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Introduction はじめに 

As the COVID-19 pandemic continues to spread globally, 

the life sciences industry is at the forefront of addressing 

the urgent need for pharmaceuticals, diagnostics, 

ventilators, and personal protective equipment capable of 

helping to contain the surge. 

新型コロナウィルス感染症のパンデミックが世界中で拡大し

続けるなか、ライフサイエンス産業は、感染症急拡大の封じ

込めに必要な医薬品、診断法、人工呼吸器及び個人防護

具（PPE）に関する緊急対応の最前線にいます。 

While the laws of many countries provide for certain 

mechanisms that limit the right of patentees to exclude 

others from using their inventions for the benefit of public 

welfare, in the face of the COVID-19 crisis, among others, 

Germany has recently enacted emergency legislation that 

gives the government additional powers to circumvent 

patent law and ensure medical supplies, medication, or 

vaccines can be made available locally. Many more 

countries are currently discussing similar regulations. The 

World Health Organization (WHO) supports such 

endeavors. 

多くの国々の法令では、特許権者の有する権利―自身の発

明を第三者が無断で実施することを排除する権利―に対し

て、公共の福祉及び公共の利益のために、一定の制限を加

える特定の制度を定めていますが、新型コロナウィルスによ

る危機に際し、とりわけドイツでは、先ごろ緊急立法手続を

行いました。この手続により政府は、特許法の制約を受けず

に医療用品、医薬品、ワクチン等がドイツ国内で確実に入手

できるようにする権限を新たに有することとなりました。ドイ

ツ以外の多くの国々も同様の法規の整備を検討中です。世

界保健機構（WHO）もそのような取組みを支持しています。  

In this article, we will examine public and patent law 

mechanisms to suspend patent protection of critical drugs 

and equipment in Germany, the United Kingdom, and the 

United States to help fight the corona crisis. 

ここでは、コロナ危機を迎え撃つ一助となる重要な医薬品や

医療機器に関する特許保護の制限について、ドイツ、英国

及び米国の公法及び特許法が定める制度について考えま

す。 

Key Facts 重要事実 

 In Germany  ドイツの状況 

o Sec. 13 of the German Patent Act (GPA) 

provides for administrative orders to be issued 

by the federal government against patentees 

that enable the government or any designee 

to use the patent for reasons of public 

welfare. 

o ドイツ特許法（German Patent Act (GPA)）の第

13条は、公共の福祉を理由とする場合に連邦政

府が特許権者に発する行政命令について定めて

おり、この命令により政府又は政府の指定する

者は特許を実施できるようになります。 

o The recently introduced Protection Against 

Infection Act empowers the Federal Health 

o 先般成立した感染防止法は、医薬品や医療機器

等についてそのような行政命令を発する権限を
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Minister to issue such administrative order 

with regard to, e.g., pharmaceuticals and 

medical devices, and arguably lowers its 

requirements. The patentee is to receive an 

appropriate compensation. 

連邦保健大臣に与え、また、おそらく命令発動の

要件を緩和させています。特許権者は、適正な補

償を受けることとされています。 

o In addition, sec. 24 GPA provides the 

possibility for private entities to request 

compulsory licenses from the patentee in front 

of the Federal Patent Court, if good-faith 

license negotiations have failed. 

o また、GPA第24条は、民間の組織が誠実にライ

センス交渉を行ったがこれが不調に終わった場

合には、連邦特許裁判所において、特許権者に

対し強制実施権を求めることができる場合がある

と定めています。 

 In the UK  英国の状況 

o Sec. 55 of the UK Patents Act 1977 entitles 

the government to sell, or offer to sell, a 

patented product like specific drugs, 

medicines, or medical devices, without the 

consent of the patentee, in order to deal with 

emergencies. 

o 1977年英国特許法（UK Patents Act 1977）の第

55条によれば、政府は、緊急事態において、特

定の医薬品や医療機器等の特許製品を特許権

者の承諾を得ることなく販売すること又は販売の

申出を行うことができます。 

o The UK Patents Act also provides for a 

compulsory license regime under which the 

UK Intellectual Property Office can grant a 

license to a third party without the patentee’s 

consent if the patentee does not make 

sufficient use of its patent and prior license 

negotiations have failed. 

o 英国特許法は強制実施権の制度についても定め

ており、特許権者が自身の特許を十分に実施し

ておらず、第三者との事前のライセンス交渉が不

調に終わった場合には、英国知的財産庁は、特

許権者の承諾なく当該第三者に対してライセンス

を許諾することができます。 

 In the U.S.  米国の状況 

o Legislation on administrative order and 

compulsory licensing is missing. 

