開

発費の詳細も挙げていて、審判請求人は主として、医学上の必要性が高度に満たされてい

ない分野の適応に取り組んでおり、自己の目標を、重大な革新的手段による患者の生活の

質の向上と定めている。同人によれば、新規分子化合物（new molecular entity (NME)）

を市場に出すためには 200 万ユーロを超える研究開発投資が必要であり、したがって、そ

の価格は、書類上は合理的に手頃な価格の範囲にあると言える。Dr. Manish Garg の 2012

年 2 月 8 日付宣誓供述書には、審判請求人の取引対象である都市及び病院の一覧表が付さ

れている。Dr. Manish Garg の 2012 年 2 月 8 日付宣誓供述書はもう 1 通あり、そこには

腎細胞がん（RCC）及び肝細胞がん（HCC）の統計データの定期的な内部査定が付されて

いる。同人によれば、RCC 及び HCC の患者全体でトシル酸ソラフェニブの治療資格のあ

る者は約 44%であった。当委員会には Dr. Joerg Thomaier により「知的財産権が新規薬

品への継続的アクセスに不可欠な理由、及び新機軸の製品の価格設定が公正な理由」が提

示され、その中で、金銭的余裕がないためこれ以外の方法では新規薬剤による治療が受け

られない患者の医学上の必要性に対する審判請求人の取組みについて述べている。第３被

請求人はがん専門医からの書状を提出し、価格が高価であることを示した。 

 

37. 2011 年度の書式 27 は 2012 年 3 月 29 日に提出されているが、これは強制実施権の

命令後のものである。2009 年度の書式 27 には、4,665 パックが輸入されたとの記載があ

る。インドで製造されたパック数は「なし」で、またその記載では、当年中に許諾された

実施権及び供給実施権もなかった。本書式の記載には、「特許権者は、公衆の需要は適切に

満たされていると考える」とある。2010 年度の記載では、商業販売用パックは輸入され

ず、「Nexavar」患者支援パックの見本パックのみが輸入された。また、インドでの製造に

関する限りでは「なし」と記載され、「Nexavar」販売用パックの輸入数も、なしとされる。

「Nexavar」患者支援パックの輸入数は 340 ユニットと記載され、「Nexavar」サンプル

パック数は 340 ユニットとある。2010 年度の書式 27 には、公衆の需要は最大限の範囲

かつ合理的な価格で満たされている、との記載がある。 

 

38. 強制実施権の許諾のために、申請人は、特許発明についての公衆の合理的な需要が満

たされていないか、特許発明が合理的に手頃な価格で公衆に提供されていない、あるいは、

発明がインドで実施されていない、ということを示して特許局長を納得させる必要がある。

公衆の合理的な需要は、特許発明がインド領内において商業規模かつ適度な範囲又は合理
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的な条件で実施されておらず、また同様に合理的に実施可能な最大限の範囲で実施されて

いなかったならば、満たされているとはみなされ得ない【第 84 条第(7)項第(d)号参照】。

合理的な条件の需要を満たさないとは、論理的には量及び価格の双方を指す。特許局長は、

審判請求人が提出した書式 27 について思料している。当委員会は既に、Dr. Manish Garg

及びその他の者の宣誓供述書から決定的な段落を抽出している。これら全ての証言で、当

該価格は発明者にとって合理的に手頃な価格である、としている。いずれの宣誓供述書で

も、証人らは、合理な入手性の見方について、公共の観点、すなわち患者の視点からは思

料していなかった。証人らが述べたのはいずれも、薬剤の発明の工程は長期に渡り、かつ

費用がかかるものであり、その上、薬剤が成功裏に販売される前に、複数回の試験及び実

験を研究所で何時間も続けて行う必要があって、かかる実験の多くが失敗又は損失に終わ

り得る、ということに留まる。そのため、発明に巨額の研究開発費を費やしてきた点に鑑

み、発明事業者は合理的に手頃であると認めた価格を定める。 

 

