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環太平洋パートナーシップ協定（TPP）が薬の流通を脅かす 

 

環太平洋パートナーシップ（TPP）協定の第11回交渉会合が、2012年3月1～9日にオーストラリアのメ

ルボルンで開催された。現在のところ、交渉参加国は、オーストラリア、ブルネイ、チリ、マレーシ

ア、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、アメリカ合衆国、ベトナムの9ヵ国。 

 

アメリカの通商代表部は、「アメリカのTPP参加はアジア太平洋地域の経済圏をより多く取り込むた

め」であり、「21世紀の先進的な貿易協定の基準をつくる」としている。日本、メキシコ、カナダも

交渉参加への関心を表明しているため、一連の交渉から生まれる基準は、今後の協定群の指標となる

と予想される。国境なき医師団（MSF）の活動地やその他の途上国を含む広範囲に影響が及ぶ可能性

がある。 

 

TPP交渉では、プロセスを一般社会の監視下に置くことが義務づけられていない。最終の合意文書の

み公開される。しかし、2011年2月、アメリカの立場を記した公式見解の草稿が漏えいした。同文書

により、国際貿易法を超えた攻撃的な知的財産権を要求するアメリカの姿勢が浮かび上がってきた。 

 

1.知的財産所有権と医薬品の流通 

 

命を左右する安価な医薬品の重要性 

 

安価で質の高いジェネリック薬（後発医薬品）は医療援助活動に不可欠だ。MSFが使用するHIV治療薬

の約80％がジェネリック薬である。結核やマラリアなどの感染症の治療にもジェネリック薬（後発医

薬品）が欠かせない。世界エイズ・結核・マラリア対策基金、国際医薬品購入ファシリティ、国連児

童基金など主要な資金援助組織や国際医療組織も、安価で良質なジェネリック薬を援助活動に使って

いる。 

 

第1世代のHIV治療薬は10年間で99％値下がりした。1人当たりの年間費用は、2000年には1万ドル（約

84万円）だったが、現在は約60ドル（約5000円）になっている。第1世代のHIV治療薬に特許が与えら

れていないインド、ブラジル、タイで製造されたジェネリック薬のおかげだ。 
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劇的な価格低下により、途上国の600万人以上を対象としたHIV／エイズの治療が拡大した。途上国で

使われているHIV治療薬の約80％、小児患者の治療に用いられている薬の約92％がジェネリック薬だ。 

 

脅かされる公衆衛生保護策 

 

世界貿易機関（WTO）が1995年に設立され、包括的な相互協定である「知的所有権の貿易関連の側面

に関する協定（TRIPS協定）」が締結されてから、途上国は公衆衛生の保護とTRIPS協定に対応する特

許法の整備の板挟みになってきた。 

 

特許など知的財産権の規制は、命を救う薬の流通にとって大きな障壁となっている。特許制度におけ

る柔軟性は、公益の1つである国民の健康を守るために重要な社会政策として認識されている。日本

のような先進国でさえTRIPS協定の枠組み内で法的柔軟性を活用している。 

 

2001年に採択されたWTOの「TRIPS 協定と公衆衛生に関する宣言」（ドーハ宣言）では、TRIPS協定が

WTO加盟国の公衆衛生保護政策を妨げるものではなく、また妨げるべきでもないと明言した。また、

TRIPS協定が医薬品の流通を促す権利を補強するものとして解釈・履行されるべきであることを再確

認した。これらの内容は、2008年の世界保健機関（WHO）の「公衆衛生・イノベーション・知的財産

に関するグローバル戦略と活動計画」でも強調されている。 

 

しかし、この10年間、途上国の多くが、TRIPS協定の柔軟な運用を差し控えたり「TRIPSプラス」と呼

ばれる厳格な規制を導入したりするように圧力をかけられている。 

 

アメリカは相互貿易協定や地域協定を用いて、途上国がドーハ宣言や公衆衛生保護政策を実施する条

件を制限したり、ねじ曲げたりしている。アメリカやEUには、特許による規制の厳格化を主張する強

大な製薬業界が存在する。そうした業界の私利私欲は、公衆衛生の保護に反作用し、医薬品の流通を

脅かす。さらに、国際的な保健医療政策や活動とも対立する。 

 