o 行政命令・強制実施権について定めている法律

はありません。 

o 28 U.S. Code sec. 1498 (a) enables the 

government to make or use any invention 

without the patentee’s permission. 

o 合衆国法典第28編（28 U.S. Code）第1498条(a)

は政府に対し、特許権者の許可なく発明品を生

産し、又は発明を実施する権利を与えています。 

o The Bayh-Dole Act created “march-in rights” 

that allow the government to require the 

owner or exclusive licensee of a patent 

created with federal funding to grant a third 

party a license to an invention under certain 

conditions. 

o バイ・ドール法（Bayh-Dole Act）は「介入権」を定

めており、これにより、連邦政府の出資によって

開発された特許について、政府は一定の条件下

で、当該特許の特許権者又は独占的実施権者

（ライセンシー）に対して第三者にライセンスを付

与するよう求めることが認められます。 

Situation in Germany ドイツの状況 

The GPA provides two possibilities to restrict the 

exclusivity right granted by a patent in the interest of the 

public welfare. First, sec. 13 GPA allows the restriction of 

the exclusivity right by way of administrative order issued 

by state authorities. Second, sec. 24 GPA provides for 

compulsory licenses granted to private companies, 

GPAは、公共の福祉に基づき特許により認められる排他的

独占権を制限できる 2つの可能性を定めています。第一

に、GPA第 13条では、所轄連邦当局が行政命令を発する

方法で独占権の制限を認めています。第二に、GPA第 24

条は、裁判所の決定を通じて強制実施権が民間企業（国営
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including state-owned private companies, by way of a 

court decision. 

の民間企業を含みます。）に許諾されることを定めていま

す。 

Administrative Orders 行政命令 

Sec. 13 (1) GPA enables the federal government to issue 

orders for the use of an invention to protect public welfare 

by the government or government-appointed third parties. 

Since there has only been one case of a similar order 

being issued in 1949 (i.e., before the GPA was enacted), 

the provision’s relevance has been virtually non-existent 

over the course of the past 70 years. 

GPA第 13条(1)は、公共の福祉を保護するために発明を

実施すべき旨の命令を発する権限を、連邦政府及び連邦政

府の指定する第三者に与えています。同様の命令が発令さ

れたのは 1949年（すなわち GPA成立以前）の一回に留ま

り、この条項の存在意義は、過去 70年にわたり無きに等し

いものでした。 

Yet, on March 28, 2020, the legislature passed the so-

called Epidemic Protection Act that, inter alia, amended 

the German Infection Protection Act (IPA), showing the 

potential that the legislators see in administrative orders 

as a viable instrument for state action during the COVID-

19 pandemic and providing further guidance on its 

applicability. 

しかし、立法府は 2020年 3月 28日にいわゆる伝染病防

止法を可決しました。この法律は特にドイツ感染防止法

（IPA）を改正するもので、新型コロナウイルス感染症のパン

デミックが発生している状況下で、立法府が行政命令を政

府の行為として実行可能な手段と考えている可能性が表れ

ており、その適用性について更なる指針が提示されていま

す。 

The Epidemic Protection Act introduced, among others, 

sec. 5 IPA, which authorizes the Ministry of Health and its 

subordinate authorities to order the use of a patent in 

accordance with sec. 13 GPA when it is related to specific 

products which shall be used for public welfare, such as 

pharmaceuticals, medical devices, and laboratory 

diagnostics, as well as items of personal protective 

equipment and products for disinfection. 

とりわけ、伝染病防止法は IPA第 5条を導入し、公共の福

祉のために使用される特定の製品（医薬品、医療機器及び

研究所における診断技術並びに個人防護具用品及び消毒

用品等）に関連する場合に GPA第 13条に従って特許の実

施を命令する権限を保健省とその下部機関に与えました。 

Thus, the legislative changes have not only had an impact 

on the competence regime under the GPA (i.e., shifting 

competence from the federal government to the Ministry of 

Health and downstream authorities). In the legal 

community, the changes have also universally been 

perceived as lowering the threshold of using an 

administrative order. 

そのため上記の法改正は、GPAに基づく権限分配に影響

を及ぼした（すなわち、権限を連邦政府から保健省及び下

部機関に委譲すること）のみならず、法律業界において、行

政命令の発動基準を引き下げたとも広く認識されています。 

The second requirement of sec. 5 IPA, an epidemic 

situation of national importance, has already been 

declared by resolution of the German Bundestag. 

Therefore, if the Ministry of Health is under the impression 

that a risk of shortages with regard to certain vital products 

is imminent, issuance of such an order may only be a 

matter of days, rather than weeks. 