39. 特許法について見るとき、そこには、発明は、合理的に手頃な価格で公衆が利用可能

でなければならない、との記載があり、そうでなければ、強制実施権の交付が可能である。

ここで既に詳細に検討してきたとおり、第 84 条第(1)項第(a)、(b)及び(c)号は、隣接的

接続詞の「あるいは（or）」によって分離されており、したがって、条件が 1 つでも満た

されれば、特許局長には強制実施権を命じる十分な権利がある。審判請求人が当該薬剤を

販売する価格は 1 か月あたり 28 万ルピーである。特許局長の面前で薬剤の入手性を決す

るべく 2 通の文書が提示された。Knowledge Ecology International の Director である

Mr. James Love も証拠を提出した。当委員会は実際に本宣誓供述書を思料して、2012 年

9 月 14 日付で強制実施権の暫定的停止の許諾を否認する命令を下している。本宣誓供述書

は、審判請求人が主張する研究開発費に異議を唱えている。研究開発費及び他の薬剤の価

格は、公衆が合理的に購入できる価格を決するにあたって、役には立たない。 

 

40. 合理的に手頃な価格は必ず、公共の視点から確定されなければならず、「購入できる

（afford）」との語句自体に、公衆にその薬剤を購入する金銭的余裕が必要なことが示され、

したがって、ここではこの争点について、1 か月あたり 28 万ルピーが公衆にとって合理的

に購入可能な価格であるか、という視点から思料する必要がある。審判請求人が提出した

証拠、宣誓供述書、報告書等、費用に関する資料は全て、公衆が合理的に購入可能か決す

るのに関係がない。特許局長は、「合理的に手頃な価格」は公衆に関連して解釈される必要

がある、ということに納得していた。審判請求人は、患者数について被請求人が提出した

統計データ及びその要求は、全体的に受け入れられない、との立場をとった。当委員会は、

審判請求人独自の患者数を採用しても、同人による供給は適切とは言えず、また価格は疑

いなく、公衆が特定の発明を得ようとするか決する要因である、と認定する。特許法はま

た、商業規模での発明の実施にも言及し、発明がインド領内において商業規模かつ適度は

範囲で実施されない場合、次に、第 84 条第(7)項のみなし規定が働き出す。「実施」が「地

元での製造」を意味するかの争点については、後に決する。 
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41. しかしながら、輸入によって実施の要件は完全に充足される、とする審判請求人の申

立てを全体として認めると仮定しても、この場合の輸入は、商業規模かつ適度な範囲で行

われ、合理的に手頃な価格で販売されなければならない。審判請求人の申述では、第 84

条第(1)項第(a)、(b)及び(c)号の条件を厳格に分離することは不可能であり、1 つの条件

は他に影響を及ぼす。実施がないならば、それでは合理的な需要は満たされない。価格が

手頃でないならば、それでもまた、合理的な需要は満たされ得ない。商業規模での実施が

なされていないならば、それもまた、特許法によれば、合理的な需要が満たされていると

はみなし得ない。「商業規模」という用語もまた第 83 条第(a)号で使用され、所定の条件

の充足によって適用し得る審判請求人の補助金プログラムは、「商業規模での発明の実施」

を構成しない。かかるプログラムは審判請求人の裁量によるもので、市場価格に左右され

ない。保険の計画も関係がない。引用された研究開発費は、当該薬剤特有のものでも、イ

ンド特有のものでもない。とにかくここで検討する必要があるのは、特許発明の市場価格、

すなわち発明が公衆に提供される価格であって、本件においては 1 か月あたり 28 万ルピ

ーである。当委員会が繰り返すのは、法律では、特許権者が合理的に手頃な価格で一般大

衆に発明を提供しているか、ということを確認するよう求めている、ということである。 

 