アメリカが関わる2国間または地域間の自由貿易協定（FTA）で、途上国の医薬品の流通が鈍化してい

ることが複数の調査でわかっている。 

 

貧困問題に取り組む国際組織「オックスファム」は、2007年の調査で、アメリカとヨルダンがFTAを
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含むTRIPSプラス政策を施行して5年以内に、薬価が20％上昇したと報告した。しかし、「国内の研究

開発や新製品の流通については見合った成果が出ていない」としている。 

 

アメリカのNPO「通商・保健医療政策分析センター」の2009年の調査によると、アメリカと中米諸国

の自由貿易協定（CAFTA-DR）に基づいてグアテマラがデータ独占権を導入したところ、特許が与えら

れている医薬品はわずかにもかかわらず一部の薬価が高騰したという。 

 

MSFは、アメリカがTPP交渉を通じて各国に公衆衛生保護政策の緩和を迫り、結果的に途上国の人命が

左右される事態になることを懸念している。そうなれば、アメリカ国内でも、通商政策と国際保健医

療政策との間に根本的な対立構造が生じることになる。 

 

医学の進歩にも悪影響 

 

MSFは、知的財産権の規定が医療技術の進歩に及ぼす影響も懸念している。アメリカの通商代表部は、

途上国に知的財産権の厳格な保護制度を求める動きを、イノベーションを進める手段として展開して

いる。 

 

MSFもイノベーションの大切さと研究開発への投資の必要性は理解している。医療・人道援助団体と

して患者の治療に貢献するイノベーションであれば歓迎する。 

 

しかし、現実はそうなっていない。医療分野での知的財産権の保護は、薬価を高止まりさせて治療の

機会を狭めている。その結果、購買力が弱い途上国の人びとが苦しんでいる。アメリカは、途上国で

の知的財産権の規制を厳格化・高度化して既得権益を守り、開発費を薬価に反映させる誤ったビジネ

スモデルを固持している。途上国の事情は考慮されていない。 

 

2.環太平洋パートナーシップ協定（TPP）と薬の流通 

 

TPP交渉は非公開のため、各国の要望を知ることができない。しかし、NGO「ナレッジ・エコロジー・

インターナショナル」が、アメリカの公式見解の草稿を入手してウェブサイト

（http://keionline.org/node/1091）で公開した。また、議会と通商代表部とのやりとりなどから、

アメリカは以下で取り上げる条項案をTRIPSに追加し、TPPの知的財産権に関わるルールに盛り込むよ

う求めていると予想される。 
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A.特許性の範囲拡大：患者の治療効果について進歩性のない既存薬の新形態に特許を付与 

 

TRIPS協定では、特許の対象となる「イノベーション」を加盟国が決定できる。新規性、進歩性、産

業上の利用可能性など特許付与の原則となる事項は、各国が国内法令や事情を考慮しながら決定でき

るように、あえて明確には定義されていない。 

 

アメリカはこの柔軟性を侵害し、各国の決定権を著しく制限するルールを求めている。 

 

既存品の「新たな形態・利用・利用方法」への特許付与がその1例で、薬効の進歩性がなくても特許

を認めるというものだ。この手法は「エバーグリーニング」と呼ばれ、既存薬の製法をわずかに変え

るだけで独占権が保護されたり、保護期間が延長されたりする。エバーグリーニングは、安価なジェ

ネリック薬の市場参入を著しく遅らせることにつながる。 

 

インドでは、2006年にノバルティス社がインド政府を提訴した。抗がん剤メシル酸イマチニブ（商品

名グリベック）の特許申請が既存薬の模倣だと判定され、申請を却下されたためだ。2007年にマドラ

ス高等裁判所で敗訴したのち、2009年に上告している。高裁判断にある「治療効果」の文言は、メシ

ル酸イマチニブのように既存薬に対するわずかな変化にも特許性を認めるものだという解釈を主張し

ている。 

 

さらに、アメリカは、診断・治療・外科的方法に関する新案への特許付与も認めさせようとしている。

これはTRIPS協定第27条の例外とされ、現時点では特許が認められていない。アメリカの要求が通る

と、患者の処置を行う外科医に深刻な倫理的懸念を抱かせることになる。その結果、医療従事者の不

利になる特許は行使しないというアメリカの政策とも相容れない事態となる。 

 

