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●調査研究の背景・趣旨 
 ブダペスト条約では、特許出願の秘密を守るべく、国際寄託当局に秘密保持の義務を
課している。一方、寄託業務を行う機関に対しては、安定的な業務の継続や制度利用者
の利便性の向上をはかるべく業務の効率化が求められる。 

そこで、国内外の微生物株保存機関における守秘義務の担保状況をはじめとする業務
運用を調査し、特許微生物寄託機関を安定的かつ効率的に運営するための、望ましい業
務運用の在り方に関する検討を行った。

●委員会における検討 
特許微生物寄託制度

に関連した専門的な知
見を有する者 5 名で構
成される委員会を計 4
回開催し、本調査研究の
背景や問題の所在、国内
アンケート及びヒアリ
ング調査、海外ヒアリン
グ調査の結果を踏まえ、
特許微生物寄託機関に
求められる業務運用の
在り方について検討。 

●国内アンケート・

ヒアリング調査 
国内の微生物株保

存機関に対して、守
秘義務と業務の効率
化をはじめとした業
務の運用実態に関す
るアンケート調査を
実施。さらに、一部
機関には追加のヒア
リング調査も実施。 

●海外ヒアリング調査 
海外(米、仏、独、英、

中、韓)の主要な国際寄
託当局に対して、守秘
義務と業務の効率化を
はじめとした業務の運
用実態に関するヒアリ
ング調査を実施。 

●我が国の特許微生物寄託機関の業務運用の在り方 
以下の論点について検討し、提言。 
１． 秘密保持と業務の効率化 
（１） 守秘義務規程と職員の兼業について 
（２） 建物、設備、IT システム等の共用について 
２． 安定的かつ効率的運営のための業務運用 
（１） 寄託株のバックアップについて 
（２） 高 BSL 微生物の取扱いについて 
３． その他の論点 
（１） 分譲請求者への規制について 
（２） 寄託制度利用者の利便性向上について 
（３） 将来的な検討課題 

●国内外文献調査 
 本調査研究の検討事項に関連する文献を調査し、問題の所在を明らかにするとともに、
主要又は重要な事項を中心に取りまとめ。 
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Ⅰ． 序 

 

我が国の特許制度においては、微生物に係る発明について特許出願をする場合、その微

生物を容易に入手することができる場合を除き、ブダペスト条約上の国際寄託当局の交付

する受託証の写し又は特許庁長官の指定する国内寄託機関にその微生物を寄託したことを

証明する書面を願書に添付しなければならない。 

そして、ブダペスト条約では、特許出願に係る微生物発明の秘密を守るべく、国際寄託

当局に、微生物について寄託されたかどうかをいかなる者に対しても漏らしてはならない

とする秘密保持の義務を課しており、国際寄託当局は、一定の例外を除き、いかなる者に

対しても、寄託された微生物に関するいかなる情報も与えてはならないとされている。 

一方、特許微生物寄託制度が特許を受けようとする出願人の実施可能要件を担保するも

のである以上、特許微生物寄託機関に対しては、安定的な業務の継続や制度利用者の利便

性の向上をはかるべく業務の効率化が求められる。 

また、平成 24 年 4 月以降、国内の 2 つの特許微生物寄託機関において業務の一元化が予

定されており、業務の効率化が求められているところである。 

そこで、本調査研究では、国内外の国際寄託当局における守秘義務等の担保状況、業務

の兼任及び機材の共用に関する具体的手法、さらには寄託微生物のバックアップや安全管

理、分譲業務の手法等を調査し、併せて、特許微生物寄託機関と類似の業務を行っている

国内の微生物株保存機関における守秘義務等の運用状況も同時に調査し、特許微生物寄託

機関を安定的かつ効率的に運営するための、望ましい業務運用の在り方に関する検討を行

った。 

 

Ⅱ． 特許微生物寄託制度の概要 

 

１． 特許微生物寄託制度の趣旨 

 

特許制度は、産業上利用することができ、新規性かつ進歩性を有する発明をした者に対

し、当該発明を公開する代償として、当該発明の実施についての排他的独占権を与えるこ

とを原則とする制度である。それゆえ、特許出願の明細書等には、当業者がその実施をす

ることができる程度に当該発明が明確かつ十分に開示されていなければならない。 

しかしながら、微生物関連発明については、当該微生物材料を容易に入手できない場合

がある。このような場合、当該発明を実質的に実施できず、発明の公開が十分に担保でき

ないため、発明を開示したことにはならないから、公開代償の原則からして、排他的独占

権を与えることができないこととなる。 

そこで、入手困難な当該発明に係る微生物を予め特許微生物寄託機関に寄託し、一定要
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件下で当該微生物を第三者に分譲可能とすることにより、第三者による発明の確認・実施

を担保し、明細書の開示要件を満たすこととしたのが特許微生物寄託制度である。 

具体的に、我が国では、特許法施行規則第 27 条の 2 において、微生物を容易に入手する

ことができる場合を除き、その微生物をブダペスト条約上の国際寄託当局又は特許庁長官

の指定する機関に寄託したことを証明する書面を願書に添付しなければならない旨規定さ

れている。 

また、ブダペスト条約では、出願人がいずれかの国際寄託当局へ微生物を寄託すれば、

この条約の締約国はその国の特許手続き上、寄託されたものとして扱わなければならず、

締約国はこの条約及び規則に定める要件と異なる要件や追加する要件を要求してはならな

いとされている。 

 

２． 守秘義務について 

 

特許微生物寄託機関は、寄託業務等を行うにあたり、公表されていない微生物等の特許

出願に係る情報も取り扱うことになるから、特許微生物寄託機関には、ブダペスト条約上、

寄託された微生物に関して秘密の保持を求める守秘義務が課されている。 

また、同条約に基づく規則には、いかなる者に対しても、寄託された微生物に関するい

かなる情報も与えてはならないことが規定されている。さらに、世界知的所有権機関は、

寄託者及び分譲を受ける者の手続き及び要件について体系的な情報の提供と、寄託者及び

分譲者への実務的なアドバイスを与える目的で、ガイドラインを策定している。 

しかしながら、ブダペスト条約、規則、ガイドラインにおいては、国際寄託当局に課さ

れる守秘義務の内容とその例外については規定されているものの、当該義務を遵守しつつ

業務効率化を図るための具体的な運用等に関しては何ら言及されていない。 

一方、我が国の国内法令においても、守秘義務に関する規定はあるものの、その具体的

な運用については特段規定されていない。 

 

３． 分譲制度について 

 

ブダペスト条約において、「寄託機関」とは、「微生物について受領し、受託し及び保管

し並びに微生物の試料を分譲する機関」であると定義されており、国際寄託当局は、一定

要件のもとに、寄託された微生物の試料を分譲する義務が規定されている。 

ブダペスト条約に基づく規則では、国際寄託当局は、微生物の試料を迅速かつ適切な方

法で分譲しなければならないことが規定されている。また、工業所有権庁、寄託者及び寄

託者から承認を得た者、法令上の資格を有する者、それぞれに対する分譲要件も規定され

ており、法令上の資格を有する者に対する分譲については、工業所有権庁が、分譲を受け
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る権利を有していることを証明すること等が条件となる旨規定されている。 

 さらに、世界知的所有権機関のガイドラインには、分譲請求者が法令上の資格を有する

か否かについて、各国ごとの要件が記載されている。 

我が国の国内法令上では、特許法施行規則第 27 条の 3 において、特許微生物の試料の分

譲要件が規定されており、分譲目的が当該微生物に係る発明の試験又は研究に限られるこ

と、及び分譲された微生物を第三者に利用させてはならないことが規定されている。また、

分譲請求者が満たすべき具体的要件についても、告示において規定されている。 

 

４． 問題の所在 

 

 上述のように、ブダペスト条約では、国際寄託当局に一定の守秘義務を課しているが、

関連規則やガイドラインにおいても、具体的にどの範囲でどの程度まで守秘義務を履行す

れば条約上の義務を担保できるのかは明確ではなく、我が国の国内法令においてもその点

は同様である。また、試料の分譲時における利用の制限等についても各国での具体的な運

用は不明である。 

 このため、例えば特許微生物寄託機関がカルチャーコレクション等の類似業務を行う機

関と同一組織になっている場合、業務の兼任や機材の共用はどの程度許されるのか、施設

は独立にすべきか、微生物の受託、保管、分譲に際しどの程度のセキュリティ管理が必要

か、といった点が不明であり、守秘義務を維持しつつ業務の効率化を図る上で問題となる。 

 仮に秘密保持を徹底し過ぎた場合には、運営上の予算の増加等によって寄託及び分譲の

料金設定にも影響することが想定され、高コスト化によって安全性の管理や他のサービス

の低下を招き、安定的な業務運用が妨げられる懸念も生じ、結果として制度利用者の利便

性を損なうことにもつながると考えられる。 

 

Ⅲ． 国内の特許微生物寄託機関の概要 

 

１． 独立行政法人産業技術総合研究所 特許生物寄託センター（IPOD） 

 

正規職員については、研究所としての就業規則で守秘義務を規定し、職員採用時にその

内容について説明するとともに、定期的に研修を行い遵守事項の確認を実施している。ま

た、契約職員についても、契約職員就業規則で規定し、採用時に守秘義務を説明した上で

誓約書の提出を義務付け、正規職員と同様に、定期的に研修を行い遵守事項の確認を実施

している。 

いずれの職員においても、特許微生物寄託業務に特化した守秘義務は課されておらず、

研究所に適用される一般的な守秘義務規程が適用されている。また、微生物株保存機関の
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併設はないことから、人材の兼任及び機材の共用はない。 

寄託された微生物は、研究所内の独立した建物に保管されており、施設の入出について

は鍵カードを利用してセキュリティ対策を施している。また、特許微生物寄託業務用 IT

システムは外部と隔離されており、データ変更履歴も自動で記録される。さらに、別 HD

へのバックアップ対策等も実施している。 

安全性の確保については、バイオセーフティレベル(BSL)分類規程を有し、寄託される微

生物の名称等から病原性の有無等をチェックしている。また、バックアップについては、

同一建物内に保管している。 

 寄託された微生物の試料を分譲する際には、分譲請求者に「分譲請求同意書」を提出さ

せており、微生物の目的外使用を禁止している。 

なお、寄託された微生物の分類を同定するサービスは実施しておらず、手数料に関する

減免措置も実施していない。また、手続き言語は日本語のみであり、原則、外国語での受

付は行っていない。 

 

２． 独立行政法人製品評価技術基盤機構 特許微生物寄託センター（NPMD） 

 

正規職員については、機構としての就業規則で守秘義務を規定し、寄託センターの業務

マニュアルに基づいて業務を行っているが、特許微生物寄託業務に特化した守秘義務は課

されておらず、機構全体に適用される一般的な守秘義務規程が適用されている。 

同一の建物内に、微生物株保存機関(NBRC)が併設されてはいるが、NPMD とは執務室や実

験室が部屋単位で分離しており、機材の共用はない。また、施設の入出はパスワード・ID

カードにより管理することで独立性を確保している。さらに、特許微生物寄託業務用 IT

システムは、外部と隔離されたシステムを使用している。 

安全性の確保については、バイオセーフティレベル(BSL)分類規程を有し、寄託された際、

寄託者の提出書面をチェックした上で不明な点があれば寄託者に問い合わせ、菌の安全性

について確認している。また、バックアップについては、同機関内の別の場所に保管して

いるほか、サンプルの一部を地理的に離れた場所にも保管している。 

寄託された微生物の試料を分譲する際には、分譲請求者に「微生物の使用に関する承諾

書」を提出させており、微生物の目的外使用を禁止している。 

なお、寄託された微生物の分類を同定するサービスは実施しておらず、手数料に関する

減免措置も実施していない。また、手続き言語は日本語のみであり、原則、外国語での受

付は行っていない。 
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３． 平成 24 年度以降の体制 

 

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成 22 年 12 月 7 日閣議決定）」にお

いて、IPOD と NPMD を統合することとし、平成 23 年度以降、順次、必要な措置を講ずるこ

とが決定された。 

 経済産業省らは、IPOD における特許微生物寄託業務を製品評価技術基盤機構が平成 24

年 4 月に承継し、特許微生物寄託業務の一元化を図ることを発表したところである。 

 

Ⅳ． 国内の微生物株保存機関（カルチャーコレクション）の運用状況 

 

１． 調査の概要 

 

我が国において微生物株保存業務を行っている 22 機関（日本微生物資源学会(JSCC)所属

機関のうち、IPOD を除く全機関）に対して、機関の概要、守秘義務に関する規則及びその

運用状況、他部署との人員（専任・兼任）・設備等の共用状況、受託する微生物に関する規

則及び管理体制、分譲・その他の業務について、アンケート調査を実施した。 

アンケートの回答があった 15 機関は、大学(10 機関）、研究機関(4 機関)及び行政機関(1

機関)であり、うち 9 機関に対して、追加のヒアリング調査を実施した。 

 

２． 調査結果 

 

微生物株保存機関は、特許微生物寄託機関とは異なり、条約・国内法令等に基づく強制

力を伴う守秘義務は課されていない。このため、統一的な内容やレベルの守秘義務規程や

マニュアルは見いだせず、大学や独立行政法人等の親機関の一般的な規程をそのまま適用

しているのが実態である。 

しかしながら、微生物株保存機関においても、外部に対して非公開の菌株を扱う業務が

存在することから、微生物の保管設備や業務用 IT システムといった物理的ないしは機械的

なリソースについては、秘密保持の観点から一定の措置が取られている。他方、業務の専

任・兼任といった人的リソースについては、人員を効率的に配置する観点から、業務量に

依存して切り分けられている。 

また、微生物株保存機関は、微生物の収集、保存及び提供が主業務であるから、ほとん

どの機関がバックアップの体制を整備している。 

分譲については、特許微生物寄託機関とは異なり、条約・国内法令等に基づく分譲要件

は課されていないので、病原性等の安全性の問題がある場合や保存者が分譲を希望しない

以外は、特に目的制限なく分譲されている。 
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なお、手数料の減免措置や外国語での申請受付等についても一定の配慮がなされている。 

 

Ⅴ． 海外の特許微生物寄託機関の運用状況 

 

１． 調査の概要 

 

 海外の特許微生物寄託機関の業務運用の実態を調査すべく、米国、英国、仏国、独国、

中国、韓国の主要な国際寄託当局(IDA)9 機関について、機関の概要、守秘義務に関する規

則及びその運用状況、他部署との人員（専任・兼任）・設備等の共用状況、受託する微生物

に関する規則及び管理体制、分譲・その他の業務について、ヒアリング調査を実施した。 

 

２． 調査結果 

 

諸外国の主要な国際寄託当局の所属する機関は、特許微生物寄託業務とカルチャーコレ

クション業務を兼業している。これら機関の組織形態としては、(a)主に国際寄託当局とカ

ルチャーコレクションからなる機関、(b)親機関が存在し、親機関にカルチャーコレクショ

ンや他の業務を行う機関を併設している機関、に大別される。いずれの場合でも、特許微

生物寄託業務独自の守秘義務規程を策定している機関は少なく、カルチャーコレクション

又は親機関と共通の守秘義務規程をもって、ブダペスト条約及び規則で要求されている守

秘義務要件を担保しているのが実態である。 

また、職員については、(a)特許微生物寄託業務を専任職員のみで運営している機関、(b）

専任職員が主体であるが、寄託される微生物の種類等に応じて専門家が業務をサポート(＝

兼任の職員を配置)する機関、(c)全員が兼任の機関、がある。しかしながら、(a)の形態を

採用している機関は少なく、多くの機関で微生物種や業務量などに応じて兼任職員を配置

しているのが実態である。 

 特許微生物寄託業務とカルチャーコレクション業務を兼業している機関では、特許微生

物とその他の微生物について、同じ建物内で保管している機関が多く、(a)それぞれ独自の

保管用設備（冷蔵庫、冷凍庫等）で管理している機関、(b)保管用設備は共用しつつ、独自

の保存容器等を用いて管理している機関、に大別される。また、IT システムについては、

(a)特許微生物寄託業務用にスタンドアローンの IT システム、独自の DB を利用している機

関、(b)他の業務と同じ IT システムを利用しつつパスワード等でアクセス制限している機

関、に大別される。 

 安全性の確保に関し、諸外国の主要な国際寄託当局は、国際機関や自国政府が定めたガ

イドライン等に基づいて BSL 分類を定めており、この BSL 分類に応じ、必要な専門家を配

置している機関が多い。また、BSL１及び 2 の微生物を BSL2 用の設備を用いて管理するこ
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とも行われている。さらに、BSL2 以上の微生物を分譲する際は、分譲請求者が必要な設備

を有しているか、必要な許可を全て取っているか等を考慮して送付の可否を決定し、送付

の際には特殊な保存容器を使用している場合が多い。 

 また、ヒアリングを実施したすべての国際寄託当局で寄託株のバックアップを実施して

おり、物理的に離れた場所に保管している機関と、同一敷地内や同一建物内に保管してい

る機関に大別される。 

 分譲制限については、諸外国においても、我が国同様、分譲株の使用目的や行為に対し

て法令や契約等で一定の制限がかけられている場合が多いが、刑事罰を伴う規制は確認で

きなかった。民事的な手段により、違反した分譲請求者や関係当局を提訴することも救済

手段の 1 つであるとの回答もあった。 

 制度利用者の利便性向上に関する取組として、手数料の減免措置を導入している国際寄

託当局はほとんどなかった。一方、外国語での受付については、公用語が英語以外の場合、

すべての機関で英語での寄託等を受け付けているのが実態である。 

 

Ⅵ． 我が国の特許微生物寄託機関の業務運用の在り方 

  

１． 秘密保持と業務の効率化 

 

我が国の特許微生物寄託機関においても、業務効率化のためには、カルチャーコレクシ

ョン等の他部署との兼業で業務を行うことも検討すべきと考えられる。その際には、業務

量や専門性、バックアップの人員等にも配慮し、複数部署にまたがる人的リソースの有効

活用を個別の業務ごとに勘案して業務体制を構築していくことが合理的な手法の 1 つと考

えられる。 

また、条約上の義務（守秘義務等）とそれ以外の業務上の義務との混同といった事態が

生じることがないように、兼務する業務の切り分けが明確に認識できる措置を採る等の留

意も必要である。さらに、特許微生物寄託業務における守秘義務の重要性にかんがみると、

契約又は規程の整備のみならず、当該業務に特化した最低限のマニュアルや具体的なガイ

ドラインの整備、さらには職員研修の充実も検討すべきと考えられる。 

一方、建物、設備等の共用に関しては、我が国の特許微生物寄託機関においても、業務

効率化の観点から検討すべきと考えられる。その際には、BSL レベルに応じた安全性が確

保できる範囲内において、最低限、容器レベルでの分離を確保し、操作上に人為的なミス

が生じないような措置を講じることが重要と考えられる。 

また、IT システムを含む情報管理については、情報の秘密保持が要求される他機関の業

務等を参考に、情報管理に関する行動規範を策定・徹底していくことも 1 つの手法として

考えられる。 
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２． 安定的かつ効率的運営のための業務運用 

 

 寄託株のバックアップについては、理想的には物理的に離れた場所で保管することが望

ましい。しかしながら、微生物が滅失した際に寄託者は再寄託の権利を有していることか

らすると、寄託機関の業務効率性の観点からは、必ずしも地理的な隔離までは要しないと

も考えられる。ただし、我が国において発生する自然災害事情とその備えに対する費用を

勘案して、必要な設備の充実化を図ることも検討すべきである。また、既存の設備を有効

利用し、同一敷地内や同一建物内に場所を分散させて保管する等の対策を施すことも 1 つ

の手法として考えられる。 

 高 BSL 微生物の取扱いについては、保管や分譲にあたり、設備自体やその管理に十分な

安全性の確保を施すことは当然であるとしても、高コスト化を防ぐ観点からは、過度な対

策にならないことも肝要であり、受託される微生物の BSL に対応したきめ細かで効率的な

管理の在り方について引き続き検討すべきと考えられる。 

 

３． その他の論点 

 

 我が国の特許微生物寄託機関は、分譲請求者に対して、法令等で定めた規則を遵守する

旨の同意書等を提出させるとともに、規則に違反した場合の訴訟リスク等についても周知

しているところであるが、分譲請求に係る問題は国内にのみとどまる問題ではないため、

規制の実効性を高める観点から更にどのような手段が採りうるのかについては、諸外国と

も連携しつつ、国際的な観点からも検討を深めていく必要があると考えられる。 

 一方、寄託制度利用者の利便性向上の観点からは、業務効率化による手数料の再検討を

前提とした上で、受益者負担の原則やブダペスト条約との整合性にも留意しつつ、減免措

置の導入の可否を検討すべきと考えられる。併せて、特許微生物寄託に係る手数料負担の

在り方自体についても、今後のバイオ政策を検討していく中で一体的に議論すべきと考え

られる。 

 また、外国語（英語）による申請受付等を含め、利便性向上を図ることで、国内外の利

用者を拡大していくことも重要である。 

なお、特許微生物寄託制度の将来的な検討課題として、①新規微生物の分類同定と特許

化に向けた分類同定との齟齬の問題、②寄託情報と特許情報の連動、③国内寄託と国際寄

託の両制度から生じる問題、④寄託終了及び取下げ菌株すべてのコレクション化、⑤遺伝

子情報による特許化菌株等すべてを寄託することの是非等を指摘する意見や、発効後改正

が行われていないブダペスト条約に関する問題提起があった。このため、特許微生物寄託

制度の今後の在り方についても、我が国の制度のみならず、国際的な視点から引き続き検

討を継続すべきと考えられる



 

 

 







はじめに 
 

 特許微生物寄託制度に関して、当研究所では、これまで計 5 回にわたって、バイオテク

ノロジーの進展を背景とした制度利用者のニーズを踏まえ、寄託微生物の対象の拡大や寄

託負担の軽減、寄託事業の在り方等について検討・提言を行ってきた。 

 

ブダペスト条約では、特許出願に係る微生物発明の秘密を守るべく、国際寄託当局に、

微生物について寄託されたかどうかをいかなる者に対しても漏らしてはならないとする秘

密保持の義務を課しており、国際寄託当局は、一定の例外を除き、いかなる者に対しても、

寄託された微生物に関するいかなる情報も与えてはならないとされている。 

 

他方、特許微生物寄託制度が特許を受けようとする出願人の実施可能要件を担保するも

のである以上、特許微生物寄託機関に対しては、安定的な業務の継続や制度利用者の利便

性の向上をはかるべく業務の効率化が求められるが、秘密保持義務の担保にも留意が必要

である。折しも、平成 24 年 4 月以降、国内の 2 つの特許微生物寄託機関において業務の一

元化が予定されており、一層の業務の効率化が求められているところである。 

 

 このような状況を踏まえ、本調査研究は、国内外の国際寄託当局における守秘義務等の

担保状況、業務の兼任及び機材の共用に関する具体的手法、さらには寄託微生物のバック

アップや安全管理、分譲業務の手法等を調査し、あわせて、特許微生物寄託機関と類似の

業務を行っている国内の微生物株保存機関における守秘義務等の運用状況も同時に調査し、

特許微生物寄託機関を安定的かつ効率的に運営するための、望ましい業務運用の在り方に

関する基礎資料を作成し、その結果をまとめたものである。 

 

 今後の国内の特許微生物寄託機関における業務の安定的かつ効率的運営に資するものと

なれば幸いである。 

 

 最後に、本調査研究の遂行にあたり、委員会において貴重なご意見をいただき、また、

ご指導、ご協力をいただいた委員・オブザーバー各位、検討のための資料をご提供いただ

いた国内の特許微生物寄託機関各位、アンケート及びヒアリング調査にご回答いただいた

国内の微生物株保存機関の方々、さらに海外のヒアリング調査にご協力いただいた国際寄

託当局各位に、この場を借りて深く感謝申し上げる次第である。 
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Ⅰ． 序 

 

１． 検討の背景 

 

我が国の特許制度においては、微生物に係る発明について特許出願をする場合、その微

生物を容易に入手することができる場合を除き、ブダペスト条約1上の国際寄託当局

（IDA:International Depositary Authority）の交付する受託証の写し又は特許庁長官の

指定する機関にその微生物を寄託したことを証明する書面を願書に添付しなければならな

い（これを「特許微生物寄託制度」という。）2。我が国においては、現在、独立行政法人

産業技術総合研究所の特許生物寄託センター（IPOD：International Patent Organism 

Depositary）と独立行政法人製品評価技術基盤機構の特許微生物寄託センター（NPMD：NITE 

Patent Microorganisms Depositary）の 2 機関が国際寄託当局かつ特許庁長官の指定する

機関として業務を行っている。 

そして、ブダペスト条約では、特許出願に係る微生物発明の秘密を守るべく、国際寄託

当局に、微生物について寄託されたかどうかをいかなる者に対しても漏らしてはならない

とする秘密保持の義務を課しており、国際寄託当局は、一定の例外を除き、いかなる者に

対しても、寄託された微生物に関するいかなる情報も与えてはならないとされている3。 

一方、特許微生物寄託制度が特許を受けようとする出願人の実施可能要件を担保するも

のである以上、特許微生物寄託機関に対しては、安定的な業務の継続や制度利用者の利便

性向上をはかるべく業務の効率化が求められる。そして、業務の効率化については、「手数

料があまりにも高額とならないようにするため、例えば特許微生物寄託機関が属する法人

等の他部署の業務との兼任及び機材の共用等を推進し、ヒューマンリソース及び機材の有

効利用を図ることによる業務の効率化等を促していくべきである。その際、手数料による

収入とその他の収入との切り分け、及び特許微生物寄託機関に求められている責務（守秘

義務等）の担保に留意すべきである」との指摘がある4。 

また、後述5するように、平成 24 年 4 月以降、IPOD 及び NPMD における特許微生物寄託

業務の一元化が予定されており、業務の効率化が求められているところである。 

そこで、本調査研究では、国内外の国際寄託当局における守秘義務等の担保状況、業務

の兼任及び機材の共用に関する具体的手法、さらには寄託微生物のバックアップや安全管

理、分譲業務の手法等を調査し、併せて、特許微生物寄託機関と類似の業務を行っている

                         
1 正式には、Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes 

of Patent Procedure（特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約）。（資料 1，2 参照） 
2 特許法施行規則第 27 条の 2 第 1 項（資料 3 参照） 
3 ブダペスト条約第 6 条(2)(ⅶ)、ブダペスト条約規則 9.2 
4 「今後の特許微生物寄託制度の在り方について」7 頁（特許庁、平成 21 年 1 月）（資料 4 参照） 
5 第Ⅲ章４．「平成 24 年度以降の体制」参照。 
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国内の微生物株保存機関（いわゆる「カルチャーコレクション」）における守秘義務等の運

用状況も調査し、特許微生物寄託機関を安定的かつ効率的に運営するための、望ましい業

務運用の在り方に関する検討を行った。 

 

２． 本調査研究の実施方法 

 

 特許微生物寄託機関の業務運用の在り方を検討するにあたり、以下の実施方法により、

本調査研究を進めた(具体的な実施方法および結果については、第Ⅱ～Ⅴ章参照）。 

 

（１） 国内外文献調査 

 

 本調査研究の検討事項に関連する文献を調査し、問題の所在を明らかにするとともに、

主要又は重要な事項を中心に取りまとめた。 

 

（２） 国内アンケート、ヒアリング調査 

 

微生物株の保存6及び分譲等の類似業務を行っている国内の微生物株保存機関について、

守秘義務と業務の効率化をはじめとした業務の運用実態に関するアンケート調査を実施す

るとともに、一部の機関については訪問又は電話によるヒアリング調査も実施した。 

  

（３） 海外ヒアリング調査 

 

海外（米国、英国、仏国、独国、中国、韓国）の主要な国際寄託当局について、守秘義

務と業務の効率化をはじめとした業務の運用実態を調査すべく、訪問によるヒアリング調

査を実施した。また、一部の機関については電話によるヒアリング調査を実施した。 

 

（４） 委員会による検討 

 

 特許微生物寄託制度に関連した専門的な知見を有する弁護士、学識経験者、関係団体を

含む計 5 名で構成される委員会を計 4回開催し、本調査研究の背景や問題の所在、上記国

内アンケート及びヒアリング調査、海外ヒアリング調査の結果を踏まえ、特許微生物寄託

機関に求められる業務運用の在り方について検討を行った。 

 

                         
6 厳密には、「保存（preservation）」とブダペスト条約上で用いられている「保管（storage）」とは、その定義におい

て区別されるべきであるが、本報告書においては必ずしも明確に区別していない。 
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３． 本報告書の構成 

 

 本報告書は、以上の調査研究の結果をまとめたものであり、以下の構成からなる。 

 

 第Ⅰ章では、本調査研究の検討の背景、調査研究の内容と方法について述べる。 

 第Ⅱ章では、特許微生物寄託制度及び寄託機関に求められる守秘義務等の諸規程につい

て概観し、業務運用における問題の所在を抽出する。 

 第Ⅲ章では、国内の特許微生物寄託機関 2 機関について、各機関の業務運用の現状につ

いて報告するとともに、平成 24 年度以降に予定されている新たな体制についても紹介する。 

 第Ⅳ章では、国内の微生物株保存機関(カルチャーコレクション)につき、アンケート調

査及びヒアリング調査の結果に基づいて、守秘義務規程と業務体制及び安全性確保の実態

等について報告する。 

 第Ⅴ章では、海外の特許微生物寄託機関(国際寄託当局)につき、ヒアリング調査の結果

に基づいて、守秘義務規程と業務体制及び安全性確保の実態等について報告する。 

 第Ⅵ章では、第Ⅱ章から第Ⅴ章で調査及び分析した結果に基づいて、特許微生物寄託機

関の守秘義務規程と業務効率化及び安定的かつ効率的運用のための措置を検討し、我が国

の特許微生物寄託機関の業務運用の在り方について提言する。 
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Ⅱ． 特許微生物寄託制度の概要 

 

１． 特許微生物寄託制度の趣旨 

 

（１） 微生物寄託の必要性 

 

特許制度は、産業上利用することができ、新規性かつ進歩性を有する発明をした者に対

し、当該発明を公開する代償として、当該発明の実施についての排他的独占権を与える制

度である。それゆえ、特許出願の明細書及び図面は、その発明の属する技術の分野におけ

る通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に当該発明が明確かつ十分に

開示されていなければならないとされている7。 

しかしながら、微生物関連発明については、明細書においていかに詳細に記載がされた

としても、①特殊な微生物を同じ場所から再抽出すること、②特殊な微生物を化学的に一

から合成していくこと、は困難である等の理由により、当該微生物材料を容易に入手でき

ず、当該発明を実施することができない場合がある8。このような場合、当該発明を実質的

に実施できず、発明の公開が十分に担保できないため、発明を開示したことにはならない

から、公開代償の原則からして、排他的独占権を与えることができないこととなる。 

そこで、入手困難な当該発明に係る微生物を予め特許微生物寄託機関に寄託し、一定要

件下で当該微生物を第三者に分譲可能とすることにより、第三者による発明の確認・実施

を担保し、明細書の開示要件を満たすこととしたのが特許微生物寄託制度である9。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
7 特許法第 36 条第 4 項第 1 号（実施可能要件） 
8 特許・実用新案審査基準、第Ⅶ部特定技術分野の審査基準、第 2 章生物関連発明、8.微生物等の寄託の要否に関する

事例集、http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_vii-2-jireisyu.pdf［ 終アクセス日：2012 年 2

月 6 日］ 
9 諸岡健一「特許微生物寄託制度の概要」知財ぷりずむ Vol.8, NO.85, 1 頁（2009 年 10 月） 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_vii-2-jireisyu.pdf
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・微生物（動植物細胞等を含む）に係る発明について特許出願する際に、
当該微生物を所定の機関に寄託する制度。 

・所定の時以降に、一定条件下で微生物を第三者に分譲する制度。 

微生物発明 

受託証 

出願書類 

寄託機関 
特 許 庁 

・微生物に係る発明においては、明細書の記載のみでは、発明の完成と技
術の公開が十分に担保できない場合がある。 

・寄託された微生物を分譲することにより、第三者が発明の確認・試験を
することができる。 

発明の確認・

試験ができる 

出願書類 

寄託機関 

微生物XはZ渓
谷から単離さ
れた。 

微生物XはY属に
属し性質は…で
ある。 

微生物Xの分譲 

・特殊な微生物を同じ場所か
ら再抽出することは困難。 

・特殊な微生物を化学的に一
から合成していくことは、極
めて困難。 

？？？？？

図表Ⅱ-1 特許微生物寄託制度の概要10 

 

 

 

                         
10 出典：特許庁資料 http://www8.cao.go.jp/cstp/project/lifeip/haihu05/siryo6.pdf［ 終アクセス日：2012 年 2

月 6 日］ 

http://www8.cao.go.jp/cstp/project/lifeip/haihu05/siryo6.pdf
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（２） 国際寄託と国内寄託 

 

我が国では、特許法施行規則第 27 条の 2 において、微生物を容易に入手することができ

る場合を除き、その微生物をブダペスト条約上の国際寄託当局11又は特許庁長官の指定す

る機関に寄託したことを証明する書面を願書に添付しなければならない旨規定されている

(前者を「国際寄託」、後者を「国内寄託」という。)。 

 

図表Ⅱ-2 国際寄託制度と国内寄託制度 

 

 

ブダペスト条約は、特許手続上各国において必要とされる微生物の寄託に関し、いずれ

かの国際寄託当局に対する微生物の寄託の効果を各締約国12が特許手続き上認めあうこと

を主たる目的として締約されたものである13。 

そして、ブダペスト条約では、出願人がいずれかの国際寄託当局へ微生物を寄託すれば、

この条約の締約国はその国の特許手続き上、寄託されたものとして扱わなければならず、

締約国はこの条約及び規則に定める要件と異なる要件や追加する要件を要求してはならな

いとされている14。 

現在、国内にあるブダペスト条約上の国際寄託当局は、IPOD（1981 年に国際寄託当局の

地位取得）と NPMD（2004 年に国際寄託当局の地位取得）の 2 機関である。そして、これら

2機関は、特許法施行規則 27 条の 2 第 1 項の特許庁長官の指定する機関でもある。 

 

 

                         
11 2011 年 10 月 14 日時点、国際寄託当局の地位を有している寄託機関は世界 22 か国の 40 機関である。（資料 5 参照） 
12 2011 年 10 月 14 日時点、ブダペスト条約の締約国は 75 か国である。（資料 6 参照） 
13 我が国では 1980 年 8 月 19 日に同条約が発効した。 
14 ブダペスト条約第 3 条(2) 

自国の特許庁
出願人 

ブダペスト条

約上の国際寄

託当局（IDA） 

寄託 

B国特許庁 

A国特許庁 

国際寄託制度 

出願 出願人

特許庁長官が 

指定した寄託機関

日本特許庁 

寄託 

出願 

国内寄託制度 
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２． 守秘義務について 

 

（１） ブダペスト条約、ブダペスト条約に基づく規則及びガイドライン 

 

 特許微生物寄託機関は、寄託業務等を行うにあたり、公表されていない微生物等の特許

出願に係る情報も取り扱うことになる。このため、特許微生物寄託機関には、ブダペスト

条約上、寄託された微生物に関して秘密の保持を求める守秘義務が課されている。 

 

(１) ブダペスト条約、ブダペスト条約に基づく規則及びガイドライン 

 

ブダペスト条約第6条(2)(ⅶ)には、国際寄託当局の地位を取得するために満たさなけれ

ばならない要件として、「寄託された微生物につき、規則に定める秘密の保持の要件を満た

すものであること」が規定されている。 

 

 

 

また、同条約に基づく規則には、いかなる者に対しても、寄託された微生物に関するい

かなる情報も与えてはならないことが規定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、世界知的所有権機関は、寄託者及び分譲を受ける者の手続き及び要件について

の体系的な情報の提供と、寄託者及び分譲者への実務的なアドバイスを与える目的で、ガ

Rule 9.2 Secrecy 
No international depositary authority shall give information to anyone whether a 

microorganism has been deposited with it under the Treaty. Furthermore, it shall not give any 
information to anyone concerning any microorganism deposited with it under the Treaty except to 
an authority, natural person or legal entity which is entitled to obtain a sample of the said 
microorganism under Rule 11 and subject to the same conditions as provided in that Rule. 

 

規則第 9.2 秘密の保持 

国際寄託当局は、微生物について、条約の下において当該国際寄託当局に寄託された

かどうかをいかなる者に対しても漏らしてはならない。国際寄託当局は、さらに、規則

11の規定に基づき微生物の資料を入手する資格を有する当局、自然人又は法人で同規則

に定める条件と同一の条件に従うものを除くほか、いかなる者に対しても、条約の下に

おいて当該国際寄託当局に寄託されたいかなる微生物に関するいかなる情報も与えては

ならない。 

Article 6 Status of International Depositary Authority 
(2) The depositary institution must, in its capacity of international depositary authority: 
(vii) comply, in respect of the deposited microorganisms, with the requirement of secrecy, as 
prescribed in the Regulations. 

 

第 6 条 【国際寄託当局としての地位】 

(2) 寄託機関は、国際寄託当局として、次の要件を満たさなければならない。 

(ⅶ) 寄託された微生物につき、規則に定める秘密の保持の要件を満たすものであること。
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イドライン15を策定している。 

しかしながら、このガイドラインでは、ブダペスト条約に基づく規則について、第9規則

（秘密の保持）と第11規則（試料の分譲）に伴う情報提供との関係は記載されているもの

の、国際寄託当局（IDA）の業務運用において遵守すべき守秘義務については具体的に記載

されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のとおり、ブダペスト条約、ブダペスト条約に基づく規則及びガイドラインにおい

ては、国際寄託当局に課される守秘義務の内容とその例外については規定されているもの

の、当該義務を遵守しつつ業務効率化を図るための具体的な運用等に関しては何ら言及さ

れていない。 

 

（２） ブダペスト条約の実行指針（Code of Practice for IDAs） 

 

ブダペスト条約の実行指針である「Code of Practice for IDAs16」には、ブダペスト条

約や規則の解釈が詳細に記載されているが、守秘義務については、ブダペスト条約規則 9.2

について条文内容が紹介されているのみであって17、その具体的な運用については何ら言

及されていない。 

 

                         
15 Guide to the Deposit of Microorganisms under the Budapest Treaty 

 http://www.oapi.wipo.net/export/sites/www/treaties/en/registration/budapest/guide/pdf/part_i.pdf［ 終ア

クセス日：2012 年 2 月 6 日］（資料 7 参照） 
16 各国の国際寄託当局における原則及び手続等を可能な限り調和することを目的として 1998 年に策定された指針（法的

拘束力はない）。 http://bccm.belspo.be/tbu/ida/index.php［ 終アクセス日：2012 年 2 月 6 日］ 
17 「2. OBLIGATION OF THE IDA」｢2.4」 

41. Rule 9 continues: 
    “9.2 Secrecy …” 

This provision is intended to ensure that the deposit of a microorganism remains secret until 
any patent application referring to it has been published. However, by linking the furnishing of 
information to the provisions of Rule 11 (…), which govern the furnishing of samples, Rule 9.2 
relieves the IDA of any obligation to ascertain for itself whether publication has taken place (…). 

（仮訳） 

41. 第9規則の続き： 

  「9.2 秘密の保持・・・（略）」 

この規定は、関連する特許出願が公表されるまで、微生物の寄託が秘密に保たれるこ

との確保を目的としている。しかしながら、試料の分譲を定める第11規則（略）の情報

の提供と関連付けてみると、規則9.2は公表されたかどうかを自身で確定する義務から

IDAを解放するものである（以下、略）。 

http://www.oapi.wipo.net/export/sites/www/treaties/en/registration/budapest/guide/pdf/part_i.pdf
http://bccm.belspo.be/tbu/ida/index.php
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（３） OECD におけるガイドライン 

 

 OECD（Organisation for Economic Co-operation and Development）において、バイオ

テクノロジーを支える国際的なインフラである生物資源機関（BRC: Biological Resource 

Centres）の持続性を確保するため、BRC のベストプラクティスを提案した「Best Practice 

Guidelines for Biological Resource Centres18」を策定している。このガイドラインは、

BRC の業務運用について推奨されるものとして策定されたものであるが、ブダペスト条約

上の国際寄託当局も生物資源機関の一形態として利用されることから、本ガイドラインに

おける BRC に含まれるとされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                         
18 http://www.oecd.org/dataoecd/7/13/38777417.pdf［ 終アクセス日：2012 年 2 月 6 日］ 

CHAPTER Ⅱ – THE FUNCTIONS OF BIOLOGICAL RESOURCE CENTERS (BRCs) AND THE 
QUEST FOR QUALITY AND SUSTAINABILITY 
Repositories of biological resources for protection of intellectual property 

Several collections, called International Depository Authorities (IDAs) in the Budapest Treaty 
(Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Micro-organisms for the 
Purposes of Patent Procedures), serve as repositories of biological resources for the purpose of both 
implementing IPRs, and in some cases, supporting the enablement (e.g. the United States) or 
description (e.g. European Union/Japan) for patentability. (…) IDAs, as defined in the Budapest 
Treaty, sometimes maintain secrecy about the deposited resources. However, when a deposit of 
biological material is required by a patent office in order for an invention to be considered 
patentable, the depositor must remove any confidentiality requirements and must agree that the IDA 
may furnish samples of deposited materials to third parties. 

Some culture collections also provide a special service for long-term preservation of 
microorganisms whose distribution may be restricted at the discretion of the depositor. Such "safe 
deposits" of biological resources are a way to ensure long-term preservation without loss of 
ownership. This method does not comply with the requirements of a patent deposit but provides the 
equivalent of the protection of a "trade secret". 

（仮訳） 

第Ⅱ章 - 生物資源センター(BRC)の機能と品質および持続可能性の追求 

知的財産権保護のための生物資源寄託機関 

ブダペスト条約(特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約)が規定

する国際寄託当局と呼ばれるいくつかの収集施設は、知的財産権の実施の目的のため、あ

るいは場合によっては特許を受けるために必要な実施可能要件(米国など)または明細書記

載要件(欧州/日本など)の立証の目的のために、生物資源寄託機関として利用される。（略）

ブダペスト条約で定義される IDA は、寄託された資源の秘密を保持する。しかし、特許当

局が生物材料の寄託を義務付けている場合、ある発明が特許性を有するとの判断の条件と

して、寄託者は IDA の秘密保持義務を解き、IDA が寄託材料のサンプルを第三者に提供す

ることに同意しなければならない。 

http://www.oecd.org/dataoecd/7/13/38777417.pdf
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そして、すべての BRC に共通なベストプラクティスとして、依頼者のために実施する作

業はすべて厳格な秘密として取り扱わなければならない旨規定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

さらに、このガイドラインには、高度または中等度のバイオセキュリティリスクを有す

る生物材料に関する情報、及び、ヒト由来材料におけるドナーの個人情報は、相応の措置

により保護しなければならない旨それぞれ規定されている1920。 

 OECD におけるガイドラインは任意なガイドラインではあるものの、情報の取扱い等の守

秘義務に係る具体的な運用がベストプラクティスとして推奨されており、国際寄託当局を

BRC の一形態と位置付けた際には参考になるものと考えられる。 

 

                         
19 BEST PRACTICE GUIDELINES ON BIOSECURITY FOR BRCS “6.9. Security of information” 
20 BEST PRACTICE GUIDELINES ON HUMAN-DERIVED MATERIAL “9.2. Security of data” 

12.9. Confidentiality 
All work carried out for a client should be treated as strictly confidential to that client unless 
national requirements apply. This should apply to all requests for biological materials, safe and 
patent deposits, information supplied relating to these and to the fact that the product or service 
was requested in accordance with national law, regulations and policies. Information may be 
included in statistics produced to show BRC activities in a way that the customer is not identified. 
The names of past or present clients should only be revealed with the clear permission of the 
client. 
（仮訳） 

12.9. 秘密保持 

 依頼者のために実施する作業はすべて、国内法の要件が適用される場合を除き、当該依

頼者についての厳格な秘密として取り扱わなければならない。かかる義務は、生物材料、

保管寄託及び特許寄託並びにこれらに関連して提供された情報、さらに、国内の法律、規

則及び方針により当該製品またはサービスが要求されているという事実のすべてに適用

される。BRC の活動を示すため作成される統計には、依頼者を匿名とした上で、情報を含

めることができる。 

 過去又は現在の依頼者の名前は、依頼者による明確な許可がある場合に限り公開される

べきである。 

また、微生物収集施設の一部では、微生物の長期保存のための特別サービスを提供して

おり、寄託者の自由裁量により微生物の分譲を制限できる。このような生物資源の「安全

寄託」は、所有権を失うことなく長期保存するための方法の 1 つである。かかる方法は、

特許寄託としての要件を満たすものではないが、「営業秘密」の保護に相当する。 
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（４） 我が国の国内法令における規定 

 

 我が国の国内法令上では、守秘義務について、特許微生物寄託機関の業務体制として「寄

託された微生物につき、規則の規定に従い秘密の保持の要件を満たすことができるもので

あること」が規定されている21ものの、その具体的な運用については特段規定されていな

い。 

 

３． 分譲制度について 

 

（１） ブダペスト条約、ブダペスト条約に基づく規則及びガイドライン 

 

ブダペスト条約第 2 条(ⅶ) において、「寄託機関」とは、「微生物について受領し、受託

し及び保管し並びに微生物の試料を分譲する機関」であると定義され、第 6 条(2)(ⅷ)には、

寄託機関は、国際寄託当局として、一定要件のもとに、寄託された微生物の試料を分譲す

る義務が規定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブダペスト条約に基づく規則では、国際寄託当局は、微生物の試料を迅速かつ適切な方

法で分譲しなければならないことが規定されている。また、工業所有権庁、寄託者及び寄

託者から承認を得た者、法令上の資格を有する者、それぞれに対する分譲要件も規定され

ており、法令上の資格を有する者に対する分譲については、工業所有権庁が、分譲を受け

る権利を有していることを証明すること等が条件となる旨規定されている22。 

 

 

                         
21 平成 21 年経済産業省告示第 60 及び 61 号の各第 3 条第 1 項第 3 号ホ（資料 8 参照） 
22 第 11.1 規則～11.3 規則 

Article 6 Status of International Depository Authority 
(2) The depositary institution must, in its capacity of international depositary authority: 
(viii) furnish samples of any deposited microorganism under the conditions and in conformity 
with the procedure prescribed in the Regulations. 