IPA第 5条が定める第二の要件「国家的な緊急性を持つ伝

染病の流行がある状況」は、ドイツ連邦議会の決議により既

に宣言されています。したがって、生命維持に必要な特定の

製品が不足する事態が迫っていると保健省が判断した場合

には、数日（数週間ではなく）内に行政命令を発することが

できます。 

It should be noted that the patentee’s right to use 

previously granted licenses remains unaffected by an 

administrative order. Likewise, according to sec. 13 (2) 

GPA, affected patentees are entitled to appropriate 

compensation, which is to be obtained directly from the 

ただし、特許権者がそれ以前に許諾したライセンスについて

は権利をそのまま行使でき、行政命令の対象とならないこと

に注意が必要です。同様に、GPA第 13条(2)に基づき、行

政命令を受けた特許権者は適当な補償を請求する権利を

有します。この補償は政府から直接受けるものであり、対象

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s0587.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl120s0587.pdf%27%5D__1586441783090
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s0587.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl120s0587.pdf%27%5D__1586441783090
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s0587.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl120s0587.pdf%27%5D__1586441783090
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government, and not from any third parties authorized 

under the order to produce the patented invention in 

question. Other than that, however, the patentee has no 

claim for damages. 

の特許発明品の生産命令に基づいて生産が認められた第

三者から受けるものではありません。この権利を除き、特許

権者には一切の損害賠償請求権はありません。 

The order itself as well as the adequacy of the 

compensation granted can be challenged. Challenges 

against the order as such must be brought before the 

Federal Administrative Courts. However, it is likely that 

legal protection against the order has no suspensive 

effect, which would be at odds with the purpose of the 

order. Challenges of the inadequacy of compensation, on 

the other hand, must be lodged before ordinary civil 

courts. 

補償の額並びに命令そのものについても、異議を申し立て

ることができます。命令に関してそのような異議申立を行う

場合は、連邦行政裁判所に提起しなければなりません。た

だし、命令の趣旨と矛盾することになるため、命令に対する

法的保護（異議申立て）は命令の効力停止の効果を持たな

い可能性が高いでしょう。一方、補償額の不足を根拠に異

議を申し立てる場合には、民事裁判所に提起しなければな

りません。 

Compulsory Licensing 強制実施権の許諾 

In contrast to administrative orders, compulsory licenses 

pursuant to sec. 24 GPA are issued by court order from 

the German Federal Patent Court (GFPC) to a private 

entity, including state-owned private entities. 

Nevertheless, compulsory licenses can also be a “sharp 

sword” in obtaining access to critical pharmaceuticals or 

medical devices, given the possibility of obtaining a 

preliminary compulsory license pursuant to sec. 85 GPA. 

行政命令とは対照的に、GPA第 24条に基づく強制実施権

は、ドイツ連邦特許裁判所（GFPC）が民間の組織（国営の

民間組織を含みます。）に対して発する裁判所命令により許

諾されます。ただし、強制実施権は、GPA第 85条に基づく

仮処分命令によって認められる可能性があるため、緊急用

の医薬品や医療機器へのアクセスを得る際の有効な手段と

もなり得ます。 

While the compulsory license has long been in the 

background, its relevance is deemed to be increasing due 

to two decisions in the past years to issue compulsory 

licenses for a drug used in HIV treatment in the public 

interest. These decisions may prove to be precedents for 

competitors seeking the restriction of a patentee’s 

exclusive rights to relevant pharmaceuticals or medical 

devices in the context of the current COVID-19 crisis. 

強制実施権の規定は長い間影の薄い存在となっていました

が、近年判示された 2つの判決が公共の利益を理由として

HIV治療薬にかかる強制実施権の許諾を命じたことを受け

て、その意義が増しつつあると考えられます。この 2つの判

決は、現在の新型コロナウイルス危機の打開に関連する医

薬品や医療機器に対して特許権者が有する排他的独占権

について、競業他社が制限を求める際の先例となるかもし

れません。 

For a compulsory license to be issued, there must first and 

foremost be a public interest in the availability of the 

product. According to the recent case law, public interest 

is likely to exist, e.g., where the availability of medicinal 

products with therapeutic properties for the treatment of 

serious illnesses is in jeopardy, which may be likely with 

regard to COVID-19-related drugs and vaccines in the 

current situation. 

強制実施権が許諾されるためには、第一に、製品を入手で

きることが公共の利益に適うことが必要です。最近の判例に

よれば、公共の利益が存在すると認められる傾向が強いの

は、重病患者治療用の治療特性を有する医療品が入手困

難になりそうな場合等であり、この状況は新型コロナウイル

ス関連の医薬品やワクチンの現状にも当てはまると考えら

れます。 

Second, the license seeker must also have made 

unsuccessful efforts to obtain a license from the patentee. 