42. 特許局長の判断では、慈善的な提案は、「商業規模かつ適度な範囲での発明の実施」と

いう表現の解釈にあたって考慮し得ない。もちろん、特許局長はこの点を強制実施権の申

請の一時延期請求を検討する文脈では検討していた。PAP は歓迎されるとしても、第 84

条の要件は満たさず、これは薬剤が公衆に提供される価格にのみ関係する。第 84 条第(6)

項は特許局長が考慮すべきことを扱い、これには発明の性質、特許の許諾後経過した期間、

及び当該発明を十分に利用するために特許権者が既に講じている措置が含まれる。特許局

長は、強制実施権の申請人が発明を実施する能力を必ず思料する。また、当該申請人が資

金の提供及び発明の実施を行うにあたってリスクを引き受ける能力、及び当該申請人が特

許権者から合理的な条件で実施権を得る努力を尽くしているかについても、思料する必要

がある。ただし、特許局長は、申請後の事項を考慮する必要はない。本案件で審判請求人

は、PAP の存在について特許局長の注意を促しており、特許局長はその旨思料して、これ

を考慮に入れるべきでないと判断した。同条の本条項によって、申請後の事項を考慮する

必要はないからである。 

 

43. 特許局長によれば、立法府の意図は、特許権者が訴訟手続を妨げるために講じる事後

措置を思料してはならない、という点にあると考えられる。しかし、これは正確でないお

それがある。審判請求人が市場価格を恒久的に、公衆の視点から合理的に手頃な価格に引

き下げたと仮定しても、これは訴訟手続を妨げる措置とは言い得ない。結局のところ、強

制実施権の手続それ自体は公益のためでしかない。したがって、自己の製品を市販又は提

供する目的で、その価格を値下げしてこれを公衆に適度な範囲で、公衆が合理的に購入可

能な価格にて提供するいかなる製造業者も、訴訟手続を妨げるとは言い得ない。ここでは、

強制実施権の申請人の利益ではなく、公益のみに関心が置かれる。強制実施権の許諾は、

申請人に有利な計らいをするためではなく、申請人が、発明が第 84 条の下で想定される
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態様で公衆に届いていないことを立証しているのを理由としてのみ行われる。したがって、

特許局長の結論が正しいとしても、第 84 条第(6)項の最後の文言は、発明者が価格を引き

下げてその発明を公衆に提供することを阻止するための絶対的な禁制ではない。当委員会

では既に、Ayyangar 報告書から不実施に触れた箇所に言及しており、その上、不実施に

関する規定の導入により、特許権者は特許の実施に必要な技術情報を与えるよう確実に努

め、もって当該特許が取り消されないようにする、ということに言及している。したがっ

て、当委員会が留意する必要があるのは、かかる訴訟手続が公益のためであり、発明者に

不利に、または強制実施権者に有利に働くものでもない、ということである。当委員会で

これまで詳細に検討して来たとおり、特許は公衆の利益のためにのみ許諾され、公衆は発

明から利益を得る必要があって、価格が再び高騰すると特許局長が確信していない限り、

訴訟手続が係属中の特許権者自身によって、発明が合理的に手頃な価格で容易に利用可能

とされているかどうかは、ほぼ問題ではない。ここで、審判請求人はかかることを行って

いない。 

 

44. 当委員会ではまた、強制実施権の終了に言及する第 94 条の裏付けも得た。特許権者

は、強制実施権の許諾を生じさせた状況が消滅し、復活するおそれがない場合、第 94 条

に基づき終了を申請できる。この意味するところは、特許権者自身は、発明を合理的に手

頃な価格で、恒久的に公衆に提供できる、ということである。実施権の許諾後であっても、

特許権者には特許局長を動かす権利があるとすれば、訴訟係属中であれば確実に、特許権

者は価格が下がり、元の価格に戻るおそれがないことを示すことが可能である。特許局長

が、審判請求人による約 28 万ルピーの価格での薬剤の販売のみが公衆の需要の裁定に関

係するとした判断は間違っておらず、また、公衆の購買能力と入手した証拠に基づき、発

明が公衆にとって合理的に手頃な価格ではない、と思料したことも間違っていなかった。 

 