 

第 6 条 【国際寄託当局としての地位】 

(2) 寄託機関は、国際寄託当局として、次の要件を満たさなければならない。 

(ⅷ) 規則に定める条件及び手続に従い、寄託された微生物の試料を分譲すること。 
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 さらに、ガイドラインのセクション E には、分譲請求者が法令上の資格を有するか否か

について、各国ごとの要件が記載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 我が国の国内法令における規定 

 

 我が国の国内法令上では、特許法施行規則第 27 条の 3において、特許微生物の試料の分

譲要件が規定されており、分譲目的が当該微生物に係る発明の試験又は研究に限られるこ

と（同条第 1項）、及び分譲された微生物を第三者に利用させてはならないこと（同条第 2

項）が規定されている。また、分譲請求者が満たすべき具体的要件についても、告示にお

いて規定されている23。 

 

４． 問題の所在 

 

 上述のように、ブダペスト条約では、国際寄託当局に一定の守秘義務を課しているが、

関連規則やガイドラインにおいても、具体的にどの範囲でどの程度まで守秘義務を履行す

れば条約上の義務を担保できるのかは明確ではない。我が国の国内法令においてもその点

は同様である。また、試料の分譲時における利用の制限等についても各国での具体的な運

                         
23 平成 21 年経済産業省告示第 290 号の第 15 条及び第 291 号の第 12 条 

Rule 2.3 Furnishing of Samples 
The requirements referred to in Article 6(2)(viii) shall include in particular the requirement that 
any international depositary authority must furnish samples of deposited microorganisms in an 
expeditious and proper manner. 

 

第 2.3 規則 資料の分譲 

第 6条(2)(ⅷ)の要件には、特に、国際寄託当局が寄託された微生物の試料を迅速かつ

適切な方法で分譲しなければならないとの要件を含む。 

(a) General Conditions for Requesting Samples 

87. … This section should be read with reference to Section E, which gives the requirements 

of individual countries as to the furnishing of samples of deposited microorganisms. 

（仮訳） 

(a) 試料請求のための一般条件 

87. --- 本セクションは、セクション E を参照しながら読むべきである。セクション E

には、寄託された微生物の試料の分譲に関する各国の要件が記載されている。 
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用は不明である。 

 このため、例えば特許微生物寄託機関がカルチャーコレクション等の類似業務を行う機

関と同一組織になっている場合、業務の兼任や機材の共用はどの程度許容されるのか、施

設は独立にすべきか、微生物の受託、保管、分譲に際してどの程度のセキュリティ管理が

必要か、といった点が不明であり、守秘義務を維持しつつ業務の効率化を図る上で問題と

なる。 

 仮に秘密保持を徹底し過ぎた場合には、運営上の予算の増加等によって寄託及び分譲の

料金設定にも影響することが想定され、高コスト化によって安全性の管理や他のサービス

の低下を招き、安定的な業務運用が妨げられる懸念も生じ、結果として制度利用者の利便

性を損なうことにもつながると考えられる。 

 そこで、次章以降では、国内外の微生物寄託機関の実態についての調査結果を報告し、

特許微生物寄託機関の業務運用の在り方について検討していく。 
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Ⅲ． 国内の特許微生物寄託機関の概要 

 

１． 概要 

 

第 I 章で述べたように、現在、我が国には、ブダペスト条約上の国際寄託当局かつ特許

庁長官の指定する機関として、IPOD と NPMD の 2 機関が存在する。 

両機関は、その沿革や母体となる機関の業務形態が異なることに加え、受託する微生物

種の範囲、要求サンプル本数、生存試験の運用といった業務運用も異なるため、結果とし

て、寄託及び分譲数の実績や手数料も相違している（両機関の概要は、図表Ⅲ-1、資料 9

及び 10 参照）。 

 

図表Ⅲ-1 国内における特許微生物寄託機関の概要 

項目 独立行政法人 産業技術総合研究所

特許生物寄託センター（IPOD） 

独立行政法人 製品評価技術基盤機構

特許微生物寄託センター（NPMD） 

寄託業務開始 国内寄託：1966 年（昭和 41 年）4月 

国際寄託：1981 年（昭和 56 年）5月 

2004 年（平成 16 年）4月 

寄託株数 

（各機関の年報

より。2011 年 3

月末時点） 

全株数： 13,125 株 

(国内寄託 3,141 株、国際寄託 9,984 株）

2010 年度の新規寄託株数：  

国内寄託 118 株、国際寄託 100 株 

全株数： 848 株 

 

2010 年度の新規寄託株数：  

国内寄託 125 株、国際寄託 76 株 

寄託できない

主な微生物 

（詳細は各機関

のホームページ

参照） 

ウイルス全種。混合微生物の一部(個々に

単離・保管できる場合、ウイルスを含む

場合、生存確認試験が複雑な場合など)。

遺伝子組換え体で、P3、P3A および P3P

レベル24の拡散防止措置を必要とする生

物種。安全度レベル分類表でレベル 3 ま

た25は 4 の微生物。感染症法26に規定する

一種、二種、三種の特定病原体等。 

遺伝子組換え生物の場合、拡散防止措置の

区分が P3,P3A,P3P27以上の微生物・病原性

のレベル（BSL）が 3 以上の微生物・ヒト受

精卵、特定胚、ヒト ES 細胞・「ヒトゲノム・

遺伝子解析研究に関する倫理指針」が適用

されるヒト由来細胞。 

 

 次に、両機関における秘密保持、安全性の確保及び分譲等その他の業務概要につき、以

下に紹介する。 

                         
24 「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(平成 16 年

文部科学省・環境省令第 1 号)」に基づくレベル 
25 独立行政法人産業技術総合研究所「微生物実験取扱要領」 
26 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）」第 6 条第 20 項から第 22 項 
27 前掲注 24 に記載の省令に基づくレベル 
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２． 独立行政法人産業技術総合研究所 特許生物寄託センター（IPOD） 

 

（１） 秘密保持について 

 

職員は、正規職員 12 名（役員 1 名を含む）、契約職員 14 名の計 26 名であり、正規職員

には、他の研究ユニット業務が本務で、寄託業務を兼務している兼任職員 2 名を含む。ま

た、契約職員には、安全確認業務に従事している 2 名、支援研究業務に従事している 3 名

を含む。 

正規職員については、就業規則で守秘義務を規定しており、職員採用時にその内容につ

いて説明するとともに、定期的に研修を行い遵守事項の確認を実施している。 

また、契約職員についても、契約職員就業規則で守秘義務を規定し、採用時に守秘義務

を説明した上で誓約書の提出を義務付けており、正規職員と同様に、定期的に研修を行い

遵守事項の確認を実施している。 

いずれの職員においても、特許微生物寄託業務に特化した守秘義務は課されておらず、

研究所に適用される一般的な守秘義務規程が適用されているのみである。また、微生物株

保存機関（カルチャーコレクション）の併設はないことから、特許微生物寄託業務とその

他の微生物株保存業務との人材の兼任及び機材の共用はない。 

寄託された微生物は、研究所内の独立した建物に保管されており、施設の入出について

は鍵カードを利用してセキュリティ対策を施している。また、特許微生物寄託業務用 IT

システムは外部と隔離されており（スタンドアローン）、データ変更履歴も自動で記録され

る。さらに、別 HD へのバックアップ対策等も実施している。 

 

（２） 安全性の確保について 

 

バイオセーフティレベル（BSL）分類規程を有し、寄託される微生物の名称等から病原性

の有無等をチェックしている28。 

寄託株のバックアップについては、同一建物内に保管しているが、更なる安全性の向上

のため、液体窒素タンクでのバックアップ保管の割合を増加させ、ドライアイスの備蓄量

や自家発電燃料調達量も増加させている。 

 

 

 

 

                         
28 寄託者に遺伝子の塩基配列や毒性の有無等の科学的根拠となる情報提供を義務づけ、センター内の 3 人でチェックし

ており、世界的に標準となっているデータベースや解析ソフトも用いている。 
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（３） 分譲・その他の業務について 

 

 寄託された微生物の試料を分譲する際には、分譲請求者に「分譲請求同意書」29を提出

させており、微生物の目的外使用を禁止している。 

一方、寄託された微生物の分類を同定するサービスは実施しておらず、手数料に関する

減免措置も実施していない。また、手続き言語は日本語のみであり、原則、外国語での受

付は行っていない30。 

 

３． 独立行政法人製品評価技術基盤機構 特許微生物寄託センター（NPMD） 

 

（１） 秘密保持について 

 

職員は、正規職員 6 名と、試験や保管方法、外部からの問い合わせに対する助言を得る

ためのテクニカルアドバイザー5 名である。正規職員 6 名は専業であったが、政策評価・

独立行政法人評価委員会（平成 22 年 11 月答申）の「施設・設備の共用及び人員の業務兼

務を推進するものとする」との指摘を踏まえ、平成 23 年 10 月から業務兼務の措置を施し

ている。 

正規職員については、就業規則で守秘義務を規定し、寄託センターの業務マニュアルに

基づいて業務を行っているが、特許微生物寄託業務に特化した守秘義務は課されておらず、

機構全体に適用される一般的な守秘義務規程が適用されているのみである。なお、定期的

な職員研修は実施していない。 

NPMD と同一の建物内に、微生物株保存機関(NBRC：NITE Biological Resource Center)

が併設されてはいるが、NPMD とは執務室や実験室が部屋単位で分離しており、機材の共用

はない31。また、施設の入出はパスワード・ID カードにより管理することで独立性を確保

している。さらに、特許微生物寄託業務用 IT システムは、外部と隔離された（スタンドア

ローン）システムを使用している。 

 

（２） 安全性の確保について 

 

バイオセーフティレベル（BSL）分類規程を有し、寄託された際、寄託者の提出書面をチ

ェックした上で不明な点があれば寄託者に問い合わせ、菌の安全性について確認している。 

寄託株のバックアップについては、同機関内の別の場所に保管しているほか、サンプル

                         
29 http://unit.aist.go.jp/pod/ci/procedures/form/domestic_file/loi_furnishing.pdf［ 終アクセス日：2012 年 2

月 6 日］ 
30 なお、分譲請求に関しては英語での受付を行っている。 
31 4℃の保管室のみスペースを共有しているが、液体窒素タンク、超低温槽（ディープフリーザ）は NPMD が占有してい

る。 

http://unit.aist.go.jp/pod/ci/procedures/form/domestic_file/loi_furnishing.pdf
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の一部を地理的に離れた場所にも保管している。 

 

（３） 分譲・その他の業務について 

 

 寄託された微生物の試料を分譲する際には、分譲請求者に「微生物の使用に関する承諾

書」32を提出させており、微生物の目的外使用を禁止している。 

一方、寄託された微生物の分類を同定するサービスは実施しておらず、手数料に関する

減免措置も実施していない。また、手続き言語は日本語のみであり、原則、外国語での受

付は行っていない33。 

 

４． 平成 24 年度以降の体制 

 

 経済産業省は、平成 22 年 4 月に発表した「経済産業省所管独立行政法人の改革について」

34において、独立行政法人・公益法人の見直しの「基本」と「3 原則」に基づいて改革を行

うこととし、IPOD 及び NPMD については、「利用者への影響を精査しつつ、業務コストの徹

底した見直しをはじめ、抜本的な業務の見直しを行う。また、併せて、産業活動の基盤と

して維持するためのコスト負担の在り方について検討する」こととした。 

また、同年 12 月には、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成 22 年 12

月 7 日閣議決定）」35において、「産業技術総合研究所の特許生物寄託センターと製品評価

技術基盤機構の特許微生物寄託センターを統合することとし、平成 23 年度以降、順次、必

要な措置を講ずる」と決定された。 

 これらを受け、経済産業省、製品評価技術基盤機構及び産業技術総合研究所は、平成 23

年 11 月に、IPOD における特許微生物寄託業務を製品評価技術基盤機構が平成 24 年 4 月に

承継し、特許微生物寄託業務の一元化を図ることを同時発表した36ところである。 

                         
32 http://www.nbrc.nite.go.jp/npmd/forms_P/form_P13_1.pdf［ 終アクセス日：2012 年 2 月 6 日］ 
33 なお、分譲請求に関しては英語での受付を行っている。 
34 http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/100419b01j.pdf［ 終アクセス日：2012 年 2 月 6 日］ 
35 http://www.cao.go.jp/sasshin/101207_khoshin.pdf［ 終アクセス日：2012 年 2 月 6 日］ 
36 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/pdf/tokkyo27_2-1/sankou.pdf［ 終アクセス日：2012 年 2 月

6 日］（資料 11 参照） 

http://www.nbrc.nite.go.jp/npmd/forms_P/form_P13_1.pdf
http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/100419b01j.pdf
http://www.cao.go.jp/sasshin/101207_khoshin.pdf
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/pdf/tokkyo27_2-1/sankou.pdf
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Ⅳ． 国内の微生物株保存機関(カルチャーコレクション)の運用状況 

 

１． 調査の概要 

 

（１） 調査方法  

 

微生物株の保存及び分譲等の特許微生物寄託機関と類似業務を行っている国内の微生物

株保存機関に対して、守秘義務と業務の効率化をはじめとした業務の運用実態に関するア

ンケート調査を実施するとともに、一部の機関については訪問又は電話によるヒアリング

調査も実施した。 

 

（ⅰ） 調査対象 

 

我が国において微生物株保存業務を行っている 22 機関(日本微生物資源学会(JSCC)37所

属機関のうち、IPOD を除く全機関)に対して、JSCC 事務局の協力のもと、アンケート調査

票38を送付した。 

 

（ⅱ） 調査実施期間 

 

2011 年 8 月上旬～12 月上旬 

 (アンケート実施期間:2011 年 8 月 1 日～9 月 2 日) 

 

（ⅲ） アンケート回収状況 

 

 国内アンケート調査票を送付した上記の調査対象 22 機関のうち、以下の図表に示す 15

機関から回答があった(回収率 68%)。 

 

 

 

 

 

 

 

                         
37 http://www.jscc-home.jp/list_of_jscc_member_collection.html［ 終アクセス日：2012 年 2 月 6 日］ 
38 資料 12 参照 

http://www.jscc-home.jp/list_of_jscc_member_collection.html
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図表Ⅳ-1 アンケート調査の回答機関一覧 

No. 機関名 

1 北海道大学大学院農学研究院応用生命科学部門菌株保存室 

2 東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命工学専攻 

3 広島大学大学院先端物質科学研究科分子生命機能学専攻微生物遺伝資源保存室 

4 千葉大学真菌医学研究センター 

5 東京大学医科学研究所感染症国際研究センター病原微生物資源室 

6 群馬大学医学部薬剤耐性菌実験施設 

7 石巻専修大学理工学部基礎理学科 

8 独立行政法人理化学研究所バイオリソースセンター微生物材料開発室 

9 独立行政法人製品評価技術基盤機構バイオテクノロジーセンター生物資源課 

10 独立行政法人農業生物資源研究所ジーンバンク 

11 大学共同利用機関法人情報･システム研究機構国立遺伝学研究所系統生物研究センター

原核生物遺伝研究室 

12 東京農業大学応用生物科学部菌株保存室 

13 大阪大学大学院工学研究科生命先端工学専攻 

14 独立行政法人酒類総合研究所微生物研究室 

15 大阪大学微生物病研究所感染症国際研究センター病原微生物資源室 

 

（ⅳ） 国内ヒアリング調査 

 

 国内アンケート調査で回答があったすべての機関に対して、追加のヒアリング調査を依

頼した結果、訪問ヒアリング調査に応じた 8 機関と、電話ヒアリングに応じた 1 機関につ

いて、ヒアリング調査を実施した。調査を実施した計 9 機関の組織形態の内訳を下記図表

に示す。 

 

図表Ⅳ-2 国内ヒアリング調査実施機関の内訳 

大学 研究機関 行政機関 

5 3 1 

 

（２） 調査内容 

 

 機関の概要、秘密保持、安全性の確保、分譲・その他の業務について、下記の項目を中

心に調査を実施した。 
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  (ⅰ) 保管している微生物種、保管株数及び保管方法 

  (ⅱ) 守秘義務に関する規則及びその運用状況 

  (ⅲ) 他部署との人員（専任・兼任）、設備等の共用状況 

  (ⅳ) 受託する微生物に関する規則及び管理体制 

  (ⅴ) 分譲・その他の業務の運用状況 

 

２． 調査結果 

 

（１） 機関の概要について 

 

（ⅰ） 組織の形態と規模 

 

 調査を実施した機関は、大学（10 機関）、研究機関（4 機関）及び行政機関（1 機関）に

大別される。大学は 2 機関（私立）を除き国立大学法人、研究機関は 1 機関（大学共同利

用機関法人）を除き独立行政法人であった。 

また、保存株数の規模が大きく（8 機関において 1 万株程度又はそれ以上）、保存種につ

いても半数近くの機関において「病原体」、「遺伝子組み換え生物」、「継代培養法にて保存

している株」のいずれも取り扱っているとのことであった。また、15 機関のうち、公開し

ない微生物株を扱っている機関が 8機関あり、保存期間のすべてにわたって公開しない微

生物株を扱っている機関も 6 機関あった。 

なお、微生物株保存業務の予算（運営費交付金等の予算措置）については調査を実施し

ていないが、文部科学省のナショナルバイオリソースプロジェクト(NBRP)39に参画し、資

金援助を受けている大学が多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
39 http://www.nbrp.jp/［ 終アクセス日：2012 年 2 月 6 日］ 

Q1 貴所の開設時期をご記入ください。 

1950 年以前         5 機関 

1951 年～2000 年       6 機関 

2001 年～現在         2 機関 

（参考）IPOD：1966 年、NPMD：2004 年 

http://www.nbrp.jp/
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（ⅱ） 移送経験 

 

機関自体の転居等の理由で他地域の支所等への菌株の移送経験があるのは 4 機関であっ

た。なお、当時の担当者が存在せず、秘密保持や安全性の観点から特別の措置を施したか

どうかは不明とのことである。 

 

 

 

 

（２） 秘密保持について 

 

（ⅰ） 守秘義務規程及び研修 

 

非公開の微生物を保管するなど、秘密保持の徹底が求められる微生物株保存機関も存在

するが、調査を実施した機関の中に微生物関連業務に特化した守秘義務規程やマニュアル

を作成している機関はなく、「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職

を退いた後も同様とする」といった国立大学法人法第 18 条等に準拠した一般的な守秘義務

を課しているのみであった40。理由としては、業務量が少ない、少数の熟練した者のみが

業務に関与している、条約等法令上の義務がない等の観点から、整備の必要性に乏しいと

のことであった。 

                         
40 守秘義務関連規程の例については、資料 13 参照。 

Q5-1 貴所において、機関の移転等に伴う微生物の大規模な移動の経験はありますか。

はい                   4 機関 

Q2 貴所における保存種を次の中からすべてお選びください。 

病原体          7 機関 

遺伝子組み換え生物        8 機関 

継代培養法にて保存している株     8 機関 

その他のもの         5 機関 

（参考）IPOD 及び NPMD は病原体を扱っていない、又 NPMD は継体培養を行っていない。

 

Q3 貴所において現在保存している全株数をご記入ください。 

1 ～1 千株         2 機関 

1 千～1 万株         5 機関 

1 万～2 万株         2 機関 

2 万以上株         6 機関 

（参考）IPOD：13,125 株、NPMD：848 株 
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職員研修については 4 機関が実施しているが、機関に共通な一般的な規程の周知に留ま

り、微生物関連業務に特化したものはないとのことであった。 

 

 

 

  

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ） 微生物の保管、分離方法 

 

微生物を保管する建物を他の業務と別の建物としているのは 3 機関のみであった。なお、

これら 3 機関に保存株数等の規模的な共通点は見出せなかった。 

同じ建物内で保管している場合であっても、別の部屋又は別の保管用設備（冷蔵庫等）

を使用することで他の業務と分離している機関は 10 機関あり、多くの機関で微生物株保存

業務の一定の独立性が図られている。 

Q6-1 貴所において、論文発表までの期間等の一定期間、微生物株を公開せずに保存す

る業務は行っていますか。 

行っている         8 機関 

行っていない         7 機関 

Q6-2 貴所において、全保存期間にわたって、微生物株を公開せずに保存する業務は行

っていますか。 

行っている          6 機関 

行っていない         9 機関 

Q7-1 貴所において、守秘義務に関する規程（貴所以外の機関の職員に課せられている

場合や就業規則に規定されている場合も含みます。）をお持ちですか。 

ある        15 機関 

ない           0 機関 

Q7-2 貴所における守秘義務に関する規程はどのレベルで作成されたものですか。 

機関の就業規則に規定されている    12 機関 

就業規則とは別に、守秘義務に関する一般的な規程がある  2 機関 

貴所(保存機関)の職員のみに適用される独自の規程がある  1 機関 

Q8-1 貴所において、守秘義務の内容を説明したり、守秘義務を履行するためのマニュ

アル類を作成したりしていますか。 

作成している               0 機関 

Q9  貴所において、守秘義務の内容を説明したり、履行するための職員研修を行った

りしていますか。 

行っている        4 機関 

行っていない       11 機関 
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（ⅲ） 微生物株保存業務と他業務との兼任及び専任 

 

職員については、(a)専任職員のみが業務を行っている機関（2 機関）、(b)専任と兼任の

職員を配置している機関（6 機関）、(c)全員が兼任の機関（7 機関)に大別され、兼任職員

の業務時間は区切られていないとのことであった。微生物株の保存業務量が比較的少ない

機関では、常勤の兼任者が必要に応じて対処している場合が多く、業務量が比較的多い機

関では、非常勤として専任の職員を雇用して対処している場合が多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅳ） 微生物株保存業務用 IT システム 

 

微生物株保存業務用にスタンドアローンの IT システム、独自のデータベース（DB）を使

用している機関は 13 機関であったが、秘密保持の観点から別管理しているのは 1 機関のみ

であり、他の機関ではむしろ少人数のアクセス者による利便性を考慮して、スタンドアロ

ーンのシステムを採用しているとのことであった。なお、組織全体のシステム（DB）で一

体管理している機関は、2 機関のみであった。 

Q10-1 貴所において、微生物等を保管する建物と他の業務（病院、大学、研究機関等）

を行う建物との関係はどうなっていますか。 

別の建物        3 機関 

同じ建物       12 機関 

Q10-2 微生物の保管は、どのように行っていますか。 

独自の部屋で保管       3 機関 

独自の設備（冷蔵庫等）で保管     7 機関 

独自の保管容器で保管       2 機関 

Q11-1 貴所において、微生物株保存業務に従事する職員は専任ですか。または、他の業

務（病院、大学、研究機関等）との兼任ですか。 

全員が専任        2 機関 

全員が他の業務と兼任       7 機関 

専任の者と兼任の者がいる          6 機関 

Q11-2 貴所において、兼任の者は、微生物株保存業務と他の業務（病院、大学、研究機

関等）とをどのように区別していますか。 

時間を区切っている       0 機関 

時間を区切っていない       13 機関 
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（３） 安全性の確保について 

 

（ⅰ） BSL 分類の運用とリスク管理 

 

BSL 分類規程を有していない機関は 4 機関あったが、これらは病原菌等を扱っていない

機関である。 

リスクごとの管理方法としては、BSL ごとに異なる保管方法を採用しているほか、細か

い管理をするよりまとめて高い安全レベルで管理するとの回答があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ） バックアップ 

 

微生物のバックアップ(予備保存)を実施している機関は 13 機関であった。そのうち地理

的に離れた別の場所で保存している機関は 5 機関であり、その他の機関は同じ部屋あるい

は同じ敷地内の別施設で保存しているとのことであった。高 BSL 微生物については、バッ

クアップとして移送する場合、通過する自治体ごとに許可を取得しなければならないとい

う規制も 1 つの障壁になっているとの回答があった。 

なお、今後、文部科学省が同様な微生物施設と相互に株の交換をする事業を開始するこ

とから、その事業により株をお互いに交換し、実質的にバックアップ機能を果たすことを

期待する回答もあった。 

 

 

 

Q12  貴所において、微生物等の保存・分譲情報の DB は、機関が有する他の DB と一体

に運用していますか、それとも別に運用していますか。 

機関が有する DB とは別に運用している    13 機関 

機関の有する DB と一体に運用している    2 機関 

Q13  貴所において、微生物の BSL 分類を定めた規程をお持ちですか。お持ちの場合、

BSL 分類に関する規程は何に準拠して（例えば、国立感染症研究所病原体等安全

管理規程、独立行政法人産業技術総合研究所特許生物寄託センター安全度レベル

分類表等）定めていますか。 

持っている       11 機関 

持っていない          4 機関 
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（４） 分譲・その他の業務について 

 

（ⅰ） 分譲業務の有無 

 

外部からの微生物等の保存業務（収集業務）及び外部への分譲業務を実施している機関

は 10 機関であり、外部への分譲業務のみを実施している機関は 4 機関であった（1 機関は

いずれの業務も実施せず）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ） 分類同定サービス 

 

微生物の分類同定サービスを実施している機関は、疾病と関連する 2 機関のみであった。

分類同定サービスは経費がかかることが難点とのことであるが、病原株を扱う 1 機関では、

株の収集目的で分類同定サービスを実施しているとのことであった。 

 

 

 

 

 

Q15-1 貴所においては、保存している微生物等について予備保存（バックアップ）を有

していますか。 

はい         13 機関 

いいえ         2 機関 

Q15-2 貴所における予備保存（バックアップ）の具体的な手法をご記入ください。 

別の場所        5 機関 

異なるフリーザー等       7 機関 

他の保存機関に寄託          1 機関 

Q16  貴所においては、外部機関からの微生物等の保存業務又は外部機関への分譲業務

を行っていますか。 

収集業務及び分譲業務ともに行っている    10 機関 

収集業務は行っている        0 機関 

分譲業務は行っている         4 機関 

いずれの業務も行っていない      1 機関 

Q17  貴所において、微生物等の分類同定サービスは行っていますか。 

はい          2 機関 

いいえ        13 機関 
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（ⅲ） 手数料の減免措置 

 

手数料の減免措置を導入しているのは約半数であり、大学の業務ミッションとも関連し

て無料で行っている例がほとんどであった。なお、文部科学省からの有料化の指導もあり、

一部の機関において、有料にする予定ありとのことであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅳ） 外国語の受付 

 

外国語での申請を受け付けている機関は 10 機関であったが、要請に応じて適宜対応して

おり、取扱い言語や様式を含め、明確な規程等を設けている機関はなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

（５） その他 

 

 その他の意見として、微生物を使用した発明は、その技術の本質に関わる微生物が失わ

れてしまうと技術が再現できなくなるため、科学技術の発展には特許微生物寄託制度が重

要である旨の意見があった（1 機関のみ）。 

 

３． 小括 

 

 国内の微生物株保存機関を対象としたアンケート及びヒアリング調査結果を小括すると

以下のとおりである。 

 

 

Q18  貴所において、微生物等の保存又は分譲の申請手数料等について、中小企業及び

大学等、資力に乏しい者に対する減免措置を設けていますか。 

設けている        7 機関 

検討中である        1 機関 

設ける予定はない       7 機関 

Q19  貴所において、英語等、日本語以外の言語による微生物等の保存又は分譲申請を

受けつけていますか。 

受けつけている      10 機関 

受けつける予定はない        4 機関 

回答なし        1 機関 
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（１） 秘密保持について 

 

微生物株保存機関は、特許微生物寄託機関とは異なり、条約・国内法令等に基づく強制

力を伴う守秘義務は課されていない。このため、統一的な内容やレベルの守秘義務規程や

マニュアルは見いだせず、大学や独立行政法人等の親機関の一般的な規程をそのまま適用

しているのが実態である。 

しかしながら、微生物株保存機関においても、外部に対して非公開の菌株を扱う業務が

存在することから、微生物の保管設備や業務用 IT システムといった物理的ないしは機械的

なリソースについては、秘密保持の観点から一定の措置が取られている。他方、業務の専

任・兼任といった人的リソースについては、人員を効率的に配置する観点から、業務量に

依存して切り分けられている。 

 

（２） 安全性の確保について 

 

 微生物株保存機関は、微生物の収集、保存、及び提供が主業務であるから、ほとんどの

機関がバックアップの体制を整備している。しかしながら、コスト面や輸送時の規制等か

らみて、地理的に離れた別の場所でのバックアップには負担が伴う場合もあるし、規模的

にみて別の場所に保存することが非効率な場合もある。 

この点について、複数の機関が共同でバックアップ体制を構築し、相互に株を交換しあ

うことで実質的なバックアップ機能を果たす事例も報告されており、目的と効率性のバラ

ンスを考慮した解決策として参考になると考えられる。 

 

（３） 分譲・その他の業務について 

 

微生物株保存機関は、特許微生物寄託機関とは異なり、条約・国内法令等に基づく分譲

要件は課されていない。このため、病原性等の安全性の問題がある場合や保存者が希望す

る場合以外は、特に目的制限なく分譲されている。 

また、手数料の減免措置や外国語での申請受付等についても一定の配慮がなされている。 
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Ⅴ． 海外の特許微生物寄託機関の運用状況 

 

１． 調査の概要 

 

（１） 調査方法 

 

 海外の特許微生物寄託機関の業務運用の実態を調査すべく、主要な国際寄託当局（IDA）

を訪問し、海外ヒアリング質問票に基づきヒアリング調査を実施した。また、一部の国際

寄託当局については電話ヒアリングを実施した。 

 

（ⅰ） 調査対象 

 

2001 年～2010 年における微生物寄託の累積件数、地域的バランス、過去の調査研究での

協力状況、さらには調査出張の効率等を考慮し、以下の 11 の国際寄託当局を選択し、ヒア

リングを依頼した。 

 

（アジア） ①CCTCC  （中国・武漢） 

②CGMCC  （中国・北京） 

③KCCM   （韓国・ソウル） 

④KCLRF  （韓国・ソウル） 

⑤KCTC   （韓国・大田） 

（欧州） ⑥CNCM   （仏国・パリ） 

  ⑦DSMZ   （独国・ブラウンシュヴァイク） 

⑧NCIMB  （英国・アバディーン） 

⑨NCTC   （英国・ロンドン） 

（米国）   ⑩ATCC   （米国・バージニア） 

⑪NRRL   （米国・イリノイ） 

 

上記国際寄託当局の基本情報及び寄託株数の推移41を、それぞれ図表Ⅴ-1 及びⅤ-2 に示

す（参考までに、全国際寄託当局の寄託・分譲株数及び手数料を、それぞれ資料 14 及び

15 に示す）。 

                         
41 Statistics on Microorganisms http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/micros/［ 終アクセス日：2012 年 2

月 6 日］ 

http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/micros/
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図表Ⅴ-1 調査対象国際寄託当局の基本情報 

機関名 
所在

国 
所在地 

IDA 地位 

取得日 
CC 併設 

全寄託

株数 

全分譲 

株数 
料金（原寄託）※ 

①CCTCC 

China Center for 

Type Culture 

Collection 

中国 College of Life Sciences 

Wuhan University 

Wuhan 430072 

1995.7.1 有り 3,502 66 微生物 500USD

   （39,000 円）

動 物 700USD

     （54,600 円）

②CGMCC 

The China General 

Microbiological 

Culture Collection 

Center 

中国 Institute of Microbiology 

Chinese Academy of Sciences 

No. 1 West Beichen Road 

Chaoyang District 

Beijing 100 101 

1995.7.1 有り 4,584 123 微生物 800USD

（62,400 円）

動 物 800USD

 （62,400 円）

③KCCM 

Korean Culture 

Center of 

Microorganisms 

韓国 361-221, Yurim B/D 

Honje 1, Sudaemun 

Seoul 120-091 

1990.6.30 有り 1,158 87 微生物 700,000KRW

（48,300 円）

④KCLRF 

Korean Cell Line 

Research Foundation 

韓国 Cancer Research Institute 

Seoul National University 

College of Medicine 

28 Yungon-dong, Chongno-gu 

Seoul 110-799 

1993.8.31 有り 253 130 動 物 700,000KRW

（48,300 円）

⑤KCTC 

Korean Collection 

for Type Cultures 

韓国 52, Oun-dong 

Yusong-Ku  

Taejon 305-333 

1990.6.30 有り 2,880 169 微生物 700,000KRW

   （48,300 円）

動 物 700,000KRW

   （48,300 円）

⑥CNCM 

Collection 

Nationale de 

Cultures de 

Microorganismes 

仏国 Institut Pasteur 

28, rue du Docteur Roux 

75724 PARIS Cedex 15 

1984.8.31 なし: （ただし、

IDA が属する親

機関内に CC を

併設） 

3,846 532 微生物 609.80EUR

  （62,809 円）

動 物 1086.96EUR

 （111,901 円）

※要価格相談有り

⑦DSMZ42 

Deutsche Sammlung 

von Mikroorganismen 

und Zellkulturen 

GmbH 

独国 Inhoffenstr. 7B 

38124 Braunschweig 

1981.10.1 有り 6,925 837 微生物 750EUR

（77,250 円）

動物 1,350EUR

（139,050 円）

⑧NCIMB 

National 

Collections of 

Industrial, Food 

and Marine Bacteria 

英国 NCIMB Ltd. 

Ferguson Building 

Craibstone Estate 

Bucksburn, Aberdeen AB21 9YA 

1982.3.31 有り 2,202 130 微生物  650GBP

   （79,950 円）

⑨NCTC 

National Collection 

of Type Cultures 

英国 Health Protection Agency 

Centre for Infections 

61 Colindale Avenue 

London NW9 5EQ 

1982.8.31 有り 142 1 微生物 450GBP

   （55,350 円）

⑩ATCC 

American Type 

Culture Collection 

米国 10801 University Boulevard 

Manassas, Virginia 20110-2209

1981.1.31 有り 27,175 7,947 微生物 2,500USD

  （195,000 円）

動 物 2,500USD

  （195,000 円）

⑪NRRL 

Agricultural 

Research Service 

Culture Collection 

米国 1815 North University Street 

Peoria, Illinois 61604 

1981.1.31 有り 3,239 3,548 微生物 500USD

   （39,000 円）

 

                         
42 2011 年 10 月 31 日より、「Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH」

に名称変更された。 

※換算レート：1USD＝78 円、1KRW＝0.069 円、1EUR＝103 円、1GBP＝123 円として計算
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図表Ⅴ-2 調査対象国際寄託当局の寄託株数の推移（国内 IDA も併記） 

 

 

このうち、訪問ヒアリングが実施できたのは、①CCTCC（中国）、②CGMCC（中国）、⑤KCTC

（韓国）、⑥CNCM（仏国）、⑦DSMZ（独国）、⑧NCIMB（英国）、⑨NCTC（英国）、⑩ATCC（米

国）の 8 機関であり、③KCCM については電話ヒアリングを実施した。 

   

図表Ⅴ-3 海外ヒアリング調査対象者の国別の内訳 

米国 欧州 中国 韓国 

1 4 2 2 

 

（ⅱ） 調査実施期間 

 

2011 年 10 月中旬～2012 年 1 月中旬 

 

（２） 調査内容 

 

 機関の概要、秘密保持、安全性の確保、分譲・その他の業務について、下記の項目を中

心に調査を実施した。なお、具体的な質問票は、質問する機関ごとに一部異なる43（資料

                         
43 例えば、政府機関／非政府機関等の組織形態の確認や、寄託株数の増減の理由を問う質問等は、機関により異なる。 
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16 に質問票の一例を示す）。 

  (ⅰ) 保管している微生物種、保管株数及び保管方法 

  (ⅱ) 守秘義務に関する規則及びその運用状況 

  (ⅲ) 他部署との人員（専任・兼任）、設備等の共用状況 

  (ⅳ) 受託する微生物に関する規則及び管理体制 

  (ⅴ) 分譲・その他の業務の運用状況 

 

２． 調査結果 

 

 ヒアリング調査結果の概要は以下のとおりである。 

 

（１） 機関の概要について 

 

（ⅰ） 組織の形態 

 

ヒアリングを実施した 9 機関は、政府の内部機関が 4 機関（うち、大学が 1 機関）、非政

府機関が 5 機関であった。また、国際寄託当局の組織形態としては、(a)国際寄託当局とカ

ルチャーコレクションからなる機関（主業務はカルチャーコレクションや研究、8 機関）

と、(b)親機関（研究機関）が存在し、親機関にカルチャーコレクションや他の業務を行う

機関を併設している機関（1 機関）とに大別される。 

 

（ⅱ） 予算 

 

回答が得られた機関の中で、国際寄託当局として（特許微生物寄託業務として）独立し

た予算を有しているのは 2 機関であった。また、非政府機関のうち 3 機関は政府からの補

助金44を受けているが、このうち 1 機関は、国際寄託当局業務自体は手数料収入で運営し

ているとのことであった45。 

寄託・分譲手数料の設定にあたって、特許庁等の政府機関の関与（決定又は承認）があ

るのは 3 機関であったが、必ずしも補助金を受けているかどうかには関係しないようであ

る。他の機関は、諸外国の国際寄託当局の手数料等を参考に独自に設定しているとのこと

であった。 

分譲送料については、分譲請求者の負担としているのが 7 機関であり、国際寄託当局の

                         
44 科学技術や研究開発を担当している省庁、地方自治体からの補助金など様々な形態であった。 
45 なお、手数料収入で具体的にどのような費用がまかなわれているかは明確ではなく（建物維持管理費を含むのか等）、

保存する微生物種によっても管理費用には大きなバラツキがあるため、手数料の考え方についてはあくまで参考情報に

留めるべきと考えられる。 
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負担としているのが 2 機関46であった。 

 

（ⅲ） 移送経験 

 

多くの国際寄託当局において、移転や合併、バックアップ等のための微生物株の移送経

験があり、移送時には職員が同行したり、特殊な運送会社を利用したりするなどの対応を

図っているとのことであった。また、BSL3 については、特別な保存容器を使用して移送し

ている機関もあった。 

 

（２） 秘密保持について 

 

（ⅰ） 守秘義務規程及び研修 

 

特許微生物寄託業務に特化した守秘義務規程等を有している機関は 3 機関のみ（うち 1

機関では秘密保持を担保するための行動マニュアルも策定）であり、他の機関では、カル

チャーコレクション又は親機関と共通する一般的な守秘義務規程を適用しているとのこと

であった（守秘義務規程の例と上記行動マニュアルの例を資料 17 に示す）。当該規程や契

約、マニュアル等は定期的又は不定期的に改訂されており、法律の専門家が毎年チェック

している機関も 1 機関あった。 

また、すべての機関で何らかの職員研修を実施しているが、内容・形態は様々であった。 

 

（ⅱ） 特許微生物と他の微生物との保管、分離方法 

 

 多くの機関が同じ建物内でそれぞれの微生物を保管しており、別の建物で保管している

のは 2 機関であった。同じ建物内で保管している場合であっても、別の部屋又は別の保管

用設備（冷蔵庫等）を使用することで両者は分離されており、鍵も別に管理されていると

のことであった。両者を同じ冷蔵庫等で保管しつつ寄託株ごとに割り振った番号で少数の

管理者が管理している機関も 1 機関あった。 

 

（ⅲ） 特許微生物寄託業務と他業務の兼任及び専任 

 

職員については、(a)専任職員のみで運営している機関（1機関）、(b)微生物の種類等に

応じて専門家が業務をサポート（＝兼任職員を配置）する機関（5 機関）、(c)全員が兼任

                         
46 うち 1 機関については、外国への分譲送料は寄託者負担としているとのことであった。 
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の機関(3 機関)、に大別される。兼任職員は必要時のみの対応で、業務時間は区切られて

いないとのことであった。 

また、雇用形態としては、常勤でパーマネント契約（終身）を採用している機関がほと

んどであった。 

 

（ⅳ） 特許微生物寄託業務用 IT システム 

 

特許微生物寄託業務用にスタンドアローンの IT システム、独自のデータベースを利用し

ている機関は 6 機関であり、他の機関では同じシステムを利用しつつパスワード等でアク

セス制限している機関、特許寄託に関するデータを紙資料でのみ保管している機関等様々

であった。 

 

（３） 安全性の確保について 

 

（ⅰ） BSL 分類の運用とリスク管理 

 

 国際機関や自国政府のガイドライン等に基づく BSL 分類を定め、レベルに応じて専門家

を配置している機関がほとんどであった。BSL1,2 については、いずれも BSL2 の設備を使

用し、取扱いを区別していない機関もあった。分類が不明な場合はできる限り高めの分類

で管理する機関や、DNA シークエンスを調べることによる分類特定を検討している機関も

あった。 

 

（ⅱ） 高 BSL 微生物の取扱い 

 

すべての機関で BSL1 を上回る高 BSL 微生物を受託しており、BSL3 まで受託する機関も 3

機関あった。分譲請求時には、請求者の目的や取扱い能力（設備、人材）、輸出入制限等の

規制や許認可への対応を国際寄託当局にて確認した上で送付の可否を決定し、送付時には

特殊な保存容器を使用するなど、特別な措置を採用している機関が多かった。 

 

（ⅲ） バックアップ 

 

 寄託株のバックアップはすべての機関で実施しており、同じ部屋・同じ敷地内の別施設

で保管している機関が5機関、物理的に離れた場所で保管している機関が4機関であった。 
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（４） 分譲・その他の業務について 

 

（ⅰ） 分譲行為に対する規制 

 

 すべての機関で分譲株の使用目的や行為に対する法規制が存在し、国際寄託当局と分譲

請求者との間で契約を締結する機関も 4 機関あった（分譲誓約書の例を資料 18 に示す）。

しかしながら、違反者に対する罰則等を伴う規制は確認できなかった。 

 

（ⅱ） 分類同定サービス 

 

国際寄託当局の通常業務として微生物の分類同定サービスを実施している機関はなかっ

たが、寄託者から要請があった場合や、カルチャーコレクションの業務として分類同定サ

ービスを実施している機関が 5 機関あった47。 

 

（ⅲ） 手数料の減免措置 

 

 実施しているのは 1 機関のみであり、小企業や大学に対して事案ごとに査定し、 大で

半額まで減免しているとのことであった。なお、ブダペスト条約の規定（第 6 条第 2 項（ⅳ））

により、手数料減免を行うことに疑義を呈する機関も 1 機関あった。 

 

（ⅳ） 外国語の受付 

 

公用語が英語以外（フランス語、ドイツ語、中国語、韓国語）の場合は、すべての機関

で英語での寄託等を受け付けているとのことであった。 

 

（ⅴ） 特許出願と微生物寄託の経験 

 

国際寄託当局が属する親機関（研究所）が出願した経験がある機関が 3 機関あり、うち

1 機関は自己の国際寄託当局に寄託したとのことであった（他の 2 機関は非公表）48。他の

6 機関においては、出願経験はないが、仮に寄託する場合は自己の国際寄託当局に行うと

回答した機関と、国内判例上、他の国際寄託当局にしなければならないと回答した機関が

あった。 

 