B.特許付与前の異議申し立ての制限：不当な特許に対する異議申し立てが困難に 

 

TRIPS協定は、加盟国や第3者（製薬会社や患者団体など）に、特許付与に対する異議申し立てを行う

権利を認めている。申し立ての時機は付与前後のいずれでも構わない。異議申し立ては不当な特許付

与を避ける手段として有効に用いられている。 

 

インドの例がその1つだ。抗レトロウイルス薬（ARV）として広く使用されているネビラピン（NVP）
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の半水和薬（シロップ状）が特許申請されたが、複数の民間団体による異議の申し立てを受け、イン

ド特許庁は2008年6月、これを却下した。その結果、NVPのジェネリック薬が普及し、価格は利用しや

すい水準まで低下した。インド特許庁は同様に、WHOが強く薦めている重要なHIV治療薬のフマル酸テ

ノホビルジソプロキシルとARV治療の第3選択薬であるダルナビルの特許申請も、異議申し立てを受け

て却下している 

 

特許への異議申し立ては公衆衛生の防衛に不可欠な手段だ。ジェネリック競合薬の市場参入を加速す

る効果がある。また、市民の目線で特許制度を改善し、特許の乱用を防ぐ手段でもある。 

 

しかし、アメリカは異議申し立ての手続きを煩雑にし、費用を上げることで、特許付与前の異議を阻

止しようとしている。これは、各国の特許管轄局にも悪影響を及ぼす。現行制度では、反対派や競合

相手の専門家から申請内容の不備が指摘される。しかし、異議申し立てを妨げるとこうした機能が失

われてしまう。 

 

C.知的財産権の拡張：権利侵害容疑の段階で押収を可能にし、被害額を権利者の“言い値”に 

 

TRIPS協定では、知的財産権を行使する仕組みの構築について各国の裁量の余地が認められている。

しかし、アメリカは、TPPや模倣品・海賊版拡散防止条約（ACTA）などを通じ、TRIPS協定からさらに

踏み込んだ知的財産権を認めるように各国に求めている。 

 

たとえばアメリカは、“模倣品”の疑いがある場合や、商標登録をしている製品と「混同される恐れ

があるほど類似している」といわゆる“海賊版”だと判断された場合、その製品が国内に入った時点

で押収する職権を税関に与えるように要求している。 

 

模倣品（不正商標商品）と海賊版（著作権侵害物品）は、TRIPS協定では故意の商業的規模の商標侵

害から創出した製品と定義されており、刑事罰の対象となるケースを想定している。 

 

一方、アメリカの要求は「混同される恐れがあるほど類似している」というあいまいな基準での押収

を税関に認めるものだ。 “商標”を巡る議論と、模倣・偽造薬品や粗製薬品の製造といった“犯罪

行為”の取締りを巡る議論を混同しているのだ。 

 

税関などの国境管理局には、知的財産権の侵害について適切な判断を行うための十分な訓練・経験や
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設備がないケースも多い。そのため、有名企業の保護に偏ってしまう可能性がある。 

 

2008～2009年にかけて、インドから輸出されたジェネリック薬がヨーロッパを経由する際に知的財産

権の侵害容疑をかけられ、19回以上も押収されたことがある。たとえば、ドイツの税関は、抗生物質

の「アモキシシリン」が、名前の似ている商品「アモキシル」の商標侵害にあたると誤認し、アモキ

シシリンを押収した。1ヵ月に及ぶ追加調査の結果、商標侵害はないことが判明した。同様にオラン

ダの税関は、インドからヨーロッパ経由でナイジェリアに送られ、現地のクリントン財団に使用され

る予定だったエイズ治療薬（アバカビル硫酸塩）を押収している。 

 

アメリカの腹案では、輸出元と輸出先の両方で合法であっても、経由国で引き止め命令が出れば従う

義務があるとされている。第3国で不当に差し押さえることができるこのルールでは、ジェネリック

薬の合法的な交易が阻害される恐れがある。 

 