This requirement, too, has been addressed exhaustively in 

recent decisions, with the court finding that such efforts 

must be based on reasonable commercial terms and 

第二に、実施権を求める者は、特許権者から実施権を取得

すべく努力を尽くしたにもかかわらず、その努力が奏功しな

かったことが必要です。この要件も最近の判決において徹

底的に議論されているところですが、裁判所は、当該努力は

合理的な商取引条件に基づき、かつ、合理的な期間にわた

ってなされたものでなければならないと判示しています。 
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conditions and must be made over a reasonable amount 

of time. 

Lastly, the license seeker must be able and willing to 

produce and commercially use the patented invention, 

which would need to be demonstrated in its statement of 

claims. 

もう一つの要件として、実施権を求める者には特許発明品

を生産し、商品化する能力と意思がなければならず、これを

申立書において明らかにする必要があります。 

Similar to a restriction order, a compulsory license restricts 

the patentee’s exclusivity right, in this case vis-à-vis the 

party granted a compulsory license. Yet it does not affect 

the patent itself, so that the patentee’s right to use 

previously granted licenses remains unaffected. In the 

case of compulsory licensing, too, the patentee is entitled 

to compensation for the use of the patent. As a 

compulsory license or preliminary compulsory license 

must be applied for in front of the GFPC, the patentee 

should make extensive use of its opportunity to defend 

itself against the action. However, contrary to preliminary 

injunctive relief, which according to sec. 937 (2) of 

German Civil Procedure Act can be granted without an 

oral hearing, the decision to grant a preliminary 

compulsory license pursuant to sec. 85 (3) GPA requires 

the hearing of both parties, thereby making a protective 

brief (a common defense instrument in preliminary 

proceedings in Germany) obsolete. 

制限命令と同様に、強制実施権は、特許権者が有する排他

的独占権（この場合には強制実施権の許諾を受けた者と相

対する権利）を制限します。しかしながら、特許自体は影響

を受けないため、命令が出される前に許諾した実施権につ

いて特許権者が行使できる権利は影響を受けません。強制

実施権を許諾する場合も、特許権者は特許の実施に対する

対価を受ける権利を有します。強制実施権又は仮処分命令

に基づく強制実施権は GFPCにおいて審理され、特許権者

は自身を防御する機会があるのでこれを最大限に活用すべ

きです。ただし、ドイツ民事訴訟法第 937条(2)に従い口頭

審理なしで認められる仮処分に基づく差止とは対照的に、

GPA第 85条(3)による仮処分命令に基づく強制実施権の

許諾についてはその判断にあたって両当事者の審問が必

要となるため、事前反論書（ドイツでの仮処分手続でよく使

われる抗弁書）は作成しても意味がありません。 

Situation in the UK 英国の状況 

UK law provides two ways in which a patentee’s invention 

could be used by a third party (whether the government 

itself or a private entity) without infringing the patent: first, 

the concept of “Crown Use”; and second, a compulsory 

licensing regime. 

英国法では、特許権者の発明を第三者（政府自身か民間の

組織かを問いません。）が特許権を侵害することなく利用す

るための方法を 2つ定めています。1つは「国による強制実

施権（Crown Use）」、もう 1つは強制実施権の制度です。 

Crown Use 国による強制実施権（Crown Use） 

Under sec. 55 of the UK Patents Act 1977, the UK 

government is entitled to sell, or offer to sell, a patented 

product without the consent of the proprietor of the patent. 

This is deemed not to be an infringement of the patent at 

issue, although the government would have to pay 

compensation to the owner of that patent. This right also 

allows the government to carry out acts that would 

otherwise infringe a patent (such as the production, 

supply, or use of specific drugs, medicines, or medical 

devices) without having first identified or negotiated with 

any relevant patent owners. 

1977年英国特許法(UK Patents Act 1977)の第 55条に基

づき、政府は、特許製品を特許権者の承諾を得ることなく販

売すること又は販売の申出を行うことができます。このような

行為は特許侵害とはみなされませんが、政府は当該特許権

者に対価を支払わなければなりません。また、上記の権利

により、政府は事前に特許権者の確認や特許権者との交渉

を行わなくとも、本来であれば特許侵害にあたる行為（特定

の医薬品、薬剤又は医療機器の製造、供給又は使用等）を

行うことが認められます。 

Crown Use has been invoked before—although very 

rarely—and in previous cases it has been recognized that 

「国による強制実施権」は、ごく稀にではあるものの過去に

発動されたことはあり、これまでの事例では、「国による強制
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Crown Use is only really intended to deal with 

emergencies. Given the current COVID-19 crisis, this will 

likely be an easy threshold to satisfy. 