                         
47 DNA シークエンスを利用した分類同定サービスの導入を検討している機関も 1 機関あった。 
48 共同研究先が特許出願した際に、当該 IDA に寄託した機関も 1 機関あった。 
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（５） その他 

 

（ⅰ） 他の国際寄託当局との合併49 

 

吸収合併経験があるのは 1 機関のみであり、吸収した機関が国内寄託として受託してい

て国際寄託に移管されていない菌株が一定数残っているとのことであった。なお、当該国

において、国内寄託を国際寄託へ移管した場合の寄託日は国内寄託日とのことであった。 

また、破綻した機関の菌株を受け入れた機関が 1 機関あったが、この場合は吸収合併で

はなく、寄託者は再度料金納付の上、寄託をし直したとのことであった。 

 

（ⅱ） 寄託株数の増減傾向の理由 

 

（増加理由について） 

バイオ技術の進展、バイオ産業の活性化が背景として考えられるが、南米、インド、イ

スラエル等の新興国や国際寄託当局不在の国・地域からの寄託株数が増加していることも

一因として考えられるとのことであった。また、寄託可能な微生物種の増加や、知名度及

びサービス向上等の自助努力によるとする回答もあった。 

 

（減少理由について） 

DNA 解析技術の進歩による微生物寄託の必要性の低下や、M&A の影響により、例えば医薬

品関係の業界では親会社からの出願、寄託に集約化される傾向があることを挙げる回答が

あった。 

 

（ⅲ） 国内寄託制度の有無 

 

訪問した 6 か国のうち、いくつかの国には形式的に国内寄託制度が存在していたが、寄

託年数や料金などが国際寄託と変わらない等の理由により、現実にはあまり利用されてお

らず、両者を分けて考えていないとの回答が多かった。 

 

３． 小括 

 

 海外の特許微生物寄託機関（IDA）を対象としたヒアリング調査結果を小括すると以下の

とおりである。 

                         
49 一部機関のみに質問した。 
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（１） 秘密保持について 

 

 諸外国の主要な国際寄託当局の所属する機関は、特許微生物寄託業務とカルチャーコレ

クション業務を兼業している。これら機関の組織形態としては、(a)主に国際寄託当局とカ

ルチャーコレクションからなる機関、(b)親機関が存在し、親機関にカルチャーコレクショ

ンや他の業務を行う機関を併設している機関、に大別される。 

いずれの場合でも、特許微生物寄託業務独自の守秘義務規程を策定している機関は少な

く、カルチャーコレクション又は親機関と共通の守秘義務規程をもって、ブダペスト条約

及び規則で要求されている守秘義務要件を担保しているのが実態である。 

また、職員については、(a)特許微生物寄託業務を専任職員のみで運営している機関、（b）

専任職員が主体であるが、寄託される微生物の種類等に応じて専門家が業務をサポート（＝

兼任の職員を配置）する機関、(c)全員が兼任の機関、がある。しかしながら、(a)の形態

を採用している機関は少なく、多くの機関で微生物種や業務量などに応じて兼任職員を配

置しているのが実態である。 

 特許微生物寄託業務とカルチャーコレクション業務を兼業している機関では、特許微生

物とその他の微生物について、同じ建物内で保管している機関が多く、(a)それぞれ独自の

保管用設備（冷蔵庫、冷凍庫等）で管理している機関、(b)保管用設備は共用しつつ、独自

の保存容器等を用いて管理している機関、に大別される。また、IT システムについては、

(a)特許微生物寄託業務用にスタンドアローンの IT システム、独自の DB を利用している機

関、(b)他の業務と同じ IT システムを利用しつつパスワード等でアクセス制限している機

関に大別される。 

 

（２） 安全性の確保について 

 

 諸外国の主要な国際寄託当局は、国際機関や自国政府が定めたガイドライン等に基づい

て BSL 分類を定めている。この BSL 分類に応じ、必要な専門家を配置している機関が多い。

また、BSL１及び 2 の微生物を BSL2 用の設備を用いて管理することも行われている。さら

に、BSL2 以上の微生物を分譲する際は、分譲請求者が必要な設備を有しているか、必要な

許可をすべて取っているか等を考慮して送付の可否を決定し、送付の際には特殊な保存容

器を使用している場合が多い。 

 また、ヒアリングを実施したすべての国際寄託当局で寄託株のバックアップを実施して

おり、物理的に離れた場所に保管している機関と、同一敷地内や同一建物内に保管してい

る機関に大別される。 
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（３） 分譲・その他の業務について 

 

 諸外国においても、我が国同様、分譲株の使用目的や行為に対して法令や契約等で一定

の制限がかけられている場合が多いが、刑事罰を伴う規制は確認できなかった。民事的な

手段（特許権侵害訴訟を含む）により、違反した分譲請求者や関係当局を提訴することも

救済手段の 1 つであるとの回答もあったが、少なくとも今回ヒアリングを実施した国際寄

託当局においては、使用目的や行為に対する違反の問題が顕在化していない（又は把握し

ていない）様子がうかがえる。 

 制度利用者の利便性向上に関する取組として、手数料の減免措置を導入している国際寄

託当局はほとんどなかった（1 機関のみ）。一方、外国語での受付については、公用語が英

語以外の場合、すべての機関で英語での寄託等を受け付けているのが実態である。 
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図表Ⅴ-4 海外ヒアリングの結果一覧 

寄託機関 A B C D 

組
織
概
要 

Q1 
政府機関/ 

非政府機関 
非政府機関 非政府機関 

非政府機関 

（ただし、公共目的の研究を行

う機関であり、予算は政府、自

治体から支給） 

政府機関 

Q2 CC 業務 実施 

不実施 

（ただし、IDA が属す

る親機関内に CC を併

設） 

実施 実施 

Q3 年間予算 公表不可 約 3150 万円 

IDA         約 2600 万円  

組織全体    約 11 億円 

（IDA の予算は、純粋に特許寄

託業務に関係するもの（人件費

含む）。他の業務と兼用される

もの（光熱費や事務用品の費用

等）は含まず） 

公表不可 

（IDA として独立した

（特許寄託業務に特化し

た）予算はなし） 

Q4 収入源 公表不可 
手数料 50%          

補助金 50% 

        IDA    組織全体 

手数料  100%    47% 

補助金    0%    53% 

組織全体の売り上げは一旦自

治体に収められた後、補助金と

ともに再支給される形をとっ

ている。 

手数料 100% 

補助金  0% 

仮に手数料で年間の支出

をまかなえなかった場合

は、IDA が属する機関（政

府機関）から補填される。

Q5 

寄託・分譲

手数料の設

定権限 

IDA： 

ブダペスト条約の規

則で、各 IDA は料金を

自由に決められるは

ず。料金設計はだれに

もコントロールされ

ない。 

国の規程又は指導： 

現在の手数料は 15 年

前に設定されたもの。

他の IDA の手数料を参

考にして設定されたと

思われる。なお、現在

の手数料で赤字は生じ

ていない。 

IDA： 

他の IDA の手数料を参考にし

て設定。 

国の規程又は指導： 

手数料を変更する場合

は、特許庁に相談した上

で政府の承認を得る必要

あり。現在の手数料は低

めであるが、寄託数が少

ないので問題にはならな

い。特許寄託株が分譲請

求されることも少ない。

Q6 
分譲送料負

担 
分譲請求者 分譲請求者 分譲請求者 分譲請求者 

Q7 移転経験 あり なし あり あり 

Q8 移転の概要 

現在地に移転する際

に、特許寄託を含むす

べての寄託株を移送。

移送時には、コンテナ

を開けられないよう

にロックし、職員が付

き添った。特に問題は

発生していない。 

  

これまでに 2 度移転を経験。1

度目は特許寄託を含むすべて

の寄託株を移送。特殊な運送を

引き受けてくれる運送会社を

利用。2 度目は他の機関を吸収

した際に、引越をする研究者が

自らの車で段階的に運んだ。 

特許寄託を含むすべての

寄託株について、約 6 ヶ

月ごとにバックアップを

移送。移送時には、BSL1-2

用の保存容器と、BSL3 用

の保存容器は異なるもの

を使用。BSL3 を移送する

際には、政府の規制によ

り、運転手が特殊な資格

を有している必要があ

る。 
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E F G H I  

非政府機関 政府機関 政府機関 
政府機関 

（職員は非公務員） 
非政府機関 Q1

実施 実施 実施 実施 実施 Q2

公表不可 

（IDA として独立した（特許寄託

業務に特化した）予算はなし） 

公表不可 公表不可 公表不可 公表不可 Q3

公表不可 

ただし、組織全体の売上のうち、

特許寄託関係の手数料が占める

割合は 20-25%程度。また、当該

組織に対する政府補助金の割合

は 33%程度。 

手数料収入以外は

すべて政府からの

予算手当。 

手数料収入以外はほとん

ど政府からの予算手当で

あるが、民間からの委託

費も一部含まれる。 

公表不可。ただし、手

数料収入以外はすべて

政府からの予算手当。 

政府の予算手当

はない。 
Q4

IDA： 

他の IDA の手数料を参考にして

設定。1-2年ごとに見直しを検討。

なお、現在の手数料で赤字は生じ

ていない。 

IDA： 

WIPO の基準に基づ

き設定。 

IDA： 

世界中の IDA の料金を参

考に設定。 

国の規程又は指導： 

他の IDA、国内の寄託

機関（政府機関）と協

議をして特許庁に申

請。 

IDA： 

国内の IDA 間で

協議して決定。 

Q5

分譲請求者 分譲請求者 分譲請求者 IDA 

IDA 

ただし、外国へは

分譲請求者 

Q6

あり なし あり 
なし（敷地内での移転

のみ） 
公表不可 Q7

これまで 2 度移転を経験。ほとん

どの微生物はフリーズドライの

アンプルであり、距離も近かった

ことから、保管用のキャビネット

をそのままトラックに載せて運

んだ。また、液体窒素で保存して

いたものは、移送中に職員が付き

添った。 

  

約 8kｍの移動。都市部の

移動なので慎重に実施し

た。 

事故に備えて、敷地内

の異なるビルに移転し

たが、その際は特別な

容器等使用していな

い。 

  Q8
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秘
密
保
持
に
つ
い
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Q9 
特許微生物寄託業務に

特化した守秘義務規程 

なし： 

組織全体の一般的な守秘

義務規程のみ。 

あり： 

守秘義務規程を含

め、各種ルールを

定めたマニュアル

がある。 

なし： 

業務上得た情報は一切

外部に漏らしてはいけ

ないという一般的な守

秘義務規程があるのみ。 

なし： 

組織全体の一般的な守

秘義務規程のみ。 

Q10 規程の改訂 不定期 不定期 なし 定期 

Q11 改訂頻度 

毎年、弁護士が内容をチ

ェックし、必要なところ

を適宜変えている。従業

員との秘密保持契約は、

一年に一回更新。 

随時更新   少なくとも 3 年以内 

Q12 職員研修 

雇用時の初期研修は全員

受ける。その後は、年に

１回とまではいかない

が、必要に応じて実施。

内部職員が講師を務めて

いる。守秘義務に違反す

ると解雇になることなど

が教育される。 

従業者が互いの行

動を常に指摘しあ

うことで、ルール

がきちんと守られ

ているかを恒常的

に確認。 

必要に応じてマンツー

マンでの指導を実施。 

Confidentiality に関

しては、皆常識として

認識しているため、特

段研修等は実施してい

ない。組織全体全体の

行為規程に種々定めら

れており、互いにそれ

を認識しあっている。

Q13 
特許微生物とその他微

生物の保管 
同じ建物 

別の建物（IDA 自体

は CC業務を実施し

ておらず、特許微

生物のみを保管し

ている） 

同じ建物 同じ建物 

Q14 
特許微生物とその他微

生物の分離方法 

同じ部屋で別々の保管用

設備（冷蔵庫等）を使用。
  

①別々の部屋、②別々の

保管用設備(同じ部屋）、

③別々の保存容器（同じ

液体窒素のタンク内）、

いずれもあり。寄託株ご

とに番号を振って少数

の管理者が管理。 

同じ部屋で別々の保管

用設備（冷蔵庫等）を

使用（鍵は別々）。 

Q15 業務形態 

専任の職員と、必要に応

じて業務を行う兼任の職

員がいる。 

専任の職員のみ 

（3 名）。 

専任の職員（4 名）と、

微生物の種類に応じて

サポートする兼任の職

員がいる。 

職員は 4 名で、皆兼任

（特許寄託業務は非常

に少ない）。 

Q16 雇用形態 

専任の常勤職員は 5 人以

下。組織全体では 400 人

いて、専門技術に応じて

対応する兼任者が多数い

る。 

常勤（終身） 

専任、兼任ともに終身雇

用と長期契約の職員が

いる。 

常勤（終身） 

Q17 
兼任者による特許寄託

業務 

必要時のみの対応で、時

間を区切っていない。 
  

必要時のみの対応で、時

間を区切っていない。 

必要時のみの対応で、

時間を区切っていな

い。 

Q18 
特許微生物寄託業務用

の IT システム 

他の業務用と同じITシス

テムを使用しているが、

特許微生物寄託業務関連

の情報はパスワード等で

管理。 

特許微生物寄託業

務用のITシステム

は完全に独立。ネ

ット接続、USB メモ

リ等の使用は不

可。HDD も暗号化。

特許微生物寄託業務は

別の DB を使用。寄託株

ごとに番号を振って管

理しており、管理者のみ

アクセス可能。 

特許微生物寄託業務関

連のデータはすべて紙

資料で管理し、鍵をか

けて保管（CC 業務はコ

ンピュータで管理）。

寄託数が少ないので問

題ない。 
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なし： 

組織全体の一般的な守秘義務規

程のみ。業務上知りえたものはす

べて confidential と定めてい

る。 

なし： 

組織全体の一般的な

守秘義務規程のみ。

あり 

あり： 

IDA の仕事に従事する場合

（入社時等）は誓約書を作

成し、特許庁に提出する。 

公表不可 Q9 

不定期 不明 不明 不定期 公表不可 Q10

契約書の更新は数年に一度ある

かないか（昇進等により業務内容

や待遇等に変更があったときの

み）。守秘義務等の一般的な規程

はほとんど改訂されず。 

不明 不明 

誓約内容に変更があった

場合は特許庁に報告。職員

が辞めたら特許庁に報告

してリストから削除して

もらう。 

公表不可 Q11

採用時に上司が Induction を実

施。その際に守秘義務規程につい

ても説明。 

不明 不明 

不定期に実施。年に 1 回は

守秘義務の確認を互いに

行う。特許庁から職員が来

て守秘義務について注意

をする場合もある。 

公表不可 Q12

同じ建物 不明 別の建物 同じ建物 公表不可 Q13

フリーズドライ用の部屋と液体

窒素用の部屋があり、それぞれの

部屋で別々の保管用設備を使用

（鍵は別々）。 

不明   

同じ部屋で別々の保管用

設備（冷蔵庫）を使用。特

許微生物用の冷蔵庫の鍵

は所属長と担当者のみが

開けられる。 

公表不可 Q14

全職員 20 名中、特許微生物寄託

業務従事者は 3-4 人で皆兼任。 

センター長と副セン

ター長は兼任、事務

及び研究員は専任（4

名）。 

専任の職員 3 名（うち

事務が 1 名）と、微生

物の種類に応じて兼任

職員がサポート。 

専任の職員と兼任の職員

がいる。業務量が少ない受

精卵・種子などの特定微生

物については、兼任が現実

的。 

職員は 2 名で、皆

兼任。 
Q15

常勤（終身） 常勤（終身） 常勤（終身） 常勤（終身） 常勤（終身） Q16

必要時のみの対応で、時間を区切

っていない。特許微生物寄託業務

が発生したときはそちらを優先。

必要時のみの対応

で、時間を区切って

いない。 

必要時のみの対応で、

時間を区切っていな

い。 

必要時のみの対応で、時間

を区切っていない。 

必要時のみの対応

で、時間を区切っ

ていない。 

Q17

全体のシステムは同じものを使

用しているが、特許微生物寄託業

務は別の DB を使用。 

不明 
特許微生物寄託業務は

別の DB を使用。 

特許微生物寄託業務用の

独立したシステムを使用。

少数の管理者のみアクセ

ス可能。 

特許微生物寄託業

務は独立した ITシ

ステム。 

Q18
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安
全
性
の
確
保
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い
て 

Q19 
BSL 分

類 
あり あり あり あり 

Q20 

BSL 分

類の根

拠とな

る基準

等 

基本は政府のガイドラインに基づいて

分類。現実の運用としては、感染ルー

トなどの特徴も考慮して、できる限り

高めの分類で管理。例えば、空気感染

するものやエイズはBSL3と同じ扱いを

している。 

提出物のリスク評価は、提出者の申告

しだい。疑いがあるときは高いレベル

で管理し、寄託者に問い合わせること

もある。 

原則として寄託者の申

告した BSL に従うが、

政府の定めたリスト

や、各種機関が公表し

ているリストに基づい

て独自に作成したリス

トを適宜使用。 

国際機関の定めたガイドライ

ンや政府の定めたガイドライ

ン等に従って分類。 

政府のガイドラ

イン等に基づい

て分類。 

Q21 
高 BSL

の受託 

BSL3 まで受託(数は非常に少ない）。外

国からの受託には許可が必要。 

BSL3 まで受託。BSL3 は

150 くらいある。 
BSL2 まで受託。 

BSL3 まで受託。

30 弱保管。 

Q22 
リスク

管理 

BSL ごとにラボや容器を変え、それぞれ

の専門家を配置している。 

微生物を取り扱う際の

リスク管理を定めた規

程があり、種々の要素

を考慮して管理。なお、

BSL1-3 すべてを同じ部

屋で保管しているが、

これは、泥棒等が入っ

たときに、どの微生物

が BSL3 であるかを判

別できないようにする

ため。 

BSL ごとに専門家を配置。DSMZ

の設備はすべて BSL2 用に作ら

れており、BSL1、2 で保管用の

部屋は分けていない。 

BSL ごとに保管

場所（キャビネッ

ト）を変え、それ

ぞれの専門家を

配置している（保

管用の部屋は同

じだが、鍵は別）。

Q23 
高 BSL

の分譲 

可：特許寄託の観点からは分譲は自由

であるが、安全性の観点から請求者の

属性を考慮。可能な限り必要な設備を

有しているかも含め書面で確認する。

特に BSL3 になると、ハンドルできる熟

練した人材がいるかも考慮する。 

BSL3 であっても海外に分譲することは

できる。人への感染よりも、動物や植

物への感染による経済的影響（例えば

牛の BSE 感染）が大きいことによる制

限もある。 

可：送付先が必要な設

備を有しているか、必

要な許可をすべて取っ

ているか、等を考慮し

て 

送付の可否を決定。

BSL3 であっても、輸出

入に関する必要な許可

を取れば海外へ移送す

ることもできるが、こ

れまでに移送した数は

かなり少ない（せいぜ

い 3-4 件）。 

可：送付先が必要な設備を有し

ているか、必要な許可をすべて

取っているか、等を考慮して送

付の可否を決定。軍事転用可能

な dual use の微生物は、 終

的にどのように使用するかも

確認する。BSL1 であっても、

輸出が規制されている国や必

要な許可をとっていない場合

は送付せず。感染症保護法など

4 つの法律に適合しないと、国

内であっても分譲不可。 

可：送付先が必要

な設備を有して

いるか、必要な許

可をすべて取っ

ているか、等を考

慮して送付の可

否を決定。必要に

応じて政府の輸

出管理担当者に

分譲請求者の素

性を確認する場

合もある。 

Q24 

分譲時

の特別

措置 

あり あり あり あり 

Q25 

特別措

置の内

容 

特殊な保存容器を使用。 

特殊な保存容器を使用

（WHO の勧告で定義さ

れた容器）。 

特殊な保存容器を使用。また、

IATA が定めた規則に基づいて

必要措置を執っている。 運送

会社はトラッキングをできる

会社を利用。 

特殊な保存容器

を使用。 

Q26 
バック

アップ 
あり あり あり あり 

Q27 

バック

アップ

手法 

同じ部屋内の異なる保管用設備で保

管。 

液体窒素で保存された

ものは同じ建屋内の別

の部屋、-80℃で保存さ

れたものは同じ敷地内

の別の建物で保管。 

現在は同じ部屋内の異なる保

管用設備がメインだが、同じ敷

地内の別の建物に移行中。 

物理的に離れた

場所で保管（Q8

参照）。 
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あり あり あり あり あり Q19 

政府のガイドラインに基づいて

分類。 

なお、安全性の観点から、DNA の

シークエンスを調べることで分

類を特定することを検討中。ダブ

ルチェックのためと、寄託者が意

図的に危険なものを送付してく

る場合に対応するため。導入する

場合は手数料を上げる。 

政府のガイド

ライン等に基

づいて分類。 

政府のガイドライン等に基

づいて分類。 

国内の疾病管理センタ

ーが定めた規程に準

拠。 

政府基準に基

づいて分類。 
Q20 

BSL2 まで受託。 BSL2まで受託。 
現在は BSL2 まで受託。来年

からBSL3も受託可能になる。
BSL2 まで受託。 BSL2まで受託。 Q21 

設備はすべて BSL2 用に作られて

おり、BSL1,2 で保管用の部屋は

分けていない。 

BSL1,2 で同じ

設備を使用。 

BSL1,2 で設備は分けていな

いが、BSL3 以上であれば分け

る。（P3 の施設を建設中） 

BSL1,2で特に分けてお

らず、各個人に任せて

いる。（各個人がよく

理解しているため） 

BSL1,2 で特に

分けていない。
Q22 

可： 

送付先は基本的には研究所のみ。

ハザードシートを添付して取扱

方法を指示しているが、先方でど

のように使用されているかは不

明。 

可： 

検疫当局の許

可が必要。 

可 可 

BSL2 まで分譲

しているが、 

BSL3 以上はな

い。 

Q23 

あり 不明 不明 なし あり Q24 

特殊な保存容器を使用。また、

IATA が定めた規則に基づいて必

要措置を執っている。  

不明 不明   特別の容器。 Q25 

あり あり あり あり あり Q26 

物理的に離れた場所（同一市内）

で保管。 

物理的に離れ

た場所（同一市

内）で保管。移

送の際は警察

当局と連携。 

同じ敷地内の別の建物で保

管。 

同じ敷地内の別の建物

で保管。他の場所への

移転を計画中。 

物理的に離れ

た場所で保管。
Q27 
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Q28 
分譲行為に対

する規制 
あり あり あり あり 

Q29 
規制内容・根拠

法令 

使用目的の制限はないが、輸出

法により、自国民以外には輸出

が制限される。政府が使用許可

している場合は別だが、第三者

への譲渡は制限される。 

分譲を受けた者が特許権を侵

害している場合は、権利者が訴

訟をすることになる。 

条約及び国内法令で

規制。寄託者の害に

なるような行動をと

った場合は罰される

と思うが、真偽は不

明。 

仮に特許庁が誤って

不正使用目的の請求

者に許可を出した場

合は、特許庁にも何

らかの責任は有るの

ではないか。 

条約及び国内法令で目

的外使用は禁止されて

いる。 

条約及び国内法令で規制。

また、目的外使用しない旨

申請書に記載。仮に目的外

使用が発覚した場合は法

的措置をとることも考え

られるが、実態としては把

握するのが難しい。IDA は

基本的に仲介のみで、問題

が発覚した場合は寄託者

が分譲者を訴えるか、もし

くは特許庁が何らかの訴

えを起こすしかない。 

Q30 
請求者との契

約 
あり なし なし あり 

Q31 契約内容 

MTA 契約や口座を開設する共通

の契約をする。IDA は、特許が

発行された微生物については、

政府やブダペスト条約の規則

に縛られずに自由に分譲でき

るはず。IDA は、分譲請求者に

対して、当該微生物は特許され

たものであることを通知する。

    

分譲を請求する場合、目的

外使用をしないというこ

とを申請書に記載しても

らっている。 

Q32 

IDAとしての分

類同定サービ

ス 

なし： 

特許微生物寄託業務の観点か

らは、発明を実施できるかどう

かが問題であって、安全性や命

名は関係ない。タイプコレクシ

ョンの業務に関しては名前が

関係するが、命名がタフなのは

理解できる。 

なし 

なし： 

CCとしては分類同定を

実施しているが、IDA

としては実施していな

い。分類同定はあくま

で学術的なものであ

り、特許を取得するの

に必要な条件ではな

い。分類同定が必要な

ら、特許寄託しつつ、

CCに分類同定を依頼す

れば良いのでは。 

なし： 

以前は（CC として）分類同

定を実施していたが、現在

は実施していない。仮に寄

託者からの要望があれば、

別の組織に依頼して分類

同定を行うことは可能。そ

の場合は特許寄託である

ことは伏せるので、機密性

は担保できると考えられ

る。 

Q33 手数料の減免 なし なし なし なし 

Q34 外国語受付 なし 英語 英語 なし 

Q35 出願経験 

なし： 

確実ではないが、少なくとも出

願は聞いたことがない。方法な

どの発明はあるかもしれない。

あり： 

IDA が属する親機関

（研究所）が出願。

なし なし 

Q36 
出願した（す

る）際の寄託先 

仮に出願する場合は当 IDA に

寄託する。国内法上、実施可能

な状態にすればよいと規定さ

れており、寄託は必須ではない

が、実施可能とすべく寄託した

方が安心。 

仮に寄託を要請され

た場合は受託する

（過去に受託したか

どうかは非公表）。

仮に出願する場合は別

の IDA に寄託する。（国

内の判例に基づく） 
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あり あり あり あり あり Q28 

条約及び国内特許法で規制。分譲請

求者は特許庁に対して目的外使用を

しないことを申請書に記載する。特

許庁の certificate が出たら、自動

的に通知がくるので、IDA から請求

者にコンタクトを取る。仮に目的外

使用が発覚した場合、寄託者が特許

法等に基づいて訴えるしか無いので

はないか。 

国内法令で規制。分譲

の際には政府当局の

許可が必要（寄託者の

同意があれば不要）。

国内法令で規制。 

国内法令で規制。

「分譲を受けた者

は、研究以外に使

用してはならない

し、第三者に分譲

してはいけない」

と い う 規 定 があ

る。 

国内法令で規

制。「分譲を受

けた者は、研究

以外に使用し

てはならない

し、第三者に分

譲してはいけ

ない」という規

定がある。 

Q29 

なし あり 不明 あり あり Q30 

  不明 不明 

独自の NDA を作成。

特許庁からも良い

例として奨励され

ている。 

ブダペスト条

約の規則に従

っている。 

Q31 

なし： 

CC としては分類同定を実施してい

るが、IDA としては実施していない。

今後、DNA シークエンスを利用した

サービスを導入する場合（Q20 参照）

は、IDA として実施することも検討

する。なお、IDA の業務とは別に、

特許訴訟時における分類同定を実

施。なお、特許微生物を寄託する際

に名前（分類）を特定する必要はな

く、分類が確定した時点で DB 上の名

称を変更すれば良い。 

あり： 

分類同定サービスは、

IDAが自ら行うもので

はなく、あくまで請求

ベース。IDA では寄託

者が同定して欲しい

ときに行う。新属・新

種の場合には、申請者

に連絡する。出願人と

しては、論文記載と同

じ名をつければ良い

だけである。 

あり： 

分類同定サービスは特許微

生物寄託では通常実施しな

いが、申請があれば実施す

る。実施は IDA の担当者が実

施する。新属・新種の場合は

特許法には新規性が問われ

るので、名前が確定しなくて

も出願するのであるから、基

本的には下位の分類が分か

らなくても上位で分類し、そ

の後特許手続きの中で補正

をすれば良い。 

なし： 

CC としては分類同

定を実施している

が、IDA としては実

施していない。普

通は特許出願前に

申請者自身が同定

したり、CC に同定

してもらったりす

る。同定作業は初

期段階に位置する

もの。 

なし Q32 

なし なし 

あり： 

小企業と大学が減免の対象

（ 大 50%）。IDA が事案毎

にディスカウントの率を査

定。（個別案件毎に IDA が料

金設定可能） 

なし： 

手数料が安いので

これ以上の減免は

不要。 

なし Q33 

なし 英語（国外者に限る） 英語 英語 英語 Q34 

なし 不明 不明 

あり： 

IDA が属する親機

関（研究所）が出

願。 

あり： 

IDAが属する親

機関（研究所）

が出願。 

Q35 

出願した経験はないが、共同研究を

した会社が、当該会社の名前で出

願・権利化した事例がある。その際

は当 IDA に寄託した。 

不明 不明 

当 IDA。特許庁から

監視を受けている

ので、影響（漏洩

等）を受けること

はないと考える。 

公表不可 Q36 
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寄託機関 A B C D 

そ
の
他 

Q37 
他のIDAとの合

併 

破綻した IDAの菌株を再寄託し

た経験がある。寄託機関を合併

統合したわけではないので、寄

託者は再度、料金を払った。条

約上、IDA 運営の安定性が求め

られる。 

なし 

他の IDA を吸収した経験あ

り。なお、吸収した IDA が国

内寄託として受託していて国

際寄託に移管していない菌株

が一定数残っている。 

なし 

Q38 寄託増減理由 

（増加理由） 

寄託全体の 30～40％は外国。特

に、南米、イスラエル、インド、

オランダなどが多い。これらの

国では研究が活発だが、寄託機

関がないからではないか。ま

た、当 IDA では、バクテリアや

ウイルスも含むすべての種の

寄託が可能であり、国際展開し

て知名度も上げ、サービスの向

上にも努めている。 

（減少理由） 

1 つは DNA 解析の進歩。

もう1つは世界的なM&A

の影響で、例えば医薬

品関係などは本社のあ

る国で出願、寄託され

る傾向が強まっている

のではないか。 

（増加理由） 

バイオ技術の進展、バイオ産

業の活性化。 

不明 

（寄託数が年間

数件なので分か

らない） 

 
その他(国内寄

託制度の有無） 
不明 

国内法はブダペスト条

約と完全にハーモ。国

際寄託とまったく同じ

取扱いであり、両者を

分けて考える必要性は

ない。 

ブダペスト条約が発効する前

は国内寄託制度あり。国内→

国際へ移し変えた際の寄託日

は原寄託日（国内寄託した

日）。なお、国際へ移し変え

てない寄託も残っているた

め、概念的には国内寄託制度

は存在しているが、現在は国

内寄託は受け付けておらず、

すべて国際寄託（手数料等は

全く同じ）。 

不明 
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E F G H I  

なし なし なし なし なし Q37

（増加理由） 

寄託を受け付ける微生物種の拡大、

寄託に係るサービスの拡充。 

（増加理由） 

経済成長で申請が増

えている。微生物種

を拡大したわけでは

ない。 

（増加理由） 

企業による研究の活性化、国

のバイオ研究投資、民間も重

視している。 

ベンチャーや中堅の投資企

業が中心。大学も国家プロジ

ェクトに参画している場合

は、出願を急増させている。

（増加理由） 

急増の理由は不明

だが、バイオ技術

の進展、バイオ産

業の活性化が考え

られる。 

不明 Q38

国内寄託制度は無いのではないか。 

IDA がなかったとき

は国内のみの寄託制

度であった。フォー

マットは IDA に併せ

ていたが、言語は自

国語のみである。 

不明 

国内寄託制度はあ

るが、国内寄託を

しても優先権が認

められないので、

国際出願する場合

には国際寄託する

ようアドバイスを

している（手数料、

保管期間は同じ）。 

不明  
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Ⅵ． 我が国の特許微生物寄託機関の業務運用の在り方 

  

第Ⅱ章から第Ⅴ章で調査分析した結果に基づき、今後の我が国の特許微生物寄託機関の

業務運用の在り方について、以下に提言する。 

  

１． 秘密保持と業務の効率化 

 

（１） 守秘義務規程と職員の兼任について 

 

諸外国の主要な国際寄託当局が属する機関は、特許微生物寄託業務とカルチャーコレク

ション業務を兼業している。その機関の職員が両業務を兼任する場合、カルチャーコレク

ション又はその親機関と共通の守秘義務契約又は規程をもって、ブダペスト条約及び規則

の守秘義務要件を担保することが一般的といえる。 

国際寄託当局の業務に対しては、ブダペスト条約及び規則で守秘義務に関する要件が規

定されており50、秘密保持の観点からは、専任職員のみで業務を遂行することも考えられ

る。その一方で、あらゆる業務に専任職員を配置する体制も、代替要員がいない非効率性、

さらには人員の増加による高コスト化や義務の不徹底を招く可能性がある。 

したがって、我が国の特許微生物寄託機関においても、業務効率化のためには、カルチ

ャーコレクション等の他部署との兼業で業務を行うことも検討すべきと考えられる51。そ

の際には、業務量や専門性、バックアップの人員等にも配慮し、複数部署にまたがる人的

リソースの有効活用を個別の業務ごとに勘案して業務体制を構築していくことが合理的な

手法の 1 つと考えられる。また、条約上の義務（守秘義務等）とそれ以外の業務上の義務

との混同といった事態が生じることがないように、兼務する業務の切り分けが明確に認識

できる措置を採る等の留意も必要である。さらに、特許微生物寄託業務における守秘義務

の重要性にかんがみると、契約又は規程の整備のみならず、当該業務に特化した 低限の

マニュアルや具体的なガイドライン52の整備、さらには職員研修の充実も検討すべきと考

えられる。 

 

（２） 建物、設備、IT システム等の共用について 

  

 特許微生物寄託業務の効率的な運用にあたっては、類似する他業務との機器等の共用が

                         
50 第Ⅱ章２．（1）参照。 
51 なお、NPMD においては、平成 23 年 10 月から生物資源課との兼業で業務を行っている（第Ⅲ章３．（１）参照）。 
52 第Ⅴ章に記載の「B 機関」では、秘密保持のための詳細な行動マニュアルを策定しており、マニュアル類の策定にあ

たって参考になるものと思われる。また、委員会においては、事例を参考にして生じうる事態を避けるようなマニュア

ル類を整備することも提案された。 
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考えられる。諸外国で特許微生物寄託業務とカルチャーコレクション業務を兼業している

機関では、微生物を保管するための設備や微生物の情報を管理する IT システムについて共

有化している例が見られる。 

微生物を保管する建物や設備については、共用する場合であっても、少なくとも容器レ

ベルで分離されていれば、取扱い方法の間違い等がない以上、秘密情報が入り混じること

は想定しにくい。また、安全性の観点から厳密な隔離が必要とされる場合があり得るもの

の、あらゆる微生物について分離を徹底することは無用なコストの増大にもつながりかね

ない。 

したがって、我が国の特許微生物寄託機関においても、業務効率化のためには、建物や

設備等の共用も検討すべきと考えられる。その際には、BSL レベルに応じた安全性が確保

できる範囲内において、 低限、容器レベルでの分離を確保し、操作上に人為的なミスが

生じないような措置を講じることが重要と考えられる。 

また、IT システムを含む情報管理については、秘匿情報の漏えい防止のための管理を徹

底するという意味では特許微生物寄託の情報に特有の扱いは想定しにくいから、同様な公

的業務の一環として情報の秘密保持が要求される他機関の業務53等を参考に、情報管理に

関する行動規範を策定・徹底していくことも 1 つの手法として考えられる。 

 

２． 安定的かつ効率的運営のための業務運用 

 

（１） 寄託株のバックアップについて 

  

 寄託株のバックアップについては、物理的に離れた場所に保管している機関と、同一敷

地内や同一建物内に保管している機関に大別される。そこで、寄託株のバックアップにつ

いて、バックアップの目的と効率性のバランスから、どのような形態が望ましいかが問題

となる。 

 なお、ブダペスト条約上は、寄託された微生物の試料を分譲することができない場合に

は、寄託者に通知し、寄託者は原寄託に係る微生物と同一の微生物の再寄託をする権利を

有する（第 4条54）。 

寄託制度の趣旨からすると、物理的に離れた場所で保管することが望ましい。しかしな

がら、微生物が滅失した際に寄託者は再寄託の権利を有していることからすると、寄託機

                         
53 例えば、委員会においては、特殊法人等が法人見直しの一環で進めている情報管理の例を共有することが例示された。 
54 「第 4 条（再寄託） 

(1)(a)国際寄託当局は、いずれかの理由、特に、次の理由により、寄託された微生物の資料を分譲することができな

い場合には、・・・分譲することができない旨を理由とともに寄託者に通知する。この場合において、寄託者は、・・・

原寄託に係る微生物と同一の微生物の再寄託をする権利を有する。 

(i)寄託された微生物が生存していないこと。 
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関の業務効率性の観点からは、必ずしも地理的な隔離までは要しないとも考えられる。た

だし、我が国において発生する自然災害事情とその備えに対する費用を勘案して、必要な

設備の充実化を図ることも検討すべきである。また、既存の設備を有効利用し、同一敷地

内や同一建物内に場所を分散させて保管する等の対策を施すことも 1 つの手法として考え

られる。 

 

（２） 高 BSL 微生物の取扱いについて 

  

 諸外国の主要な国際寄託当局は、国際機関や自国政府が定めたガイドライン等に基づい

て BSL 分類を定めている。この BSL 分類に応じ、必要な専門家を配置して管理している機

関が多い。また、BSL１及び 2 の微生物を BSL2 用の設備を用いて管理することも行われて

いる。さらに、BSL2 以上の微生物を分譲する際は、分譲請求者が必要な設備を有している

か、必要な許可をすべて取っているか等を考慮して送付の可否を決定し、送付の際には特

殊な保存容器を使用している場合が多い。 

 高 BSL 微生物の保管や分譲にあたり、設備自体やその管理に十分な安全性の確保を施す

ことは当然であるとしても、高コスト化を防ぐ観点からは、過度な対策にならないことも

肝要であり、受託される微生物の BSL に対応したきめ細かで効率的な管理の在り方につい

て引き続き検討すべきと考えられる55。 

 

３． その他の論点 

 

（１） 分譲請求者への規制について 

 

 諸外国においても、我が国同様、分譲株の使用目的や行為に対して法令や契約等で一定

の制限がかけられている場合が多いが、刑事罰を伴う規制は確認できなかった。 

 この点に関し、微生物株の分譲を受けた者が目的外でこれを使用したり、無断で第三者

に利用させたりすることにより、技術流出につながるおそれがあるとの指摘がある56。仮

に目的外使用が判明した場合、特許権者又は出願人（寄託者）は、民事的な手段（特許権

侵害訴訟を含む）により、違反した分譲請求者に対して訴訟等を提起する必要があるが、

目的外使用等を把握することには実務上の困難性が伴う。 

 我が国の特許微生物寄託機関は、分譲請求者に対して、法令等で定めた規則を遵守する

旨の同意書や承諾書を提出させるとともに、規則に違反した場合は寄託者から特許権侵害

                         
55 委員会においては、バイオセーフティの安全管理について、一国の特許微生物寄託機関のみの問題に限らず、CC も含

めた国際的に一定レベルでかつ統一的な管理指針を策定すべきではないか、との意見もあった。 
56 委員会においては、技術流出の問題は特許微生物寄託制度の根幹に関わるとの意見もあった。 
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で訴えられ、又は損害賠償請求を受けるおそれがあることについて周知しているところで

ある。他方、分譲請求に係る問題は国内にのみとどまる問題ではないため、規制の実効性

を高める観点から更にどのような手段が採りうるのかについては、諸外国とも連携しつつ、

国際的な観点からも検討を深めていく必要があると考えられる57。 

 

（２） 寄託制度利用者の利便性向上について 

 

 諸外国の主要な国際寄託当局では、中小企業や大学への手数料減免を行っている事例は

ほとんどない。しかしながら、特許出願に係る料金については、我が国においても、中小

企業・大学等に対する出願助成・特許料等の減免措置があることから、特許出願明細書の

実施可能要件を担保する微生物寄託に係る料金についても、出願に係る料金と同様に、減

免措置を講じて寄託制度利用者の利便性向上を図るべきとの指摘がある58。 

 この点については、微生物関連分野の特許出願を特許制度の利用者全体で負担すること

は適切ではなく、寄託された微生物が必ずしも国内特許出願されるわけではないこと等を

理由に慎重に検討すべきとの指摘もある59。また、ブダペスト条約との整合性の観点から

減免措置に疑義を呈する意見もある(第Ⅴ章２．(４)(ⅲ)参照)。 

このため、まずは業務効率化による手数料の再検討を前提とし、その上で、受益者負担

の原則やブダペスト条約との整合性にも留意しつつ、減免措置の導入の可否について検討

すべきと考えられる。併せて、特許微生物寄託に係る手数料負担の在り方自体についても、

交付金・補助金等の公費支出とのバランスに配慮しつつ、今後のバイオ政策を検討してい

く中で一体的に議論すべきと考えられる60。 

 また、外国語（英語）による申請受付等を含め、利便性向上を図ることで、国内外の利

用者を拡大していくことも重要である。 

 

（３） 将来的な検討課題 

 

 諸外国の中には、バイオテクノロジー分野における研究投資の活発化やバイオ産業の発

展等を背景に、利便性やサービス向上等に努めることで、寄託及び分譲株数を伸ばしてい

る機関も存在する。このため、我が国の特許微生物寄託機関においても、業務効率化と安

定的な運営の両立化をはかりつつ、制度利用者の利便性やサービスの更なる向上に向けた

                         
57 なお、特許微生物寄託機関の分譲はカルチャーコレクションのそれとは目的が大きく相違するため、特許微生物寄託

機関の職員に課せられる義務についても十分な留意が必要である。 
58 委員会における指摘。 
59 前掲注 4「今後の特許微生物寄託制度の在り方について」7 頁 
60 委員会においては、産業活力の再生を図るという観点から減免措置の導入を検討してはどうかとの意見もあった。ま

た、我が国では特許微生物寄託機関の運営費に一般会計が充てられている以上、手数料負担の在り方は国全体で検討

すべきとの意見もあった。 
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業務運用の在り方を引き続き検討していくべきと考えられる。 

また、委員会においては、将来的な検討課題として、①新規微生物の分類同定と特許化

に向けた分類同定との齟齬の問題、②寄託情報と特許情報の連動、③国内寄託と国際寄託

の両制度から生じる問題、④寄託終了及び取下げ菌株すべてのコレクション化、⑤遺伝子

情報による特許化菌株等すべてを寄託することの是非等を指摘する意見もあった。あわせ

て、ブダペスト条約に関しても、発効後 30 年以上改正が行われておらず、バイオ産業の発

展やリスク管理をめぐる国際状況の変化に追随できていないおそれがあることから、我が

国として何らかの発信をしていくべきとの意見もあった。 

このため、特許微生物寄託制度の今後の在り方についても、我が国の制度のみならず、

国際的な視点から引き続き検討を継続すべきと考えられる。 
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資料１ 特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約 
     (英和対訳) 

（ Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of 
Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure） 
 
昭和 55･7･5･条約 22 号 
1977 年 4 月 28 日採択 
1980 年 8 月 19 日発効（昭和 55・外務省告示 242 号） 
1980 年 9 月 26 日修正（昭和 60・外務省告示 180 号） 
 

序 （INTRODUCTORY PROVISIONS） 
 
Article 1 Establishment of a Union 

 
The States party to this Treaty (hereinafter 
called "the Contracting States") constitute a 
Union for the international recognition of the 
deposit of microorganisms for the purposes 
of patent procedure. 