45. 複数の申述によれば、苦痛緩和剤は市場参入が容易ではなく市場への浸透が困難なた

め特許権者が全てのがん専門医を確信させない限り、がん専門医は担当する患者に特許発

明薬剤をこれ以上処方しないと思われ、市場には競合薬剤が存在するが、この点も考慮さ

れるべきである。法律には、特許許諾直後の強制実施権許諾の規定がないが、3 年間の準

備期間が認められる。立法者たちは、発明者がその発明をインド領内で実施し、その供給

が合理的に手頃な価格での需要を満たすには、3 年間で十分であろうと見越していた。法

律はまた、さらに 1 年の猶予を認め、発明者が、いかなる理由によっても、許諾された期

間では発明を商業規模で実施可能とするのに不十分であることを示す場合に、総計 12 か

月の猶予期間が第 86 条に基づき与えられる。 

 

46. 本件において、当委員会は、審判請求人が極めて矛盾した態度をとっている、と認め

る。書式 27 で審判請求人は、公衆の需要が最大限の範囲で合理的な価格にて満たされて

いる、と完全に納得している。当委員会では、書式 27 から、審判請求人は自己による売

上げしか考慮に入れていないことを確認した。にもかかわらず、審判請求人は、CIPLA の

売上げを適切な供給の立証に含む必要があると主張する。2010 年に提出された書式 27 で
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当委員会はまた、審判請求人が、商業規模が意味するところと患者支援の売上げが意味す

るところとの差異について、十分に認識していたことも確認した。それは、書式 27 の記

載で、販売パックの輸入がないのに、「Nexavar」患者支援パックの見本だけが輸入されて

いたからである。したがって、審判請求人は、「輸入」が単独で実施の条件を満たすとして

も、発明を商業規模で「実施」していなかった。 

 

47. 当委員会はまた、商業販売が意味するところも審議する必要がある。当委員会の懸念

は、公衆に提供されているのか、審判請求人による 28 万ルピーでの販売は、商業販売な

のか、市場価格なのか、審判請求人による公衆への供給なのか、そしてこれが需要を満た

すのか、あるいは実施又は合理性を示すのか、である。2010 年には、商業販売用ユニッ

トのパックは輸入されていなかった。この点において、特許局長は第 86 条に基づく強制

実施権の申請の一時延期請求を認めなかった。第 86 条は特許権者に対して、インド領内

における商業規模かつ適度な範囲での発明の実施を開始するために適切かつ合理的な措置

を講じていたことを示すよう要求する。審判請求人は 2007 年 8 月 1 日に薬剤の輸入及び

市場販売のための許諾を得た。審判請求人はまた、2008 年 1 月 22 日に薬剤の輸入及び市

場販売する許諾も、保健局（Directorate General of Health Services）から得た。特許局

長は、薬剤の輸入及び市販に対する実際の認可が 2008 年 1 月 22 日に下りたものと仮定

して、特許権者が 2008 年まで当該薬剤を輸入せず、2009 年及び 2010 年に少量の輸入

があったことは、説明がつかない、と判断していた。 

 

48. この時点で、審判請求人の主任弁護人はその申述で、特許局長がいかにして、審判請

求人が 2008 年に薬剤の輸入をしなかったことに過誤を見出したのか、理解しがたいとし

て、仮に輸入した場合、審判請求人は法律に違反して密輸可能だったという意味であるの

か、と疑義を呈した。当委員会では、審判請求人が 2008 年 1 月 22 日以前に何をして、

何をしなかったかを考慮に入れない。2011 年 7 月 28 日に申請が行われるまで、審判請求

人には 3 年と少々の期間があり、2009 年及び 2010 年の少量の輸入では、特許権者が発

明の実施のために迅速に適切かつ合理的な措置を取っていた証拠としては間違いなく不十

分だ、という事実は依然として残る。特許局長はまた、CIPLA が市場に参入したのは 2010

年に過ぎない、という事実も考慮に入れ、審判請求人には、発明を商業規模かつ適度な範

囲で実施するために価格設定戦略を修正するのに、約 2 年あったことを詳細に検討してい

た。したがって、特許局長が第 86 条に基づく強制実施権の申請の一時延期の許諾をしな

かったことは正当化される。 

 