さらにアメリカは、知的財産権の侵害に関しても新ルールを要求している。「希望小売価格または権

利者から提案された合法的な価格評価」に基づいた損害評価の審議を自国の司法当局に義務づけよう

としているのだ。これは権利者を大いに優遇するもので、被害総額の引き上げにつながる。知的財産

権侵害の損害額評価方法は、各国が個別に決められるようにするべきだ。 

 

D.データ独占権の設定：権利期間を引き延ばし、データ利用を制限 

 

データ独占権とは、医薬品の安全性と効果に関する臨床試験データへのアクセスを制限するものであ

る。この権利が認められると、製薬会社は臨床研究データを利用できなくなる。その結果、ジェネリ

ック薬の販売認可を得るためには、臨床試験を再現するか、データ独占期間の満了を待つしかなくな

る。 

 

データ独占権がなければ、製薬会社はジェネリック薬の販売認可を取る際に、オリジナルの薬と同質

であることを示すデータを提出するだけでいい。薬事所管局は提出されたデータをオリジナルの薬の

臨床試験データと照合すればよく、ジェネリック薬の安全性と効果を評価する作業が効率よく行える。 

 

データ独占権の導入は市場独占を認める端緒となる。特許が満期を迎えていたり、政策的に特許を宣

言したりしても、データ独占期間中はジェネリック薬が承認されないことになる。そうした条件下で

は市場の競争原理が働かなくなる。 

 

データ独占権は、必要とされる臨床試験を製薬会社が繰り返さない限り、ジェネリック薬の承認を阻

むものだ。莫大な費用がかかる上に、すでに明らかなことについて動物実験や臨床試験を繰り返すた
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め、倫理的にも問題がある。さらに、異議申し立てや政策的な特許制限といった概念がデータ独占権

には必ずしもあるわけではない。 

 

TPP交渉でアメリカがどのようなデータ独占権を要求しているのか定かではない。アメリカの国内法

ではデータ独占権は 5年間で、特定の製品のみに適用される。そのため、アメリカはこれを基準とし

たい意向だったとみられる。 

 

しかし、米国研究製薬工業協会は、生物工学製品（バイオシミラー）と呼ばれる一部の医薬品のデー

タ独占期間を 12年にすることを強く要求している。 

 

民主党のヘンリー・ワックスマン下院議員ら数人が、2011年 8月にオバマ大統領に対し、生物工学

製品のデータ独占権については TPP交渉の議題としないことを要請した。 

 

アメリカ政府は 2012年度予算案で、生物工学製品のデータ独占期間を 7年に短縮する考えを示し、

議会に諮っている。TPP交渉が 12年でまとまった場合、米国議会が審議する政府案との矛盾が生じ

ることになる。アメリカは、2007年に発表した新通商政策でデータ独占権に関する公衆衛生の保護

を認めると明言しているが、それが守られるかどうかも定かではない。 

 

E.特許期間の延長を要求：ジェネリック薬を市場からさらに疎外  

 

TRIPS協定では、特許期間は最長 20年間に定められている。アメリカは TPP交渉で、事務手続きの

時間ロスを埋め合わせるとの理由から、特許期間の延長を求めるとみられる。しかし、2007年の新

通商政策では、この件はアメリカと貿易協定を結んでいる国の裁量に委ねるとされている。 

 

事務処理を口実とした特許期間の延長はジェネリック薬の市場参入を遅らせ、患者を窮地に陥らせる。 

 

F.特許リンケージ条項を要求：薬事所管局を「特許監督」に 

 

特許リンケージ条項とは、薬事所管局が既存の特許権を侵害する可能性を判断し、新薬の承認を阻む

ことを認めるものだ。 

 

薬事所管局は本来、薬の安全性、品質、効果の評価を行う部署である。これに特許の監督権を与えよ

うというのだ。医薬品の許認可権に特許の審理を組み合わせる特許リンケージ条項は、ジェネリック

薬の市場参入を遅らせる恐れがある攻撃的な要求だ。 

 

2007 年の新通商政策では、この件もアメリカとの貿易協定国に裁量権があるとしている。そのため、

欧州ではほとんどの国が特許リンケージを強制していない。TPP で義務化されるようなことになれば、

ジェネリック薬の認可について、欧州よりもはるかに制限的な条件を TPP 加盟国に課することになる。 

 

3.オバマ政権、医薬品へのアクセスに関する公約を撤回 

 