第 1 条 【同盟の設立】 
 
この条約の締約国（以下「締約国」とい

う。）は、特許手続上の微生物の寄託の国

際的承認のための同盟を形成する。 

 
Article 2 Definitions 

 
For the purposes of this Treaty and the 
Regulations: 

第 2 条 【定義】 
 
この条約及び規則の適用上、 

(i) references to a "patent" shall be construed 
as references to patents for inventions, 
inventors' certificates, utility certificates, 
utility models, patents or certificates of 
addition, inventors' certificates of addition, 
and utility certificates of addition; 

(i) 「特許」というときは、特許、発明者

証、実用証、実用新案、追加特許、追加

発明者証及び追加実用証をいうものとす

る。 

(ii) "deposit of a microorganism" means, 
according to the context in which these words 
appear, the following acts effected in 
accordance with this Treaty and the 
Regulations; the transmittal of a 
microorganism to an international depositary 
authority, which receives and accepts it, or 
the storage of such a microorganism by the 
International depositary authority, or both the 
said transmittal and the said storage; 

(ii) 「微生物の寄託」とは、文脈により、

この条約及び規則に従つて行われる行

為、すなわち、微生物を受領し及び微生

物について受託する国際寄託当局に対す

る微生物の送付若しくは国際寄託当局に

よる当該微生物の保管又はこれらの双方

をいう。 

(iii) "patent procedure" means any 
administrative or judicial procedure relating 
to a patent application or a patent; 

(iii) 「特許手続」とは、特許出願又は特

許に関する行政上又は司法上の手続をい

う。 
(iv) "publication for the purposes of patent 
procedure" means the official publication, or 
the official laying open for public inspection, 
of a patent application or a 
patent; 

(iv) 「特許手続上の公表」とは、特許出

願又は特許につき、公的に、公表するこ

と又は公衆の閲覧に供することをいう。

(v) "intergovernmental industrial property 
organization" means an organization that has 
filed a declaration under Article 9(1); 

(v) 「政府間工業所有権機関」とは、第 9
条(1)の宜言を書面により提出した機関を

いう。 
(vi) "industrial property office" means an 
authority of a Contracting State or an 
intergovernmental industrial property 
organization competent for the grant of 
patents; 

(vi) 「工業所有権庁」とは、締約国又は

政府間工業所有権機関の特許を与える権

限のある当局をいう。 
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(vii) "depositary institution" means an 
institution which provides for the receipt, 
acceptance and storage of microorganisms 
and the furnishing of samples thereof; 

(vii) 「寄託機関」とは、微生物について

受領し、受託し及び保管し並びに微生物

の試料を分譲する機関をいう。 

(viii) "international depositary authority" 
means a depositary institution which has 
acquired the status of international depositary 
authority as provided in Article 7; 

(viii) 「国際寄託当局」とは、第 7 条に定

めるところにより国際寄託当局としての

地位を取得した寄託機関をいう。 

(ix) "depositor" means the natural person or 
legal entity transmitting a microorganism to 
an international depositary authority, which 
receives and accepts it, and any successor in 
title of the said natural person or legal entity;

(ix) 「寄託者」とは、微生物を受領し及

び微生物について受託する国際寄託当局

に対し微生物を送付する自然人又は法人

及びこれらの承継人をいう。 

(x) "Union" means the Union referred to in 
Article 1; 

(x) 「同盟」とは、前条の同盟をいう。 

(xi) "Assembly" means the Assembly 
referred to in Article 10; 

(xi) 「総会」とは、第 10 条の総会をいう。

(xii) "Organization" means the World 
Intellectual Property Organization; 

(xii) 「機関」とは、世界知的所有権機関

をいう。 
(xiii) "International Bureau" means the 
International Bureau of the Organization and, 
as long as it subsists, the United International 
Bureaux for the Protection of 
Intellectual Property (BIRPI); 

(xiii) 「国際事務局」とは、機関の国際事

務局及び、知的所有権保護合同国際事務

局（BIRPI）が存続する限り、知的所有権

保護合同国際事務局をいう。 

(xiv) "Director General" means the Director 
General of the Organization; 

(xiv) 「事務局長」とは、機関の事務局長

をいう。 
(xv) "Regulations" means the Regulations 
referred to in Article 12. 

(xv) 「規則」とは、第 12 条の規則をいう。

 
第 1 章（CHAPTER I） 

実体規定（SUBSTANTIVE PROVISIONS） 
 
Article 3 Recognition and Effect of the Deposit 

of Microorganisms 
 
(1) (a) Contracting States which allow or 
require the deposit of microorganisms for the 
purposes of patent procedure shall recognize, 
for such purposes, the deposit of 
a microorganism with any international 
depositary authority. Such recognition shall 
include the recognition of the fact and date of 
the deposit as indicated by the international 
depositary authority as well as the 
recognition of the fact that what is furnished 
as a sample is a sample of the deposited 
microorganism. 

第 3 条 【微生物の寄託の承認及び効果】 
 
 
(1) (a) 自国の特許手続上微生物の寄託を

容認し又は要求する締約国は、いずれか

の国際寄託当局に対する微生物の寄託を

自国の特許手続上承認する。その承認に

は、国際寄託当局により示された寄託の

事実及び日付の承認並びに国際寄託当局

の分譲した微生物の試料は当該国際寄託

当局に寄託された当該微生物の試料であ

るとの承認を含むものとする。 

(b) Any Contracting State may require a copy 
of the receipt of the deposit referred to in 
subparagraph (a), issued by the international 
depositary authority. 

(b) 締約国は、(a)に規定する微生物の寄託

について国際寄託当局の交付する受託証

の写しを要求することができる。 

(2) As far as matters regulated in this Treaty 
and the Regulations are concerned, no 
Contracting State may require compliance 
with requirements different from or 
additional to those which are provided in this 
Treaty and the Regulations. 

(2) 締約国は、この条約及び規則に規定す

る事項に関する限り、この条約及び規則

に定める要件と異なる要件又はこれらに

定める要件に追加する要件を満たすこと

を要求してはならない。 
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Article 4 New Deposit 
 
(1) (a) Where the international depositary 
authority cannot furnish samples of the 
deposited microorganism for any reason, in 
particular, 
 

(i) where such microorganism is no 
longer viable, or 
(ii) where the furnishing of samples 
would require that they be sent abroad 
and the sending or the receipt of the 
samples abroad is prevented by export or 
import restrictions, 

 
that authority shall, promptly after having 
noted its inability to furnish samples, notify 
the depositor of such inability, indicating the 
cause thereof, and the depositor, subject to 
paragraph (2) and as provided in this 
paragraph, shall have the right to make a new 
deposit of the microorganism which was 
originally deposited. 

第 4 条 【再寄託】 
 
(1) (a) 国際寄託当局は、いずれかの理由、

特に、次の理由により、寄託された微生

物の試料を分譲することができない場合

には、試料を分譲することができないこ

とを確認した後速やかに、分譲すること

ができない旨を理由とともに寄託者に通

知する。この場合において、寄託者は、

(2)の規定が適用される場合を除くほか、

この(1)に定めるところにより、原寄託に

係る微生物と同一の微生物の再寄託をす

る権利を有する。 
 
  (i) 寄託された微生物が生存していな

いこと。 
  (ii) 寄託された微生物の試料を外国に

送付することが必要であるが、当該

外国への送付又は当該外国における

受領がそれぞれ輸出又は輸入の制限

により妨げられていること。 
(b) The new deposit shall be made with the 
international depositary authority with which 
the original deposit was made, provided that:

(b) 再寄託は、原寄託をした国際寄託当局

にするものとする。ただし、 

(i) it shall be made with another international 
depositary authority where the institution 
with which the original deposit was made has 
ceased to have the status of international 
depositary authority, either entirely or in 
respect of the kind of microorganism to 
which the deposited microorganism belongs, 
or where the international depositary 
authority with which the original deposit was 
made discontinues, temporarily or 
definitively, the performance of its functions 
in respect of deposited microorganisms; 

(i) 原寄託をした寄託機関がすべての種

類の微生物について若しくは寄託された

微生物の属する種類の微生物について国

際寄託当局としての地位を喪失した場合

又は原寄託をした国際寄託当局が寄託さ

れた微生物についての業務の遂行を一時

的若しくは確定的に停止する場合には、

再寄託は、他の国際寄託当局にするもの

とする。 

(ii) it may be made with another international 
depositary authority in the case referred to in 
subparagraph (a)(ii). 

(ii) (a)(ii)に規定する理由により試料を分

譲することができない場合には、再寄託

は、他の国際寄託当局にすることができ

る。 
(c) Any new deposit shall be accompanied by 
a statement signed by the depositor alleging 
that the newly deposited microorganism is 
the same as that originally deposited. If the 
allegation of the depositor is contested, the 
burden of proof shall be governed by the 
applicable law. 

(c) 寄託者は、再寄託に当たり、再寄託さ

れる微生物が原寄託に係る微生物と同一

である旨を陳述した文書に署名し、これ

を提出する。寄託者の陳述について争い

がある場合には、立証責任は、関係法令

の定めるところによる。 

(d) Subject to subparagraphs (a) to (c) and 
(e), the new deposit shall be treated as if it 
had been made on the date on which the 
original deposit was made where all the 
preceding statements concerning the viability 
of the originally deposited microorganism 
indicated that the microorganism was viable 
and where the new deposit was made within 
three months after the date on which the 
depositor received the notification referred to 
in subparagraph (a). 

(d)  原寄託に係る微生物につき過去に交

付されたすべての生存に関する証明書が

当該微生物の生存を示していた場合にお

いて、寄託者が(a)の通知を受領した日か

ら 3 箇月以内に再寄託をしたときは、再

寄託は、原寄託をした日にしたものとし

て取り扱う。ただし、再寄託を(a)から(c)
まで及び(e)の規定に従つてすることを条

件とする。 



 

- 62 - 
 

(e) Where subparagraph (b)(i) applies and the 
depositor does not receive the notification 
referred to in subparagraph (a) within six 
months after the date on which the 
termination, limitation or discontinuance 
referred to in subparagraph (b)(i) was 
published by the International Bureau, the 
three-month time limit referred to in 
subparagraph (d) shall be counted from the 
date of the said publication. 

(e) (b)(i)の規定が適用される場合におい

て、(b)(i)に規定する国際寄託当局として

の地位の喪失（国際寄託当局としての地

位の終止又は限定）又は業務の遂行の停

止が国際事務局により公表された日から

6 箇月以内に寄託者が(a)の通知を受領し

ないときは、(d)に規定する 3 箇月の期間

は、当該公表の日から 3 箇月とする。 

(2) The right referred to in paragraph (1)(a) 
shall not exist where the deposited 
microorganism has been transferred to 
another international depositary 
authority as long as that authority is in a 
position to furnish samples of such 
microorganism. 

(2) 寄託された微生物が他の国際寄託当

局に移送された場合には、当該他の国際

寄託当局が当該微生物の試料を分譲する

ことができる限り、(1)(a)に規定する権利

は、生じない。 

 
Article 5 Export and Import Restrictions 

 
Each Contracting State recognizes that it is 
highly desirable that, if and to the extent to 
which the export from or import into its 
territory of certain kinds of microorganisms 
is restricted, such restriction should apply to 
microorganisms deposited; or destined for 
deposit, under this Treaty only where the 
restriction is necessary in view of national 
security or the dangers for health or the 
environment. 

第 5 条 【輸出及び輸入の制限】 
 
締約国は、特定の種類の微生物の自国の

領域からの輸出又は自国の領域への輸入

について制限を設けている場合には、国

の安全を確保し又は健康若しくは環境に

対する危険を防止するためにのみ、その

制限をこの条約により寄託された微生物

又は寄託されようとしている微生物につ

いて適用することが極めて望ましいこと

を認識する。 
 
Article 6 Status of International Depositary Authority

 
(1) In order to qualify for the status of 
international depositary authority, any 
depositary institution must be located on the 
territory of a Contracting State and 
must benefit from assurances furnished by 
that State to the effect that the said institution 
complies and will continue to comply with 
the requirements specified     in paragraph 
(2). The said assurances may be furnished 
also by an intergovernmental industrial 
property organization; in that case, the 
depositary institution must be located on the 
territory of a State member of the said 
organization. 

第 6 条 【国際寄託当局としての地位】 
 
(1) 国際寄託当局としての地位を取得す

るためには、寄託機関は、いずれかの締

約国の領域内に存在していなければなら

ず、また、当該寄託機関が存在する締約

国が当該寄託機関につき(2)に定める要件

を満たしており及び引き続き満たすとの

保証を与えなければならない。この保証

は、政府間工業所有権機関が与えること

もできる。この場合において、寄託機関

は、当該政府間工業所有権機関のいずれ

かの構成国の領域内に存在していなけれ

ばならない。  
 

(2) The depositary institution must, in its 
capacity of international depositary authority:

(2) 寄託機関は、国際寄託当局として、次

の要件を満たさなければならない。 
(i) have a continuous existence; (i) 永続的なものであること。 
(ii) have the necessary staff and facilities, as 
prescribed in the Regulations, to perform its 
scientific and administrative tasks under this 
Treaty; 

(ii) この条約に従つて科学的及び管理的

な業務を遂行するため、規則に定める必

要な職員及び施設を有すること。 

(iii) be impartial and objective; (iii) 公平かつ客観的であること。 
(iv) be available, for the purposes of deposit, 
to any depositor under the same conditions; 

(iv) 寄託に関し、いかなる寄託者にとつ

ても同一の条件の下での利用が可能なも

のであること。 
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(v) accept for deposit any or certain kinds of 
microorganisms, examine their viability and 
store them, as prescribed in the Regulations; 

(v) 規則の定めるところにより、すべての

又は特定の種類の微生物について受託

し、当該微生物についての生存試験を行

い及び当該微生物を保管すること。 
(vi) issue a receipt to the depositor, and any 
required viability statement, as prescribed in 
the Regulations; 

(vi) 規則の定めるところにより、受託証

を寄託者に対して交付し及び必要な場合

に応じ生存に関する証明書を交付するこ

と。 
(vii) comply, in respect of the deposited 
microorganisms, with the requirement of 
secrecy, as prescribed in the Regulations; 

(vii) 寄託された微生物につき、規則に定

める秘密の保持の要件を満たすものであ

ること。 
(viii) furnish samples of any deposited 
microorganism under the conditions and in 
conformity with the procedure prescribed in 
the Regulations. 

(viii) 規則に定める条件及び手続に従い、

寄託された微生物の試料を分譲するこ

と。 

(3) The Regulations shall provide the 
measures to be taken: 

(3) 規則には、次の場合においてとられる

措置を定める。 
(i) where an international depositary 
authority discontinues, temporarily or 
definitively, the performance of its functions 
in respect of deposited
microorganisms or refuses to accept any of 
the kinds of microorganisms which it should 
accept under the assurances furnished; 

(i) 国際寄託当局が、寄託された微生物に

ついての業務の遂行を一時的若しくは確

定的に停止する場合又は当該国際寄託当

局に対して与えられた保証によれば受託

することとなつているいずれかの種類の

微生物についての受託を拒否する場合 

(ii) in case of the termination or limitation of 
the status of international depositary 
authority of an international depositary 
authority. 

(ii) 国際寄託当局について国際寄託当局

としての地位を終止させ又は限定する場

合 

 
Article 7 Acquisition of the Status of International 

Depositary Authority 
 
(1) (a) A depositary institution shall acquire 
the status of international depositary 
authority by virtue of a written 
communication addressed to the Director 
General by the Contracting State on the 
territory of which the depositary institution is 
located and including a declaration of 
assurances to the effect that the said 
institution complies and will continue to 
comply with the requirements specified in 
Article 6(2). The said status may be acquired 
also by virtue of a written communication 
addressed to the Director General by an 
intergovernmental industrial property 
organization and including the said 
declaration. 

第 7 条 【国際寄託当局としての地位の取得】 
 
 
(1) (a) 寄託機関は、その領域内に当該寄

託機関が存在する締約国が事務局長に対

して書面で通告を行うことにより、国際

寄託当局としての地位を取得する。通告

には、当該寄託機関が前条(2)に定める要

件を満たしており及び引き続き満たすこ

とを保証する旨の宣言を含める。国際寄

託当局としての地位は、政府間工業所有

権機関が事務局長に対して中段の宣言と

同様の宣言を含む通告を書面で行うこと

によつても取得することができる。 

(b) The communication shall also contain 
information on the depositary institution as 
provided in the Regulations and may indicate 
the date on which the status of international 
depositary authority should take effect. 

(b) 通告には、規則に定める寄託機関に関

する情報も含める。通告を行うに当たつ

ては、寄託機関が国際寄託当局としての

地位を取得する日を指定することができ

る。 
(2) (a) If the Director General finds that the 
communication includes the required 
declaration and that all the required 
information has been received, the 
communication shall be promptly  published 
by the International Bureau. 

(2) (a) 事務局長が通告に(1)(a)の宣言が

含められておりかつ(1)(b)のすべての情

報を受領したと認めたときは、国際事務

局は、その通告を速やかに公表する。 
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(b) The status of international depositary 
authority shall be acquired as from the date 
of publication of the communication or, 
where a date has been indicated under 
paragraph (1)(b) and such date is later than 
the date of publication of the communication, 
as from such date. 

(b) 国際寄託当局としての地位の取得の

日は、通告の公表の日又は、(1)(b)の規定

に基づき指定された日が通告の公表の日

よりも遅い日である場合には、当該指定

された日とする。 

(3) The details of the procedure under 
paragraphs (1) and (2) are provided in the 
Regulations. 

(3) (1)及び(2)の規定に係る手続の細目に

ついでは、規則に定める。 

 
Article 8 Termination and Limitation of the Status of 

International Depositary Authority 
 
(1) (a) Any Contracting State or any 
intergovernmental industrial property 
organization may request the Assembly to 
terminate, or to limit to certain kinds of 
microorganisms, any authority's status of 
international depositary authority on the 
ground that the requirements specified in 
Article 6 have not been or are no longe 
complied with. However, such a request may 
not be made by a Contracting State or 
intergovernmental industrial property 
organization in respect of an international 
depositary authority for which it has made 
the declaration referred to in Article 7(1)(a). 

第 8 条 【国際寄託当局としての地位の終止及び

限定】 
 
(1) (a) 締約国又は政府間工業所有権機関

は、いずれかの国際寄託当局が第 6 条に

定める要件を満たしていなかつたこと又

は現在満たしていないことを理由とし

て、当該いずれかの国際寄託当局の国際

寄託当局としての地位を終止させ又はそ

の地位を特定の種類の微生物に係る地位

に限定するよう総会に請求することがで

きる。ただし、締約国又は政府間工業所

有権機関は、当該締約国又は政府間工業

所有権機関が前条(1)(a)の宣言を行つた国

際寄託当局については、その請求をする

ことができない。 
(b) Before making the request under 
subparagraph (a), the Contracting State or the 
intergovernmental industrial property 
organization shall, through the intermediary 
of the Director General, notify the reasons for 
the proposed request to the Contracting State 
or the intergovernmental industrial property 
organization which has made the 
communication referred to in Article 7(1) so 
that that State or organization may,  within 
six months from the date of the said 
notification, take appropriate action to 
obviate the need for making the proposed 
request. 

(b) 締約国又は政府間工業所有権機関は、

(a)の請求を行うのに先立ち、前条(1)の通

告を行つた関係締約国又は関係政府間工

業所有権機関に対し、請求に係る理由を

事務局長を通じて通知する。その通知が

されるのは、当該関係締約国又は関係政

府間工業所有権機関が通知の日から 6 箇

月以内に請求の根拠となつた原因を除去

するために適切な措置をとることができ

るようにすることにある。 

(c) Where the Assembly finds that the request 
is well founded, it shall decide to terminate, 
or to limit to certain kinds of 
microorganisms, the status of international 
depositary authority of the authority referred 
to in subparagraph (a). The decision of the 
Assembly shall require that a majority of 
two-thirds of the votes cast be in favor of the 
request. 

(c) 総会は、請求について十分な根拠があ

ると認めた場合には、(a)に規定するいず

れかの国際寄託当局の国際寄託当局とし

ての地位を終止させ又はその地位を特定

の種類の微生物に係る地位に限定するこ

とを決定する。総会の決定には、投じら

れた票の 3 分の 2 以上の多数の賛成を必

要とする。 
(2) (a) The Contracting State or 
intergovernmental industrial property 
organization having made the declaration 
referred to in Article 7(1)(a) may, by a 
communication addressed to the Director 
General, withdraw its declaration either 
entirely or in respect only of certain kinds of 
microorganisms and in any event shall do so 
when and to the extent that its  assurances 
are no longer applicable. 

(2) (a) 前条(1)(a)の宣言を行つた締約国

又は政府間工業所有権機関は、事務局長

にあてた通告により、すべての又は特定

の種類の微生物について宣言を撤回する

ことができるものとし、また、宣言に係

る保証がすべての又は特定の種類の微生

物について妥当しなくなつた場合には、

当該種類の微生物について宣言を撤回し

なければならない。 
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(b) Such a communication shall, from the 
date provided for in the Regulations, entail, 
where it relates to the entire declaration, the 
termination of the status of international 
depositary authority or, where it relates only 
to certain kinds of microorganisms, a 
corresponding limitation of such status. 

(b) (a)の通告は、規則に定める日から、す

べての種類の微生物について行われた場

合には国際寄託当局としての地位を終止

させ、また、特定の種類の微生物のみに

ついて行われた場合には国際寄託当局と

しての地位を当該種類の微生物以外の微

生物に係る地位に限定する。 
(3) The details of the procedure under 
paragraphs (1) and (2) are provided in the 
Regulations 

(3) (1)及び(2)の規定に係る手続の細目に

ついては、規則に定める。 

 
Article 9 Intergovernmental Industrial Property 

Organizations 
 
(1) (a)Any intergovernmental organization to 
which several States have entrusted the task 
of granting regional patents and of which all 
the member States are members of the 
International (Paris) Union for the Protection 
of Industrial Property may file with the 
Director General a declaration that it accepts 
the obligation of recognition  provided for 
in Article 3(1)(a), the obligation concerning 
the requirements referred to in Article 3(2) 
and all the effects of the provisions of this 
Treaty and the Regulations applicable to 
intergovernmental industrial property 
organizations. If filed before the entry into 
force of this Treaty according to Article 
16(1), the declaration referred to in the 
preceding sentence shall become effective on 
the date of the said entry into force. If filed 
after such entry into force, the said 
declaration shall become effective three 
months after its filing unless a later date has 
been indicated in the declaration. In the latter 
case, the declaration shall take effect on the 
date thus indicated. 

第 9 条 【政府間工業所有権機関】 
 
 
(1) (a) 2 以上の国により広域特許を与え

る業務が委任されており、かつ、その構

成国のすべてが工業所有権の保護に関す

る国際同盟（パリ同盟）の構成国である

政府間機関は、第 3 条(1)(a)に規定する承

認に係る義務、同条(2)に規定する要件に

係る義務並びに政府間工業所有権機関に

適用されるこの条約及び規則のすべての

規定を受諾する旨の宣言を書面により事

務局長に提出することができる。宣言は、

第 16 条(1)の規定によるこの条約の効力

発生前に提出された場合にはこの条約の

効力発生の日に効力を生じ、この条約の

効力発生後に提出された場合には、宣言

において一層遅い日が指定されていない

限り、宣言の提出の後 3 箇月で効力を生

ずる。一層遅い日が指定されている場合

には、宣言は、当該指定されている日に

効力を生ずる。 

(b)The said organization shall have the right 
provided for in Article 3(1)(b). 

(b) (a)の宣言を行つた政府間機関は、第 3
条(1)(b)の権利を有する。 

(2) Where any provision of this Treaty or of 
the Regulations affecting intergovernmental 
industrial property organizations is revised or 
amended, any intergovernmental industrial 
property organization may withdraw its 
declaration referred to in paragraph (1) by 
notification addressed to the Director 
General. The withdrawal shall take effect: 

(2) 政府間工業所有権機関は、この条約又

は規則の規定のうち政府間工業所有権機

関に関係のある規定が改正され又は修正

された場合には、事務局長にあてた通告

により、(1)の宣言を撤回することができ

る。その撤回は、次に掲げる日に効力を

生ずる。 
(i) where the notification has been received 
before the date on which the revision or 
amendment enters into force, on that date; 

(i) 通告が改正又は修正の効力発生の日

前に受領された場合には、当該効力発生

の日 
(ii) where the notification has been received 
after the date referred to in (i), on the date 
indicated in the notification or, in the absence 
of such indication, three months after the date 
on which the notification was received. 

(ii) 通告が(i)に規定する日の後に受領さ

れた場合には、通告において指定されて

いる日又は、その指定がないときは、通

告を受領した日の後 3 箇月目の日 
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(3) In addition to the case referred to in 
paragraph (2), any intergovernmental 
industrial property organization may 
withdraw its declaration referred to in 
paragraph (1)(a) by notification addressed to 
the Director General. The withdrawal shall 
take effect two years after the date on which 
the Director General has received the 
notification. No notification of withdrawal 
under this paragraph shall be receivable 
during a period of five years from the date on 
which the declaration took effect. 

(3) 政府間工業所有権機関は、(2)に規定

する場合以外の場合においても、事務局

長にあてた通告により、(1)(a)の宣言を撤

回することができる。その撤回は、事務

局長が通告を受領した日の後 2 年で効力

を生ずる。この(3)の規定に基づく撤回の

通告は、(1)(a)の宣言が効力を生じた日か

ら 5 年の期間中は受領されない。 

(4) The withdrawal referred to in paragraph 
(2) or (3) by an intergovernmental industrial 
property organization whose communication 
under Article 7(1) has led to the acquisition 
of the status of international depositary 
authority by a depositary institution shall 
entail the termination of such status one year 
after the date on which the Director General 
has received the notification of withdrawal. 

(4) 政府間工業所有権機関が(2)又は(3)の
撤回を行った場合には、当該政府間工業

所有権機関による第 7 条(1)の通告に基づ

き寄託機関が取得した国際寄託当局とし

ての地位は、事務局長による撤回の通告

の受領の日の後 1 年で終止する。 

(5) Any declaration referred to in paragraph 
(1)(a), notification of withdrawal referred to 
in paragraph (2) or (3), assurances furnished 
under Article 6(1), second sentence, and 
included in a declaration made in accordance 
with Article 7(1)(a), request made under 
Article 8(1) and communication of 
withdrawal referred to in Article 8(2) shall 
require the express previous approval of the 
supreme governing organ of the 
intergovernmental industrial property 
organization whose members are all the 
States members of the said organization and 
in which decisions are made by the official 
representatives of the governments of such 
States. 

(5) (1)(a)の宣言、(2)又は(3)の撤回の通告、

第 7 条(1)(a)の宣言に含められる第 6 条(1)
中段の規定に基づく保証、前条(1)の請求

及び同条(2)の撤回の通告は、政府間工業

所有権機関の最高機関による事前の明示

の承認を必要とする。この場合において、

最高機関の構成国は、政府間工業所有権

機関のすべての構成国でなければなら

ず、承認に係る最高機関の決定は、構成

国の政府の公式の代表により行われなけ

ればならない。 

 
第 2 章（CHAPTER II） 

管理規定（ADMINISTRATIVE PROVISIONS） 
 
Article 10 Assembly 

 
(1) (a) The Assembly shall consist of the 
Contracting States. 

第 10 条 【総会】 
 
(1) (a) 総会は、締約国で構成する。 

(b) Each Contracting State shall be 
represented by one delegate, who may be 
assisted by alternate delegates, advisors, and 
experts. 

(b) 各締約国は、一人の代表によつて代表

されるものとし、代表は、代表代理、随

員及び専門家の補佐を受けることができ

る。 
(c) Each intergovernmental industrial 
property organization shall be represented 
by special observers in the meetings of the 
Assembly and any committee and working 
group established by the Assembly. 

(c) 各政府間工業所有権機関は、総会並び

に総会の設置する委員会及び作業部会の

会合において特別オブザーバーにより代

表される。 
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(d) Any State not member of the Union 
which is a member of the Organization or of 
the International (Paris) Union for the 
Protection of Industrial Property and any 
intergovernmental organization specialized 
in the field of patents other than an 
intergovernmental industrial property 
organization as defined in Article 2(v) may 
be represented by observers in the meetings 
of the Assembly and, if the Assembly so 
decides, in the meetings of any committee 
or working group established by the 
Assembly. 

(d) 同盟の構成国ではないが機関の加盟

国又は工業所有権の保護に関する国際同

盟（パリ同盟）の構成国である国及び特

許の分野を専門とする政府間機関（第 2
条(v)に定義する政府間工業所有権機関を

除く。）は、総会の会合に並びに、総会が

決定する場合には、総会の設置する委員

会及び作業部会の会合にオブザーバーを

出席させることができる。 

(2) (a) The Assembly shall: (2) (a) 総会は、次のことを行う。  
(i) deal with all matters concerning the 
maintenance and development of the Union 
and the implementation of this Treaty; 

(i) 同盟の維持及び発展並びにこの条約

の実施に関するすべての問題を取り扱う

こと。 
(ii) exercise such rights and perform such 
tasks as are specially conferred upon it or 
assigned to it under this Treaty; 

(ii) この条約により総会に特に与えられ

た権利を行使し及び任務を遂行するこ

と。 
(iii) give directions to the Director General 
concerning the preparations for revision 
conferences; 

(iii) 事務局長に対し改正会議の準備に関

する指示を与えること。 

(iv) review and approve the reports and 
activities of the Director General concerning 
the Union, and give him all necessary 
instructions concerning matters within the 
competence of the Union; 

(iv) 事務局長の同盟に関する報告及び活

動を検討し及び承認し、並びに事務局長

に対し同盟の権限内の事項についてすべ

ての必要な指示を与えること。 

(v) establish such committees and working 
groups as it deems appropriate to facilitate 
the work of the Union; 

(v) 同盟の活動を容易にするために必要

と認める委員会及び作業部会を設置する

こと。 
(vi) determine, subject to paragraph (1)(d), 
which States other than Contracting States, 
which intergovernmental organizations 
other than intergovernmental industrial 
property organizations as defined in Article 
2(v) and which international 
non-governmental organizations shall be 
admitted to its meetings as observers and to 
what extent international depositary 
authorities shall be admitted to its meetings 
as observers; 

(vi) (1)(d)の規定が適用される場合を除く

ほか、締約国以外の国、政府間機関（第 2
条(v)に定義する政府間工業所有権機関を

除く。）及び国際的な非政府機関のうちい

ずれのものが総会の会合にオブザーバー

として出席することができるかを決定す

ること並びに国際寄託当局がいかなる問

題について総会の会合にオブザーバーと

して出席することができるかを決定する

こと。 
(vii) take any other appropriate action 
designed to further the objectives of the 
Union; 

(vii) 同盟の目的を達成するため他の適当

な措置をとること。 

(viii) perform such other functions as are 
appropriate under this Treaty. 

(viii) その他この条約に基づく必要な任

務を遂行すること。 
(b) With respect to matters which are of 
interest also to other Unions administered 
by the Organization, the Assembly shall 
make its decisions after having heard the 
advice of the Coordination Committee of 
the Organization. 

(b) 総会は、機関が管理業務を行つている

他の同盟も利害関係を有する事項につい

ては、機関の調整委員会の助言を受けた

上で決定を行う。 

(3) A delegate may represent, and vote in 
the name of, one State only. 

(3) 代表は、一の国のみを代表し及びその

国の名においてのみ投票することができ

る。 
(4) Each Contracting State shall have one 
vote. 

(4) 各締約国は、一の票を有する。 



 

- 68 - 
 

(5) (a) One-half of the Contracting States 
shall constitute a quorum. 

(5) (a) 締約国の 2 分の 1 をもつて定足数

とする。 
(b) In the absence of the quorum, the 
Assembly may make decisions but, with the 
exception of decisions concerning its own 
procedure, all such decisions shall take 
effect only if the quorum and the required 
majority are attained through voting by 
correspondence as provided in the 
Regulations. 

(b) 総会は、定足数に満たない場合におい

ても、決定を行うことができる。この場

合において、決定は、総会の手続に関す

る決定を除くほか、規則に定める通信に

よる投票で定足数が満たされかつ必要な

多数が得られたときにのみ効力を生ず

る。 
(6) (a) Subject to Articles 8(1)(c), 12(4) and 
14(2)(b), the decisions of the Assembly 
shall require a majority of the votes cast. 

(6) (a) 第 8 条(1)(c)、第 12 条(4)及び第 14
条(2)(b)の規定が適用される場合を除く

ほか、総会の決定は、投じられた票の過

半数による議決で行う。 
(b) Abstentions shall not be considered as 
votes. 

(b) 棄権は、投票とみなさない。 

(7) (a) The Assembly shall meet once in 
every second calendar year in ordinary 
session upon convocation by the Director 
General, preferably during the same period 
and at the same place as the General 
Assembly of the Organization. 

(7) (a) 総会は、事務局長の招集により、2
年ごとに 1 回、通常会期として会合する

ものとし、できる限り機関の一般総会と

同一の期間中に同一の場所において会合

する。 

(b) The Assembly shall meet in 
extraordinary session upon convocation by 
the Director General, either on his own 
initiative or at the request of one-fourth of 
the Contracting States. 

(b) 総会は、事務局長の発意により又は締

約国の 4 分の 1 以上の要請があつたとき

は、事務局長の招集により、臨時会期と

して会合する。 

(8) The Assembly shall adopt its own rules 
of procedure. 

(8) 総会は、その手続規則を採択する。 

 
Article 11 International Bureau 

 
(1) The International Bureau shall: 

第 11 条 【国際事務局】 
 
(1) 国際事務局は、次のことを行う。 

(i) perform the administrative tasks 
concerning the Union, in particular such 
tasks as are specifically assigned to it under 
this Treaty and the Regulations or by the 
Assembly; 

(i) 同盟の管理業務、特に、この条約及び

規則又は総会により明示的に与えられた

任務を遂行すること。 

(ii) provide the secretariat of revision 
conferences, of the Assembly, of 
committees and working groups established 
by the Assembly, and of any other meeting 
convened by the Director General and 
dealing with matters of concern to the 
Union. 

(ii) 改正会議の事務局としての職務、総会

並びに総会の設置する委員会及び作業部

会の事務局としての職務並びに事務局長

が招集する他のすべての会合で同盟に関

する問題を処理するものの事務局として

の職務を遂行すること。 

(2) The Director General shall be the chief 
executive of the Union and shall represent 
the Union. 

(2) 事務局長は、同盟の首席の職員とし、

同盟を代表する。 

(3) The Director General shall convene all 
meetings dealing with matters of concern to 
the Union. 

(3) 事務局長は、同盟に関する問題を処理

するすべての会合を招集する。 

(4) (a) The Director General and any staff 
member designated by him shall participate, 
without the right to vote, in all meetings of 
the Assembly, the committees and working 
groups established by the Assembly, and 
any other meeting convened by the Director 
General and dealing with matters of concern 
to the Union. 

(4) (a) 事務局長及び事務局長の指名する

職員は、総会並びに総会の設置する委員

会及び作業部会のすべての会合に並びに

事務局長が招集する他のすべての会合で

同盟に関する問題を処理するものに投票

権なしで参加する。 
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(b) The Director General, or a staff member 
designated by him, shall be ex officio 
secretary of the Assembly, and of the 
committees, working groups and other 
meetings referred to in subparagraph (a). 

(b) 事務局長又は事務局長の指名する一

人の職員は、当然に、総会並びに(a)に規

定する委員会、作業部会及び他の会合に

おける事務局の長としての職務を行う。

(5) (a) The Director General shall, in 
accordance with the directions of the 
Assembly, make the preparations for 
revision conferences. 

(5) (a) 事務局長は、総会の指示に従つて

改正会議の準備を行う。 

(b) The Director General may consult with 
intergovernmental and international 
non-governmental organizations concerning 
the preparations for revision conferences. 

(b) 事務局長は、改正会議の準備に関し政

府間機関及び国際的な非政府機関と協議

することができる。 

(c) The Director General and persons 
designated by him shall take part, without 
the right to vote, in the discussions at 
revision conferences. 

(c) 事務局長及び事務局長の指名する者

は、改正会議における審議に投票権なし

で参加する。 

(d) The Director General, or a staff member 
designated by him, shall be ex officio 
secretary of any revision conference. 

(d) 事務局長又は事務局長の指名する一

人の職員は、当然に、改正会議における

事務局の長としての職務を行う。 
 
Article 12 Regulations 

 
(1) The Regulations provide rules 
concerning: 

第 12 条 【規則】 
 
(1) 規則には、次の事項に関する規定を設

ける。 
(i) matters in respect of which this Treaty 
expressly refers to the Regulations or 
expressly provides that they are or shall be 
prescribed; 

(i) この条約において、規則に明示的にゆ

だねられている事項又は規則で定められ

なければならない旨が明示的に規定され

ている事項  
(ii) any administrative requirements, matters 
or procedures; 

(ii) 業務の運用上の要件又は手続 

(iii) any details useful in the implementation 
of this Treaty. 

(iii) この条約の実施上有用な細目 

(2) The Regulations adopted at the same 
time as this Treaty are annexed to this 
Treaty. 

(2) この条約とともに採択された規則は、

この条約に附属するものとする。 

(3) The Assembly may amend the 
Regulations. 

(3) 総会は、規則を修正することができ

る。 
(4)  
(a) Subject to subparagraph (b), adoption of 
any amendment of the Regulations shall 
require two-thirds of the votes cast. 

(4) 
(a) (b)の規定が適用される場合を除くほ

か、規則の修正の採択には、投じられた

票の 3 分の 2 以上の多数による議決を必

要とする。 
(b) Adoption of any amendment concerning 
the furnishing of samples of deposited 
microorganisms by the international 
depositary authorities shall require that no 
Contracting State vote against the proposed 
amendment. 

(b) 寄託された微生物の試料の国際寄託

当局による分譲に関する規定の修正の採

択には、提案された修正に対する反対の

票が投じられないことを必要とする。 

(5) In the case of conflict between the 
provisions of this Treaty and those of the 
Regulations, the provisions of this Treaty 
shall prevail. 
 

(5) この条約の規定と規則の規定とが抵

触する場合には、この条約の規定が優先

する。 
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第 3 章（CHAPTER III） 
改正及び修正（REVISION AND AMENDMENT） 

 
Article 13 Revision of the Treaty 

 
(1) This Treaty may be revised from time to 
time by conferences of the Contracting 
States. 

第 13 条 【この条約の改正】 
 
(1) この条約は、締約国の会議により随時

改正することができる。 

(2) The convocation of any revision 
conference shall be decided by the Assembly.

(2) 改正会議の招集は、総会が決定する。

(3) Articles 10 and 11 may be amended either 
by a revision conference or according to 
Article 14. 

(3) 第 10 条及び第 11 条の規定は、改正会

議により又は次条の規定に従つて修正す

ることができる。 
 
Article 14 Amendment of Certain Provisions of the 

Treaty 
 
(1) (a) Proposals under this Article for the 
amendment of Articles 10 and 11 may be 
initiated by any Contracting State or by the 
Director General. 

第 14 条 【この条約の特定の規定の修正】 
 
(1) (a) この条の規定による第10条及び第

11 条の規定の修正の提案は、締約国又は

事務局長が行うことができる。 

(b) Such proposals shall be communicated 
by the Director General to the Contracting 
States at least six months in advance of their 
consideration by the Assembly. 

(b) (a)の提案は、総会による審議の遅くと

も 6 箇月前までに事務局長が締約国に送

付する。 

(2) (a) Amendments to the Articles referred to 
in paragraph (1) shall be adopted by the 
Assembly. 

(2) (a) 第 10 条及び第 11 条の規定の修正

は、総会が採択する。 

(b) Adoption of any amendment to Article 10 
shall require four-fifths of the votes cast; 
adoption of any amendment to Article 11 
shall require three-fourths of the votes cast. 

(b) 第 10 条の規定の修正の採択には投じ

られた票の 5 分の 4 以上の多数による議

決を、第 11 条の規定の修正の採択には投

じられた票の 4 分の 3 以上の多数による

議決を必要とする。 
(3) (a) Any amendment to the Articles 
referred to in paragraph (1) shall enter into 
force one month after written notifications of 
acceptance, effected in accordance with their 
respective constitutional processes, have been 
received by the Director General from 
three-fourths of the Contracting States 
members of the Assembly at the time the 
Assembly adopted the amendment. 

(3) (a) 第 10 条及び第 11 条の規定の修正

は、総会がその修正を採択した時に総会

の構成国であつた締約国の 4 分の 3 から

それぞれの憲法上の手続に従つて行われ

た受諾についての書面による通告を事務

局長が受領した後 1箇月で効力を生ずる。

(b) Any amendment to the said Articles thus 
accepted shall bind all the Contracting States 
which were Contracting States at the time the 
amendment was adopted by the Assembly, 
provided that any amendment creating 
financial obligations for the said Contracting 
States or increasing such obligations shall 
bind only those Contracting States which 
have notified their acceptance of such 
amendment. 

(b) (a)に定めるところにより受諾された

第 10 条及び第 11 条の規定の修正は、総

会がその修正を採択した時に締約国であ

つたすべての国を拘束する。ただし、締

約団の資金上の負担を生じさせ又は増大

させる修正は、その修正の受諾を通告し

た締約国のみを拘束する。 
 

(c) Any amendment which has been accepted 
and which has entered into force in 
accordance with subparagraph (a) shall bind 
all States which become Contracting States 
after the date on which the amendment was 
adopted by the Assembly. 

(c) (a)に定めるところにより受諾されか

つ効力を生じた修正は、総会がその修正

を採択した日の後に締約国となるすべて

の国を拘束する。 
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第 4 章（CHAPTER IV） 

最終規定（FINAL PROVISIONS） 
 
Article 15 Becoming Party to the Treaty 

 
(1) Any State member of the International 
(Paris) Union for the Protection of Industrial 
Property may become party to this Treaty by:

第 15 条 【締約国となるための手続】 
 
(1) 工業所有権の保護に関する国際同盟

（パリ同盟）の構成国は、次のいずれか

の手続により、締約国となることができ

る。 
(i) signature followed by the deposit of an 
instrument of ratification, or 

(i) 署名し、その後に批准書を寄託するこ

と。 
(ii) deposit of an instrument of accession. (ii) 加入書を寄託すること。 
(2) Instruments of ratification or accession 
shall be deposited with the Director General. 

(2) 批准書又は加入書は、事務局長に寄託

する。 
 
Article 16 Entry Into Force of the Treaty 

 
(1) This Treaty shall enter into force, with 
respect to the first five States which have 
deposited their instruments of ratification or 
accession, three months after the date on 
which the fifth instrument of ratification or 
accession has been deposited. 

第 16 条 【この条約の効力発生】 
 
(1) この条約は、批准書又は加入書を寄託

した最初の 5 の国については、その 5 番

目の批准書又は加入書が寄託された日の

後 3 箇月で効力を生ずる。 

(2) This Treaty shall enter into force with 
respect to any other State three months after 
the date on which that State has deposited its 
instrument of ratification     or accession 
unless a later date has been indicated in the 
instrument of ratification or accession. In the 
latter case, this Treaty shall enter into force 
with respect to that State on the date thus 
indicated. 

(2) この条約は、その他の国については、

その国が批准書又は加入書を寄託した日

の後 3 箇月で効力を生ずる。ただし、効

力発生につき一層遅い日がその国の批准

書又は加入書において指定されている場

合には、この条約は、その国について、

当該指定されている日に効力を生ずる。

 
Article 17 Denunciation of the Treaty 

 
(1) Any Contracting State may denounce this 
Treaty by notification addressed to the 
Director General. 

第 17 条 【この条約の廃棄】 
 
(1) いずれの締約国も、事務局長にあてた

通告により、この条約を廃棄することが

できる。 
(2) Denunciation shall take effect two years 
after the day on which the Director General 
has received the notification. 

(2) 廃棄は、事務局長が(1)の通告を受領

した日の後 2 年で効力を生ずる。 

(3) The right of denunciation provided for in 
paragraph (1) shall not be exercised by any 
Contracting State before the expiration of 
five years from the date on which it becomes 
party to this Treaty. 

(3) いずれの締約国も、この条約の締約国

となつた日から 5 年の期間が満了するま

では、(1)に定める廃棄の権利を行使する

ことができない。 

(4) The denunciation of this Treaty by a 
Contracting State that has made a declaration 
referred to in Article 7(1)(a) with respect to a 
depositary institution which thus acquired the 
status of international depositary authority 
shall entail the termination of such status one 
year after the day on which the Director 
General received the notification referred to 
in paragraph (1). 

(4) 寄託機関の国際寄託当局としての地

位の取得に係る第 7 条(1)(a)の宣言を行つ

た締約国がこの条約を廃棄した場合に

は、当該寄託機関が取得した国際寄託当

局としての地位は、事務局長による(1)の
通告の受領の日の後 1 年で終止する。 
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Article 18 Signature and Languages of the Treaty 
 
(1) (a) This Treaty shall be signed in a single 
original in the English and French languages, 
both texts being equally authentic. 

第 18 条 【この条約の署名及び用語】 
 
(1)(a) この条約に関しては、ひとしく正文

である英語及びフランス語による原本一

通について署名する。 
(b) Official texts of this Treaty shall be 
established by the Director General, after 
consultation with the interested Governments 
and within two months from the date of 
signature of this Treaty, in the other 
languages in which the Convention 
Establishing the World Intellectual Property 
Organization was signed. 

(b) 事務局長は、関係政府との協議の上、

この条約の署名の日から 2 箇月以内に、

世界知的所有権機関を設立する条約の署

名に際し用いられた他の言語によるこの

条約の公定訳文を作成する。 

(c) Official texts of this Treaty shall be 
established by the Director General, after 
consultation with the interested 
Governments, in the Arabic, German, Italian, 
Japanese and Portuguese languages, and such 
other languages as the Assembly may 
designate. 