49. いかなる場合でも、第 86 条によって、特許局長には強制実施権の申請の一時延期の

諾否を決する裁量権が与えられる。当委員会は命令に対する不服を審議する場であり、当

該裁量権が道理に反して任意に、かつ論理に全く反する態様で行使されない限り、当委員

会がこれを妨げることはできない。別の見方があり得るとしても、最初に当局がとった視

点が合理的なものである限り、当委員会は干渉しない。強制実施権の申請の一時延期の請

求は、審判請求人が発明の実施にもっと期間が必要な場合に限り、行うことが可能である。
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当委員会は主任弁護人に対し、審判請求人が発明を実施しなかったのは暗黙の承認ではな

かったのか尋ねた。主任弁護人の申述では、審判請求人は発明を実施しており、異議の通

知でさえ、請求は既得権を害すことなく行われた。 

 

50. 次に、当委員会は、特許発明がインド領内で実施されているか、という争点に移る。

審判請求人によれば、現地生産という意味で現地の実施を解釈する試みは、特許法の範囲

を超えている可能性がある。主任弁護人によれば、立法府の意図は、「インドにおける製造」

という語句が 2002 年に以前の特許法第 90 条から削除され、現行特許法第 84 条第(7)項

になったことから明白であり、したがって、現地生産要件は、TRIPS 協定第 27 条第(1)

項との整合性の観点から否定される。同人によれば、インドでの必要量は、インドでの製

造施設の設立を経済的に正当化せず、その上、売上げ量が少ないことから、当該薬剤は、

他の薬剤製造の専門製造業者を通じた製造委託契約に基づいて製造し得る。しかしながら、

被請求人によれば、「実施」の用語は特許法第 83 条第(a)号及び第(b)号に定められる原則

を背景として読解されるべきであり、また、連邦議会下院（Lok Sabha）での議論及び

Ayyangar 報告書第 30 段落を参照して、本争点は思料される。本報告書は、「輸入製品は

より安価であるかもしれないが、国内で製造された物品の価格が著しく高額であり得ると

しても、長期的には国内経済への利点となる可能性があり、最終的には特許が完全に海外

で実施される新興国への費用は、いかなる場合でもかかる取引で得られる見込み利益を凌

駕する」と述べている。本報告書ではまた、アメリカにおける特許の位置を説明した Floyd 

L Vaughan の著を引用して、「単に、全面的に海外で製造される特許製品の市場として合

衆国を押さえる目的で、米国特許の持ち出しを外国人に認めることは、特許法に違反し、

アメリカの製造業者に対する経済的不正行為である」とする。本報告書はもちろん、TRIPS

協定に先立つものではあるが、いまだ驚くほど大きな意味を持つ。当委員会は国際条約と

我が国独自の法律とを調和性に配慮して読解する必要がある。この点において、特許局長

は、パリ条約第 5A 条第(1)項を参照しつつ、特許権者による特許物品輸入は特許喪失を引

き起こさないものとする、と条約が定めたことは、同条約には、輸入による喪失よりも軽

度の措置、すなわち強制実施権などを伴い得ることを示唆している可能性を指摘した。特

許局長はまた、「実施」の用語はパリ条約に定義されておらず、加盟諸国の立法府に委ねて、

当該諸国の社会経済要件上適切な態様で同語を解釈する、ということに言及している。 

 