実施権」は緊急事態に対処することのみをその本来の趣旨

とすると認定されています。現在の新型コロナウイルス危機

に鑑みれば、この基準は容易に満たされると考えられます。 

Interestingly, back in January 2020, a UK court upheld a 

Crown Use defense in a case between two telecoms 

operators relating to a patent over certain mobile phone 

standards. The court ruled that there has to be written 

evidence of authorization by a government department, 

and the concept of “use for the Crown’s benefit” is a broad 

concept (relevant in the recent case because a mobile 

network operator wanted to use it to grant priority network 

access to emergency responders to help them to serve 

the public). 

興味深いことに、ある携帯電話規格をめぐって 2つの電気

通信事業者間で争われた特許関連事件において、2020年

1月、英国の裁判所は「国による強制実施権」の抗弁を認め

ています。裁判所は、政府当局の許可を受けたことを示す

書面の証拠が必要であると判示しました。その上で、「国

（Crown）の利益のための実施」という概念は広い概念であ

ると述べています（同事件において通信事業者が特許を実

施しようとした目的が、緊急対応要員に優先的なネットワー

クアクセスを付与し、その任務遂行を容易にすることであっ

たことに関連して裁判所はこのように判示しました）。 

Sec. 56 of the Patents Act provides a non-exhaustive list 

of permitted acts. In the recent telecoms case, the UK 

government had authorized the network operator to 

provide priority access to its network in an emergency 

situation, but the authorization did not say anything about 

patent rights. That was still deemed to be sufficient. 

Clearly, in the COVID-19 situation, the government could 

take an even more direct route and either make use itself, 

or authorize third parties to make use of, patent-protected 

products. 

英国特許法第 56 条では、認容される行為が列挙されてい

ます。電気通信事業者が当事者となった上記の事件では、

英国政府は、通信事業者が緊急事態において自社ネットワ

ークに対する優先的アクセスを提供することを許可していま

したが、この許可では特許権について何ら言及されていま

せんでした。それでも、本件では十分であるとみなされまし

た。新型コロナウイルス感染症が大流行している状況では、

政府はより直接的な手段に訴える可能性もあり、特許製品

を自ら使用したり、第三者にその使用を許可したりすること

が考えられるのは明白です。 

If Crown Use is invoked, a patentee is entitled to 

compensation for lost profits, but the approach is likely to 

be “act first, ask questions later,” i.e., make use of the 

patented invention and then deal with the economic 

compensation issue when the emergency has passed. 

「国による強制実施権」が行使された場合、特許権者は逸失

利益の補償を受けられますが、その際には、「まず行動を起

こして、結果は後で考える」というアプローチが取られるでし

ょう。すなわち、まず特許発明を実施し、その後緊急事態が

過ぎた時に金銭補償の問題に対応することになります。 

Compulsory Licensing 強制実施権の許諾 

The UK Patents Act also provides for the grant of 

compulsory patent licenses under certain circumstances. 

A compulsory license is a license granted without the 

patent owner’s consent. However, this is likely to be a 

more restrictive route than the Crown Use exception. 

英国特許法は、特定の状況下においては強制実施権が許

諾されることを定めています。強制実施権とは、特許権者の

承諾なく付与される実施権をいいます。ただし、この例外措

置は、「国による強制実施権」よりも限定的な手段だと思わ

れます。 

A party must apply for a compulsory license to the UK 

Intellectual Property Office. The primary use of 

compulsory licenses is where a patented invention is not 

being made available in the UK to the fullest extent 

reasonably practicable—where this is not in the public 

interest. 

当事者は、英国知的財産庁に強制実施権を申立てなけれ

ばなりません。強制実施権が主に活用されるのは、英国内

において特許発明が合理的に実行可能な最大限の範囲で

利用されておらず、かつその状態が公共の利益に適わない

場合です。 

An applicant must first have made unsuccessful efforts for 

a reasonable period of time to obtain a license from the 

patent owner on reasonable terms (although it’s possible 

that this requirement could be waived in cases of national 

申立人はまず、特許権者から合理的な条件により実施権を

取得すべく合理的な期間にわたって努力を尽くしており、そ

の努力が奏功しなかったことが必要になります（ただし、この

要件は、国が緊急事態にある場合又は実施権が公共のた
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emergency or public non-commercial use). The terms of a 

compulsory license are decided on a case-by-case basis 

and will depend on the particular facts of the case, but it is 

likely that a license will be limited in time and scope. 