(c) 事務局長は、関係政府との協議の上、

アラビア語、ドイツ語、イタリア語、日

本語、ポルトガル語その他総会が指定す

る言語によるこの条約の公定訳文を作成

する。 

(2) This Treaty shall remain open for 
signature at Budapest until December 31, 
1977. 

(2) この条約は、1977 年 12 月 31 日まで、

ブダペストにおいて署名のために開放し

ておく。 
 
Article 19 Deposit of the Treaty; Transmittal of Copies; 

Registration of the Treaty 
 
(1) The original of this Treaty, when no 
longer open for signature, shall be deposited 
with the Director General. 

第 19 条 【この条約の寄託、謄本の送付及びこの

条約の登録】 
 
(1) この条約の原本は、署名のための開放

が終了したときは、事務局長に寄託する。

(2) The Director General shall transmit two 
copies, certified by him, of this Treaty and 
the Regulations to the Governments of all the 
States referred to in Article 15(1), to the 
Intergovernmental organizations that may file 
a declaration under Article 9(1)(a) and,  on 
request, to the Government of any other 
State. 

(2) 事務局長は、第 15 条(1)に規定するす

べての構成国の政府、第 9 条(1)(a)の宣言

を提出することができる政府間機関及

び、要請があつたときは、他の国の政府

に対し、この条約及び規則の謄本 2 通に

ついて認証し、これらを送付する。 

(3) The Director General shall register this 
Treaty with the Secretariat of the United 
Nations. 

(3) 事務局長は、この条約を国際連合事務

局に登録する。 

(4) The Director General shall transmit two 
copies, certified by him, of any amendment 
to this Treaty and to the Regulations to all 
Contracting States, to all intergovernmental 
industrial property organizations and, on 
request, to the Government of any other State 
and to any other intergovernmental 
organization that may file a declaration under 
Article 9(1)(a). 

(4) 事務局長は、すべての締約国、すべて

の政府間工業所有権機関並びに、要請が

あつたときは、他の国の政府及び第 9 条

(1)(a)の宣言を提出することができる他の

政府間機関に対し、この条約及び規則の

修正の謄本 2 通について認証し、これら

を送付する。 

 
Article 20 Notifications 

 
The Director General shall notify the 
Contracting States, the intergovernmental 
industrial property organizations and those 
States not members of the Union which are 
members of the International (Paris) Union 
for the Protection of Industrial Property of: 

第 20 条 【通報】 
 
事務局長は、締約国、政府間工業所有権

機関及び同盟の構成国ではないが工業所

有権の保護に関する国際同盟（パリ同盟）

の構成国である国に対し、次の事項を通

報する。 

(i) signatures under Article 18; (i) 第 18 条の署名 
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(ii) deposits of instruments of ratification or 
accession under Article 15(2); 

(ii) 第 15 条(2)の批准書又は加入書の寄託

(iii) declarations filed under Article 9(1)(a) 
and notifications of withdrawal under Article 
9(2) or (3); 

(iii) 第 9 条(1)(a)の規定に基づき提出され

た宣言及び同条(2)又は(3)の規定に基づ

く撤回の通告 
(iv) the date of entry into force of this Treaty 
under Article 16(1); 

(iv) 第 16 条(1)の規定によるこの条約の

効力発生の日 
(v) the communications under Articles 7 and 
8 and the decisions under Article 8; 

(v) 第 7条の規定による通告並びに第 8条
の規定による決定及び通告 

(vi) acceptance of amendments to this Treaty 
under Article 14(3); 

(vi) 第 14 条(3)の規定によるこの条約の

修正の受諾 
(vii) any amendment of the Regulations; (vii) 規則の修正 
(viii) the dates on which amendments to the 
Treaty or the Regulations enter into force; 

(viii) この条約又は規則の修正の効力発

生の日 
(ix) denunciations received under Article 17. (ix) 第 17条の規定により受領した廃棄通

告 
 



 

 



 

 

 
 

資料 2 
 

特許手続上の微生物の寄託の 
国際的承認に関するブダペスト条約 

に基づく規則(英和対訳) 
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資料２ 特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基

づく規則 
（Regulations-Under the Budapest Treaty on the International Recognition of 
the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure） 
 
昭和 55･7･5･条約 22 号 
1977 年 4 月 28 日採択 
1980 年 8 月 19 日発効（昭和 55・外務省告示 242 号） 
1981 年 1 月 20 日修正（昭和 56・外務省告示 85 号）（施行：昭和 59 年 5 月 24 日（昭和 60・外務省告示 180
号）） 
2002 年 10 月１日修正（平成 15・外務省告示 85 号）（施行：平成 14 年 10 月 2 日） 
 

略称及び「署名」の解釈（INTRODUCTORY PROVISIONS） 
 

第１規則：略称及び「署名」の解釈 
（Rule 1 : Abbreviated Expressions and Interpretation of the Word "Signature"） 

 
1.1 "Treaty" 

 
In these Regulations, the word "Treaty" 
means the Budapest Treaty on the 
International Recognition of the Deposit of 
Microorganisms for the Purposes of Patent 
Procedure. 

1.1 【条約】 
 
この規則において「条約」とは、特許手

続上の微生物の寄託の国際的承認に関す

るブダペスト条約をいう。 

 
1.2 "Article" 

 
In these Regulations, the word "Article" 
refers to the specified Article of the Treaty. 

1.2 【条】 
 
この規則において「条」とは、条約の当

該条をいう。 
 

1.3 "Signature" 
 
In these Regulations, whenever the word 
"signature" is used, it shall be understood 
that, where the law of the State on the 
territory of which an international depositary 
authority is located requires the use of a seal 
instead of a signature, the said word shall 
mean "seal" for the purposes of that authority.

1.3 【署名】 
 
この規則において「署名」というときは、

その領域内に国際寄託当局が存在する国

の法令が署名ではなく押印を要求してい

る場合には、当該国際寄託当局について

は、「押印」をいうものとする。 

 
第 2 規則：国際寄託当局 

（Rule 2 : International Depositary Authorities） 
 

2.1 Legal Status 
 
Any international depositary authority may 
be a government agency, including any 
public institution attached to a public 
administration other than the central 
government, or a private entity. 

2.1 法的地位 
 
政府の機関（中央政府以外の行政機関に

附属する公的機関を含む。）及び民間の団

体のいずれも、国際寄託当局になること

ができる。 

 
2.2 Staff and Facilities 

 
The requirements referred to in Article 
6(2)(ii) shall include in particular the 
following: 

2.2 職員及び施設 
 
第 6 条(2)(ii)の要件には、特に次の要件を

含む。 
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(i) the staff and facilities of any international 
depositary authority must enable the said 
authority to store the deposited 
microorganisms in a manner which ensures 
that they are kept viable and uncontaminated;

(i) 国際寄託当局が、汚染させることなく

生存させておく方法で寄託された微生物

を保管するのに必要な職員及び施設を確

保すること。 

(ii) any international depositary authority 
must, for the storage of microorganisms, 
provide for sufficient safety measures to 
minimize the risk of losing microorganisms 
deposited with it. 

(ii) 国際寄託当局が、寄託された微生物を

保管するに当たり、当該寄託された微生

物の亡失の危険性を最小限にするため、

十分な安全措置を講ずること。 

 
2.3 Furnishing of Samples 

 
The requirements referred to in Article 
6(2)(viii) shall include in particular the 
requirement that any international depositary 
authority must furnish samples of deposited 
microorganisms in an expeditious and proper 
manner. 

2.3 試料の分譲 
 
第 6 条(2)(viii)の要件には、特に、国際寄

託当局が寄託された微生物の試料を迅速

かつ適切な方法で分譲しなければならな

いとの要件を含む。 

 
第 3 規則：国際寄託当局としての地位の取得 

（Rule 3 : Acquisition of the Status of International Depositary Authority） 
 

3.1 Communication 
 
(a) The communication referred to in Article 
7(1) shall be addressed to the Director 
General, in the case of a Contracting State, 
through diplomatic channels or, in the case of 
an intergovernmental industrial property 
organization, by its chief executive officer. 

3.1 通告 
 
(a) 第 7 条(1)の通告は、締約国にあつては

外交上の経路を通じて、政府間工業所有

権機関にあつてはその首席の職員によつ

て、事務局長に対し行われる。 

(b) The communication shall: (b) 通告書には、次の事項を記載する。 
(i) indicate the name and address of the 
depositary institution to which the 
communication relates; 

(i) 通告に係る寄託機関の名称及びあて

名 

(ii) contain detailed information as to the said 
institution's capacity to comply with the 
requirements specified in Article 6(2), 
including information on its legal status, 
scientific standing, staff and facilities; 

(ii) 通告に係る寄託機関が第 6 条(2)に定

める要件を満たす能力を有していること

についての詳細な情報（法的地位、科学

的水準、職員及び施設に関する情報を含

む。） 
(iii) where the said depositary institution 
intends to accept for deposit only certain 
kinds of microorganisms, specify such kinds;

(iii) 通告に係る寄託機関が特定の種類の

微生物についてのみ受託しようとする場

合には、その種類 
(iv) indicate the amount of any fees that the 
said institution will, upon acquiring the status 
of international depositary authority, charge 
for storage, viability statements and 
furnishing of samples of microorganisms; 

(iv) 通告に係る寄託機関が、国際寄託当

局としての地位を取得した後に、微生物

の保管、生存に関する証明書の交付及び

試料の分譲について課する手数料の額 

(v) indicate the official language or languages 
of the said institution; 

(v) 通告に係る寄託機関が使用する 1 又

は 2 以上の言語 
(vi) where applicable, indicate the date 
referred to in Article 7(1)(b). 

(vi) 該当する場合には、第 7 条(1)(b)に規

定する日 
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3.2 Processing of the Communication 
 
If the communication complies with Article 
7(1) and Rule 3.1, it shall be promptly 
notified by the Director General to all 
Contracting States and intergovernmental 
industrial property organizations and shall be 
promptly published by the International 
Bureau. 

3.2 通告の取扱い 
 
通告が第 7 条(1)及び 3.1 の規定に合致し

ている場合には、事務局長はすべての締

約国及び政府間工業所有権機関に対し通

告を速やかに通報し、国際事務局は通告

を速やかに公表する。 

 
3.3 Extension of the List of Kinds of 

Microorganisms Accepted 
 
The Contracting State or intergovernmental 
industrial property organization having made 
the communication referred to in Article 7(1) 
may, at any time thereafter, notify the 
Director General that its assurances are 
extended to specified kinds of 
microorganisms to which, so far, the 
assurances have not extended. In such a case, 
and as far as the additional kinds of 
microorganisms are concerned, Article 7 and 
Rules 3.1 and 3.2 shall apply, mutatis 
mutandis. 

3.3 受託に係る微生物の種類の追加 
 
 
締約国又は政府間工業所有権機関は、第 7
条(1)の通告を行つた後いつでも、保証を

与えていなかつた特定の種類の微生物に

ついても保証を与える旨を事務局長に通

告することができる。この場合において、

同条並びに 3.1 及び 3.2 の規定は、追加さ

れた種類の微生物について準用する。 

 
第４規則：国際寄託当局としての地位の終止又は限定 

（Rule 4 : Termination or Limitation of the Status of International Depositary Authority） 
 

4.1 Request; Processing of Request 
 
(a) The request referred to in Article 8(1)(a) 
shall be addressed to the Director General as 
provided in Rule 3.1(a). 

4.1 請求及び請求の取扱い 
 
(a) 第 8 条(1)(a)の請求は、3.1(a)に定める

方法と同一の方法により、事務局長に申

し出る。 
(b) The request shall: (b) 請求書には、次の事項を記載する。 
(i) indicate the name and address of the 
international depositary authority concerned;

(i) 請求に係る国際寄託当局の名称及び

あて名 
(ii) where it relates only to certain kinds of 
microorganisms, specify such kinds; 

(ii) 請求が特定の種類の微生物のみに係

る場合には，その種類 
(iii) indicate in detail the facts on which it is 
based. 

(iii) 請求の根拠となる事実の詳細 

(c) If the request complies with paragraphs 
(a) and (b), it shall be promptly notified by 
the Director General to all Contracting States 
and intergovernmental industrial property 
organizations. 

(c) 事務局長は、請求が(a)及び(b)の規定

に合致している場合には、すべての締約

国及び政府間工業所有権機関に対し、請

求を速やかに通報する。 

(d) Subject to paragraph (e), the Assembly 
shall consider the request not earlier than six 
and not later than eight months from the 
notification of the request. 

(d) (e)の規定が適用される場合を除くほ

か、総会は、(c)の通報から 6 箇月の経過

後 8 箇月の経過前に請求について審議す

る。 
(e) Where, in the opinion of the Director 
General, respect of the time limit provided 
for in paragraph (d) could endanger the 
interests of actual or potential depositors, he 
may convene the Assembly for a date earlier 
than the date of the expiration of the 
six-month period provided for in paragraph 
(d). 

(e) 事務局長は、(d)に規定する 6 箇月の期

間の遵守が寄託者（潜在的な寄託者を含

む。）の利益を損なうおそれがあると認め

る場合には、当該 6 箇月の期間が満了す

る日前に総会を招集することができる。
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(f) If the Assembly decides to terminate, or to 
limit to certain kinds of microorganisms, the 
status of international depositary authority, 
the said decision shall become effective three 
months after the date on which it was made. 

(f) 総会が請求に係る国際寄託当局の国

際寄託当局としての地位を終止させ又は

その地位を特定の種類の微生物に係る地

位に限定することを決定した場合には、

その決定は、決定が行われた日の後 3 箇

月で効力を生ずる。 
 

4.2 Communication; Effective Date; Processing 
of Communication 
 
(a) The communication referred to in Article 
8(2)(a) shall be addressed to the Director 
General as provided in Rule 3.1(a). 

4.2 通告、通告の効力発生の日及び通告の取

扱い 
 
(a) 第 8 条(2)(a)の通告は、3.1(a)に定める

方法と同一の方法により、事務局長に対

し行われる。 
(b) The communication shall: (b) 通告書には、次の事項を記載する。 
(i) indicate the name and address of the 
international depositary authority concerned;

(i) 通告に係る国際寄託当局の名称及び

あて名 
(ii) where it relates only to certain kinds of 
microorganisms, specify such kinds; 

(ii) 通告が特定の種類の微生物のみに係

る場合には、その種類 
(iii) where the Contracting State or 
intergovernmental industrial property 
organization making the communication 
desires that the effects provided for in Article 
8(2)(b) take place on a date later than at the 
expiration of three months from the date of 
the communication, indicate that later date. 

(iii) 通告を行う締約国又は政府間工業所

有権機関が当該通告の日から 3 箇月を経

過した日よりも遅い日に第 8 条 (2)(b)に
規定する地位の終止又は限定が効力を生

ずることを希望する場合には、当該希望

する日 

(c) Where paragraph (b)(iii) applies, the 
effects provided for in Article 8(2)(b) shall 
take place on the date indicated under that 
paragraph in the communication; otherwise, 
they shall take place at the expiration of three 
months from the date of the communication. 

(c) 第 8 条(2)(b)に規定する地位の終止又

は限定は、(b)(iii)の規定が適用される場合

には通告書に記載された日に効力を生

じ、その他の場合には通告の日から 3 箇

月を経過した日に効力を生ずる。 

(d) The Director General shall promptly 
notify all Contracting States and 
intergovernmental industrial property 
organizations of any communication received 
under Article 8(2) and of its effective date 
under paragraph (c). A corresponding notice 
shall be promptly published by the 
International Bureau. 

(d) 事務局長は、すべての締約国及び政府

間工業所有権機関に対し、第 8 条(2)の規

定により受領した通告及び(c)に規定する

効力発生の日を速やかに通報する。国際

事務局は、当該通報と同一の内容を速や

かに公表する。 

 
4.3 Consequences for Deposits 

 
In the case of a termination or limitation of 
the status of international depositary 
authority under Articles 8(1), 8(2), 9(4) or 
17(4), Rule 5.1 shall apply, mutatis mutandis.

4.3 寄託された微生物についてとられる措置
 
5.1 の規定は、第 8 条(1)若しくは(2)、第 9
条(4)又は第 17 条(4)の規定により国際寄

託当局としての地位を終止させ又は限定

する場合に準用する。 
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第 5 規則：国際寄託当局による義務の不履行 
（Rule 5 : Defaults by the International Depositary Authority） 

 
5.1 Discontinuance of Performance of 

Functions in Respect of Deposited 
Microorganisms 
 
(a) If any international depositary authority 
temporarily or definitively discontinues the 
performance of any of the tasks it should 
perform under the Treaty and these 
Regulations in relation to any 
microorganisms deposited with it, the 
Contracting State or intergovernmental 
industrial property organization which, in 
respect of that authority, has furnished the 
assurances under Article 6(1) shall: 

5.1 寄託された微生物についての業務の遂行

の停止 
 
 
(a) 国際寄託当局が条約及びこの規則に

より行うこととされている寄託された微

生物についてのいずれかの業務の遂行を

一時的又は確定的に停止する場合には、

当該国際寄託当局について第 6 条(1)の保

証を与えた締約国又は政府間工業所有権

機関は、 

(i) ensure, to the fullest extent possible, that 
samples of all such microorganisms are 
transferred promptly and without 
deterioration or contamination from the said 
authority ("the defaulting authority") to 
another international depositary authority 
("the substitute authority"); 

(i) 当該国際寄託当局（「不履行当局」）に

寄託された微生物のうち不履行に係るす

べての微生物の試料が、変質し又は汚染

することなく、不履行当局から他の国際

寄託当局（「代行当局」）に速やかに移送

されるよう、すべての可能な措置をとる。

(ii) ensure, to the fullest extent possible, that 
all mail or other communications addressed 
to the defaulting authority, and all files and 
other relevant information in the possession 
of that authority, in respect of the said 
microorganisms are promptly transferred to 
the substitute authority; 

(ii) 不履行当局にあてられたすべての郵

便その他の通信及び不履行当局の所持す

るすべての書類つづりその他の情報で不

履行に係るすべての微生物に関する通信

及び情報が代行当局に速やかに送付され

るよう、すべての可能な措置をとる。 

(iii) ensure, to the fullest extent possible, that 
the defaulting authority promptly notifies all 
depositors affected of the discontinuance of 
the performance of its functions and the 
transfers effected; 

(iii) 不履行当局が業務の遂行の停止及び

移送につきすべての関係寄託者に対して

速やかに通知するよう、すべての可能な

措置をとる。 

(iv) promptly notify the Director General of 
the fact and the extent of the discontinuance 
in question and of the measures which have 
been taken by the said Contracting State or 
intergovernmental industrial property 
organization under (i) to (iii). 

(iv) 不履行当局の業務の遂行の停止及び

停止の範囲並びに(i)から(iii)までの規定

により当該締約国又は政府間工業所有権

機関がとつた措置について事務局長に速

やかに通知する。 

(b) The Director General shall promptly 
notify the Contracting States and the 
intergovernmental industrial property 
organizations as well as the industrial 
property offices of the notification received 
under paragraph (a)(iv); the notification of 
the Director General and the notification 
received by him shall be promptly published 
by the International Bureau. 

(b) 事務局長は、締約国及び政府間工業所

有権機関並びに工業所有権庁に対し、

(a)(iv)の規定により受領した通知を速や

かに通報する。国際事務局は、事務局長

が行つた通報及び事務局長が受領した通

知を速やかに公表する。 

(c) Under the applicable patent procedure it 
may be required that the depositor shall, 
promptly after receiving the receipt referred 
to in Rule 7.5, notify to any industrial 
property office with which a patent 
application was filed with reference to the 
original deposit the new accession number 
given to the deposit by the substitute 
authority. 

(c) 適用される特許手続の下において、寄

託者に対し、不履行当局への寄託に係る

特許出願をした工業所有権庁に対し移送

に係る寄託について代行当局の付した新

たな受託番号を当該寄託者が 7.5 に規定

する受託証の受領の後速やかに通知する

ことを要求することができる。 
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(d) The substitute authority shall retain in an 
appropriate form the accession number given 
by the defaulting authority, together with the 
new accession number. 

(d) 代行当局は、不履行当局の付した受託

番号を新たな受託番号とともに適切な方

法で保持する。 

(e) In addition to any transfer effected under 
paragraph (a)(i), the defaulting authority 
shall, upon request by the depositor, transfer, 
as far as possible, a sample of any 
microorganism deposited with it together 
with copies of all mail or other 
communications and copies of all files and 
other relevant information referred to in 
paragraph (a)(ii) to any international 
depositary authority indicated by the 
depositor other than the substitute authority, 
provided that the depositor pays any 
expenses to the defaulting authority resulting 
from the said transfer. The depositor shall pay 
the fee for the storage of the said sample to 
the international depositary authority 
indicated by him. 

(e) 不履行当局は、(a)(i)の代行当局への移

送のほか、寄託者の要請があつたときは、

寄託者が移送に係るすべての費用を当該

不履行当局に支払うことを条件として、

可能な限度において代行当局以外の国際

寄託当局で寄託者が指示したものへ当該

不履行当局に寄託された微生物の試料を

(a)(ii)のすべての郵便その他の通信の写

し及びすべての書類つづりその他の情報

の写しとともに移送する。この場合にお

いて、寄託者は、その指示した国際寄託

当局に対し当該試料の保管についての手

数料を支払う。 

(f) On the request of any depositor affected, 
the defaulting authority shall retain, as far as 
possible, samples of the microorganisms 
deposited with it. 

(f) 不履行当局は、関係寄託者の要請があ

つたときは、当該不履行当局に寄託され

た微生物の試料を可能な限度において保

管する。 
 

5.2 Refusal To Accept Certain Kinds of 
Microorganisms 
 
(a) If any international depositary authority 
refuses to accept for deposit any of the kinds 
of microorganisms which it should accept 
under the assurances furnished, the 
Contracting State or intergovernmental 
industrial property organization which, in 
respect of that authority, has made the 
declaration referred to in Article 7(1)(a) shall 
promptly notify the Director General of the 
relevant facts and the measures which have 
been taken. 

5.2 特定の種類の微生物についての受託の拒

否 
 
(a) 国際寄託当局が当該国際寄託当局に

対して与えられた保証によれば受託する

こととなつているいずれかの種類の微生

物についての受託を拒否する場合には、

当該国際寄託当局について第 7 条(1)(a)の
宣言を行つた締約国又は政府間工業所有

権機関は、事務局長に対し当該拒否及び

とつた措置について速やかに通知する。

(b) The Director General shall promptly 
notify the other Contracting States and 
intergovernmental industrial property 
organizations of the notification received 
under paragraph (a); the notification of the 
Director General and the notification 
received by him shall be promptly published 
by the International Bureau. 

(b) 事務局長は、他の締約国及び政府間工

業所有権機関に対し、(a)の規定により受

領した通知を速やかに通報する。国際事

務局は、事務局長が行つた通報及び事務

局長が受領した通知を速やかに公表す

る。 

 
第 6 規則：原寄託及び再寄託の方式 

（Rule 6 : Making the Original Deposit or New Deposit） 
 

6.1 Original Deposit 
 
(a) The microorganism transmitted by the 
depositor to the international depositary 
authority shall, except where Rule 6.2 
applies, be accompanied by a written 
statement bearing the signature of the 
depositor and containing: 

6.1 原寄託 
 
(a) 6.2 の規定が適用される場合を除くほ

か、寄託者は、国際寄託当局に微生物を

送付するに当たり、次の事項を記載した

文書に署名し、これを提出する。 
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(i) an indication that the deposit is made 
under the Treaty and an undertaking not to 
withdraw it for the period specified in Rule 
9.1; 

(i) 寄託が条約に基づいてされる旨の表

示及び 9.1 に定める期間中寄託を取り下

げない旨の約束 

(ii) the name and address of the depositor; (ii) 寄託者の氏名又は名称及びあて名 
(iii) details of the conditions necessary for the 
cultivation of the microorganism, for its 
storage and for testing its viability and also, 
where a mixture of microorganisms is 
deposited, descriptions of the components of 
the mixture and at least one of the methods 
permitting the checking of their presence; 

(iii) 微生物の培養、保管及び生存試験に

必要な条件の詳細並びに、混合微生物を

寄託する場合には、当該混合微生物の組

成の説明及び当該混合微生物に係るそれ

ぞれの微生物の存在を確認する少なくと

も一の方法の説明 

(iv) an identification reference (number, 
symbols, etc.) given by the depositor to the 
microorganism; 

(iv) 寄託者が微生物に付した識別のため

の表示（番号、記号等） 

(v) an indication of the properties of the 
microorganism which are or may be 
dangerous to health or the environment, or an 
indication that the depositor is not aware of 
such properties. 

(v) 健康若しくは環境に対し害を及ぼし

若しくは及ぼすおそれのある微生物の性

質の表示又は寄託者が微生物のそのよう

な性質を知らない旨の表示 

(b) It is strongly recommended that the 
written statement referred to in paragraph (a) 
should contain the scientific description 
and/or proposed taxonomic designation of the 
deposited microorganism. 

(b) (a)の文書には、寄託される微生物の科

学的性質及び分類学上の位置を表示する

ことが極めて望ましい。 

 
6.2 New Deposit 

 
(a) Subject to paragraph (b), in the case of a 
new deposit made under Article 4, the 
microorganism transmitted by the depositor 
to the international depositary authority shall 
be accompanied by a copy of the receipt of 
the previous deposit, a copy of the most 
recent statement concerning the viability of 
the microorganism which was the subject of 
the previous deposit indicating that the 
microorganism is viable and a written 
statement bearing the signature of the 
depositor and containing: 

6.2 再寄託 
 
(a) (b)の規定が適用される場合を除くほ

か、寄託者は、第 4 条の規定に基づく再

寄託のために国際寄託当局に微生物を送

付するに当たり、直前の寄託についての

受託証の写し及び直前の寄託に係る微生

物が生存していることを示す最新の生存

に関する証明書の写しを提出するものと

し、また、次の事項を記載した文書に署

名し、これを提出する。 

(i) the indications referred to in Rule 6.1(a)(i) 
to (v); 

(i) 6.1(a)(i)から(v)までに掲げる事項 

(ii) a declaration stating the reason relevant 
under Article 4(1)(a) for making the new 
deposit, a statement alleging that the 
microorganism which is the subject of the 
new deposit is the same as that which was the 
subject of the previous deposit, and an 
indication of the date on which the depositor 
received the notification referred to in Article 
4(1)(a) or, as the case may be, the date of the 
publication referred to in Article 4(1)(e); 

(ii) 第 4 条(1)(a)の規定による再寄託の理

由、再寄託に係る微生物が直前の寄託に

係る微生物と同一である旨の陳述及び寄

託者が同条(1)(a)の通知を受領した日又は

同条(1)(e)の公表の日 

(iii) where a scientific description and/or 
proposed taxonomic designation was/were 
indicated in connection with the previous 
deposit, the most recent scientific description 
and/or proposed taxonomic designation as 
communicated to the international depositary 
authority with which the previous deposit 
was made. 

(iii) 直前の寄託について表示した科学的

性質又は分類学上の位置であつて、直前

の寄託のされた国際寄託当局に通知され

た最新のもの。 
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(b) Where the new deposit is made with the 
international depositary authority with which 
the previous deposit was made, paragraph 
(a)(i) shall not apply. 

(b) 再寄託が直前の寄託のされた国際寄

託当局にされる場合には、(a)(i)に掲げる

事項の記載を要しない。 

(c) For the purposes of paragraphs (a) and (b) 
and of Rule 7.4, "previous deposit" means, 

(c) (a)及び(b)並びに 7.4 の規定の適用上、

「直前の寄託」とは、次の寄託をいう。

(i) where the new deposit has been preceded 
by one or more other new deposits: the most 
recent of those other new deposits; 

(i) 再寄託の前に 1 又は 2 以上の他の再寄

託がされた場合には、これらの他の再寄

託のうち最新のもの 
(ii) where the new deposit has not been 
preceded by one or more other new deposits: 
the original deposit. 

(ii) 再寄託の前に他の再寄託がされなか

つた場合には、原寄託 

 
6.3 Requirements of the International 

Depositary Authority 
 
(a) Any international depositary authority 
may require: 

6.3 国際寄託当局による要求 
 
 
(a) 国際寄託当局は、次のことを要求する

ことができる。 
(i) that the microorganism be deposited in the 
form and quantity necessary for the purposes 
of the Treaty and these Regulations; 

(i) 条約及びこの規則の実施のために必

要な形態でこれらの実施のために必要な

量の微生物を寄託者が寄託すること。 
(ii) that a form established by such authority 
and duly completed by the depositor for the 
purposes of the administrative procedures of 
such authority be furnished; 

(ii) 当該国際寄託当局の事務手続上寄託

者が当該国際寄託当局の作成した様式に

より正しく記載した文書を提出するこ

と。 
(iii) that the written statement referred to in 
Rule 6.1(a) or 6.2(a) be drafted in the 
language, or in any of the languages, 
specified by such authority, it being 
understood that such specification must at 
least include the official language or 
languages indicated under Rule 3.1(b)(v); 

(iii) 6.1(a)又は 6.2(a)の文書を当該国際寄

託当局の指定する言語のいずれかにより

作成すること。当該国際寄託当局の指定

する言語には、少なくとも 3.1(b)(v)の規

定により通告された 1 又は 2 以上の言語

を含まなければならない。 

(iv) that the fee for storage referred to in Rule 
12.1(a)(i) be paid; and 

(iv) 12.1(a)(i)の規定による保管について

の手数料が支払われること。 
(v) that, to the extent permitted by the 
applicable law, the depositor enter into a 
contract with such authority defining the 
liabilities of the depositor and the said 
authority. 

(v) 関係法令の範囲内で、寄託者及び当該

国際寄託当局の責任を定める契約を寄託

者が当該国際寄託当局と締結すること。

(b) Any international depositary authority 
shall communicate any such requirements 
and any amendments thereof to the 
International Bureau. 

(b) 国際寄託当局は、国際事務局に対し、

(a)の規定に基づく要求及びその変更を通

知する。 

 
6.4 Acceptance Procedure 

 
(a) The international depositary authority 
shall refuse to accept the microorganism and 
shall immediately notify the depositor in 
writing of such refusal and of the reasons 
therefor: 

6.4 受託の手続 
 
(a) 国際寄託当局は、次の場合には、微生

物について受託を拒否し、寄託者に対し

書面で当該拒否及びその理由を直ちに通

知する。 

(i) where the microorganism is not of a kind 
of microorganism to which the assurances 
furnished under Rule 3.1(b)(iii) or 3.3 
extend; 

(i) 微生物が 3.1(b)(iii)又は 3.3 の規定によ

り保証が与えられた種類の微生物でない

場合 
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(ii) where the properties of the 
microorganism are so exceptional that the 
international depositary authority is 
technically not in a position to perform the 
tasks in relation to it that it must perform 
under the Treaty and these Regulations; 

(ii) 微生物の性質が例外的であるため、国

際寄託当局が当該微生物につき条約及び

この規則に従つて行わなければならない

業務を技術的に遂行することができない

場合 

(iii) where the deposit is received in a 
condition which clearly indicates that the 
microorganism is missing or which precludes 
for scientific reasons the acceptance of the 
microorganism. 

(iii) 微生物が明らかに失われている状態

で又は科学的理由により微生物について

受託することができない状態で寄託がさ

れた場合 

(b) Subject to paragraph (a), the international 
depositary authority shall accept the 
microorganism when all the requirements of 
Rule 6.1(a) or 6.2(a) and Rule 6.3(a) are 
complied with. If any of those requirements 
are not complied with, the international 
depositary authority shall immediately notify 
the depositor in writing of that fact and invite 
him to comply with those requirements. 

(b) (a)の規定が適用される場合を除くほ

か、国際寄託当局は、6.1(a)又は 6.2(a)及
び 6.3(a)のすべての要件が満たされてい

る場合には、微生物について受託する。

これらの要件のいずれかが満たされてい

ない場合には、国際寄託当局は、寄託者

に対し書面でその旨を直ちに通知し、か

つ、これらの要件を満たすことを求める。

(c) When the microorganism has been 
accepted as an original or new deposit, the 
date of that original or new deposit, as the 
case may be, shall be the date on which the 
microorganism was received by the 
international depositary authority. 

(c) 微生物が原寄託又は再寄託として受

託された場合には、原寄託又は再寄託の

日は、国際寄託当局が当該微生物を受領

した日とする。 

(d) The international depositary authority 
shall, on the request of the depositor and 
provided that all the requirements referred to 
in paragraph (b) are complied with, consider 
a microorganism, deposited before the 
acquisition by such authority of the status of 
international depositary authority, to have 
been received, for the purposes of the Treaty, 
on the date on which such status was 
acquired. 

(d) 国際寄託当局は、寄託者の要請があつ

たときは、(b)に規定するすべての要件が

満たされていることを条件として、条約

の適用上、当該国際寄託当局が国際寄託

当局としての地位を取得する前に寄託さ

れた微生物を国際寄託当局としての地位

を取得した日に受領したものとみなす。

 
第 7 規則：受託証 
（Rule 7 : Receipt） 

 
7.1 Issuance of Receipt 

 
The international depositary authority shall 
issue to the depositor, in respect of each 
deposit of microorganism effected with it or 
transferred to it, a receipt in attestation of the 
fact that it has received and accepted the 
microorganism. 

7.1 受託証の交付 
 
国際寄託当局は、寄託者に対し、当該国

際寄託当局に対しされた微生物の寄託又

は移送に係る微生物の寄託につき、当該

微生物を受領し及び当該微生物について

受託したことを証する受託証を交付す

る。 
 

7.2 Form; Languages; Signature 
 
(a) Any receipt referred to in Rule 7.1 shall 
be established on a form called an 
"international form," a model of which shall 
be established by the Director General in 
those languages which the Assembly shall 
designate. 

7.2 様式、言語及び署名 
 
(a) 7.1 の受託証の様式は、総会が指定す

る言語で事務局長によりそのひな形が作

成される様式（「国際様式」と称する。）

とする。 
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(b) Any words or letters filled in in the 
receipt in characters other than those of the 
Latin alphabet shall also appear therein 
transliterated in characters of the Latin 
alphabet. 

(b) ローマ字以外の文字で語を受託証に

記載する場合には、その語をローマ字に

音訳したものを併記する。 

(c) The receipt shall bear the signature of the 
person or persons having the power to 
represent the international depositary 
authority or that of any other official of that 
authority duly authorized by the said person 
or persons. 

(c) 受託証には、国際寄託当局を代表する

権限を有する者又はその者により正当に

権限を与えられた当該国際寄託当局の他

の職員が署名する。 

 
7.3 Contents in the Case of the Original Deposit

 
Any receipt referred to in Rule 7.1 and issued 
in the case of an original deposit shall 
indicate that it is issued by the depositary 
institution in its capacity of international 
depositary authority under the Treaty and 
shall contain at least the following 
indications: 

7.3 原寄託についての受託証の記載事項 
 
原寄託について交付される 7.1 の受託証

には、国際寄託当局が条約にいう国際寄

託当局として受託証を交付する旨を表示

し、かつ、少なくとも次の事項を記載す

る。 

(i) the name and address of the international 
depositary authority; 

(i) 国際寄託当局の名称及びあて名 

(ii) the name and address of the depositor; (ii) 寄託者の氏名又は名称及びあて名 
(iii) the date of the original deposit as defined 
in Rule 6.4(c); 

(iii) 6.4(c)に規定する原寄託の日 
 

(iv) the identification reference (number, 
symbols, etc.) given by the depositor to the 
microorganism; 

(iv) 寄託者が微生物に付した識別のため

の表示（番号、記号等） 

(v) the accession number given by the 
international depositary authority to the 
deposit; 

(v) 国際寄託当局が寄託について付した

受託番号 

(vi) where the written statement referred to in 
Rule 6.1(a) contains the scientific description 
and/or proposed taxonomic designation of the 
microorganism, a reference to that fact. 

(vi) 6.1(a)の文書に微生物の科学的性質又

は分類学上の位置が記載されている場合

には、その記載がされている旨の表示 

 
7.4 Contents in the Case of the New Deposit 

 
Any receipt referred to in Rule 7.1 and issued 
in the case of a new deposit effected under 
Article 4 shall be accompanied by a copy of 
the receipt of the previous deposit (within the 
meaning of Rule 6.2(c)) and a copy of the 
most recent statement concerning the 
viability of the microorganism which was the 
subject of the previous deposit (within the 
meaning of Rule 6.2(c)) indicating that the 
microorganism is viable, and shall at least 
contain: 

7.4 再寄託についての受託証の記載事項 
 
第 4 条の規定に基づく再寄託について交

付される 7.1 の受託証には、直前の寄託

（6.2(c)に定義する意味における直前の

寄託）についての受託証の写し及び直前

の寄託（6.2(c)に定義する意味における直

前の寄託）に係る微生物が生存している

ことを示す最新の生存に関する証明書の

写しを添付し、かつ、少なくとも次の事

項を記載する。 

(i) the name and address of the international 
depositary authority; 

(i) 国際寄託当局の名称及びあて名 

(ii) the name and address of the depositor; (ii) 寄託者の氏名又は名称及びあて名 
(iii) the date of the new deposit as defined in 
Rule 6.4(c); 

(iii) 6.4(c)に規定する再寄託の日 

(iv) the identification reference (number, 
symbols, etc.) given by the depositor to the 
microorganism; 

(iv) 寄託者が微生物に付した識別のため

の表示（番号、記号等） 

(v) the accession number given by the 
international depositary authority to the new 
deposit; 

(v) 国際寄託当局が再寄託について付し

た受託番号 
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(vi) an indication of the relevant reason and 
the relevant date as stated by the depositor in 
accordance with Rule 6.2(a)(ii); 

(vi) 再寄託の理由及び 6.2(a)(ii)の規定に

より寄託者が記載した日 

(vii) where Rule 6.2(a)(iii) applies, a 
reference to the fact that a scientific 
description and/or a proposed taxonomic 
designation has/have been indicated by the 
depositor; 

(vii) 寄託者が 6.2(a)(iii)に規定する科学的

性質又は分類学上の位置を記載した場合

には、その記載がされている旨の表示 

(viii) the accession number given to the 
previous deposit (within the meaning of Rule 
6.2(c)). 

(viii) 直前の寄託（6.2(c)に定義する意味

における直前の寄託）について付された

受託番号 
 

7.5 Receipt in the Case of Transfer 
 
The international depositary authority to 
which samples of microorganisms are 
transferred under Rule 5.1(a)(i) shall issue to 
the depositor, in respect of each deposit in 
relation with which a sample is transferred, a 
receipt indicating that it is issued by the 
depositary institution in its capacity of 
international depositary authority under the 
Treaty and containing at least: 

7.5 移送に係る受託証 
 
国際寄託当局は、5.1(a)(i)の規定により微

生物の試料が当該国際寄託当局に移送さ

れた場合には、当該試料の移送に係る寄

託につき、条約にいう国際寄託当局とし

て受託証を交付する旨を表示するととも

に少なくとも次の事項を記載した受託証

を寄託者に交付する。 

(i) the name and address of the international 
depositary authority; 

(i) 国際寄託当局の名称及びあて名 

(ii) the name and address of the depositor; (ii) 寄託者の氏名又は名称及びあて名 
(iii) the date on which the transferred sample 
was received by the international depositary 
authority (date of the transfer); 

(iii) 国際寄託当局が移送された試料を受

領した日（移送の日） 

(iv) the identification reference (number, 
symbols, etc.) given by the depositor to the 
microorganism;  

(iv) 寄託者が微生物に付した識別のため

の表示（番号、記号等） 

(v) the accession number given by the 
international depositary authority; 

(v) 移送を受けた国際寄託当局が移送に

係る寄託について付した受託番号 
(vi) the name and address of the international 
depositary authority from which the transfer 
was effected; 

(vi) 移送をした国際寄託当局の名称及び

あて名 

(vii) the accession number given by the 
international depositary authority from which 
the transfer was effected; 

(vii) 移送をした国際寄託当局が付した受

託番号 

(viii) where the written statement referred to 
in Rule 6.1(a) or 6.2(a) contained the 
scientific description and/or proposed 
taxonomic designation of the microorganism, 
or where such scientific      description 
and/or proposed taxonomic designation 
was/were indicated or amended under Rule 
8.1 at a later date, a reference to that fact.  

(viii) 6.1(a)若しくは 6.2(a)の文書に微生物

の科学的性質若しくは分類学上の位置が

記載されていた場合又はこれらが 8.1 の

規定に基づき後日表示され若しくは修正

された場合には、その旨の表示 

 
7.6 Communication of the Scientific 

Description and/or Proposed Taxonomic 
Designation 
 
On request of any party entitled to receive a 
sample of the deposited microorganism under 
Rules 11.1, 11.2 or 11.3, the international 
depositary authority shall communicate to 
such party the most recent scientific 
description and/or proposed taxonomic 
designation referred to in Rules 6.1(b), 
6.2(a)(iii) or 8.1(b)(iii). 

7.6 科学的性質及び分類学上の位置の通知 
 
 
 
11.1、11.2 又は 11.3 の規定に基づき寄託

された微生物の試料を受領する資格を有

する者の要請があつた場合には、国際寄

託当局は、その者に対し、6.1(b)、6.2(a)(iii)
又は 8.1(b)(iii)の科学的性質及び分類学上

の位置のうち最新のものを通知する。 
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第 8 規則：科学的性質及び分類学上の位置についての後日における表示又は修正 
（Rule 8 : Later Indication or Amendment of the Scientific Description and/or Proposed Taxonomic 

Designation） 
 

8.1 Communication 
 
(a) Where, in connection with the deposit of a 
microorganism, the scientific description 
and/or taxonomic designation of the 
microorganism was/were not indicated, the 
depositor may later indicate or, where already 
indicated, may amend such description 
and/or designation. 

8.1 通知 
 
(a) 寄託者は、微生物の寄託に際し当該微

生物の科学的性質又は分類学上の位置を

表示しなかつた場合には、後日これらを

表示することができる。また、寄託者は、

既に表示した科学的性質及び分類学上の

位置を修正することができる。 
(b) Any such later indication or amendment 
shall be made in a written communication, 
bearing the signature of the depositor, 
addressed to the international depositary 
authority and containing: 

(b) (a)の後日における表示又は修正は、文

書で国際寄託当局に通知することにより

行う。寄託者は、当該文書に、次の事項

を記載し、かつ、署名する。 

(i) the name and address of the depositor; (i) 寄託者の氏名又は名称及びあて名 
(ii) the accession number given by the said 
authority; 

(ii) 国際寄託当局が付した受託番号 

(iii) the scientific description and/or proposed 
taxonomic designation of the microorganism;

(iii) 微生物の科学的性質又は分類学上の

位置 
(iv) in the case of an amendment, the last 
preceding scientific description and/or 
proposed taxonomic designation. 

(iv) 修正の場合には、直近時に表示した

科学的性質又は分類学上の位置 

 
8.2 Attestation 

The international depositary 
authority shall, on the request of 
the depositor having made the 
communication referred to in Rule 
8.1, deliver to him an attestation 
showing the data referred to in 
Rule 8.1(b)(i) to (iv) and the date 
of receipt of such communication. 

8.2 証明書 
国際寄託当局は、8.1 の通知を行つた寄託

者の要請があつたときは、当該寄託者に

対し、8.1(b)(i)から(iv)までに掲げる事項

及び当該通知の受領の日を示した証明書

を交付する。 

 
第 9 規則：微生物の保管 

（Rule 9 : Storage of Microorganisms） 
 

9.1 Duration of the Storage 
 
Any microorganism deposited with an 
international depositary authority shall be 
stored by such authority, with all the care 
necessary to keep it viable and 
uncontaminated, for a period of at least five 
years after the most recent request for the 
furnishing of a sample of the deposited 
microorganism was received by the said 
authority and, in any case, for a period of at 
least 30 years after the date of the deposit. 

9.1 保管の期間 
 
国際寄託当局は、寄託された微生物を汚

染させることなく生存させておくために

必要なあらゆる注意を払いつつ、いかな

る場合にも寄託の日の後少なくとも 30年
間、当該微生物を保管するものとし、当

該微生物の試料の分譲に係る請求があつ

た場合には、当該最新の請求を受領した

後少なくとも 5 年間は、当該微生物を保

管する。 
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9.2 Secrecy 
 
No international depositary authority shall 
give information to anyone whether a 
microorganism has been deposited with it 
under the Treaty. Furthermore, it shall not 
give any information to anyone concerning 
any microorganism deposited with it under 
the Treaty except to an authority, natural 
person or legal entity which is entitled to 
obtain a sample of the said microorganism 
under Rule 11 and subject to the same 
conditions as provided in that Rule. 