51. 現行特許法は「実施」及び「輸入」の双方の語を、様々な条項で同時に、同意語とし

てではなく使用するが、その一方で第 84 条第(7)項第(e)号からは「インドにおける製造」

の部分が削除されている。同条文は当初、「特許権者のインドにおける製造の不履行の理由

による場合」となっていた。また、第 84 条第(7)項第(a)号(ii)にも「インドにおける製造」

の用語があったが削除されている。第 83 条第(b)号では、特許は単に、特許権者が特許物

品の輸入の独占権を享受できるようにするために許諾されるのではないと規定する。第 83

条第(c)号は、技術上の知識の移転及び普及に言及する。第 84 条第(7)項第(a)号(iv)は、

その権利が害されている商業活動の設立又は開発に言及する。第 84 条第(7)項第(e)号は

輸入によって阻止又は妨害されている発明の実施について述べる。第 84 条第(7)項第(e)
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号は、インド国内における発明の実施及び特許物品の海外からの輸入に言及し、明らかに

他の活動の存在を示唆している。インドでは製造不可能な発明が存在する場合や、公衆の

合理的な需要そのものが少量で、かかる製品のためのみに工場を設立するのは実際的でな

い発明が存在するケースが考えられる。 

 

52. 既に検討してきたとおり、TRIPS 協定は、許可及びその他の使用を都度適宜に扱う必

要性を唱えている。したがって、当委員会では「当該実施」が輸入を完全に除外するのか、

「実施」が「輸入」と同義であって、インドにおける製造が皆無の場合には、実施が皆無

なのか、決することはできない。「インド領内において」という繰り返し使用される用語は、

地元の実施を示すものだが、特許局長が詳細に検討したとおり、「実施」の用語は定義され

ていない。国際条約に基づく特許の許諾における差別の禁止は、地元で製造を行わない特

許の喪失を禁じるものであるが、これは特許局長による強制実施権の許諾を妨げるもので

はない。禁止されているのは特許取消しという最終措置であるとの特許局長の判断は、正

当である。本件においては、特許は許諾されており、地元の製造がないことを理由とする

差別は行われていない。第３被請求人の申述では、審判請求人はインドに製造工場を有し

ており、したがって、インドで発明を製造できたはずである。審判請求人によれば、イン

ドに当該薬剤の製造のための施設を設置するのは、経済的に実現可能ではない。当委員会

は上記で審判請求人の陳述を引用しており、これは、審判請求人は他者を通じて薬剤を製

造させることができたかもしれないという旨のものである。いずれにせよ、この点、すな

わち審判請求人のインドの施設について、審判請求人は明らかには否定していないが、こ

れが当該薬剤を製造することができなかったのかということに、当委員会は何らの証拠も

提供されていない。そこで、第 84 条第(1)項第(c)号について、当委員会の判断では、「実

施された」の語については状況に応じて判断しなければならず、場合によっては、「実施」

は輸入によってのみ実現可能であると立証可能なケースがあり得るが、これを他の全ての

案件に適用することはできない。特許権者は、当該薬剤を地元で製造できなかった理由を

示す必要がある。単なるその旨の陳述では不十分で、証拠がなければならない。したがっ

て、当委員会の見解は、「実施」の用語の意味は柔軟性があり、その限りでは当委員会は特

許局長と異なる。審判請求人は実施の立証を行っておらず、そこで特許局長の結論は間違

っていない。実施とは、実施の要件が全ての特許発明のための輸入独占権を持つことによ

って満たされる、という意味ではあり得ない。当委員会はまた、第 84 条第(7)項第(iii)号

を検討したが、同号では、公衆の需要の要件は、インドで製造された特許物品の輸出市場

が提供又は開発されていない場合、満たされていないとみなす。したがって、「実施」は、

地元での製造全体を意味する可能性があり、一部の場合の「実施」は輸出のみを意味し得

る。それは各案件の事実及び証拠による。 

 

53. 審判請求人はしたがって、第 84 条第(1)項の要件を満たしていない。 

 