TPP交渉は、オバマ政権が初めて参加する貿易協定交渉だ。公式見解の草稿や米国内の議論などから、

2007年の新通商政策をはじめとする公衆衛生関連の公約を反故にしようとする姿勢がうかがえる。 
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ブッシュ政権下のアメリカが採択した新通商政策には、貿易協定交渉の際、米国通商代表部が知的財産権

関連の要求を調整し、公衆衛生保護に関する政策も盛りこむ責任を負うと明言されている。新通商政策の

目的は、知的財産権の保護について緩和し、途上国が知的財産権と公衆衛生のそれぞれの保護を両立でき

るようにすることだ。革新性は十分ではないものの、下記の点で正しい方向へ踏み出すものだった。 

 

▽ 特許リンケージの規定は各国の自主性に委ねる（従来のアメリカの貿易協定では義務化されていた） 

 

▽ 特許期間の延長規定は各国の自主性に委ねる（従来のアメリカの貿易協定では義務化されていた） 

 

▽ 新規化合物に関するデータ独占権は最長 5年とする。ただし、相手国の独占期間を参考にすることを

義務づける。公衆衛生の保護政策を実施するために政府が権利を解消できるなどの例外を認める 

    

新通商政策が発表されたとき、下院歳入委員会は「アメリカの通商政策における根本的な方向転換」と評

価したが、製薬業界は激しく反発した。 

 

TPP交渉では、アメリカは新通商政策から離れ、途上国における有名製薬会社の知的財産権の強化に向か

う可能性もあると表明している。一方、複数の議員がこれに反対し、新通商政策の維持を要求している。 

 

 

4.アメリカ政府への提言 

 

「TRIPSプラス」の要求の撤回 

 

特許の拡大解釈、異議申し立ての制限、知的財産権の拡張、データ独占権の設定、特許期間の延長、特許

リンケージ条項などの「TRIPSプラス」を撤回すべきだ。オバマ政権は、2007年の新通商政策で当時のブ

ッシュ政権と議会が合意した「公衆衛生の保護」から遠ざかってはならない。 

 

TPP交渉の透明性の向上 

 

TPP交渉は非公開とされている。公衆衛生に関わる貿易協定交渉は、各国の立場と要求を公開し、適切な

透明性と一般社会の監視の下で進められるべきである。 

 

医薬品の流通と開発に関する責務の順守 

 

アメリカは、2007年の新通商政策の実現に向けた責任を自覚し、TPP協定の最終文書が自国の国際保健医

療政策と調和するものとなるようにするべきだ。また、「TRIPS協定と公衆の健康に関する宣言」（ドー

ハ宣言）や「公衆衛生・イノベーション・知的財産に関するグローバル戦略と活動計画」への配慮も徹底

しなければならない。 
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付録：TRIPS、2007年新通商政策、TRIPSプラスの概要 

 
 TRIPS協定 2007年新通商政策 アメリカの「TRIPSプラス」案 

特許付与 ・革新的なもののみ 

・各国の裁量を認める 

 

言及なし 薬効が進展しなくても可能に 

診断法、治療法、外科技術も対象に 

特許への異議

申し立て 

・各国での制度化を認める 

・運用上の制限はない 

言及なし 特許付与前の異議を禁止 

知的財産権 各国の裁量権を認める 言及なし 製品押収を認める基準の引き下げ 

輸送の経由国に押収を認める 

知的財産の損害額を希望小売価格に

基づき算定する 

他に明確な証明がない限り、特許の

有効性が推定される 

データ独占権 ・市場独占や専売を認めない 

・データ独占について各国が

決める権利を認める 

・データ独占権そのものは規

定していない 

最長 5年の権利保護を義務化

公衆衛生に関する例外あり 

未詳 

特許期間 ・最長 20年 

・期間延長は規定していない 

各国の裁量権を認める 事務処理の時間的ロスを補償する期

間延長の導入を認める 

特許リンケー

ジ 

言及なし 各国の裁量権を認める 特許リンケージの義務化 

特許利用の強

制実施権 

特許権者の承諾なしに、各国

が特許製品の利用を許可でき

る権利を認める 

公衆衛生を理由とする強制実

施権を例外的に認める 

言及なし 

    

 

 