9.2 秘密の保持 
 
国際寄託当局は、微生物について、条約

の下において当該国際寄託当局に寄託さ

れたかどうかをいかなる者に対しても漏

らしてはならない。国際寄託当局は、更

に、第 11 規則の規定に基づき微生物の試

料を入手する資格を有する当局、自然人

又は法人で同規則に定める条件と同一の

条件に従うものを除くほか、いかなる者

に対しても、条約の下において当該国際

寄託当局に寄託されたいかなる微生物に

関するいかなる情報も与えてはならな

い。 
 

第 10 規則：生存試験及び生存に関する証明書 
（Rule 10 : Viability Test and Statement） 

 
10.1 Obligation to Test 

 
The international depositary authority shall 
test the viability of each microorganism 
deposited with it:  

10.1 試験の義務 
 
国際寄託当局は、当該国際寄託当局に寄

託された微生物についての生存試験を、

(i) promptly after any deposit referred to in 
Rule 6 or any transfer referred to in Rule 5.1;

(i) 第 6 規則の寄託又は 5.1 の移送の後速

やかに行う。 
(ii) at reasonable intervals, depending on the 
kind of microorganism and its possible 
storage conditions, or at any time, if 
necessary for technical reasons; 

(ii) 微生物の種類及び保管の条件に照ら

して相当な間隔で、又は技術上の理由に

より必要なときはいつでも行う。 

(iii) at any time, on the request of the 
depositor. 

(iii) 寄託者の請求があつたときはいつで

も行う。 
 

10.2 Viability Statement 
 
(a) The international depositary authority 
shall issue a statement concerning the 
viability of the deposited microorganism: 

10.2 生存に関する証明書 
 
(a) 国際寄託当局は、寄託された微生物に

ついての生存に関する証明書を、 

(i) to the depositor, promptly after any 
deposit referred to in Rule 6 or any transfer 
referred to in Rule 5.1; 

(i) 寄託者に対し、第 6 規則の寄託又は 5.1
の移送の後速やかに交付する。 

(ii) to the depositor, on his request, at any 
time after the deposit or transfer; 

(ii) 請求があつたときは、寄託者に対し、

寄託又は移送の後いつでも交付する。 
(iii) to any industrial property office, other 
authority, natural person or legal entity, other 
than the depositor, to whom or to which 
samples of the deposited microorganism were 
furnished in conformity with Rule 11, on his 
or its request, together with or at any time 
after such furnishing of samples. 

(iii) 請求があつたときは、第 11 規則の規

定に従い寄託された微生物の試料の分譲

を受けた工業所有権庁、他の当局、自然

人又は法人であつて寄託者以外のものに

対し、試料の分譲と同時に又は試料の分

譲の後いつでも交付する。 

(b) The viability statement shall indicate 
whether the microorganism is or is no longer 
viable and shall contain: 

(b) 生存に関する証明書には、微生物が生

存しているかどうかを表示し、かつ、次

の事項を記載する。 
(i) the name and address of the international 
depositary authority issuing it; 

(i) 生存に関する証明書を交付する国際

寄託当局の名称及びあて名 
(ii) the name and address of the depositor; (ii) 寄託者の氏名又は名称及びあて名 
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(iii) the date referred to in Rule 7.3(iii) or, 
where a new deposit or a transfer has been 
made, the most recent of the dates referred to 
in Rules 7.4(iii) and 7.5(iii); 

(iii) 7.3(iii)の日又は、再寄託若しくは移送

がされた場合には、7.4(iii)若しくは 7.5(iii)
の日のうち最近のもの 

(iv) the accession number given by the said 
authority; 

(iv) 国際寄託当局が付した受託番号 

(v) the date of the test to which it refers; (v) 生存に関する証明書に係る生存試験

の日 
(vi) information on the conditions under 
which the viability test has been performed, 
provided that the said information has been 
requested by the party to which the viability 
statement is issued and that the results of the 
test were negative. 

(vi) 生存試験がどのような条件の下で行

われたかに関する情報（生存に関する証

明書の交付を受ける者が要請した場合に

おいて、生存試験の結果が否定的であつ

たときにのみ記載する。） 

(c) In the cases of paragraph (a)(ii) and (iii), 
the viability statement shall refer to the most 
recent viability test. 

(c) (a)(ii)及び(iii)の規定により交付する生

存に関する証明書には、最新の生存試験

について記載する。 
(d) As to form, languages and signature, Rule 
7.2 shall apply, mutatis mutandis, to the 
viability statement. 

(d) 7.2 の規定は、生存に関する証明書の

様式、言語及び署名について準用する。

(e) In the case of paragraph (a)(i) or where 
the request is made by an industrial property 
office, the issuance of the viability statement 
shall be free of charge. Any fee payable 
under Rule 12.1(a)(iii) in respect of any other 
viability statement shall be chargeable to the 
party requesting the statement and shall be 
paid before or at the time of making the 
request. 

(e) 生存に関する証明書は、(a)(i)の規定又

は工業所有権庁の請求に基づき交付する

場合には、無料で交付する。これらの場

合以外に交付する生存に関する証明書に

つき 12.1(a)(iii)の規定により課する手数

料は、生存に関する証明書の交付を請求

する者が請求に先立つて又は請求の時に

支払う。 
 

第 11 規則：試料の分譲 
（Rule 11 : Furnishing of Samples） 

 
11.1 Furnishing of Samples to Interested 

Industrial Property Offices 
 
Any international depositary authority shall 
furnish a sample of any deposited 
microorganism to the industrial property 
office of any Contracting State or of any 
intergovernmental industrial property 
organization, on the request of such office, 
provided that the request shall be 
accompanied by a declaration to the effect 
that:  

11.1 関係工業所有権庁に対する試料の分譲 
 
 
国際寄託当局は、締約国又は政府間工業

所有権機関の工業所有権庁の請求があつ

たときは、次のことを内容とする宣言が

行われることを条件として、当該工業所

有権庁に対し、寄託された微生物の試料

を分譲する。 

(i) an application referring to the deposit of 
that microorganism has been filed with that 
office for the grant of a patent and that the 
subject matter of that application involves the 
said microorganism or the use thereof; 

(i) 特許を求める出願で当該微生物の寄

託に係るものが当該工業所有権庁にされ

ており、かつ、当該出願の対象が当該微

生物又は当該微生物の利用に係るもので

あること。 
(ii) such application is pending before that 
office or has led to the grant of a patent; 

(ii) 当該出願が当該工業所有権庁に係属

していること又は当該出願について特許

が与えられたこと。 
(iii) the sample is needed for the purposes of 
a patent procedure having effect in the said 
Contracting State or in the said organization 
or its member States; 

(iii) 当該締約国又は政府間工業所有権機

関若しくはその構成国において採用され

ている特許手続上試料を入手する必要が

あること。 
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(iv) the said sample and any information 
accompanying or resulting from it will be 
used only for the purposes of the said patent 
procedure. 

(iv) 試料及び試料に関連する情報を何に

規定する特許手続のためにのみ使用する

こと。 

 
11.2 Furnishing of Samples to or with the 

Authorization of the Depositor 
 
Any international depositary authority shall 
furnish a sample of any deposited 
microorganism:  

11.2 寄託者に対する試料の分譲又は寄託者の

承諾を得た試料の分譲 
 
国際寄託当局は、次の者に対し、寄託さ

れた微生物の試料を分譲する。 

(i) to the depositor, on his request; (i) 請求を行つた寄託者 
(ii) to any authority, natural person or legal 
entity (hereinafter referred to as "the 
authorized party"), on the request of such 
party, provided that the request is 
accompanied by a declaration of the 
depositor authorizing the requested 
furnishing of a sample. 

(ii) 請求を行い、かつ、試料の分譲を承諾

する旨の寄託者の宣言書を提出した当

局、自然人又は法人（以下「承諾を得た

当事者」という。） 

 
11.3 Furnishing of Samples to Parties Legally 

Entitled 
 
(a) Any international depositary authority 
shall furnish a sample of any deposited 
microorganism to any authority, natural 
person or legal entity (hereinafter referred to 
as "the certified party"), on the request of 
such party, provided that the request is made 
on a form whose contents are fixed by the 
Assembly and that on the said form the 
industrial property office certifies: 

11.3 試料の分譲について法令上の資格を有す

る当事者に対する試料の分譲 
 
(a) 国際寄託当局は、当局、自然人又は法

人の請求があつたときは、総会によつて

その内容が定められた様式により請求が

されること及び工業所有権庁が当該様式

により次のことを証明することを条件と

して、当該請求を行つた当局、自然人又

は法人（以下「証明された当事者」とい

う。）に対し、寄託された微生物の試料を

分譲する。 
(i) that an application referring to the deposit 
of that microorganism has been filed with 
that office for the grant of a patent and that 
the subject matter of that application involves 
the said microorganism or the use thereof; 

(i) 特許を求める出願で当該微生物の寄

託に係るものが当該工業所有権庁にされ

ており、かつ、当該出願の対象が当該微

生物又は当該微生物の利用に係るもので

あること。 
(ii) that, except where the second phrase of 
(iii) applies, publication for the purposes of 
patent procedure has been effected by that 
office; 

(ii) 当該工業所有権庁が特許手続上の公

表を行つたこと。（(iii)ただし書の規定が

適用される場合には、その公表について

の証明をする必要はない。） 
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(iii) either that the certified party has a right 
to a sample of the microorganism under the 
law governing patent procedure before that 
office and, where the said law makes the said 
right dependent on the fulfillment of certain 
conditions, that that office is satisfied that 
such conditions have actually been fulfilled 
or that the certified party has affixed his 
signature on a form before that office and 
that, as a consequence of the signature of the 
said form, the conditions for furnishing a 
sample to the certified party are deemed to be 
fulfilled in accordance with the law 
governing patent procedure before that 
office; where the certified party has the said 
right under the said law prior to publication 
for the purposes of patent procedure by the 
said office and such publication has not yet 
been effected, the certification shall expressly 
state so and shall indicate, by citing it in the 
customary manner, the applicable provision 
of the said law, including any court decision. 

(iii) 当該工業所有権庁に係る特許手続を

定める法令上、証明された当事者が当該

微生物の試料の分譲を受ける権利を有し

ていること及び、当該法令が一定の条件

の下でその権利を認めている場合には、

これらの条件が現実に満たされたことを

当該工業所有権庁が認めること、又は証

明された当事者が当該工業所有権庁の所

定の様式による文書に署名を行つたこと

及び、そのことにより、当該工業所有権

庁に係る特許手続を定める法令上、証明

された当事者に対する試料の分譲のため

の条件が満たされたものとみなされるこ

と。ただし、当該工業所有権庁に係る特

許手続を定める法令上、証明された当事

者が当該工業所有権庁による特許手続上

の公表の前に当該微生物の試料の分譲を

受ける権利を有している場合において、

その公表がまだ行われていないときは、

証明書には、その権利を有する旨を明瞭

に記載し、かつ、慣行に従つて引用する

ことにより当該法令の関係規定（判決を

含む。）を表示する。 
(b) In respect of patents granted and 
published by any industrial property office, 
such office may from time to time 
communicate to any international depositary 
authority lists of the accession numbers given 
by that authority to the deposits of the 
microorganisms referred to in the said 
patents. The international depositary 
authority shall, on the request of any 
authority, natural person or legal entity 
(hereinafter referred to as "the requesting 
party"), furnish to it a sample of any 
microorganism where the accession number 
has been so communicated. In respect of 
deposited microorganisms whose accession 
numbers have been so communicated, the 
said office shall not be required to provide 
the certification referred to in Rule 11.3(a). 

(b) 工業所有権庁は、自己が与えかつ公表

した特許に係る微生物の寄託について国

際寄託当局が付した受託番号を表の形式

で当該国際寄託当局に随時通知すること

ができる。通知を受けた国際寄託当局は、

通知に係る微生物の試料の分譲の請求を

行つた当局、自然人又は法人（以下「請

求する当事者」という。）に対し、当該微

生物の試料を分譲する。受託番号を通知

した工業所有権庁は、寄託された微生物

で通知に係るものについては、(a)に規定

する証明を行うことを要しない。 

 
11.4 Common Rules 

 
(a) Any request, declaration, certification or 
communication referred to in Rules 11.1, 
11.2 and 11.3 shall be 

11.4 共通規則 
 
(a) 11.1 から 11.3 までの規定による請求

書、宣言書、証明書又は通知書は、次の

言語により作成する。 
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(i) in English, French, Russian or Spanish 
where it is addressed to an international 
depositary authority whose official language 
is or whose official languages include 
English, French, Russian or Spanish, 
respectively, provided that, where it must be 
in Russian or Spanish, it may be instead filed 
in English or French and, if it is so filed, the 
International Bureau shall, on the request of 
the interested party referred to in the said 
Rules or the international depositary 
authority, establish, promptly and free of 
charge, a certified translation into Russian or 
Spanish; 

(i) 英語、フランス語、ロシア語又はスペ

イン語を使用している国際寄託当局にあ

てられるこれらの文書については、それ

ぞれ、英語、フランス語、ロシア語又は

スペイン語。ただし、ロシア語又はスペ

イン語を使用している国際寄託当局に対

しては、英語又はフランス語でこれらの

文書を提出することができる。この場合

において、11.1 から 11.3 までの規定によ

る関係者又は当該国際寄託当局の要請が

あつたときは、国際事務局は、無料で、

ロシア語又はスペイン語による翻訳文を

速やかに作成し、これについて認証する。

(ii) in all other cases, it shall be in English or 
French, provided that it may be, instead, in 
the official language or one of the official 
languages of the international depositary 
authority. 

(ii) (i)の規定に従つて提出される文書以

外の文書については、英語又はフランス

語。ただし、その文書があてられる国際

寄託当局の使用している一の言語による

こともできる。 
(b) Notwithstanding paragraph (a), where the 
request referred to in Rule 11.1 is made by an 
industrial property office whose official 
language is Russian or Spanish, the said 
request may be in Russian or 
Spanish, respectively, and the International 
Bureau shall establish, promptly and free of 
charge, a certified translation into English or 
French, on the request of that office or the 
international depositary authority which 
received the said request. 

(b) (a)の規定にかかわらず、ロシア語又は

スペイン語を公用語とする工業所有権庁

が 11.1 の請求を行う場合には、当該工業

所有権庁は、請求書をロシア語又はスペ

イン語により作成することができる。こ

の場合において、当該工業所有権庁又は

当該請求書を受領した国際寄託当局の要

請があつたときは、国際事務局は、無料

で、英語又はフランス語による翻訳文を

速やかに作成し、これについて認証する。

(c) Any request, declaration, certification or 
communication referred to in Rules 11.1, 
11.2 and 11.3 shall be in writing, shall bear a 
signature and shall be dated. 

(c) 11.1 から 11.3 までの規定による請求

書、宣言書、証明書又は通知書には、署

名し、日付を付する。 

(d) Any request, declaration or certification 
referred to in Rules 11.1, 11.2 and 11.3(a) 
shall contain the following indications: 

(d) 11.1から 11.3(a)までの規定による請求

書、宣言書又は証明書には、次の事項を

記載する。 
(i) the name and address of the industrial 
property office making the request, of the 
authorized party or of the certified party, as 
the case may be;  

(i) 請求を行う工業所有権庁、承諾を得た

当事者又は証明された当事者の氏名又は

名称及びあて名 

(ii) the accession number given to the 
deposit; 

(ii) 寄託について付された受託番号 

(iii) in the case of Rule 11.1, the date and 
number of the application or patent referring 
to the deposit; 

(iii) 11.1 の規定による宣言書及び請求書

には、寄託に係る出願又は特許の日付及

び番号 
(iv) in the case of Rule 11.3(a), the 
indications referred to in (iii) and the name 
and address of the industrial property office 
which has made the certification referred to 
in the said Rule. 

(iv) 11.3(a)の規定による請求書及び証明

書には、(iii)に規定する事項並びに 11.3(a)
に規定する証明を行つた工業所有権庁の

名称及びあて名 

(e) Any request referred to in Rule 11.3(b) 
shall contain the following indications: 

(e) 11.3(b)の規定による請求書には、次の

事項を記載する。 
(i) the name and address of the requesting 
party; 

(i) 請求する当事者の氏名又は名称及び

あて名 
(ii) the accession number given to the 
deposit. 

(ii) 寄託について付された受託番号 
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(f) The container in which the sample 
furnished is placed shall be marked by the 
international depositary authority with the 
accession number given to the deposit and 
shall be accompanied by a copy of the 
receipt referred to in Rule 7, an indication of 
any properties of the microorganism which 
are or may be dangerous to health or the 
environment and, upon request, an indication 
of the conditions which the international 
depositary authority employs for the 
cultivation and storage of the microorganism.

(f) 分譲される試料が収められる容器に

は、国際寄託当局が寄託について付した

受託番号を表示するものとし、第 7 規則

に規定する受託証の写し並びに健康又は

環境に対し害を及ぼし又は及ぼすおそれ

のある微生物の性質並びに、請求があつ

たときは、国際寄託当局が微生物の培養

及び保管に用いた条件を記載した文書を

添付する。 

(g) The international depositary authority 
having furnished a sample to any interested 
party other than the depositor shall promptly 
notify the depositor in writing of that fact, as 
well as of the date on which the said sample 
was furnished and of the name and address of 
the industrial property office, of the 
authorized party, of the certified party or of 
the requesting party, to whom or to which the 
sample was furnished. 
The said notification shall be accompanied 
by a copy of the pertinent request, of any 
declarations submitted under Rules 11.1 or 
11.2(ii) in connection with the said request, 
and of any forms or requests bearing the 
signature of the requesting party in 
accordance with Rule 11.3. 

(g) 分譲の請求を行つた者（寄託者を除

く。）に対し試料を分譲した国際寄託当局

は、試料を分譲した旨を、また、その日

付並びに試料の分譲を受けた工業所有権

庁、承諾を得た当事者、証明された当事

者又は請求する当事者の氏名又は名称及

びあて名を書面で速やかに寄託者に通知

する。通知書には、請求書の写し、請求

に当たり 11.1 又は 11.2(ii)の規定により提

出された宣言書の写し並びに 11.3 の様式

による請求書及び証明書の写し又は請求

する当事者の署名のある請求書の写しを

添付する。 

(h) The furnishing of samples referred to in 
Rule 11.1 shall be free of charge. Where the 
furnishing of samples is made under Rule 
11.2 or 11.3, any fee payable under Rule 
12.1(a)(iv) shall be chargeable to the 
depositor, to the authorized party, to the 
certified party or to the requesting party, as 
the case may be, and shall be paid before or 
at the time of making the said request. 

(h) 11.1 の規定による試料の分譲は、無料

で行う。11.2 又は 11.3 の規定により試料

の分譲を請求する場合には、12.1(a)(iv)の
規定により課する手数料は、寄託者、承

諾を得た当事者、証明された当事者又は

請求する当事者が請求に先立つて又は請

求の時に支払う。 

 
11.5 Changes in Rules 11.1 and 11.3 when 

Applying to International Applications 
 
Where an application was filed as an 
international application under the Patent 
Cooperation Treaty, the reference to the filing 
of the application with the industrial property 
office in Rules 11.1(i) and 11.3(a)(i)shall be 
considered a reference to the designation, in 
the international application, of the 
Contracting State for which the industrial 
property office is the "designated Office" 
within the meaning of that Treaty, and the 
certification of publication which is required 
by Rule 11.3(a)(ii) shall, at the option of the 
industrial property office, be either a 
certification of international publication 
under the said Treaty or a certification of 
publication by the industrial property office. 

11.5 国際出願に適用する場合の 11.1 及び 11.3
の規定の変更 
 
特許協力条約による国際出願として出願

がされた場合には、11.1(i)及び 11.3(a)(i)
における工業所有権庁にされた出願への

言及は、当該工業所有権庁が特許協力条

約に定義する意味における「指定官庁」

である締約国の指定への言及とみなすも

のとし、また、11.3(a)(ii)の規定により要

求される公表についての証明は、当該工

業所有権庁の選択により、特許協力条約

に基づく国際公開についての証明又は当

該工業所有権庁による公表についての証

明のいずれかとする。 
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第 12 規則：手数料 
（Rule 12 : Fees） 

 
12.1 Kinds and Amounts 

 
(a) Any international depositary authority 
may, with respect to the procedure under the 
Treaty and these Regulations, charge a fee: 

12.1 種類及び額 
 
(a) 国際寄託当局は、条約及びこの規則に

規定する次の業務についての手数料を課

することができる。 
(i) for storage; (i) 保管 
(ii) for the attestation referred to in Rule 8.2; (ii) 8.2 に規定する証明書の交付 
(iii) subject to Rule 10.2(e), first sentence, for 
the issuance of viability statements; 

(iii) 生存に関する証明書の交付（10.2(e)
前段に規定する交付を除く。） 

(iv) subject to Rule 11.4(h), first sentence, for 
the furnishing of samples; 

(iv) 試料の分譲（11.4(h)前段に規定する

試料の分譲を除く。） 
(v) for the communication of information 
under Rule 7.6 

(v) 7.6 の規定による情報の通知 

(b) The fee for storage shall be for the whole 
duration of the storage of the microorganism 
as provided in Rule 9.1. 

(b) 保管についての手数料は、9.1 に定め

る微生物の保管の全期間に対するものと

する。 
(c) The amount of any fee shall not vary on 
account of the nationality or residence of the 
depositor or on account of the nationality or 
residence of the authority, natural person or 
legal entity requesting the issuance of a 
viability statement or furnishing of samples. 

(c) 手数料については、寄託者の国籍若し

くは住所により、又は生存に関する証明

書の交付若しくは試料の分譲を請求する

当局、自然人若しくは法人の国籍若しく

は住所により異なる額を課してはならな

い。 
 

12.2 Change in the Amounts 
 
(a) Any change in the amount of the fees 
charged by any international depositary 
authority shall be notified to the Director 
General by the Contracting State or 
intergovernmental industrial property 
organization which made the declaration 
referred to in Article 7(1) in respect of that 
authority. The notification may, subject to 
paragraph (c), contain an indication of the 
date from which the new fees will apply. 

12.2 額の変更 
 
(a) 国際寄託当局が課する手数料の額の

変更については、当該国際寄託当局につ

いて第 7 条(1)の宣言を行つた締約国又は

政府間工業所有権機関が事務局長に対し

て通知する。その通知には、新たな手数

料が適用される日の表示を含めることが

できる。 

(b) The Director General shall promptly 
notify all Contracting States and 
intergovernmental industrial property 
organizations of any notification received 
under paragraph (a) and of its effective date 
under paragraph (c); the notification of the 
Director General and the notification 
received by him shall be promptly published 
by the International Bureau. 

(b) 事務局長は、すべての締約国及び政府

間工業所有権機関に対し、(a)の規定によ

り受領した通知及び(c)に規定する適用の

日を速やかに通報する。国際事務局は、

事務局長が行つた通報及び事務局長が受

領した通知を速やかに公表する。 

(c) Any new fees shall apply as of the date 
indicated under paragraph (a), provided that, 
where the change consists of an increase in 
the amounts of the fees or where no date is so 
indicated, the new fees shall apply as from 
the thirtieth day following the publication of 
the change by the International Bureau. 

(c) 新たな手数料は、(a)の規定により表示

された日から適用する。ただし、増額の

場合又は適用される日の表示がない場合

には、国際事務局による手数料の額の変

更の公表の後 30 日目の日から適用する。
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第 12 規則の 2：期間の計算 

（Rule 12bis : Computation of Time Limits） 
 

12bis.1 Periods Expressed in Years 
 
When a period is expressed as one year or a 
certain number of years, computation shall 
start on the day following the day on which 
the relevant event occurred, and the period 
shall expire in the relevant subsequent year in 
the month having the same name and on the 
day having the same number as the month 
and the day on which the said event occurred, 
provided that if the relevant subsequent 
month has no day with the same number the 
period shall expire on the last day of that 
month. 

12 の 2.1 年をもつて定めた期間 
 
期間を定めるのに年をもつてしている場

合には、期間は、当該事象が生じた日の

翌日から起算し、該当するその後の年に

おいて当該事象が生じた月に応当する月

の当該事象が生じた日に応当する日に満

了する。ただし、応当する月に応当する

日がないときは、その月の末日に満了す

る。 

 
12bis.2 Periods Expressed in Months 

 
When a period is expressed as one month or a 
certain number of months, computation shall 
start on the day following the day on which 
the relevant event occurred, and the period 
shall expire in the relevant subsequent month 
on the day which has the same number as the 
day on which the said event occurred, 
provided that if the relevant subsequent 
month has no day with the same number the 
period shall expire on the last day of that 
month. 

12 の 2.2 月をもつて定めた期間 
 
期間を定めるのに月をもつてしている場

合には、期間は、当該事象が生じた日の

翌日から起算し、該当するその後の月に

おいて当該事象が生じた日に応当する日

に満了する。ただし、その月に応当する

日がないときは、その月の末日に満了す

る。 

 
12bis.3 Periods Expressed in Days 

 
When a period is expressed as a certain 
number of days, computation shall start on 
the day following the day on which the 
relevant event occurred, and the period shall 
expire on the day on which the last day of the 
count has been reached. 

12 の 2.3 日をもつて定めた期間 
 
期間を定めるのに日をもつてしている場

合には、期間は、当該事象が生じた日の

翌日から起算し、該当する日数の最終の

日にあたる日に満了する。 

 
第 13 規則：国際事務局による公表 

（Rule 13 : Publication by the International Bureau） 
 

13.1 Form of Publication 
 
Any publication by the International Bureau 
referred to in the Treaty or these Regulations 
shall be made on paper or in electronic form.

13.1 公表の方法 
 
条約及びこの規則に規定する国際事務局

による公表は、紙形式又は電子形式によ

り行われる。 
 

13.2 Contents 
 
(a) At least once a year, preferably in the first 
quarter of the year, an up-to-date list of the 
international depositary authorities shall be 
published, indicating in respect of each such 
authority the kinds of microorganisms that 
may be deposited with it and the amount of 
the fees charged by it. 

13.2 内容 
 
(a) 少なくとも毎年 1 回，できる限り第 1
四半期に，それぞれの国際寄託当局に寄

託することができる微生物の種類及びそ

れぞれの国際寄託当局が課する手数料の

額を国際寄託当局ごとに示した最新の表

を公表する。 
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(b) Full information on any of the following 
facts shall be published once, promptly after 
the occurrence of the fact 

(b) 次の事実に関するすべての情報は，1
回に限り，その事実の発生の後速やかに

公表される。 
(i) any acquisition, termination or limitation 
of the status of international depositary 
authority, and the measures taken in 
connection with that termination or 
limitation; 

(i) 国際寄託当局としての地位の取得、終

止又は限定及び終止又は限定に関連して

とられた措置 

(ii) any extension referred to in Rule 3.3; (ii) 3.3 に規定する受託に係る微生物の種

類の追加 
(iii) any discontinuance of the functions of an 
international depositary authority, any refusal 
to accept certain kinds of microorganisms, 
and the measures taken in connection with 
such discontinuance or refusal; 

(iii) 国際寄託当局の業務の停止、特定の

種類の微生物についての受託の拒否及び

停止又は拒否に関連してとられた措置 

(iv) any change in the fees charged by an 
international depositary authority; 

(iv) 国際寄託当局が課する手数料の額の

変更 
(v) any requirements communicated in 
accordance with Rule 6.3(b) and any 
amendments thereof. 

(v) 6.3(b)の規定により通知された要求及

びその変更 

 
第 14 規則：代表団の費用 

（Rule 14 : Expenses of Delegations） 
 

14.1 Coverage of Expenses 
 
The expenses of each delegation participating 
in any session of the Assembly and in any 
committee, working group or other meeting 
dealing with matters of concern to the Union 
shall be borne by the State or organization 
which has appointed it. 

14.1 費用の負担 
 
総会の会合及び委員会、作業部会又は同

盟に関する問題を処理する他の会合に参

加する各代表団の費用は、当該代表団を

任命した国又は団体が負担する。 

 
第 15 規則：総会における定足数の不足 

（Rule 15 : Absence of Quorum in the Assembly） 
 

15.1 Voting by Correspondence 
 
(a) In the case provided for in Article 
10(5)(b), the Director General shall 
communicate any decision of the Assembly 
(other than decisions relating to the 
Assembly's own procedure) to the 
Contracting States which were not 
represented when the decision was made and 
shall invite them to express in writing their 
vote or abstention within a period of three 
months from the date of the communication. 

15.1 通信による投票 
 
(a) 第 10条(5)(b)の場合には、事務局長は、

総会の決定（総会の手続に関するものを

除く。）が行われたときに代表を出してい

なかつた締約国に対し、その決定を通知

し及びその通知の日から 3 箇月の期間内

に賛否又は棄権を書面によつて表明する

よう要請する。 

(b) If, at the expiration of the said period, the 
number of Contracting States having thus 
expressed their vote or abstention attains the 
number of Contracting States which was 
lacking for attaining the quorum when the 
decision was made, that decision shall take 
effect provided that at the same time the 
required majority still obtains. 

(b) (a)に規定する期間の満了の時に、賛否

又は棄権を表明した締約国の数が(a)の決

定が行われたときの定足数の不足を満た

し、かつ、必要とされる多数の賛成が得

られることとなる場合には、(a)の決定は、

効力を生ずる。 

 以上の証拠として、下名は、正当に委任

を受けてこの条約に署名した。1977 年 4
月 28 日にブダペストで作成した。 



 

 



 

 

 

 
 

資料 3 
 

特許法施行規則(抜粋) 
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資料３ 特許法施行規則（抜粋） 

 

（昭和三十五年三月八日通商産業省令第十号） 

 

（微生物の寄託）  

第二十七条の二  微生物に係る発明について特許出願をしようとする者は、その発明の属

する技術の分野における通常の知識を有する者がその微生物を容易に入手するこ

とができる場合を除き、その微生物の寄託について特許手続上の微生物の寄託の国

際的承認に関するブダペスト条約（以下この条において「条約」という。）第二条

(viii)の国際寄託当局の交付する条約に基づく規則第七規則の受託証のうち最新

のものの写し又は特許庁長官の指定する機関にその微生物を寄託したことを証明

する書面を願書に添付しなければならない。 

 ２  特許出願の後に前項の微生物の寄託について新たな受託番号が付されたときは、特

許出願人又は特許権者は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならな

い。 

 ３  前項の届出は、様式第三十二によりしなければならない。 

 

（微生物の試料の分譲）  

第二十七条の三  前条の規定により寄託された微生物に係る発明を試験又は研究のため

に実施しようとする者は、次に掲げる場合は、その微生物の試料の分譲を受けるこ

とができる。 

 一  その微生物に係る発明についての特許権の設定の登録があつたとき。 

 二  特許法第六十五条第一項 の規定によりその微生物に係る発明の内容を記載した書 

    面を提示され警告を受けたとき。 

 三  特許法第五十条 （同法第百五十九条第二項 （同法第百七十四条第二項 において

準用する場合を含む。）及び同法第百六十三条第二項 において準用する場合を含

む。）の意見書を作成するために必要なとき。 

 ２  前項の規定により微生物の試料の分譲を受けた者は、その微生物の試料を第三者に

利用させてはならない。 



 

 



 

 

 

 
 

資料４ 
 

「今後の特許微生物寄託制度の在り方

について」(特許庁、平成 21 年 1 月)
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国際寄託当局一覧表 
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資料５ 国際寄託当局一覧表 
 

INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITIES UNDER ARTICLE 7 OF THE BUDAPEST TREATY1 
Status on January 20, 2012 

寄託機関名 所在国名 地位取得日 
Advanced Biotechnology Center (ABC) イタリア February 29, 1996
Agricultural Research Service Culture Collection (NRRL) 米国 January 31, 1981
American Type Culture Collection (ATCC) 米国 January 31, 1981
Banco Nacional de Algas (BNA) スペイン October 28, 2005
Belgian Coordinated Collections of Microorganisms (BCCMTM) ベルギー March 1, 1992
CABI Bioscience, UK Centre (IMI) 英国 March 31, 1983
Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) オランダ October 1, 1981
China Center for Type Culture Collection (CCTCC) 中国 July 1, 1995
China General Microbiological Culture Collection Center (CGMCC) 中国 July 1, 1995
Colección Española de Cultivos Tipo (CECT) スペイン May 31, 1992
Collection nationale de cultures de micro-organismes (CNCM) 仏国 August 31, 1984
Collection of Industrial Yeasts DBVPG イタリア January 31, 1997
Culture Collection of Algae and Protozoa (CCAP) 英国 September 30, 1982
Culture Collection of Yeasts (CCY) スロバキア August 31, 1992
Czech Collection of Microorganisms (CCM) チェコ August 31, 1992
DSMZ – Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen 
GmbH (DSMZ)2 

独国 October 1, 1981

European Collection of Cell Cultures (ECACC) 英国 September 30, 1984
IAFB Collection of Industrial Microorganisms ポーランド December 31, 2000
International Depositary Authority of  Canada(IDAC) カナダ November 30, 1998
International Patent Organism Depositary (IPOD), National Institute of 
Advanced Industrial Science and Technology (AIST)

日本 May 1, 1981

Korean Cell Line Research Foundation (KCLRF) 韓国 August 31, 1993
Korean Collection for Type Cultures (KCTC) 韓国 June 30, 1990
Korean Culture Center of Microorganisms (KCCM) 韓国 June 30, 1990
Lady Mary Fairfax CellBank Australia (CBA) オーストラリア February 22, 2010
Microbial Culture Collection (MCC) インド April 9, 2011
Microbial Strain Collection of Latvia (MSCL) ラトビア May 31, 1997
Microbial Type Culture Collection and Gene Bank (MTCC) インド October 4, 2002
National Bank for Industrial Microorganisms and Cell Cultures (NBIMCC) ブルガリア October 31, 1987
National Collection of Agricultural and Industrial Microorganisms 
(NCAIM) 

ハンガリー June 1, 1986

National Collection of Type Cultures (NCTC) 英国 August 31, 1982
National Collection of Yeast Cultures (NCYC) 英国 January 31, 1982
National Collections of Industrial, Food and Marine Bacteria (NCIMB) 英国 March 31, 1982
National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC) 英国 December 16, 2004
National Institute of Technology and Evaluation, Patent Microorganisms 
Depositary (NPMD) 

日本 April 1, 2004

National Measurement Institute (NMI) オーストラリア September 30, 1988
National Research Center of Antibiotics (NRCA) ロシア August 31, 1987
Polish Collection of Microorganisms (PCM) ポーランド December 31, 2000
Russian Collection of Microorganisms (VKM) ロシア August 31, 1987
Russian National Collection of Industrial Microorganisms (VKPM) ロシア August 31, 1987
VTT Culture Collection (VTTCC) フィンランド August 25, 2010

（計：40 機関） 

                         
1 WIPO のホームページ http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/budapest.pdf を参照。

（ 終アクセス 2012.1.31） 
2 2011 年 10 月 31 日より「Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen 

GmbH」に名称変更 

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/budapest.pdf
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ブダペスト条約締約国一覧表 
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資料６ ブダペスト条約締約国一覧表3 
Status on January 20, 2012 

国名 
批准又は加入の 

効力発生日 
国名 

批准又は加入の 

効力発生日 

Albania September 19, 2003 Latvia December 29, 1994
Armenia March 6, 2005 Liechtenstein August 19, 1981
Australia July 7, 1987 Lithuania May 9, 1998
Austria April 26, 1984 Luxembourg July 29, 2010

Azerbaijan October 14, 2003 Mexico March 21, 2001
Belarus October 19, 2001 Monaco January 23, 1999
Belgium December 15, 1983 Montenegro June 3, 2006

Bosnia and Herzegovina January 27, 2009 Morocco July 20, 2011
Bulgaria August 19, 1980 Netherlands July 2, 1987
Canada September 21, 1996 Nicaragua August 10, 2006

Chile August 5, 2011 Norway January 1, 1986
China July 1, 1995 Oman October 16, 2007

Costa Rica September 30, 2008 Peru January 20, 2009
Croatia February 25, 2000 Philippines October 21, 1981
Cuba February 19, 1994 Poland September 22, 1993

Czech Republic January 1, 1993 Portugal October 16, 1997
Democratic People’s 
Republic of Korea 

February 21, 2002 Republic of Korea March 28, 1988

Denmark July 1, 1985 Republic of Moldova December 25, 1991
Dominican Republic July 3, 2007 Romania September 25, 1999

El Salvador August 17, 2006 Russian Federation April 22, 1981
Estonia September 14, 1996 Serbia February 25, 1994
Finland September 1, 1985 Singapore February 23, 1995
France August 19, 1980 Slovakia January 1, 1993
Georgia September 30, 2005 Slovenia March 12, 1998

Germany January 20, 1981 South Africa July 14, 1997
Greece October 30, 1993 Spain March 19, 1981

Guatemala October 14, 2006 Sweden October 1, 1983
Honduras June 20, 2006 Switzerland August 19, 1981
Hungary August 19, 1980 Tajikistan December 25, 1991
Iceland March 23, 1995 The former Yugoslav 

Republic of Macedonia 
August 30, 2002

India December 17, 2001 Trinidad and Tobago March 10, 1994
Ireland December 15, 1999 Tunisia May 23, 2004
Israel April 26, 1996 Turkey November 30, 1998
Italy March 23, 1986 Ukraine July 2, 1997

Japan August 19, 1980 United Kingdom December 29, 1980
Jordan November 14, 2008 United States of America August 19, 1980

Kazakhstan April 24, 2002 Uzbekistan January 12, 2002
Kyrgyzstan May 17, 2003  

（計：75か国） 

政府間工業所有権機関によるブダペスト条約第9条(1)(a)に基づく受託の宣言 

機関名 宣言の効力発生日 

African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) November 10, 1998
Eurasian Patent Organization (EAPO) April 5, 2000
European Patent Organisation (EPO) November 26, 1980

                         
3 WIPOのホームページ http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/budapest.pdf を参照。（ 終ア

クセス2012.1.31） 

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/budapest.pdf
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ブダペスト条約における微生物寄託の

ためのガイドライン(抜粋、仮訳) 
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資料７ ブダペスト条約における微生物寄託のためのガイドライン(抜粋、仮訳) 
 

パートⅠ : 試料の寄託及び分譲に関する一般要件 

 

セクション A：原寄託の方式 
 
(a) 寄託者の義務 

 

(i)  普遍的要件 

 

11. ブダペスト条約に基づいて原寄託をする場合、寄託者は 6.1(a)及び 6.3(a)4の規定を順

守しなければならない。6.1(a)は、寄託者が寄託のために微生物を送付する際に、IDA に提供

しなければならない 低限の情報について規定している。6.3(a)は、その独自の事務手続を

満たすために IDA が寄託者に尋ねる場合がある追加要件を列挙している。 
 

12. 6.1(a)の規定によると、 

 

「寄託者から国際寄託当局に輸送された微生物には、寄託者による署名付きの、

時宜の事項を記載した文書を伴うものとする。 
 
(i) 寄託が条約に基づいてされる旨の表示及び 9.1 に定める期間中寄託を取り下

げない旨の約束」 
 

9.1 に定める期間とは、 近の試料要求から 5年間、いかなる場合でも少なくとも 30 年間で

ある。同条約に基づいてされる寄託は、 終的に特許が付与されたかどうかにかかわらず、

同期間中には寄託者によっても IDA によっても取り消せないことを理解しておくことが重要

である。これは、当該の寄託に関する特許出願が、放棄又は取り下げられていたとしても適

用される。 
 

13. 6.1(a)はさらにこう続く。 
 

「(ii) 寄託者の氏名又は名称及びあて名 
 
(iii) 微生物の培養、保管及び生存試験に必要な条件の詳細並びに、混合微生物

を寄託する場合には、当該混合微生物の組成の説明及び当該混合微生物に係るそ

れぞれの微生物の存在を確認する少なくとも一の方法の説明」  
 

                         
4 本ガイドにおいて「条」又は「規則」という言葉が使用される場合、特に明記しない限り、ブダペスト条約の

条及び規則を意味する。 
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この規定は、IDA が微生物を正しく扱えるだけの十分な情報を入手することを確保している。

混合培養に関する記述の意図は、共培養の全ての組成が生存していることが証明されない限

り、生存に関する証明書（パラグラフ 33 から 39 を参照のこと）が発行されないことを確保

することである。 
 

14. 6.1(a)はさらにこう続く。 
 

「(iv) 寄託者が微生物に付した識別のための表示（番号、記号等）」 
 

この条項の文言は、誤解されることがある。これは、寄託者がその微生物を分類学的に特定

すべきという意味ではなく、寄託者が微生物について言及する際の位置に過ぎない。「識別

のための表示」とは、もちろん名前であってもよいが、これと同様に、菌株表示や研究室に

おけるコード番号などであっても構わない。 
 

15. 6.1(a)は、次のように結論付けている。 
 

「(v) 健康若しくは環境に対し害を及ぼし若しくは及ぼすおそれのある微生物の

性質の表示又は寄託者が微生物のそのような性質を知らない旨の表示」 
 

6.1(a)の規定は、寄託がブダペスト条約に基づいてされていることを IDA が認識しているこ

と、及び研究室において微生物を正しく安全に取り扱うことができることの確保を意図した、

極めて明確な要件である。とはいうものの、6.1(a)の要件は義務であり、寄託者や IDA のい

ずれによってもこれを変えることはできない。寄託者がこれら全てを順守しない場合、

6.4(b)（パラグラフ 29 参照）によって IDA は、寄託者に順守することを求める義務を負って

いる。その後 IDA は、寄託を受領できるようになる。 

 

16. 化学的性質又は分類学上の位置 6.1(a)が IDA への寄託者が送付する文書に記載しなけれ

ばならない事項を列挙しているのに対し、6.1(b)は以下を規定している。 
 

「文書には、寄託される微生物の科学的性質及び分類学上の位置を表示すること

が極めて望ましい」 
 

この規則は要件ではなく忠告であるため、その順守は義務ではない。さらに、寄託者が科学

的性質又は分類学上の位置を提出することを決定する場合、寄託時にそうする必要はない。

8.1(a)は、後日のこの情報の通知を許可するとともに、以前に表示した性質/位置の修正につ

いて規定している。そのような通知の内容は、以下を定める 8.1(b)によって規制されている。 
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「(a)の後日における表示又は修正は、文書で国際寄託当局に通知することにより

行う。寄託者は、当該文書に、次の事項を記載し、かつ、署名する。 

(i) 寄託者の氏名又は名称及びあて名 

(ii) 国際寄託当局が付した受託番号 

(iii) 微生物の科学的性質又は分類学上の位置 

(iv) 修正の場合には、直近時に表示した科学的性質又は分類学上の位置」 
 

寄託者はそのような通知を行う際、IDA に対し、8.1(b)(i)から(iv)までに掲げる情報及び当

該通知の受領の日を示した証明書の交付を求めることができる。IDA はそのような要請に応じ

る義務を負うが、そうすることに対する料金を課す権利を有する（12.1(a)(ii)）。 
 

(ii) IDA の要件 

 

17. 同規制は、前述の要件だけでなく、IDA が独自に一定の条件を寄託者に課すことを許可

している。そのような条件の範囲は、以下を定める 6.3(a)によって支配されている。 
 

「国際寄託当局は、次のことを要求することができる。 

 

(i) 条約及びこの規則の実施のために必要な形態でこれらの実施のために必要な

量の微生物を寄託者が寄託すること」 

 

この規定は、ある特定の状態（例えば寒天斜面上、懸濁液中、凍結乾燥など）での微生物株

の提出、複製回数の指定、培養の 低力価の指定を IDA が要求することを許可している。 

 

18. 6.3(a)はさらにこう続く。 

 

「(ii) 当該国際寄託当局の事務手続上寄託者が当該国際寄託当局の作成した様式

により正しく記載した文書を提出すること」  

 

これは、IDA が日常的に使用している及び IDA から入手可能な受託の形式及びその他の形式を

意味する。 

 

19. 6.3(a)はさらにこう続く。 

 

「(iii) 6.1(a)又は 6.2(a)の文書を当該国際寄託当局の指定する言語のいずれか

により作成すること。当該国際寄託当局の指定する言語には、少なくとも

3.1(b)(v)の規定により通告された 1又は 2以上の言語を含まなければならない」 
 



 

- 146 - 
 

この規定は例えば、日本の IDA が日本語での情報提供を要求することを許可している。

3.1(b)(v)は、同条約第 7条(1)に基づいて要求される、当該の機関を IDA の地位の取得に任

命するための締約国又は政府間工業所有権機関からの通知によって指定される機関の公用語

について記載している。6.2(a)は、再寄託の場合に寄託者によって要求される文書について

記載しており、本ガイドのセクション Bにおいて取り扱う。 

 

20.  6.3(a)はさらにこう続く。 

 

「(iv) 12.1(a)(i)の規定による保管についての手数料が支払われること」 

 