54. 審判請求人によれば、条件は恣意的に設定され、第 90 条の義務的要件の明白な違反

である。特許局長は、その面前の資料を基にした見解では、8,000 ルピーは合理的に手頃
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な価格であった。これに反する証拠はない。ここで当委員会は、使用料の争点に移る。申

述では、第 2 被請求人は、第 90 条に基づき生じているはずである審判請求人の費用を考

慮に入れていなかった。審判請求人によれば、特許局長は、第 3 被請求人による各パック

の販売に基づく確定額を追加すべきであった。また申述では、第 3 被請求人による製品の

費用の按分方法によれば、小売業者及び卸売業者は、発明者が得る以上の利益を得ており、

これは立法府の意図するところではあり得ない。第 90 条第(1)項は使用料及びその他の報

酬について述べる。第 90 条第(2)項に基づき、実施権の条件を扱う一方、特許局長は、特

許物品が公衆に提供されるよう努める必要があり、それと同時に、価格の確定は、特許権

者がその特許権から引き出す合理的な利益との整合性が図られるべきである。特許局長は

6%の使用料と定めた理由を説明しており、当委員会は第 3 被請求人による書面の申述か

ら、国連開発計画（UNDP）の特別勧告として、使用料率は 4%に設定し、特定の治療価

値がある製品には 2%の上方修正、又は製品開発が公的資金の援助を一部受けているとき

には 2%の下方修正を認める。特許局長は、使用料を 6%に定めるときに、このことに言

及している。第 3 被請求人によれば、いかなる計算によっても、6%の使用料は高めであ

ると言える。当委員会では UNDP の勧告以外にはいかなる文書も持たないが、審判請求人

の不服申立てでは、販売業者及び卸売業者は、審判請求人の 6％に対して 30%の利ざやを

得ている。審判請求人には使用料改訂の真正な理由がある。当委員会の認定は、審判請求

人提示の計算上、第３被請求人は利ざやとしておおよそ 14%を得る。特許意匠商標総局長

官は、使用料は利ざやでなく、薬剤の純売上高で支払われるものとするよう指示したが、

当委員会はこれを正当と解する。全ての資料、すなわち当委員会の面前の申立書及び証拠

の観点から、当委員会の見解は、特許局長が定めた使用料の 1％の上昇は、法にかなって

いる。したがって、審判請求された命令の第 15(f)段落のみが修正される。その他の点で

は、当委員会は何らの過誤も認めない。 

 

55. 第 15(h)段落は実施権者に対し、少なくとも年間 600 名の援助を必要とする適格患者

に無償で薬剤を提供し、その上、毎年 6 月 31 日3までに報告書を提出するよう求めている。

主張の聴聞が行われたとき、当委員会は、本陳述書の特許局長への提出時に当委員会にも

その写しを送付する必要がある旨伝えた。当該陳述書とともに提出された宣誓供述書には、

第３被請求人の申述として、313 名の患者に無償で薬剤が配布されたが、計算上は 450 名

の筈だった、とある。第３被請求人によれば、2012 年 3 月 12 日に交付された命令には毎

年 600 名の患者に薬剤を配布することとあり、患者数を按分計算すると、その年は 450

名となる。第 3 被請求人は患者名、医師名、患者登録地、及び提供された薬剤を挙げてい

る。宣誓供述書の第 3 段落では、患者数の瑕疵は 2013 年 3 月までに是正されると記載さ

れている。この点は審判請求人も触れており、その言及では、長官の指示が不当であるた

め、強制実施権は取り消される必要があり、審判請求が認められなければならない、と述

べる。法が許すならば、審判請求人は適切な救済措置を特許局長に自由に申し入れること

ができる。当委員会では、審判請求された命令の合法性を単に思料する。 

 

                                                   
3 JETRO 註：30 日の誤記であると解される。 
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56. 次に、当委員会は隠匿（suppression）及び不正の陳述に移る。隠匿は市場における