Patentees will always be entitled to reasonable 

compensation. 

めに非営利目的で使用される場合には、免除されることもあ

ります。）。強制実施権の条件は、個々の事情に応じて決定

され、当該事案における個別具体的な事実に左右されます

が、実施権の期間及び範囲は限定的なものとなるでしょう。

特許権者は必ず相当の補償を受ける権利を有しています。 

Situation in the U.S. 米国の状況 

Unlike many other countries, United States patent law 

does not generally provide for compulsory licenses. Some 

other options are available, however, that would allow the 

federal government to make use of patented inventions. 

他の多くの国と異なり、米国の特許法には原則として強制実

施権の規定はありませんが、 他の複数の手段により、連邦

政府が特許発明を実施することは認められています。 

Sec. 1498 第 1498条 

One such right can be found in 28 U.S. Code sec. 1498 

(a). This option does not create a compulsory license. 

Instead, sec. 1498 gives the government the right to make 

or use any invention without the patentee’s permission. 

sec. 1498 provides the government with immunity from 

infringement, and also covers actions by a contractor, a 

subcontractor, or any person, firm, or corporation working 

on behalf of, and with the authorization or consent of, the 

government. Situations where the government provides 

authorization after the infringement are also covered by 

sec. 1498. 

そのような手段の 1つが、合衆国法典第 28編の第 1498

条(a)に規定されています。この手段は強制実施権を創設す

るものではありませんが、 その代わり、第 1498条は、特許

権者の承諾なく発明を生産し、又は実施する権利を政府に

与えています。第 1498条は、侵害について政府を免責して

おり、政府のために働くあるいは政府の許可又は承諾を得

て働く請負業者、下請業者その他一切の者、組織又は企業

による活動も適用対象としています。侵害があった後に政府

が権利行使した場合についても、第 1498条が適用されま

す。 

If the government exercises rights under sec. 1498, the 

patent holder may bring an action for reasonable 

compensation before the United States Court of Federal 

Claims. 

政府が第 1498条の権利を行使した場合、特許権者は、相

当の対価を求める訴えを米国連邦請求裁判所（U.S. Court 

of Federal Claims）に提起することができます。 

In the past, this approach has been used (or at least was 

threatened to be used) by the government multiple times. 

Throughout the 1960s, the U.S. Department of Defense’s 

Military Supply Agency relied on sec. 1498 to procure 

about 50 different drugs. One prominent example was the 

Department of Defense using sec. 1498 to obtain an 

antibiotic from a generic supplier in Italy at a cost much 

lower than that of the branded version of the antibiotic in 

the U.S. More recently, the government threatened the 

use of sec. 1498 during the 2001 anthrax situation to 

obtain cheaper versions of the antibiotic ciprofloxacin. In 

response, the drug manufacturer lowered the price. 

この方法は、過去に政府が何度か利用し（又は少なくともそ

の意向を示し）ています。米国国防総省の国防補給局

（Defense Supply Agency）は 1960年代を通じて、およそ

50種類の医薬品を調達するにあたって第 1498条を根拠と

しました。その顕著な例の 1つとして、国防総省は、第

1498条を根拠として、イタリアにおける後発医薬品のサプラ

イヤーから米国内の先発品よりもはるかに低価格で抗生物

質を入手しています。より最近の事例でいえば、2001年の

炭疽菌事件の際、政府は第 1498条を根拠に抗生物質であ

るシプロフロキサシンを廉価で入手する構えを見せたため、

医薬品メーカーは同抗生物質を値下げしました。 

March-in Rights 介入権 

Additional government rights were created in 1980 by the 

Patent and Trademark Law Amendments Act, known as 

the Bayh-Dole Act. The law created “march-in rights,” 

which allow the government to require the owner or 

1980年には、特許商標法修正条項（Patent and 

Trademark Law Amendments Act）（通称バイ・ドール法）

により、政府の新たな権利が設けられました。同法では「介

入権」が定められており、これにより、連邦政府の出資によ
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exclusive licensee of a patent created with federal funding 

to grant a license to a third party when “health or safety 

needs” are not being “reasonably satisfied” by the patent 

holder, an assignee, or an exclusive licensee. These 

rights are limited to federally funded inventions, and the 

resulting license grant must be on reasonable terms. 