12.1(a)(i)の規定は、同条約に従って IDA が寄託者の微生物を保管する際に寄託者に手数料

を課すことを許可している。一方 12.1(b)の規定は、この手数料が保管の全期間を対象とする

ことを要求しているため、一度きりの支払いでなければならない。 

 

21. 6.3(a)は、次のように結論付けている。 

 

「(v) 関係法令の範囲内で、寄託者及び当該国際寄託当局の責任を定める契約を

寄託者が当該国際寄託当局と締結すること」 

 

この規定は、IDA が自国の契約関連法令のもとで通例となる契約の約定を寄託者と締結するこ

とを許可している。 

 

22. 6.3(a)の規定は、IDA が寄託の内部処理に、事務的及び技術的な通常の内部要件を適用

することを許可している。6.3(a)が許可する要件の一部又は全てを要求するかどうかは完全

に IDA の裁量によるが、そうする場合、WIPO 国際事務局にその旨を通知しなければならない。

寄託者は、その微生物の受領を確保するために、そのような要件に順守しなければならない。

本ガイドのセクション Dで、これらの要件について取り扱う。 

 

(b) IDA の義務 

 

(i) 受託した微生物の種類 

 

23. 第 7 条及び第 3 規則において言及された、IDA の地位を取得するための微生物収集機関

を指定する締約国又は政府間工業所有権庁から WIPO 事務局長への通知は、微生物株保存機関

がブダペスト条約に基づいて寄託のために受け入れられる微生物の種類を明記しなければな

らない（3.1(b)(iii)）。当該の微生物株保存機関は、IDA の地位の取得時から、そのような

微生物の寄託をすべて受け入れる義務を負う（6.4(a)(ii)及び(iii)の対象である。パラグラ

フ 26 及び 27 を参照のこと）。 
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(ii) 受け入れる微生物の種類の拡大又は制限 

 

24. IDA が受け入れる微生物の種類のリストを後に制限又は拡大することを望む場合、IDA の

地位を取得した際の保証を提供した締約国又は政府間工業所有権機関に修正済みリストを通

知することによって、それを行わなければならない。当該の締約国又は機関はその後、保証

の全体もしくは特定の種類の微生物に関して宣言を取り下げること（8(2)(a)、4.2(a)及び

(b)）又は受け入れる微生物の種類のリストの拡大（3.3）を、WIPO 事務局長に公式に通知し

なければならない。受け入れる微生物の種類に関するリストの制限の場合、通知した日から

早くて 3 ヶ月後（4.2(c)）、そのようなリストの拡大の場合、WIPO 国際事務局による公表直

後（3.3、7(2)(b)）に、変更が有効となる。いずれの場合も、締約国又は機関は、上記の日

以降の発効日を指定することができる。 

 

(iii) 微生物の受け入れ拒否 

 

25. IDA は、6.4（a）に記載の一定の状況下においてのみ、寄託のために送付された微生物

の受け入れを拒否することができる。この規則は、以下のことを規定している。 

 

「(a) 国際寄託当局は、次の場合には、微生物について受託を拒否し、寄託者に

対し書面で当該拒否及びその理由を直ちに通知する。 

 

(i) 微生物が 3.1(b)(iii)又は 3.3 の規定により保証が与えられた種類の微生物

でない場合」 

 

この規定の理由は自明のように思われるかもしれないが、IDA はそのような微生物を拒否する

権利を有するだけでなく、義務を負っていることに留意することが重要である。 

 

26. 6.4(a)はさらにこう続く。 

 

「(ii) 微生物の性質が例外的であるため、国際寄託当局が当該微生物につき条約

及びこの規則に従つて行わなければならない業務を技術的に遂行することができ

ない場合」 

 

この規定は表面的には、微生物が IDA の受け入れる種類のものであるべきという状況を対象

としているようであるが、実際は、IDA がそれを取り扱うことができないことが明確であるよ

うな状況を対象としている。例として、さもなければ「受け入れ可能」な種だが、自然と又

は遺伝子操作が難しいがために、IDA が栽培できないようなものが挙げられる。 

 

27. 6.4(a)は、次のように結論付けている。 

 

「(iii) 微生物が明らかに失われている状態で又は科学的理由により微生物につ
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いて受託することができない状態で寄託がされた場合」 

 

この規定も、通常の状況では IDA が受け入れるであろう微生物に関係している。例えば、微

生物株を含む容器が輸送中に壊れたために微生物を混入のない状態に回復することが不可能

な場合に適用される。 

 

28. 6.4(a)は、寄託者による又は寄託要件に対する継続的な不順守以外の理由で、IDA が合

法的に寄託された微生物の受け入れを拒否できるような唯一の状況を規定している。これ以

外の場合の IDA による拒否は、同条約のもとでの義務の違反となり、IDA としての位置を失う

ことになりかねない（第 8条、第 4及び第 5規則）。 

  

(iv) 原寄託の受託 

 

29. 寄託された微生物の受け入れ時に IDA が守らなければならない要件は、6.4(b)、(c)及び

(d)に定められている。6.4(b)及び(c)は、以下のことを規定している。 

 

「(b) (a)の規定が適用される場合を除くほか、国際寄託当局は、6.1(a)又は

6.2(a)及び 6.3(a)のすべての要件が満たされている場合には、微生物について受

託する。これらの要件のいずれかが満たされていない場合には、国際寄託当局は、

寄託者に対し書面でその旨を直ちに通知し、かつ、これらの要件を満たすことを

求める。 

(c) 微生物が原寄託又は再寄託として受託された場合には、原寄託又は再寄託の

日は、国際寄託当局が当該微生物を受領した日とする」 

 

そのため IDA は、微生物の受け入れが可能になる前に寄託者が寄託に関するすべての義務的

要件（パラグラフ 11 から 22 を参照のこと）を満たすことを確保することを義務付けられて

いる。しかしながら、寄託者によるすべての義務の順守を待つ間の正式な受け入れ（拒否の

対語として）の延期は、寄託日に影響を与えない。6.4(d)に基づいてブダペスト条約外の寄

託が転換される場合（パラグラフ 30 及び 31 を参照のこと）を除き、寄託日は、その日まで

に手続上の受託要件すべてが満たされていない場合でも、IDA が物理的に微生物を受領した日

とされる。 

 

(v) ブタペスト条約外の寄託の転換 

 

30. 6.4(d)は、もともと微生物株保存機関が IDA になる前に同条約の規定外で行われた寄託

を、同条約に基づいて行われた寄託に転換することを許可している。この規則は、以下のこ

とを規定している。 

 

「(d) 国際寄託当局は、寄託者の要請があつたときは、(b)に規定するすべての要

件が満たされていることを条件として、条約の適用上、当該国際寄託当局が国際
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寄託当局としての地位を取得する前に寄託された微生物を国際寄託当局としての

地位を取得した日に受領したものとみなす」 

 
既存の寄託を「ブダペスト寄託」に転換する際の要件は、同条約に基づいて原寄託をする際

に満たさなければならないものと基本的には同じである。ただし、当然のことながら、微生

物はすでに送付済みかつ受領済みとなる。しかしながら、6.4(d)に基づいて寄託が転換され

る場合、同条約の目的において、寄託日は微生物株保存機関が IDA の地位を取得した日とさ

れ、同保存機関が物理的に微生物を受領したそれ以前の日とはならないことを認識しておか

なければならない。寄託された微生物に係る特許出願の出願日に関して、この「人工の」寄

託日が考慮されることが重要である。ブダペスト同盟総会（1981 年及び 1990 年）が達した

「合意」に従い、寄託者は、IDA に対して行われたがダペスト条約の範囲外である寄託を、ブ

ダペスト条約寄託に転換するよう要請することができる。さらに、そのような「合意」によ

ると、そのような場合、同条約の目的で寄託日として認識される日は、国内の適用法によっ

て決定される。これは実際、IDA が微生物を受領した日を寄託日として認識する工業所有権庁

もあれば、IDA が転換要請を受領した日のみを認識するものもあるということを意味する。寄

託者は、このことを念頭に入れ、転換された寄与に係る特許出願又は特許に与える可能性が

ある影響を考慮すべきである。 

 

31. そのままでは機能しなかった以前のブダペスト条約外の寄託が国際的に認められるとい

うことを意味するため、転換は有用な手段である。転換は例えば、日本国特許庁が、それま

での可用性にかかわらず、日本国外で行われたブダペスト条約外の寄託を認識するためには

不可欠である。しかしながら、現在では、原寄託者（又はその権利相続人）のみが、寄託を

転換できる。その他の場合はすべて、同一の微生物の異なる寄託を、同条約に基づいて行わ

なければならない。さらに、一部の IDA は、これまで未規制であった試料の流通にブダペス

ト条約制度が課す制約によって、純粋に化学的な目的で過去に行われた寄託の転換を認めな

い場合がある。そのような場合、やはり同条約に基づく別の寄託が必要となる。 
 

(vi) 受託証の交付 
 

32. 寄託のための微生物の受領及び受託後（又は既存の寄託の転換後）、IDA は当該の寄託

に関する公式な受託証を寄託者に発行することで、その旨を通知しなければならない。受託

証は「国際フォーム」BP/4 上で作成されなければならない（付録 3 を参照のこと）。これは、

4 つの「国際フォーム」の 1 つであり、そのモデルは WIPO 事務局長及びブダペスト同盟総会

が作成したものである（7.2(a)）。規則によって IDA の「国際フォーム」の使用が規定され

ている場合、その使用は義務である。受託証は資格を有する IDA の代表者による署名がなさ

れなければならず（7.2(c)）、かつ以下を規定する 7.3 が要求する特定の情報を含まなけれ

ばならない。 

 
「原寄託について交付される 7.1 の受託証には、国際寄託当局が条約にいう当局
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として受託証を交付する旨を表示し、かつ、少なくとも次の事項を記載する。 

 

(i) 国際寄託当局の名称及びあて名 

 

(ii) 寄託者の氏名又は名称及びあて名 

 

(iii) 6.4(c)に規定する原寄託の日 

 

(iv) 寄託者が微生物に付した識別のための表示（番号、記号等） 

 

(v) 国際寄託当局が寄託について付した受託番号 

 

(vi) 6.1(a)の文書に微生物の科学的性質又は分類学上の位置が記載されている場

合には、その記載がされている旨の表示」 

 

受託証は、当該の微生物が特定の日に IDA に寄託及び受託され、特定の受託番号を割り当て

られたことを示す証明書となるため、非常に重要な通告である。さらに受託証は、生存に関

する証明書（パラグラフ 33 から 39 を参照のこと）とともに、ブダペスト条約の要件を満た

す寄託が行われたことを示す書面による証拠となる。また、同条約によって IDA に課せられ

た義務に基づいて、これらの文書は、寄託された微生物が保存されること及びその試料が同

条約の要件に従って分譲されることを示す仮定的な証明となる。締約国は、受託証の写しを

要求することができる（3(1)(b)）。（この点においては、第 3(2)条の規定及び 7(1)(a)に基

づいて IDA に与えられた保証にもかかわらず、一部の工業所有権庁が、IDA からの追加宣言を

要請する場合があることを知っておくべきである） 

 

(vii) 生存に関する確認及び証明書 
 

33. 生存確認 IDA は、寄託のための微生物受領から可能な限り速やかに、微生物の生存確認

を行い（10.1(i)）、義務の「国際フォーム」BP/9 を用いて、その確認結果を寄託者に書面に

て通知しなければならない（10.2(a)(i)）。原寄託の生存確認に関して IDA に課せられる義

務は、以下に示す 10.1 に定められている。 

 

「国際寄託当局は、当該国際寄託当局に寄託された微生物についての生存試験を、 

 

(i) 第 6 規則の寄託又は 5.1 の移送の後速やかに行う」 

 

5.1 は、違反している IDA から代理の IDA への微生物の移送について言及しており、本ガイド

セクション Bにおいて取り扱っている。 

 
34. 10.1 はさらにこう続く。 
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「(ii) 微生物の種類及び保管の条件に照らして相当な間隔で、又は技術上の理由

により必要なときはいつでも行う」 

 
本規定は、保管期間中の微生物の生存確認に IDA が注意を払うことを要求しながらも、その

確認の頻度については、IDA の専門家による判断に任されている。 
 

35. 10.1 は、次のように結論付けられている。 

 

「(iii) 寄託者の請求があつたときはいつでも行う」 

 

この規定は、あらゆる特定の場合において、寄託者がその寄託の生存の証拠を要求する権利

を認めている。 
 

36. 生存に関する証明書 IDA が原寄託に関する証明書を提出しなければならないような状況

は、以下に示す 10.2(a)に記されている。 

 

「(a) 国際寄託当局は、寄託された微生物についての生存に関する証明書を、 

 

(i) 寄託者に対し、第 6規則の寄託又は 5.1 の移送の後速やかに交付する。 

 

(ii) 請求があつたときは、寄託者に対し、寄託又は移送の後いつでも交付する。 

 

(iii) 請求があつたときは、第 11 規則の規定に従い寄託された微生物の試料の分

譲を受けた工業所有権庁、他の当局、自然人又は法人であつて寄託者以外のもの

に対し、試料の分譲と同時に又は試料の分譲の後いつでも交付する」 

 

この規定は、微生物の試料を受領した人物に対して、希望に応じて生存証明書も受領する権

利を与えている。そのような場合、及び上記の 10.2(a)(ii)の場合、生存に関する証明書は、

新の生存確認に言及しなければならない（10.2(c)）。 

 

37. 生存に関する証明書の内容は、以下に示す 10.2(b)に定められている。 

 

「生存に関する証明書には、微生物が生存しているかどうかを表示し、かつ、次

の事項を記載する。 

 

(i) 生存に関する証明書を交付する国際寄託当局の名称及びあて名 

 

(ii) 寄託者の氏名又は名称及びあて名 
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(iii) 7.3(iii)の日又は、再寄託若しくは移送がされた場合には、7.4(iii)若し

くは 7.5(iii)の日のうち 近のもの」  

 

上記の 後 2つの日付はそれぞれ、IDA が再寄託又は移送された寄託を受領した日である。 

 

38. 10.2(b)はさらにこう続く。 

 

「(iv) 国際寄託当局が付した受託番号 

 

(v) 生存に関する証明書に係る生存試験の日 

 

(vi) 生存試験がどのような条件の下で行われたかに関する情報（生存に関する証

明書の交付を受ける者が要請した場合において、生存試験の結果が否定的であつ

たときにのみ記載する。）」 

 

この 後の規定は、生存に関する証明書の受領者が、否定的な結果であった場合に、IDA が生

存確認を正しく実施したことを確認することを可能にしている。IDA は、原寄託に関して発行

される生存に関する証明書に料金を課す権利を与えられている。ただし、寄託直後に寄託者

に発行されるものや、受領者が工業所有権庁である場合を除く（10.2(e)及び 12.1(a)(iii)）。 

 

39. 寄託の本質は、適切な時間に、必要条件のもとで、資格を有する人物に、生存する微生

物の試料を入手可能にすることの確保にあるため、生存確認はブダペスト条約に基づく寄託

手続においてきわめて重要な部分である。寄託直後に実施される確認は、寄託日の有効性を

決定するため、特に重要である。同時に、この確認結果を示す生存に関する証明書は、非常

に重要な文書である。これが否定的な結果を示しており、その後の生存に関する証明書すべ

てがやはり否定的な結果を示している場合、寄託に関するすべての手続上の要件が満たされ

ている場合であっても、当初の寄託日は失われる（パラグラフ 67 を参照のこと）。一方で、

初の生存に関する証明書が肯定的な結果を示している場合、その後微生物が失われて肯定

的な証明書が存在しないとしても、交換に対する当初の寄託日の認識において重要である

（4(1)(d)。パラグラフ 66 を参照のこと）。 

 

(viii) 微生物の保管 

 

40. 寄託のために微生物を受託し、その生存が確認され、受領及び生存に関する証明書が発

行された後、IDA は以下に示す第 9規則の規定に従って微生物を維持する義務を負う。 

 

「9.1 保管の期間 

国際寄託当局は、寄託された微生物を汚染させることなく生存させておくために

必要なあらゆる注意を払いつつ、いかなる場合にも寄託の日の後少なくとも 30 年

間、当該微生物を保管するものとし、当該微生物の試料の分譲に係る請求があつ
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た場合には、当該 新の請求を受領した後少なくとも 5 年間は、当該微生物を保

管する」 

 

この規定は、寄託の不変性の確保を意図しており、事実上単純に、IDA に対して、微生物株保

存機関が寄託された微生物の損失を 低限に抑えるために期待すると考えられることを実施

する義務を与えている。 

 

41. 第 9規則はさらにこう続く。 

 

「9.2 秘密の保持 

国際寄託当局は、微生物について、条約の下において当該国際寄託当局に寄託さ

れたかどうかをいかなる者に対しても漏らしてはならない。国際寄託当局は、更

に、第 11 規則の規定に基づき微生物の試料を入手する資格を有する当局、自然人

又は法人で同規則に定める条件と同一の条件に従うものを除くほか、いかなる者

に対しても、条約の下において当該国際寄託当局に寄託されたいかなる微生物に

関するいかなる情報も与えてはならない」 

 

この規定は、関連する特許出願が公開されるまで、微生物の寄託が秘密に保たれることの確

保を目的としている。しかしながら、試料の分譲を支配する第 11 規則と情報の提供を関連付

けると（パラグラフ 87 から 96 を参照のこと）、9.2 は、公開が行われたどうかを自身で確定

する義務から IDA を解放している。（実際のところ、これにはいくつかの例外がある。パラ

グラフ 92 及び 104 を参照のこと） 

 

(c) 原寄託のガイドライン 

 

(i) 全般 

 

42. 上記の(a)および(b)は、ブダペスト条約に基づく原寄託を行う場合に寄託者 IDA の間で

遵守すべき一般要件、義務、手続を列挙し、説明したものである。このサブセクションの目

的は、今後寄託を行おうとする者に実際的なガイドラインと助言を示すことでトラブルなく

寄託できるようにすることにある。 

 

(ii) 避けるべき問題 

 

43. 駆け込み寄託 ブダペスト条約に基づく寄託はきわめて明瞭であるが、問題が生じない

わけではない。その原因の大半は、寄託者が寄託するにあたって予期しない問題が生じた場

合の解決のための時間的余裕を設けていないことにある。寄託者の意図がいかに誠実であろ

うと、工業所有権庁が見るのは寄託の現実のみであることに強く留意しなければならない。

寄託の現実とは IDA が微生物の生存可能な試料を物理的に受領したということである。従っ
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て、寄託のために送付した微生物は出願日(または場合によってはこれより早い日)までに IDA

に到着していればよい場合が大半とはいえ、実務上は、遅延や予期せぬ事態に備えて寄託者

は十分な余裕を見込んで寄託手続を開始すべきである。遅延は当然起こりえる。外国の IDA

に寄託する場合は輸入や検疫に関する規則に注意する必要がある。例えば、米国に特定の細

胞株やウイルスを輸入するには数週間から数ヶ月を要することがある(本ガイドのセクション

D 参照)。しかしここで言っている危険とは、特許申請自体の過程では生じないような駆け込

み申請時の予期しない危険のことである。微生物の寄託のための送付が余裕をもって行われ

れば、下記の一般的状況が発生しても問題にはならない。駆け込み寄託だから問題となるの

である。 

 

44. 郵送の遅延 寄託のため送付した微生物が、発送が遅すぎたためまたは郵便配達の異常な

遅れのため IDA に期限までに到達しないことがある。また、一部の国では、郵便当局が特定

の微生物を含む航空便を受け付けず、受け取りと同時に廃棄する。外国からの寄託者は、IDA

に問い合わせれば航空便で送付された微生物が受け付けられるかどうかを知ることができる。 

 

45. 税関での遅延 外国の IDA に寄託するため微生物を送付する場合は航空便で送付する必要

がある。受取国の税関当局への寄託者からの内容物の説明が不十分であるとスムーズな通関

ができず遅延が生じることが少なくない。 

 

46. 梱包の破損 寄託者による微生物容器の梱包が不適切であるため輸送中に容器が破損して

微生物を梱包から汚染のない状態で取り出すことが不可能になる場合がある。この場合、IDA

は受託を拒否する(規則 6.4(a)(iii))。駆け込み寄託では代替品の送付には遅すぎることがあ

る。微生物の梱包物を送付する場合、航空郵便であれば万国郵便連合の規則が適用され、航

空貨物であれば国際航空運送協会の規定が適用されることを寄託者は知っておく必要がある。 

 

47. 生存不能 寄託のため送付された微生物を IDA が試験した結果、生存不能と判断されて寄

託者による代替試料の送付が必要となる場合がある。かかる代替試料は第 4 条が規定する再

寄託としては取り扱われない。原試料の生存に関する証明書が発行されていないからである

(パラグラフ 67 と 68 参照)。従って、代替試料は、それ自体の効果を持つ原寄託として取り

扱う必要がある。すなわち、寄託の も早い日は IDA が代替試料を受け取った日であって、

初の試料を受け取った日ではない。 初の試料を寄託のために駆け込みで送付していると、

代替試料が期限内に IDA に到着しないおそれがある(これに関しては微生物の種類によっては

生存試験に日数を要する場合があることに留意しなければならない。バクテリア、真菌、酵

母菌、藻類、原虫の大半は生存試験の所要日数が 2 から 5 日であり、動物細胞株は通常 1 週

間かこれよりわずかに長い程度であり、動物ウイルスおよび植物組織細胞は 1 ヶ月を要する

ことも珍しくない(本ガイドのセクション D参照)。 

 

48. 第 4 条が規定する再寄託(パラグラフ 65 から 68 参照)と上記の代替寄託の違いを認識し、

IDA が当該微生物を当初から非生存と判断した場合には原寄託日を代替寄託に適用できないこ

とを理解しておくことが重要である。 

 

49. 受託不能な微生物 IDA に送付された微生物が条約により受理される種類とは異なってい
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るとして受託を拒否する場合がある(規則 6.4(a)(i))。この場合についても、駆け込み寄託で

あれば、当該微生物を受託できる他の IDA に送付するには遅すぎる。 

 

50. コミュニケーション不足 駆け込み寄託の原因は、寄託者またはその特許弁理士に思慮が

足りないか、またはこれら両者の間のコミュニケーション不足にあることが通常である。微

生物の送付自体は余裕をもって行われていても寄託者と弁理士のコミュニケーション不足は

混乱と遅延を引き起こす元になる。この場合、寄託日には通常は影響が生じないが、寄託手

続が不必要に複雑になり時間もかかる。そのため、例えば寄託者(特許手続には疎い科学者で

あることが少なくない)に対しては、単に期限までに微生物を IDA に送るように伝えるのみで

事務手続上、法律上の要求事項は十分に説明しないことがある。その結果、寄託物が遅れて

到着するだけでなく、IDA が処理するための十分な情報がない場合も生じる。また、条約は常

に寄託者について規定しており、そのため、別段の規定がない限り、IDA は寄託者にのみ通告

を行う。ただし、要請すればほとんどの IDA が受託証と生存に関する証明書のコピーを寄託

者とその弁理士の双方に送付するため、こうしておけば寄託者が受託証と生存に関する証明

書の重要性および寄託の証拠として提出する必要性を理解していないというよくある問題を

避けることができる。 

 

51. 微生物に関して生じ得る技術上、法律上の問題について特許弁理士が寄託者から十分な

説明を受けていない場合にも、その結果として IDA が事前に知っておくべきであった問題が

発生することがある。過去の事例を見ると、すべての事務手続を弁理士が一手に引き受けて

おり、寄託者は弁理士にも IDA にも微生物の取り扱いには特殊な条件(IDA が即時に実現する

ことはできない条件)が必要であることを告げていなかったという事例が少なくとも 1 つ存在

する。 

 

52. 特許出願者とその特許弁理士の間のコミュニケーションは特許申請書の作成と出願にお

いて重要であるとされている。特許取得のための微生物の寄託においても同様に重要である。 

 

(iii) 手続ガイド 

 

53. パラグラフ 43 から 52 で述べた問題点と落とし穴の大半は、寄託しようとする者が下記

の 3つのシンプルなガイドラインに従うだけで回避できる。 

 

- 寄託手続は十分な余裕をもって開始する 

- 事務手続上、法律上の要求事項について弁理士から十分な説明を受ける 

- 当該微生物の種類および発生し得る技術上の問題について弁理士に説明しておく 

 

上記を踏まえた上で、下記の実務上の注意を守る必要がある。 

 

54. 微生物の受託可能性 寄託者は、自己の微生物の受け入れを行うことができその権限もあ

る IDA を寄託先として選択しなければならない。技術的問題が生じるおそれがある場合は、

事前に IDA に通告しておく必要がある。 
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55. IDA の要求事項と様式 寄託者は IDA の事務手続上および技術上の要求事項(規則 

6.3(a))を確認して適切な様式の用紙を請求しなければならない。 

 

56. 情報 寄託者は、要求されたすべての情報を用紙に記入し、内容が正確であり IDA の公用

語の 1 つで記載されていることを確認しなければならない。ブタペスト条約と規則に精通し

ていない寄託者が多数であることは広く知られているため、寄託者は自己の義務のすべてを

知っていることまでは要求されない。従って、寄託者が記入を要求される用紙は、正しく記

入すれば規則(特に規則 6.1(a))および IDA が要求するすべての情報が自動的に提供されるよ

うになっている。様式は IDA により多少の違いはあるが、基本的に同じである。しかし実情

としては、一部分しか記入されていないもの、内容が誤っているものが IDA に提出されるこ

とが後を絶たない。これが不必要な遅延の原因となっているのである。 

 

57. 寄託者の身元 微生物の発送者が寄託者自身であるのか、組織の担当者であるのかを明示

する必要がある。後者の場合、寄託書は当該組織の権限のある責任者が署名し、IDA が誰宛に

正式通知を送ればよいかを明確にしておかなければならない。 

 

58. 特許弁理士 寄託者の特許弁理士が IDA との連絡にあたる予定である場合、寄託者は IDA

にその旨を通知しておく必要がある。この通知がないと IDA は代理人の通知受領権限が確認

されるまで連絡を行わないことがある。特に、寄託者は受託証と生存に関する証明書のコピ

ーを弁理士に送付することを希望するか IDA に告げておくべきである。 

 

 

59. 微生物の形態と量 寄託者は、IDA の要求する形態と量の微生物を寄託しなければならな

い。(規則 6.3(a)(i))。 

 

60. 事前通知 規則 6.1(a)は微生物に文書(記入済寄託文書)を添えて提出することを規定し

ているが、実務上は、IDA には微生物より先立って文書を提出しておき、迅速に寄託手続がで

きるようにしておくのがよい。特に、特殊成分を含む特殊な培地を IDA が準備しなければな

らない場合にこれは有益である。 

 

61. 寄託日 パラグラフ 60 にかかわらず、寄託日となるのは IDA が実際に微生物を受け取っ

た日であることに寄託者は留意しなければならない。従って、緊急時には(もちろん、寄託者

がこのガイドラインに従っていれば起きないはずであるが)、IDA が微生物自体を受け取るこ

とを優先しなければならない。ただしこのような場合、文書が提出されていないと微生物の

生存試験を実施しない可能性がある。 

 

62. 信頼性の確認 IDA は、その方針および寄託物の種類により、寄託された微生物の試料の

分譲用の継代培養を行うこともあれば行わないこともある。従って、例えば細胞株および裸

のプラスミドの場合、寄託者は IDA が直接に提供できるように十分な材料を IDA に提出する

必要がある(パラグラフ 59 も参照)。これに対してバクテリア、酵母菌、カビなどであれば

IDA が自ら調製して分譲することが多い。この場合、多くの IDA が寄託者に調製物の信頼性の

確認を依頼する(培養物のコレクションでは通常のこと)。条約では寄託者には調製物を確認
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する義務はないが、IDA が提供するものが特許申請と同じ内容であることを確認しておくほう

がよい。 

 

63. 正式通告 寄託者には IDA から受託証と生存に関する証明書が交付されることになってい

る。寄託者はこれらを寄託の証拠として提出することが求められる場合があることを知って

おかなければならない。技術的にはまず受託証が交付されるべきであるが、実務上は、生存

試験が数日で完了するため、その結果を待って受託証と生存に関する証明書を同時に送付す

る IDA が多い。IDA に問い合わせれば、ほとんどの IDA が受け取って受託した受託番号、寄託

日を教えてくれる。しかしこれは非公式であるため、条約には規定されていない。 

 

64. 転換 既存の寄託物がブタペスト条約による寄託物の転換手続中である場合(規則

6.4(d))、寄託者は 初に IDA に当該微生物の受託番号を通知して転換が許可されるか確認し

なければならない(転換されない場合は別の寄託を行う必要がある)。それから上記のポイン

ト 55、56、58、62、63 を実行する。 

 

セクション B: 再寄託の実行 

 

(a) 再寄託が可能な条項 

 

65. 条約第 4条は次のように規定している。 

 

「(1) (a) 国際寄託当局は、いずれかの理由、特に、次の理由により、寄託され

た微生物の試料を分譲することができない場合には、試料を分譲することができ

ないことを確認した後速やかに、分譲することができない旨を理由とともに寄託

者に通知する。この場合において、寄託者は、(2)の規定が適用される場合を除く

ほか、この(1)に定めるところにより、原寄託に係る微生物と同一の微生物の再寄

託をする権利を有する。 

 

(i) 寄託された微生物が生存していないこと。 

(ii) 寄託された微生物の試料を外国に送付することが必要であるが、当該外国へ

の送付又は当該外国における受領がそれぞれ輸出又は輸入の制限により妨げられ

ていること。 

 

(b) 再寄託は、原寄託をした国際寄託当局にするものとする。ただし、 

(i) 原寄託をした寄託機関がすべての種類の微生物について若しくは寄託された

微生物の属する種類の微生物について国際寄託当局としての地位を喪失した場合

又は原寄託をした国際寄託当局が寄託された微生物についての業務の遂行を一時

的若しくは確定的に停止する場合には、再寄託は、他の国際寄託当局にするもの

とする。 

(ii) (a)(ii)に規定する理由により試料を分譲することができない場合には、再

寄託は、他の国際寄託当局にすることができる。」 
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これらの規定は、IDA が試料の分譲をできなくなった場合に、寄託された微生物を可

能な限り継続的に利用できるようすることを意図している。この方法により寄託者の

特許権は寄託者に責任がなく寄託者の支配を超えた状況に妨げられずに済む。ただし

第 4(2)条によれば、これらの規定はすでに他の IDA に微生物が移送されている場合に

は、当該 IDA が試料を分譲できない場合を除き、適用されない。 

 

(b) 適用要求事項  

 

(i)  寄託者の陳述書 

 

66. 第 4(1)条は続いて次のように規定している。 

 

「(c) 寄託者は、再寄託に当たり、再寄託される微生物が原寄託に係る微生物と

同一である旨を陳述した文書に署名し、これを提出する。寄託者の陳述について

争いがある場合には、立証責任は、関係法令の定めるところによる。」 

 

再寄託にあたって寄託者が提出しなければならない署名陳述書の内容は規則 6.2 に定めが

あり、その概要は下記の通りである(概要であって規則 6.2 の引用ではない)。 

 

  (i)  異なった IDA に寄託する場合、規則 6.1(a)に掲げるすべての事項(パラ

グラフ 12 から 15 参照) 

 

  (ii)  (ii) 再寄託の理由、再寄託に係る微生物が直前の寄託に係る微生物

と同一である旨の陳述及び寄託者が試料分譲不能の通知を受領した日(又は、場合に

より、IDA が試料分譲不能になったことを公表した日 - 第 4(1)(e)条。パラグラフ 70

参照)。 

 

  (iii)  直前の寄託について表示した科学的性質又は分類学上の位置であっ

て、直前の寄託のされた国際寄託当局に通知された 新のもの(規則 6.2(c)に「直前

の寄託」の定義があり、場合により、複数の再寄託のうち 新のものまたは原寄託を

いうとされている)。 

 

署名陳述書には、直前の寄託についての受託証の写し及び直前の寄託に係る微生物が生存

していることを示す 新の生存に関する証明書の写しを添えなければならない。 

 

(ii) 寄託日 

 

67. 第 4条は続けて次のように規定している。 

「(d)  原寄託に係る微生物につき過去に交付されたすべての生存に関する証明書

が当該微生物の生存を示していた場合において、寄託者が(a)の通知を受領した日

から 3 箇月以内に再寄託をしたときは、再寄託は、原寄託をした日にしたものと
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して取り扱う。ただし、再寄託を(a)から(c)まで及び(e)の規定に従ってすること

を条件とする」 

 

この項は寄託継続の考え方の中核をなす規定で、実際の再寄託日にかかわらず、原寄託日の

適用を認めている。ただし再寄託が 3ヶ月以内に行われたことが条件である。 

 

 

68. 上述のように(パラグラフ 39 と 47 参照)、再寄託に原寄託日を適用できるのは、過去の

寄託について生存の関する証明書が少なくとも 1 通発行されていた場合のみである。第 4 条

は生存の証明がなされたことがない寄託の代替寄託には適用されない。 

 

(iii) 期限 

 

69. 上記 3ヶ月期限の正確な計算方法について、規則 12 の 2.2 は次のように規定している。 

 

「期間を定めるのに月をもってしている場合には、期間は、当該事象が生じた日の翌

日から起算し、該当するその後の月において当該事象が生じた日に応当する日に満了

する。ただし、その月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」 

 

従って、寄託者が IDA からの通告を、例えば 1 月 15 日に受け取った場合、再寄託は 4 月 15

日までに行わなければならない。受け取りが 1 月 31 日であれば 4 月 30 日までとなる(年単位

の期間についても、必要な修正を加えた上で、同じ方法で計算される(規則 12 の 2(1))。 

 

70. この 3 ヶ月期限は、寄託者が IDA から試料分譲不能の通知を受けるまで開始しない。た

だし IDA が業務の遂行を停止しまたはその地位を喪失した場合であって (条文第 4(1)(b)(i))、

この事実を寄託者に通知していなかった場合は例外である。その場合について条文第 4(1)(e)

は、地位の喪失が国際事務局により公表された日から 6 箇月以内に寄託者が通知を受領しな

いときは、上記 3 箇月の期間は、当該公表の日から開始すると規定している。ただし実務上

は条文 4(1)(e)を適用する必要はない。IDA が地位を喪失しまたは業務を停止したときには締

約国はすべての寄託物を他の IDA に移送して IDA の業務実施不能を寄託者に通知しなければ

ならないことになっているからである(規則 5.1、パラグラフ 84 参照)。 

 

(iv) 受託証と生存に関する証明書 

 

 

71. 再寄託を受理した IDA は、その生存を試験して寄託者に受託証と生存に関する証明書を

発行しなければならない。生存に関する証明書は原寄託時に発行されるものと同一であるが

(パラグラフ 36 から 38 参照)、ただし「国際様式」BP/5 によらなければならないとされてい

る受託証(規則 7.4)はこれとは異なる。規則 7.4(i)から(v)の規定は原寄託と同じ(パラグラ

フ 32 参照)であるが、原寄託という語に代えて「再寄託」という語になっている。規則 7.4

は次のように規定する。 
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「(vi) 再寄託の理由及び 6.2(a)(ii)の規定により寄託者が記載した日」 

 

これは再寄託の理由および IDA からの試料分譲不能通知を寄託者が受け取った日のことであ

る。 

 

72. 規則 7.4 は続いてこう規定している。 

「(vii) 寄託者が 6.2(a)(iii)に規定する科学的性質又は分類学上の位置を記載

した場合には、その記載がされている旨の表示」 

 

規則 6.2(a)(iii)は直前の寄託について表示した性質/位置について述べている。 

 

73. 規則 7.4 は 後に次のように規定する。 

 

「(viii) 直前の寄託…について付された受託番号」 

 

 

他の IDA に再寄託を行った場合を除き、受託番号は原寄託と同じになる可能性が高い。 

 

 

74. 他の IDA に再寄託する場合、受託証には直前に寄託した IDA の名称と住所も必要である

が、規則 7.4 はこの点に触れていない。IDA が再寄託の受託証を発行する場合、寄託者に受託

証の写しのほか直前の寄託について発行された生存に関する証明書の写しも送付しなければ

ならない。 

 

(c) 再寄託を行う場合のガイドライン 

 

75. 原寄託日をそのまま有効に継続するためには、再寄託する微生物の生存試料を条文

4(1)(d)が規定する 3 ヶ月以内に IDA に提出しなければならない(パラグラフ 69 参照)。生存

試料の提出がこれを過ぎた場合は、再寄託を IDA が実際に受け取った日のうち も早い日が

再寄託日となる。原寄託日を援用できなくなることは微生物に関する特許または出願に重大

な影響をもたらすため、寄託者が再寄託を行う場合には原寄託のときと同様に適時の行動が

重要である。駆け込み再寄託には駆け込み原寄託と同様の危険がある(パラグラフ 43 から 49

参照)。 

 

76. 原寄託に関するセクション A の説明とガイドラインは再寄託にもあてはまる。ただし再

寄託の場合、寄託者は下記にも注意しなければならない。 

 

77. IDA からの通知 寄託者は、試料分譲が不能になったとの IDA からの通知の重大性を理

解し、通知を受け取ったら直ちに行動する必要がある。当然のこととして、通知を受け取っ

た日を記録し、いつまでに再寄託しなければならないかを計算する。 

 

78. 移送の可能性 IDA がその地位の喪失または業務の停止により試料分譲ができなくなった
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場合、寄託者は(IDA からの通知がなかったときには)、寄託した微生物が規則 5.1(a)(i)に従

い、締約国の保護のもとで他の IDA に移送されるかどうかを確認しなければならない(パラグ

ラフ 54 参照)。移送される場合は条文 4が規定する再寄託の権利は発生しない(条文 4(2))。 

 

 

79. 別の IDA への寄託 他の IDA に再寄託する場合、寄託者は当該 IDA が自分の微生物を受け

付けるかどうかおよび事務管理上、技術上の要求事項を確認しなければならない(本ガイドの

セクション D 参照)。これらが元の IDA とは異なっている可能性があるからである。また、寄

託者が他の IDA に再寄託できるのは事業停止、地位の喪失(条文 4(1)(b)(i))または輸出入制

限(条文 4(1)(b)(ii))があった場合のみである。 

 

80. 再寄託の同一性 寄託者は、再寄託する微生物が前の微生物と同一であることを確認して

おかなければならない。条文 4(1)(c)が規定する争いが生じる可能性があるからである。 

 

81. 陳述書 IDA の用紙にそのための欄がある場合を除き、寄託者は署名した添付別紙に再寄

託する理由、IDA から試料分譲不能の通知を受け取った日、提出する微生物が前に寄託したも

のと同一である旨の宣言を記載しなければならない(条文 4(1)(c)および規則 6.2(a)(ii))。

一部の IDA は再寄託に WIPO 様式 BP/2 および BP3 を採用しており(附属書 3 参照)、この様式

では前記の事項の記載欄があるため添付別紙は不要である。 

 

82. 補足文書 寄託者は、所定の用紙と宣言書のほかにも IDA に(a) 直前の寄託の受託証の写

し、(b)直前の寄託に関して発行された 新の生存に関する証明書の写し、および、該当する

場合は(c) 直前の寄託に関して IDA に提出した 新の瀬科学的性質/分類学上の位置、も提出

しなければならない。 

 

(d) 寄託した微生物の移送 

 

(i) 移送理由 

 

83. これは厳密には再寄託にはあたらないことであるが、ここで、ある IDA から他の IDA へ

の移送が必要な寄託微生物について取り上げておく。この状況は下記の場合に発生する。 

 

 -  IDA が微生物寄託に関する業務を一時的または恒久的に停止した場合 

 

 - IDA がその地位を取得するに至った 初の保証を行った締約国または政府間工業

所有権機関(条文 6(1))が保証を撤回した結果、IDA の地位が終了した場合(条文 8(2))。 

 

 - IDA が条約および規則が定める義務に違反し、その結果として締約国また政府間

工業所有権機関が当該 IDA の地位の終了または制限をブダペスト同盟に申し立てた場合

(条文 8(1))。 

 

 - IDA がその地位を喪失した結果、条文 6(1)の保証を行った締約国が条約の当事者
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でなくなり(条文 17(4))、あるいは同保証を行った政府間工業所有権機関が条約の当該

条項の承認を撤回した場合(条文 9(4))。 

 

後の絶対的理由の場合を除き、それ以外の理由は IDA に寄託されたすべての微生物に適用

されるものと、特定の種類の微生物にのみ適用されるものがある。 

 

(ii) 締約国の義務 

 

84. 前記の事由が発生した場合、条文 6(1)に規定する保証を行った締約国または政府間工業

所有権機関は、規則 5.1 により、影響を受けるすべての寄託物および書類つづりを他の IDA

に迅速に移送する義務がある。締約国または政府間工業所有権機関はまた、可能な限り、不

履行 IDA から関連寄託者にかかる移転を通知させなければならない。これらの場合、締約国

または政府間工業所有権機関は、寄託を行なう代行 IDA を決定するが、寄託者は、その希望

により、寄託した試料および関連する書類つづりその他の写しも他の IDA に移送するよう不

履行 IDA に要求することができる。ただしこの場合寄託者は、かかる追加移転の費用を負担

しなければならない(規則 5.1(e))。 

 

(iii) 代行 IDA の義務 

 

85. 代行 IDA は、規則 5.1 に基づいて移送された微生物の受託証を寄託者に発行しなければ

ならず、その生存試験の実施後に、生存に関する証明書を発行しなければならない。この生

存に関する証明書は原寄託または再寄託の場合に発行されるものと同一であるが、寄託の移

送の場合の受託証の内容(「国際様式」BP/6 に従う)には規則 7.5 が適用される。この規則は

下記の記載を要求している。 

「(i) 国際寄託当局の名称及びあて名 

 

(ii) 寄託者の氏名又は名称及びあて名 

 

(iii) 国際寄託当局が移送された試料を受領した日（移送の日） 

 

(iv) 寄託者が微生物に付した識別のための表示 

 

(v) 移送を受けた国際寄託当局が移送に係る寄託について付した受託番号 

 

(vi) 移送をした国際寄託当局の名称及びあて名 

 

(vii) 移送をした国際寄託当局が付した受託番号 

 

(viii) 6.1(a)若しくは 6.2(a)の文書に微生物の科学的性質若しくは分類学上の

位置が記載されていた場合又はこれらが 8.1 の規定に基づき後日表示され若しく

は修正された場合には、その旨の表示」 
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(iv)  寄託者の地位 
 

86. IDA の地位喪失または業務停止による寄託物の移送の発生理由は寄託者の支配を超えて

いるため、寄託者によるこの手続への関与はわずかである。しかし、特許手続によっては、

原寄託を参照して出願した工業所有権機関に新しい受託番号を通知しなければならないこと

がある(規則 5.1(c))。この通知はすべての場合に行なっておくことが安全である。また、規

則 5.1 は締約国または政府間工業所有権機関に対し、「可能な限り 大限」に寄託物の移送

を行うことを求めている。従って、ある寄託物が必ず移送されるという保証はない。そのた

め、寄託者が IDA から地位の喪失または業務の停止を龍とする試料分譲不能の通知を受けた

場合には(条文 4 によりこの通知が行われることになっている)、自分の寄託物が規則 5.1 に

従って移送されるか確認しておくことが自分のためになる。移送されないという回答であれ

ば、寄託者は条文 4(1)(b)(i)が規定する自己の権利を行使して他の IDA への再委託を行うこ

とができる。 

 

セクション C：試料の分譲 

 

(a) 試料要請のための一般条件 

 

87. 特許の目的で微生物を寄託することの本質は、特許法の要件に従って、権利を有する当

事者にその利用を可能にすることにある。本セクションの目的は、寄託された試料がブダペ

スト条約に基づいて分譲されるという一般条件を寄託者に知らせること、及び第三者が試料

を要請する際に順守しなければならない要件に関して助言することである。本セクションは、

セクション E を参照しながら読むべきである。セクション E には、寄託された微生物の試料

の分譲に関する各国の要件が記載されている。 

 

88. IDA が世界各国の特許法について詳しいわけではないということは、広く認識されてい

る。そのため、特定の第三者が特定の寄託の試料を受託する資格を法的に有するかどうかの

判断を IDA に要求することは望ましくないと一般的に考えられている。多くの工業所有権機

関も、IDA が関連する工業所有権庁（IDA が知らないことさえある）からあらゆる試料の要請

の合法性を確認することは妥当でないと考えている。そこでブダペスト条約では、解決策と

して、要請の合法性を示した寄託者による承諾書又は所轄工業所有権庁による証明書が要請

に伴う場合や、さもなくば、そのような承諾書を必要とせずに微生物を分譲することができ

る旨を所轄工業所有権庁がすでに IDA に通知している場合にのみ、特定の微生物の試料の分

譲を IDA に認めると規定している。これらの事項は第 11 規則によって支配される。第 11 規

則は、試料が分譲可能な 3 つの異なる状況、すなわち、関連する工業所有権庁に対して

（11.1）、寄託者に対してもしくは寄託者による承諾のもとで（11.2）、又は法的に資格を

有する当事者に対しての分譲を認めている。 

 