CIPLA の存在についてであり、不正の陳述とは、申請人が申請して取得した、トシル酸ソ

ラフェニブの生産工程の特許に対して行われた陳述のことで、その写しが付属書類 M とし

て添付されている。審判請求人は以下の 3 つの要因に言及する。すなわち(i) 民事訴訟で

の反訴の提起、(ii) CIPLA の存在、及び(iii) 特許査定されているとしていたのに、実際は

係属中であった方法特許である。この争点は難しいものである。反訴の提起については、

これがその強制実施権の申請で言及されなかった理由についての第 3 被請求人の申立てで、

反訴の写し及び書類が特許局長に別送で提出された、とされ、CIPLA の存在については、

第 3 被請求人によれば、これは重大な事実ではなく、いずれにせよ、審判請求された命令

が下されたときに、CIPLA の存在の争点は特許局長の面前に提起されていた。方法特許の

出願については付属書類 M に言及され、その記載では第３被請求人が方法特許の出願をし

て取得しているが、付属書類 M が明示するところでは、方法特許は取得されてなかった。

第 3 被請求人がここで陳述できることと言えば、同人に詐欺の意図はなく、そうでなけれ

ば同書類の写しを同封したりしなかった、といったことである。当委員会は繰り返すが、

本件審理手続は発明者と強制実施権の申請人のいずれにも不利に働くものでもなく、純粋

に公益に基づくものである。、当委員会は上記理由のみによる審判請求は認めないが、強制

実施権の申請人の行為を否定することを表明する。司法の場に申入れを行う当事者は、知

り得た全ての事実を記録にとどめるのが当然であり、それが重大であるかそうでないかを

決するのは司法当局又は準司法当局である。当該当事者が重大性の当否を決しようとする

のならば、申請人が特許局長に申入れを行う必要性はない。公益のためにのみ、当委員会

はこの理由で本審判に干渉しない。特許局長の命令が示唆するのは、同人は各種規定に関

する自らの理解を基に結論に至った、ということである。この点の言及はないが、そのこ

とは、当該当事者は真実の陳述義務を免除されることを意味しない。第 3 被請求人の

Company Secretary 兼部長（法務及び総務担当）である Mr. M. Adinarayana は、当委

員会が命令の口述をした当日中ずっと当委員会に出席している。当委員会は、不正の陳述

を見過ごすことはできず、費用を負担させる必要があると認めたとき、第３被請求人から

の保証を要請した。Mr. Adinarayana の申述では、第３被請求人はいかなる合理的な費用

も支払い可能である。本陳述は記録されている。当委員会はまた、出席している審判請求

人の弁護人にも質問し、審判請求人の PAP が信託管理されている場合は、そのために当委

員会が費用を直接に当該信託に支払うよう指示することは可能か尋ねた。それは内部手続

きであると思われる。当委員会はしたがって第３被請求人に対し、ムンバイ市 Parel の

TATA Memorial Cancer Hospital（審判請求人が同機関を提案している）のために 5 万ル

ピーの小切手を作成し、それを、これが当委員会の指示による支払いであることを記載し

た書状とともに、審判請求人に引き渡すよう指示した。審判請求人はその後、これを当該

機関に送付するものとする。上記の額は、TATA Memorial Cancer Hospital が貧しい患者

のために使用すると言明された。当委員会は、訴訟当事者のほか法曹界に対し、当委員会

に提出する申立書及び宣誓供述書に正確な陳述を記載する慣習を忠実に遵守するよう印象

付けることを欲したが、これがその指示である。 
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57. インドにおける初の強制実施権命令の重要性に鑑み、当委員会は、審判請求された命

令は大筋において是認したとはいえ、各争点については詳細に扱ってきた。結果として、

上記の理由のために、強制実施権の許諾を確認し、審判請求された命令は、特許権者に支

払うべき使用料率の限度においてのみ、上記に示したとおり修正し、他の点においては、

審判請求を棄却する。費用は発生しない。 

 

(D. P. S. PARMAR)   (PRABHA SRIDEVAN 判事) 

技術専門委員（特許）   委員長 