って開発された特許について、特許権者、譲受人又は独占

的ライセンシーによって「安全衛生上の必要性」が「合理的

に満たされ」ていない場合には、政府は、当該特許の特許

権者、譲受人又は独占的ライセンシーに対して第三者にラ

イセンスを許諾するよう求めることが認められます。この権

利の対象は連邦政府の出資を受けた発明に限られ、同権

利に基づくライセンス付与は合理的な条件によらなければ

なりません。 

The recent Coronavirus Preparedness and Response 

Supplemental Appropriations Act authorized federal funds 

to prevent, prepare for, and respond to COVID-19. More 

than $3 billion has been allocated to the development of 

necessary countermeasures and vaccines and the 

purchasing of vaccines, therapeutics, and diagnostics, as 

well as other medical supplies. March-in rights under the 

Bayh-Dole Act may apply to vaccines and other products 

developed with the help of these funds. 

最近成立した「コロナウイルスに対する準備及び対応のた

めの補足追加予算歳出法（Coronavirus Preparedness 

and Response Supplemental Appropriations Act）」は、新

型コロナウイルス感染症を予防し、かつ、これに備え、対応

するために、連邦資金を歳出することを認めています。これ

により、必要な対応策及びワクチンの開発のほか、ワクチ

ン、治療技術、診断技術その他の医療品の購入に対して

30億ドルを超える予算が割り当てられました。バイ・ドール

法上の介入権が適用されるのは、上記資金拠出を受けて開

発されたワクチンその他の製品です。 

Although created nearly 40 years ago, the Bayh-Dole 

Act’s march-in rights have never been exercised. There 

have been several petitions to the U.S. National Institutes 

of Health (NIH) for their use, but so far, NIH has denied all 

of them. However, the government has threatened to 

apply these rights in the past. For example, in 2001, the 

U.S. Department of Health and Human Services 

threatened their use in order to secure an open license on 

stem cell line patents. 

バイ・ドール法上の介入権は 40年近く前に定められたにも

かかわらず、まだ一度も行使されたことがありません。これ

までに、米国国立衛生研究所（NIH）に対して権利行使の申

立てがなされたことは何度かありましたが、NIHはそのいず

れをも棄却しています。ただし、過去には政府が介入権を適

用する意向を示したことはあります。例えば 2001年には、

米国保健福祉省（Department of Health and Human 

Services）は幹細胞株に関する特許のオープンライセンスを

確保するために、介入権を行使する姿勢を見せました。 

Recent Voluntary IP Sharing 近時における知的財産の自主共有 

Short of compulsory licenses or legal requirements, many 

companies are already changing their behavior due to 

public scrutiny during the current global health crisis. With 

regard to exclusivity, one company, after facing negative 

press, already asked the FDA to rescind its so-called 

orphan drug designation (affording 7 years of exclusivity) 

for a drug that might be used to treat COVID-19. Another 

company pledged to offer royalty-free licenses for 

pandemic-related uses. In addition, an initiative called the 

Open COVID Pledge has emerged. Its aim is to convince 

and help companies and institutions to pledge to give free 

licenses to their patents, copyrights, and other property 

rights to anyone that is developing technologies for the 

diagnosis, prevention, or treatment of COVID-19. These 

licenses would remain in effect until one year after the 

World Health Organization declares the COVID-19 

pandemic to be over. 

強制実施権や法律上の義務とは別に、多くの企業は、昨今

の世界的な健康危機において世間の厳しい目にさらされた

結果、既に姿勢を改めつつあります。独占性に関していえ

ば、メディアによる批判的な報道を受けたある企業は、新型

コロナウイルス感染症の治療に役立つかもしれない自社の

医薬品について、いわゆる希少疾病用医薬品（orphan 

drug）の指定（この指定を受けると 7年間の市場独占権が

認められます。）を取り消すよう FDAに既に申し出ていま

す。別の企業は、パンデミック関連で使用する場合には自社

のライセンスをを無償で許諾することを宣言しました。また、

「オープン COVID宣言（Open COVID Pledge）」という運動

も起こっています。この活動の趣旨は、企業や組織が有す

る特許、著作権その他の財産権について、新型コロナウイ

ルス感染症の診断、予防又は治療のための技術開発に携

わる者にライセンスを無償で許諾することを宣言するよう、

その企業や組織に対して働き掛けやサポートを行うことで

す。対象となったライセンスは、WHOが新型コロナウイルス
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感染症のパンデミック終結を宣言した後も、1年間効力が持

続します。 

Outlook 今後の見通し 

The mere existence of the possibility of sovereign 

intervention can have a psychological effect which should 

not be underestimated, as it has been successfully used 

as leverage for price cuts by state authorities in similar 

crisis situations. As legislative actions on COVID-19-

related exceptions to patent protection are underway 

globally, patentees from the life sciences industry should 

follow these developments closely. The existing 

administrative mechanisms and evolving laws intended to 

facilitate access to essential inventions should be born in 

mind when government authorities or competitors request 

to buy high numbers of potentially COVID-19-relevant 

products or to license the underlying patents. Patentees 

should be prepared to deal with this new reality in 

negotiations with both authorities and competitors. In 

some cases it may be prudent to rethink the overall 

manufacturing and licensing strategy, as demonstrating 

that the necessary supply to serve the population can be 

secured through its own capacity will be more crucial than 

ever to a patentee’s case. In any event, being ready to 

respond quickly to any intervention in its exclusivity rights 

should be given priority. 

政府介入の可能性があるというだけでも、軽視できない心

理的効果をもたらし得ます。なぜなら、これまでにも同じよう

な危機的状況において、政府当局がこの方法を利用し、特

許製品の値下げに成功しているからです。新型コロナウイ

ルス関連の特許保護に対する例外措置ついて世界中で立

法活動が進められる中、ライフサイエンス産業の特許権者

は、事の進展をしっかりと見守る必要があります。政府当局

や競合相手が、新型コロナウイルスに関連し得る製品の大

量購入や対象特許のライセンス取得の意思を示した際に

は、不可欠な発明に対するアクセスを促進するために設け

られた既存の行政制度と整備途中の法律に留意するべきで

す。特許権者は当局や競業他社との交渉に臨むにあたっ

て、今直面している現実に対応できるよう備えておく必要が

あります。また、人々に行き渡るだけの必要な供給量を自力

で確保できることをアピールすることは、特許権者自身にと

ってかつてなく肝要になります。このため、場合によっては製

造戦略やライセンス戦略を全体的に見直すことも賢明とい

えます。いずれにしても、自身の独占権に対して何らかの介

入があったときに、迅速に対処できるよう準備を整えること

が優先されるべきでしょう。 

Morrison & Foerster Associate Jill Tellioglu and Research 

Assistant Hazal Koepp contributed to the writing of this 

alert. 

執筆協力：Jill Tellioglu、Morrison & Foersterアソシエイト、

Hazal Koepp、Morrison & Foerster リサーチアシスタント 

 
 

For the latest information on how to navigate potential 

business and legal challenges stemming from the 

COVID-19 outbreak, please visit Morrison & Foerster’s 

Coronavirus (COVID-19) Resource Center. The center 

provides up-to-date insights and recommendations, as 

well as key contacts across regions and practice areas. 

Please stay healthy and informed. 

新型コロナウィルスの大流行に端を発して今後生じ得る経

営課題や法的問題について、その対応方法の最新情報に

ついては、当事務所の Coronavirus (COVID-19) 

Resource Centerをご覧ください。センターでは、最新の識

見及び提言、並びに各地域・プラクティス分野の問合せ先を

掲載しています。どうか健康に留意し、情報収集にお努めく

ださい。 

  

  

  

https://www.mofo.com/special-content/coronavirus
https://www.mofo.com/special-content/coronavirus
https://www.mofo.com/special-content/coronavirus
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*       *       * *       *       * 
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03 3214 6522 
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Yuka Teraguchi 

Tokyo 
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YTeraguchi@mofo.com 
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03 3214 6522 
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About Morrison & Foerster: 

We are Morrison & Foerster—a global firm of 

exceptional credentials. Our clients include some of the 

largest financial institutions, investment banks, Fortune 

100, technology and life science companies. We’ve 

been included on The American Lawyer’s A-List for 13 

straight years, and Fortune named us one of the “100 

Best Companies to Work For.” Our lawyers are 

committed to achieving innovative and business-minded 

results for our clients, while preserving the differences 

that make us stronger. This is MoFo. Visit us at 

www.mofo.com. 

モリソン・フォースターについて 

モリソン・フォースターは優れた実績を誇る世界的な法律事

務所です。クライアントには大手金融機関、投資銀行、

Fortune 100 企業、テクノロジー・ライフサイエンス関連企

業等が名を連ねています。American Lawyer 誌の A-List 

に過去 13 年間連続で選ばれただけでなく、Fortune 誌が

「働きたい全米トップ 100 企業」として当事務所を挙げてい

ます。モリソン･フォースターの弁護士はクライアントのため

に最良の結果を出すことに全力を注ぐ一方で、より強固な

事務所となるべく各弁護士の個性を失わないよう配慮して

います。詳しくは、当事務所のウェブサイト

（www.mofo.com）をご覧ください。 

Because of the generality of this update, the information 

provided herein may not be applicable in all situations 

and should not be acted upon without specific legal 

advice based on particular situations. Prior results do 

not guarantee a similar outcome. 

本稿は一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事

案に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具

体的な法的アドバイスを提供するものでもありません。過

去の結果が今後も同様に当てはまることが保証されている

ものではありません。 
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