(b) 関連する工業所有権庁からの要請 

 

89. 11.1 は、締約国の工業所有権庁又は政府間工業所有権機関が寄託された微生物の試料を
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要請する際、要請には次のことを内容とする宣言が伴わなければならないと規定している。 

 

「(i) 特許を求める出願で当該微生物の寄託に係るものが当該工業所有権庁にされてお

り、かつ、当該出願の対象が当該微生物又は当該微生物の利用に係るものであること 

 

(ii) 当該出額が当該工業所有権庁に係属していること又は当該出額について特許が与え

られたこと。 

 

(iii) 当該締約国又は政府間工業所有権機関若しくはその構成国において採用されてい

る特許手続上試料を入手する必要があること。 

 

(iv) 試料及び試料に関連する情報を何に規定する特許手続のためにのみ使用すること」 

 

この規則には、「関連する」工業所有権庁とは、特許出願を処理している機関又は寄託され

た微生物に関する特許を付与した機関のいずれかであることが明確に示されている。上記の

規定はまた、そのような工業所有権庁が、自身の手続以外の目的で微生物の試料（又はそれ

に関する情報）を使用することを禁じている。 

 

(c) 寄託者からの又は寄託者による承諾を伴う要請 

 

90. 11.2 は、以下のことを規定している。 

 

「国際寄託当局は、次の者に対し、寄託された微生物の試料を分譲する。 

 

(i) 請求を行った寄託者 

 

(ii) 請求を行い、かつ、試料の分譲を承諾する旨の寄託者の宣言書を提出した当

局、自然人又は法人（以下「承諾を得た当事者」という。）」 

 

これらの規定では、寄託者が、自身の寄託した微生物の試料をいつでも入手する権利、及び

当該の人物が「法的に権利を有する」かどうかを問わず、希望する相手への試料の分譲を許

可する権利の両方を認めている。 

しかしながら寄託者は、個人的な希望がどうであれ、法的に権利を有する当事者への試料の

分譲を阻止する権利を有さない。 

 

(d) 法的に権利を有する当事者からの要請 

 

(ⅰ) 工業所有権庁の証明書が必要な要請 
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91. 大半の場合において、試料の分譲は 11.3 に支配される。11.3 は、2 つの仕組みを規定し

ている。1つ目の仕組みは、11.3(a)において以下のように記載されている。 

 

「(a) 国際寄託当局は、当局、自然人又は法人の請求があつたときは、総会によ

つてその内容が定められた様式により請求がされること及び工業所有権庁が当該

様式により次のことを証明することを条件として、当該請求を行った当局、自然

人又は法人（以下「証明された当事者」という。）に対し、寄託された微生物の

試料を分譲する。 

 

(i) 特許を求める出願で当該微生物の寄託に係るものが当該工業所有権庁にされ

ており、かつ、当該出願の対象が当該微生物又は当該微生物の利用に係るもので

あること。 

 

(ii) 当該工業所有権庁が特許手続上の公表を行つたこと。（(iii)ただし書の規

定が適用される場合には、その公表についての証明をする必要はない。） 

 

(iii) 当該工業所有権庁に係る特許手続を定める法令上、証明された当事者が当

該微生物の試料の分譲を受ける権利を有していることあるいは当該法令が一定の

条件の下でその権利を認めている場合には、これらの条件が現実に満たされたこ

とを当該工業所有権庁が認めること、又は証明された当事者が当該工業所有権庁

の所定の様式による文書に署名を行ったこと及び、そのことにより、当該工業所

有権庁に係る特許手続を定める法令上、証明された当事者に対する試料の分譲の

ための条件が満たされたものとみなされること。ただし、当該工業所有権庁に係

る特許手続を定める法令上、証明された当事者が当該工業所有権庁による特許手

続上の公表の前に当該微生物の試料の分譲を受ける権利を有している場合におい

て、その公表がまだ行われていないときは、証明書には、その権利を有する旨を

明瞭に記載し、かつ、慣行に従って引用することにより当該法令の関係規定（判

決を含む。）を表示する」 

 

これらの規定は、試料が違法に又は誤って分譲される危険から寄託者と IDA の双方を保護す

ることを目的としている。これらの規定は、要請する当事者が工業所有権庁からの権利証明

書を入手しなければならないことだけでなく、工業所有権庁がそのような証明書を与える能

力を有する、すなわち微生物に関する出願を（国家官庁として、又は特許協力条約（PCT）に

基づいて出願された国際出願の場合、同条約の定義する意味における「指定官庁」として

（11.5））実際に処理していることを有効に宣言しなければならないこと及び要請する当事

者が適用法の要求するすべての条件を満たすことを確保している。さらに、要請する当事者

が特許出願の公開前に試料を受託する権限を有する場合、工業所有権庁は、そのような権利

を付与する法律の実際の規定を参照しなければならない。11.1、11.2 又は 11.3(b)が適用さ

れる場合を除き、 適切な形式で作成されていない又は上記のように工業所有権庁によって承

認されていない要請は、自動的に IDA によって拒否される。PCT に基づいて提出された国際出
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願の場合、11.3(a)(ii)の規定により要求される公表についての証明が、当該工業所有権庁の

選択により、PCT に基づく国際公開又は当該工業所有権庁独自による公表のいずれかについて

証明する。また、一部の工業所有権庁（本ガイドセクション Eを参照のこと）は、上記に加

え、要請する当事者が完了すべき追加事項を要求することや、自国の法律に準拠するための

追加の証明を提出しなければならないことがある。 

 

(ii) 工業所有権庁の証明書が必要でない請求 
 

92. 法的に権利を有する当事者に試料を寄託するもう一つの方法は、次のように 11.3(b)に

記載されている。 

 

「(b) 工業所有権庁は、自己が与えかつ公表した特許に係る微生物の寄託につい

て国際寄託当局が付した受託番号を表の形式で当該国際寄託当局に随時通知する

ことができる。通知を受けた国際寄託当局は、通知に係る微生物の試料の分譲の

請求を行った当局、自然人又は法人（以下「請求する当事者」という。）に対し、

当該微生物の試料を分譲する。受託番号を通知した工業所有権庁は、寄託された

微生物で通知に係るものについては、(a)に規定する証明を行うことを要しない」 

 

関連特許が付与及び公表された場合にそのような微生物が制限なく入手可能でなければなら

ないことを法律が要求している国の工業所有権庁は、公表された特許において言及された微

生物の受託番号を通知することで、11.3(a)の証明手続を回避することができる。しかし実際

は、そのような通知を行っている工業所有権庁は非常にまれであり、IDA は関連特許が発行さ

れたかどうかを自ら確認せざるを得ないことが多い。 

 

(e) 共通の手続 

 

93. 試料の寄託に関するすべての請求において従わなければならない手順は、11.4(a)から

(e)に規定されている。11.4(a)及び(b)は、11.1、11.2 及び 11.3 に記載のあらゆる請求、宣

言、証明、又はその他の通告が書かれなければならない言語について取り扱っている。その

ような通告は、英語、フランス語、ロシア語又はスペイン語を公用語とする IDA に宛てられ

る場合、それぞれ英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語で作成されなければならない。

しかし、IDA がロシア語又はスペイン語を公用語とする場合、それに宛てられた通告は英語又

はフランス語で作成されてもよく、その場合請求に応じて WIPO 国際事務局が、ロシア語又は

スペイン語への承認済みの翻訳を無料で提供する。一方で、ロシア語又はスペイン語を公用

語とする工業所有権庁が試料の請求を行う場合（11.1）、請求は IDA の公用語によらず、ロ

シア語又はスペイン語で作成されてもよい。この場合請求に応じて、英語又はフランス語へ

の承認済みの翻訳を国際事務局が無料で提供する。 

 

94. 11.4(c)は、11.1、11.2 又は 11.3 に基づいて行われた請求などが、書面により、かつ署
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名と日付が記されることを要求している。11.4(d)の規定によると、11.1、11.2 又は 11.3(a)

（11.3(b)ではない）に基づいて行われた請求には、以下の内容が含まれなければならない。 

 

「(i) 請求を行う工業所有権庁、承諾を得た当事者又は証明された当事者の氏名

又は名称及びあて名 

 

(ii) 寄託について付された受託番号 

 

(iii) 11.1 の規定による宣言書及び請求書には、寄託に係る出願又は特許の日付

及び番号 

 

(iv) 11.3(a)の規定による請求書及び証明書には、(iii)に規定する事項並びに

11.3(a)に規定する証明を行った工業所有権庁の名称及びあて名」 

 
11.3(b)に基づいて作成された請求の場合、請求する当事者の名前及びあて名、ならびに寄託

の受託番号のみが必要である（11.4(e)）。しかしながら、前述（パラグラフ 92）のとおり、

11.3（b）が発動することは稀であり、実際は特定の微生物について記載した特許の発行の証

拠が請求に伴う場合、遅延を回避することができる。 

 

(f) 試料の寄託手続 

 

(ⅰ) IDA が提供する表示 

 

95. 11.4(f)から(h)は、IDA が実際に試料を寄託する際に従うべき手順について取り扱って

いる。11.4(f)は、以下のことを規定している。 

 

「分譲される試料が収められる容器には、国際寄託当局が寄託について付した受

託番号を表示するものとし、第 7 規則に規定する受託証の写し並びに健康又は環

境に対し害を及ぼし又は及ぼすおそれのある微生物の性質並びに、請求があつた

ときは、国際寄託当局が微生物の培養及び保管に用いた条件を記載した文書を添

付する」 

 

これらは、受託証の写しの供給要件を除き、微生物株の送付時に、多くの微生物株収集機関

に適用される明確な規定である。 

 

(ii) 寄託者の通知 

 

96. 11.4(g)は、以下のことを規定している。 
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「分譲の請求を行つた者（寄託者を除く。）に対し試料を分譲した国際寄託当局

は、試料を分譲した旨を、また、その日付並びに試料の分譲を受けた工業所有権

庁、承諾を得た当事者、証明された当事者又は請求する当事者の氏名又は名称及

びあて名を書面で速やかに寄託者に通知する。通知書には、請求書の写し、請求

に当たり 11.1 又は 11.2(ii)の規定により提出された宣言書の写し並びに 11.3 の

様式による請求書及び証明書の写し又は請求する当事者の署名のある請求書の写

しを添付する」 

 

この規則は、あらゆる場合において、寄託者の試料が分譲された時、相手、及びその条件を

寄託者が知らされる権利を認めている。しかしながら実際は、一部の寄託者は、そのように

知らされる権利の放棄を希望する旨を IDA に書面にて示している。そのような場合、多くの

IDA は、寄託者の希望を順守している。実際、この権利を寄託者が放棄する場合、保管につい

ての手数料を下げている IDA もある（本ガイドセクション Dを参照のこと）。 

 

(iii) 手数料 

 

97. 受託者が工業所有権庁の場合を除くすべての場合において、試料の分譲には IDA による

手数料が課せられる（12.1(a)(iv)）。受託者が工業所有権庁の場合、試料は無料で提供され

なければならない（11.4(h)）。 

 

98. 11.1、11.2 又は 11.3 に基づいて寄託された微生物の試料を受託する権利を有する当事

者は、当然ながら IDA が 6.1(b)、6.2(a)(iii)又は 8.1(b)(iii)に基づいて過去にそのような

情報を受領していないことを前提に、請求に応じて、微生物に関する 近の科学的性質又は

分類学上の位置の写しを供給される権利も有する（7.6）（本ガイドセクション A を参照のこ

と）。その場合 IDA は、性質/位置の通知に対して手数料を課すことが許可されている

（12.1(a)(v)）。この手数料は、IDA が課すすべての手数料と同様に、支払う当事者の国籍や

居住地によって異なってはならない（12.1(c)）。 

 

(g) 有効な試料の請求を行うためのガイドライン 

 

(ⅰ) 一般 

 

99. (a)から(f)では、ブダペスト条約に基づいて寄託された微生物の試料の分譲を有効にす

るために満たさなければならない要件について、詳述及び説明した。このサブセクションの

目的は、これらの要件を、そのような微生物の試料を第三者（工業所有権庁以外）が入手す

るためにとるべき実用的な措置に翻訳することである。 

 

100. 11.3(b)が適用される場合を除き、承諾書や証明書なしで特定の微生物の試料の単純な要

請を行う人物は、IDA によって以下の事項のうち 1つを実施するよう要請されることがある。 
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-  寄託者の承諾書を入手する（11.2(ii)、パラグラフ 101 を参照のこと） 

 

-  適切な工業所有権庁による証明書を入手する。この場合 IDA は、関連する形式を提供して

もしなくてもよい（11.3、パラグラフ 102 及び 103 を参照のこと）。 

 

-  米国特許の発行の証拠を提出する （米国特許が発行されている場合、試料は制限なく入

手可能でなければならないが、IDA が当該の特許について認識していない可能性があるため、

これが必要となる。パラグラフ 105 を参照のこと）。 

 

(ii) 寄託者の承諾書による試料の入手 

 

101. 請求する当事者が寄託者による承諾書によって試料を入手する際に従うべき手順は、自

明である。当該の当事者は、寄託者にアプローチし、IDA が当該の微生物の試料を当該の当事

者に分譲することを承諾する、日付及び署名のついた宣言書を要請するべきである（希望す

る場合、このために BP/11 フォームを使用することができる。同フォームは IDA から入手可

能だが、必須ではない）。その後、この宣言書を、請求（及び発注書）とともに IDA に送付

すべきである。しかしながら、11.2(ii)は、要請する当事者が、寄託者が誰かを知っている

ことを前提としている。そうでない場合、要請する当事者は、この情報の開示を IDA に期待

することはできない（9.2、パラグラフ 41 を参照のこと）。そのため、寄託者の身元を知ら

ない人物にとって、このルートで試料を入手しようとする試みにはあまり意味がない。 

 

(iii) 工業所有権庁の証明書による試料の入手 

 

102. 工業所有権庁の証明書による試料の請求は、BP/12 フォーム（付録 3 参照）に対応する

フォームにて行われなければならない。このフォームは、11.3(a)及び 11.4(d)が要求する表

示が与えられることを確保するものである。一般的には BP/12 フォームそのものが使用され

るが、一部の機関は、独自のフォームを有している。例えば、欧州特許庁は、ブダペスト条

約の 11.3(a)及び 11.4(d)の要件と、欧州特許条約第 28 規則とを組み合わせたフォームを使

用している。さらに、一部の機関は、自国独自の手続に関する追加フォームの記入を要求す

ることもある。BP/12 フォームと等価なもの及びその他の適切なフォームが、関連する工業所

有権庁から入手できることは明らかである。また、多くの IDA（本ガイドセクション D を参照

のこと）がその在庫を保有しており、請求に応じて写しを提供している。しかしながら、

11.3(a)は、要求される予定の特定の微生物に関する証明書を提供できるのはどの工業所有権

庁かを、請求する当事者が知っていることを仮定している。請求する当事者がそれを知らな

い場合、IDA が BP/12 フォームを提供できるのであれば請求する当事者にその送付先を教える

こともできることを仮定すべきではない。多くの場合、IDA は、寄託された微生物に関して出

願がどこに保存されているかを知らない。 

 

103. 11.3(a)に基づいて微生物の試料を入手するためには、請求する当事者は以下を行うべき

である。 
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(a) 所轄工業所有権庁又は IDA に、ブダペスト条約 11.3(a)に従って微生物の試

料を請求する際に使用するフォームの写しを要求する。 

 

(b) 「請求する当事者」が記入すべきフォームの欄を埋める。 

 

(c) 支払うべき手数料とともに、フォーム全体を、IDA ではなく工業所有権庁に

送付する。 

 

(ⅳ) 米国特許において言及された寄託の試料の入手 

 

104. 米国では一般的に、公表された特許において言及された微生物は、その付与後、制限な

く一般に入手可能でなければならない。 

 

105. しかしながら、特許の付与前は、寄託へのアクセスは、当該の微生物について言及して

いる特許出願が未決の間、米国法及び規制に基づいて寄託へのアクセスの権利を有すると米

国工業所有権庁が決定した人物に対してのみ許可される。そのため、11.3(a)の証明手続は、

特許の付与前に寄託にアクセスする権利を確立するための米国の慣習に関連する。IDA は、特

定の微生物が米国特許の対象であり、そのために自由に入手可能であることを知らない場合

がある。したがって、公表された米国特許において言及された微生物を請求する人物は、IDA

がそのような公表を認識しているかどうかを確認すべきである。IDA が上記を認識していない

場合、請求する当事者は、請求とともに、特許番号及び日付、出願人の名前及び微生物の受

託番号が記載されたページの写しを、公表の証拠として添付すべきである。請求する当事者

がそのような証拠を提供できない場合、公表がすでに行われていることを IDA が確認するま

で試料の分譲が遅延することを期待しなければならない。IDA は、そのような公表をすでに認

識している場合、11.3(b)に従って試料を分譲する可能性が高い。 

 

(ⅴ) 11.3(b)に基づく資料の入手 

 

106. 請求する当事者が 11.3(b)に従って試料を入手するためには、自身の名前とあて名を示

し、微生物の受託番号を述べるだけでよい。しかしながら、一部の IDA は、WIPO のモデルフ

ォーム BP/13 の使用を求めている。 

 

(ⅵ) 健康及び安全要件 

 

107. 本サブセクションで説明された手続は、特許法に従って微生物の試料を受領する権利の

みに関係している。これらの手続は、輸入及び検疫規制、健康及び安全手続、植物病害規制

ほかにおいて満たすべき要件を覆すものではない。そのため、ブダペスト条約が要求する証

明書の入手と同様、試料を請求する人物は、当該の微生物の取り扱いに必要な許可又はライ

センスを入手済みであること及び安全要件を順守していることを確保しなければならない。 



 

 

 
資料８ 

 

日本国において特許手続上の微生物

の寄託の国際的承認に関するブダペ

スト条約に基づく国際寄託当局とし

ての地位を取得するための手続等を

定める件（平成 21 年経済産業省告

示第 60 号）及び特許法施行規則第

二十七条の二第一項の規定に基づく

指定の手続等を定める件 

（平成 21 年経済産業省告示第 61

号）（抜粋）
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資料８ 日本国において特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダ

ペスト条約に基づく国際寄託当局としての地位を取得するための手続

等を定める件（平成21年経済産業省告示第60号）及び特許法施行規

則第二十七条の二第一項の規定に基づく指定の手続等を定める件（平

成21年経済産業省告示第61号）（抜粋） 

 

 

＜平成21年経済産業省告示第60号＞ 

（地位取得の要件）  

第三条  第一条第一項の地位の取得の申請をしようとする法人は、次の各号に掲げる要件

のすべてに適合していなければならない。 

 三  寄託等の業務の実施に係る組織、寄託等の業務の方法その他寄託等の業務を実施す

るための体制が、次に掲げる事項に適合するよう整備されていること。 

 ホ  寄託された微生物につき、規則の規定に従い秘密の保持の要件を満たすことができ

るものであること。 

 

＜平成21年経済産業省告示第61号＞ 

（指定の要件）  

第三条  第一条第一項の指定は、次の各号に掲げる要件のすべてに適合している法人に対

して行うものとする。 

 三  寄託等の業務の実施に係る組織、寄託等の業務の方法その他寄託等の業務を実施す

るための体制が、次に掲げる事項に適合するよう整備されていること。 

 ホ  寄託された微生物につき、秘密の保持の要件を満たすことができるものであること。 



 

 



 

 
 

 
 
 
資料Ⅲ 



 

 



 

 

 
 

資料９ 
 

産業技術総合研究所 
特許生物寄託センターの概要 
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資料９ 産業技術総合研究所特許生物寄託センターの概要  

特許生物寄託センターの業務と
平成２３年度の取り組み概要

平成23年7月21日

産業技術総合研究所

特許生物寄託センター

出典 : 平成２３年度特許庁産業財産権制度問題調査研究第1回委員会資料
｢特許微生物寄託機関の業務運用の在り方に関する調査研究｣

 

 

産業技術総合研究所 特許生物寄託センター

特許生物寄託センターの全景，及び微生物，動物細胞，植物細胞の各保存施設

特許生物寄託センター正面

特許生物寄託センター特許生物寄託センター特許生物寄託センター特許生物寄託センター特許生物寄託センター特許生物寄託センター

微生物保存施設

植物細胞保存施設 動物細胞保存施設

特許法施行規則第27条の2による特許庁長官指定機関
ブダペスト条約に基づく「国際寄託当局」

●場所：産業技術総合研究所 つくば中央第６事業所内
●建物： 6-7A棟（1987年2月10日完成）延床面積： 1,147.82 m2

6-7B棟（1997年7月30日完成）延床面積： 1,341.29 m2
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1966年 4月 工業技術院発酵研究所において特許微生物受託業務を開始。

1968年 7月 同研究所において分譲を含めた総合的な寄託業務を開始。

1969年 7月 発酵研究所が改組され、微生物工業技術研究所が発足。

1970年 12月 特許法施行規則第27条の2により、微生物工業技術研究所は特許庁長官指定機関になる。

1980年 10月 同研究所に寄託業務専任組織「特許微生物寄託センター」が設置される。

1981年 5月 同研究所はブダペスト条約に基づく「国際寄託当局」の地位を獲得。

1987年 2月 特許微生物寄託センターの施設（つくば）が完成。

1987年 10月 同センターの受託範囲に動物細胞、植物細胞、P2レベル遺伝子組換え体が追加。

1993年 1月 微生物工業技術研究所が改組され、生命工学工業技術研究所が発足。

1997年 11月 特許微生物寄託センター施設の増設工事が竣工。

2000年 4月 同センターの受託範囲にプラスミド（単独）、受精卵、原生動物、種子、藻類が追加。

2001年 4月 産業技術総合研究所の独立行政法人化に併せて、特許微生物寄託センターが改組され、

「特許生物寄託センター」が発足。

2004年 4月 手数料が産総研に直接支払われることになる。

（製評機構が「特許微生物寄託センター」を開業）

2008年 4月 担当理事をセンター長にするなどの運営体制強化。

2009年 7月 経済産業省告示を受け寄託終了株の利用に道を拓く。

2010年 4月 同センターの受託範囲を一部修正。

特許生物寄託センターの歴史

 

 

特許生物寄託センターの体制と人員

平成２3年4月1日時点

セ
ン
タ
ー
長

寄託生物業務室

特許生物寄託支援
研究室

寄託事務業務室

動物細胞担当

微生物担当

植物細胞担当

次
長

役員１名
職員１１名
（専従・主務９名、兼務２名）

契約職員１４名
（業務９名、安全２名、研究３名）

合計２６名

正規職員４名
契約職員４名

正規職員２名（微生物担当兼務）、
兼務１名、契約職員２名

正規職員２名（微生物担当兼務）、
兼務１名、契約職員３名

寄託生物業務室職員
５名が兼務
契約職員３名

正規職員５名
兼務職員２名
契約職員９名

正規職員４名
契約職員２名
（内、シニアスタッフ１名）
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特許生物寄託センターが取り扱う生物種

細菌（放線菌を含む）、アーキア、真菌（酵母、かび）、

プラスミド（宿主内）、プラスミド（単独）

動物細胞（ヒト由来の培養細胞およびハイブリドーマを含む）、

受精卵（胚）
_

植物細胞、藻類、原生動物、種子

取り扱うことができない（受託できない）生物種：
_

１．健康又は環境に対し害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある性質を有する微生物であって、（独立行

政法人産業技術総合研究所が定める）微生物実験取扱要領（17要領第86号）第24条第１項第１号

ハ若しくはニ又は同条同項第２号ハ若しくはニに該当するレベル（BSL）３又は４に分類される微生物。

２．感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第６条第20

項から第22項にそれぞれ規定する一種病原体等、二種病原体等及び三種病原体等。

３．研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定

める省令（平成16年文部科学省・環境省令第１号）第５条に規定するＰ３、Ｐ３Ａ又はＰ３Ｐレベルの拡

散防止措置を必要とする微生物。

４．組成や系統分類学上の位置が不明確な微生物の混合物。

（独立行政法人産業技術総合研究所特許生物寄託センターが行う特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に

基づく微生物の寄託等に関する規程実施要領第14条（2010年4月1日一部改定）および独立行政法人産業技術総合研究所特許生物寄

託センターが行う特許出願に係る微生物の寄託等に関する規程実施要領第14条（2010年4月1日一部改定）による）

 

 

寄託申請書・寄託生物の受付

特許生物寄託センターに，送付又は持参

受領証の発行

受託証発行
（受託番号記載）

生存に関する
証明書発行

微生物の保存

特許出願可能

受理不可の株

本数不足、ｱﾝﾌﾟﾙ真空度
不良、形態条件不適合

問題が未解決補正完了

生存確認できない

受託証不交付通知

手続補正指令 処分決定通知
微生物の種類及び書類の確認

生存試験の実施

受託証不交付通知
請求書の発行

手数料納付の確認

ブダペスト条約では定義されていない。
受託証交付後，補正手続きが必要。
受託証不交付の場合には出願取消し。

特許出願可能

指定口座へ手数料納付

特許生物寄託センターにおける寄託手続きについて

寄託者特許生物寄託センター

安全確認
（情報の再確認）

厳重保管

受託範囲内

寄託者への情
報提供依頼
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受託生物の保管数（総数13,125株）

・微生物 10,420株

・動物細胞 2,606株

・植物細胞 99株

平成22年度の業務実績

・総新規寄託件数 218件

新規国内件数 118件

新規国際件数 100件

・総分譲件数 89件

・国内寄託継続件数 2,851件

・国内寄託取下件数 323件

生物の種類

微生物

動物細胞

植物細胞

保管状況

継代培養a

凍結

凍結乾燥

凍結

継代培養a

冷蔵

凍結

割合

1%

9%

90%

100%

41%

44%

15%

a: 一時冷蔵保存株を含む

平成２２年度における寄託業務実績と保管状況

各生物種の保管状況

平成23年3月末時点

 

 

(1) 安全確認業務の終結に向けた対応（解析、判定、通知）

(2) さらなる合理化への対応

(3) 震災後の復興業務、施設整備、老朽化対策

(4) 委託研究の実施

(5) 寄託終了株の利用に向けた取組み

(6) 業務管理システム（内部LANソフトウェア）の改良

平成２３年度の取組み状況

 



 

 

 
 

資料１０ 
 

NITE 特許微生物寄託センターの概要 
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資料１０ NITE 特許微生物寄託センターの概要  

特許微生物寄託センター概要

ＮＩＴＥ Patent Microorganisms Depositary (NPMD)

平成23年7月21日

出典 : 平成２３年度特許庁産業財産権制度問題調査研究第1回委員会資料
｢特許微生物寄託機関の業務運用の在り方に関する調査研究｣

 

 

 

ＮＩＴＥ特許微生物寄託センターの沿革

平成14年 4月 かずさにおいて微生物の収集、保存、提供業務を開始。

平成15年 4月 遺伝資源保存課内に特許寄託準備室を設置。

平成16年 3月 特許法施行規則第27条の2に基づく、特許寄託機関に指定され

る。

平成16年 4月 ブダペスト条約に基づく国際寄託当局（IDA）の地位を取得。

平成16年 4月 特許微生物寄託センターとして、寄託業務を開始。

平成19年 2月 寄託範囲に動物細胞、受精卵を追加。

平成20年 2月 サンプル本数の低減を実施。
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生物資源課

国際連携課

バイオ安全技術課

特許微生物寄託センター（ＮＰＭＤ）

事務担当 2名

技術担当 2名

センター長

所長

バイオテクノロジーセンター（NBRC）

理事長

製品安全センター

認定センター

化学物質管理センター

北海道支所

東北支所

北関東支所

四国支所

九州支所

中部支所

北陸支所

中国支所

NITEの組織図

安全審査室

 

 

国内指定機関の受託可能な生物種の範囲

分 類 種 別 ＮＩＴＥ 産総研

微生物等

糸状菌（かび） ○ ○

酵 母 ○ ○

細 菌 ○ ○

放線菌 ○ ○

古細菌

（アーキア）
○ ○

プラスミド ○ ○

バクテリオファージ ○ ×

動物細胞等
動物細胞 ○ ○

受精卵 ○ ○

その他

植 物 × ○

藻 類 × ○

種 子 × ○

原生動物 × ○

＜NITEで寄託できない生物種＞
NITE「微生物等取扱規程」に定める病原性レベル（Bio‐safety Level: BSL）が３以上のもの（国立感染症研究所の基準に準拠）
遺伝子組換え生物の場合、拡散防止措置の区分がP3,P3A,P3P以上の微生物（「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に
関する法律」に基づく「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令（平成16年文部科学
省・環境省令第1号）」
動物細胞・受精卵のうち、ヒト受精卵、特定胚、ヒトＥＳ細胞 （ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律（平成12年法律第146号）、ヒトES細胞の
樹立及び使用に関する指針（平成13年文部科学省告示第155号）
「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（平成16年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号）」が適用されるヒト由来細胞）
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保管設備

4℃保管室

液体窒素タンク保管容器

微生物（乾燥標品）を保管。
NBRCと保管室を共有。
キャビネット40台のうち、10台を特許微生物寄託センターが占有。

※セキュリティ：カードキーによる入室制限、キャビネットを施錠

動物細胞及びバックアップを保管。
NBRCと保管室を共有。
タンク20台のうち、2台を特許微生物寄託センターが占有。

※セキュリティ：カードキーによる入室制限、チェーンによる施錠

微生物（凍結標品）を保管。
特許微生物寄託センターの占有スペースに設置。

※セキュリティ：カードキー

超低温槽（ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾘｰｻﾞ）

 

 

 

寄託件数等実績

年 度 国内寄託 国際寄託 合 計

16年度 87 9 96

17年度 116 29 145

18年度 104 30 134

19年度 174 31 205

20年度 169 51 220

21年度 174 59 233

22年度 125 76 201

＜受領件数の推移＞

0

50

100

150

200

250

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

国際寄託

国内寄託

細菌 放線菌 古細菌 酵母 糸状菌 ﾌﾟﾗｽﾐﾄﾞ
ﾊﾞｸﾃﾘｵ
ﾌｧｰｼﾞ

動物細胞 受精卵 合　計

国内寄託 310 31 3 103 67 10 2 43 2 571

国際寄託 137 10 1 21 25 8 3 72 0 277

計 447 41 4 124 92 18 5 115 2 848

＜受託実績＞

＜生物種別保管数＞
（22年度末実績）
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効率化の取組／ユーザーの負担軽減への取組

＜保管スペースの共有化＞
○かずさの4℃保管室について、スペースの有効活用及びコスト削減の観点からNBRCと共有化

【平成20年6月】

効率化

＜寄託者に要求するサンプル数の低減＞
寄託者に対する負担軽減・コスト軽減の観点から寄託者に要求するサンプル数の低減を図った。

【平成20年2月】
・微生物 20本 → 10本
・動物細胞、受精卵 20本 → 12本

負担軽減の取組

 

 



 

 

 
 

資料１１ 
 

特許微生物寄託業務の一元化に 
係るお知らせ 
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資料11　特許微生物寄託業務の一元化に係るお知らせ
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http://www.nite.go.jp/
http://unit.aist.go.jp/pod/ci/index.html


 

 



 

 

 
 
 
資料Ⅳ 



 

 



 

 

 
 

資料１２ 
 

国内アンケート調査票 
 



 

 



 

- 199 - 
 

資料１２ 国内アンケート調査票 

アンケート調査票 

 

１．貴所（保存機関）の概要について 

 

 国内の微生物保存機関の運営形態、運営規模等を把握する観点から、以下の

点を伺います。 

 尚、本アンケートにおいて、「保存」とは、外部機関からの譲渡による収集、

分類同定サービスを経た収集、または、自機関における分離同定を経た収集を

行い、保存する業務が含まれるものとします。 

 

Q1  貴所の開設時期をご記入ください。 

  （     ）年（     ）月 

 

Q2  貴所における保存種を次の中からすべてお選びください。 

  □ 病原体等（BSL2*以上のもの） 

   (*ここでは国立感染症研究所規程（同封の抜粋資料１）の BSL2 以上のも

のとします） 

  □ 遺伝子組み換え生物 

□ 継代培養法にて保存している株 

□ その他のもの 

（                            ） 

 

Q3  貴所において現在保存している全株数をご記入ください。 

  （          ）株 

 

Q4  貴所が属する機関における業務形態をお選びください。 

  □ 病院 

  □ 大学 

  □ 研究機関 

  □ その他（             ） 

 

Q5-1 貴所において、施設の移転等に伴う微生物等の大規模な移動の経験はあ

りますか。 

  □ はい  → Q5-2 へお進みください。 
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  □ いいえ → Q6-1 へお進みください。 

 

Q5-2 具体的な移動元、移動先をご記入下さい。 

 （例 東京 → 大阪                      ） 

  

２．秘密保持について 

 

微生物保存機関における微生物に関する秘密保持の状況等を把握する観点か

ら、以下の点を伺います。 

（注）微生物の国際寄託に関するブダペスト条約では、国際寄託当局に対す

る秘密保持が規定されています。OECD は、微生物保存機関(カルチャーコレク

ション)に対するガイドライン（同封の抜粋資料２）を策定しています。両者の

秘密保持は異なりますが、参考情報としてお答えいただければ幸いです。 

 

Q6-1 貴所において、論文発表までの期間等の一定期間中、微生物株を公開せ

ずに保存する業務は行っていますか。 

  □ ある 

  □ ない 

 

Q6-2 貴所において、全期間中*、微生物株を公開せずに保存する業務は行って

いますか。 

   （*例えば、NBRC (NITE Biological Resource Center)が行う「安全寄託

業務」では、全保存期間中、第三者への分譲を行わず、また、寄託さ

れている事実についても公表しておりません。） 

  □ 行っている 

  □ 行っていない 

 

Q7-1 貴所において、守秘義務に関する規程（貴所以外の機関の職員に課せら

れている場合や就業規則に規定されている場合も含みます。）をお持ち

ですか。 

  □ ある → Q7-2 へお進みください。 

  □ ない → Q8-1 へお進みください。 

 

Q7-2 貴所における守秘義務に関する規程はどのレベルで作成されたものです

か。 

  □ 機関の就業規則に規定されている 

  □ 就業規則とは別に、守秘義務に関する一般的な規程がある 
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  □ 貴所(保存機関)の職員のみに適用される独自の規程がある 

 

 

  □ その他（            ） 

 

Q8-1 貴所において、守秘義務の内容を説明したり、履行するためのマニュア

ル類を作成していますか。 

  □ 作成している  → Q8-2 へお進みください。 

  □ 作成していない → Q9 へお進みください。 

 

Q8-2 貴所において、マニュアル類の改訂は行っていますか。 

  □ 定期的に行っている → Q8-3 へお進みください。 

  □ 不定期に行っている → Q9 へお進みください。 

  □ 行っていない    → Q9 へお進みください。 

 

 

Q8-3 貴所におけるマニュアル類の定期的な改訂の頻度をご記入ください。 

  （             ） 

 

Q9  貴所において、守秘義務の内容を説明したり、履行するための職員研修

を行っていますか。 

  □ 行っている 

  □ 行っていない 

 

Q10-1 貴所において、微生物等を保管する建物と他の業務（病院、大学、研究

機関等）を行う建物との関係はどうなっていますか。 

  □ 微生物の保管は、他の業務を行う建物とは別の建物で行っている

（Q11-1 へ） 

  □ 微生物の保管は、他の業務を行う建物と同じ建物で行っている（Q10-2

へ） 

 

Q10-2 微生物の保管は、どのように行っていますか。 

  □ 微生物保管のために、他の業務とは分離したスペース（部屋）を有し

ている 

  □ 独立したスペースはないが、微生物保管用に独自の設備（冷蔵庫、冷

凍庫等）を有している 

  □ 保管設備は、他の業務と兼用しているが、独自の保管容器等を用いて 
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いる 

  □ その他（              ） 

 

Q11-1 貴所において、微生物保存の業務に従事する職員は、微生物の保存の業

務のみを行う専任になっていますか。または、他の業務（病院、大学、

研究機関等）との兼任になっていますか。 

  □ 全員が専任になっている      → Q12 へお進みください。 

  □ 全員が他の業務と兼任になっている → Q11-2 へお進みください。 

  □ 専任の者と兼任の者がいる     → Q11-2 へお進みください。 

 

Q11-2 貴所において、兼任の者は、微生物保存の業務と他の業務（病院、大学、

研究機関等）とをどのように区別していますか。 

  □ 時間を区切って（例えば午前中のみ）、保存業務に従事している 

  □ 特に時間を区切らず、必要があるときに保存業務に従事している 

  □ その他（               ） 

 

Q12  貴所において、微生物等の保存・分譲情報の DB は、機関が有する他の DB

と一体に運用していますか、それとも別に運用していますか。 

  □ 機関が有する DB とは別に運用している 

  □ 機関の有する DB と一体に運用している 

 

３．安全性の確保について 

 

国内の微生物保存機関の安全性確保に対する体制等を把握する観点から、以

下の点を伺います。 

 

Q13  貴所において、微生物の BSL 分類を定めた規程をお持ちですか。お持ち

の場合、BSL 分類に関する規程は何に準拠して（例えば、国立感染症研究

所病原体等安全管理規程、独立行政法人産業技術総合研究所特許生物寄託

センター安全度レベル分類表等）定めていますか。 

□ 持っている 

BSL 分類に関する規程は何に準拠して定めていますか： 

        

□ 持っていない 

 

Q14  貴所において、リスク毎の管理（BSL 毎の区分け等）を具体的にどのよう

に運用されているかご記入ください。（例：保管場所や保管容器を BSL 毎
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に隔離、BSL 毎に人員を配置等） 

（                               ） 

 

Q15-1 貴所においては、保存している微生物等について予備保存（バックアッ

プ）を有していますか。 

  □ はい  → Q15-2 へお進みください。 

  □ いいえ → Q16 へお進みください。 

 

Q15-2 貴所における予備保存（バックアップ）の具体的な手法をご記入くださ

い。 

  （                                ） 

 

４．保存・分譲業務等について 

 

国内の微生物保存機関における外部機関からの微生物等の保存・外部機関へ

の分譲業務に関するサービス等を把握する観点から、以下の点を伺います。 

 

Q16  貴所においては、外部機関からの微生物等の保存業務又は外部機関への

分譲業務を行っていますか。 

  □ 収集業務及び分譲業務ともに行っている 

  □ 収集業務は行っている 

  □ 分譲業務は行っている 

  □ いずれの業務も行っていない 

 

Q17  貴所において、微生物等の分類同定サービスは行っていますか。 

  □ はい 

  □ いいえ 

 

Q18  貴所において、微生物等の保存又は分譲の申請手数料等について、中小

企業及び大学等、資力に乏しい者に対する減額措置を設けていますか。 

  □ 設けている 

  □ 検討中である 

  □ 設ける予定はない 

 

Q19  貴所において、英語等、日本語以外の言語による微生物等の保存又は分

譲申請を受けつけていますか。 

  □ 受けつけている 
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  □ 検討中である 

  □ 受けつける予定はない 

 

５．その他 

 

Q20 特許微生物寄託制度についてのご意見等、ご自由にご記入ください。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問は以上です。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

機関名  

所在地  

記入者 氏名  

所属部課 役職  

E-Mail アドレス  

電話番号  

ＦＡＸ番号  

 

 



 

 

 
 

資料 1３ 
 

国内微生物株保存機関における 
守秘義務関連規程の例(抜粋) 
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資料１３ 国内微生物株保存機関における守秘義務関連規程の例(抜粋) 
 

 

 
国立大学法人北海道大学職員就業規則 
第 30 条（秘密の遵守） 
1 職員は，職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 
2 法令に基づく証人，鑑定人等となり，職務上の秘密に属する事項を発表するには，所属長の許可を

受けなければならない。 
3 前各項の規定は，退職又は解雇された後といえども同様とする。 
 
東京大学教職員就業規則 
第 30 条（秘密の遵守） 
1 教職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 
2 教職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、許可を受

けなければならない。 
 
国立大学法人千葉大学就業規則 
第 22 条（禁止行為） 
職員は，次の各号に掲げる行為をしてはならない。  
一 本学の信用又は職員全体の名誉を傷つけること。  
二 職務上知ることのできた秘密を他に漏らすこと。その職を退いた後も，同様とする。  
三 学長の許可なく事業を営み，又は職務以外の業務に従事すること。  
四 その他本学の秩序及び規律を乱すこと。 
 
国立大学法人大阪大学教職員就業規則 
第 29 条（守秘義務） 
1 教職員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。ただし、法令に基づく証人又は

鑑定人等として、大学の許可を得て証言する場合には、この限りでない。 
2 前項の規定は、教職員が退職し又は解雇された後にも、これを適用する。 
 
理化学研究所法 
第 20 条（秘密保持義務） 
役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用し
てはならない。 
 
独立行政法人農業生物資源研究所職員就業規則 
第 27 条（秘密を守る義務） 
1 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 
2 職員が、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、研究所の
許可を要する。その職を退いた後も同様とする。 
 
国立遺伝研究所情報・システム研究機構職員就業規則 
第 31 条（秘密の遵守） 
職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 
 
独立行政法人酒類総合研究所法 
第 10 条（秘密保持義務） 
研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を
退いた後も、同様とする。 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
資料Ⅴ 



 

 



 

 

 
 

資料 1４ 
 

国際寄託当局の寄託及び分譲株数一覧 
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™  

http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/micros/


 

 



 

 

 
資料１５ 

 
国際寄託当局の手数料一覧
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資料１５ 国際寄託当局の手数料一覧 (円表示) 

※換算レート：USD＝ 78 円 ,EUR＝ 103 円 ,KRW＝ 0.069 円 ,GBP＝ 123 円 ,AU＄=83 円 ,BGN=53 円 ,  

CAD=78 円 ,CZK=4.1 円 ,HUF=0.35 円 ,INR=1.6 円 ,LVL=147 円 ,PLN=24.4 円 (2012.2.13 現在 )

国際寄託当局 国名 微生物 動物

CBA オ－ストラリア － 215,800

NMI オ－ストラリア  83,000 － 

BCCMTM ベルギ― 56,650 147,600

NBIMCC ブルガリア 63,600 63,600

IDAC カナダ  62,400 62,400

CCTCC 中国  39,000 54,600

CGMCC 中国  62,400 62,400

CCM チェコ共和国  94,300 － 

VTTCC フィンランド 92,700 － 

CNCM 仏国  62,809 111,961

DSMZ 独国  77,250 139,050

ＮＣＡＩＭ ハンガリ－ 52.500 － 

ＭＣＣ インド  32,000 － 

ＭTＣＣ インド  24,000 － 

ＡＢＣ イタリア － 139,050

ＤＢＶＰＧ イタリア  66,950 － 

ＩＰＯＤ 日本  220,000 220,000

ＮＰＭＤ 日本  139,000 149,000 

ＭＳＣＬ ラトビア  44,100 － 

ＣＢＳ オランダ  66,950 － 

ＩＡＦＢ ポ－ランド  82.960 － 

ＰＣＭ ポ－ランド  29.280 － 

KCLRF 韓国 48,300 48,300

ＫＣTC 韓国 48,300 48,300

KCCM 韓国 48,300 48,300

ＮＲＣＡ ロシア  19,500 － 

VKM ロシア  50,700 -

VKPM ロシア   51,50 82,400

ＣＣＹ スロバキア  68,392 － 

ＢEＡ スペイン 97,850 － 

CECT スペイン  56,650 － 

ＩＭＩ 英国  73,800 － 

ＣＣＡＰ 英国  73,800 － 

ECACC 英国 73,800 116,850

ＮＣＴＣ 英国  55,350 － 

ＮＣＹＣ 英国  54,120 － 

ＮＣＩＭＢ 英国 79,950 － 

ＮＩＢＳＣ 英国 － 123,000

ＮＲＲＬ 米国  39,000 － 

ATCC 米国 195,000 195,000



 

 



 

 

 
資料１６ 

 
海外ヒアリング質問票の例
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資料１６ 海外ヒアリング質問票の例 

Questionnaire for Institute “A” 
 Please choose the most appropriate answer about your IDA. (You 

may be asked to tick a box or fill in words or numbers.) 

 For questions you cannot or do not wish to answer, please select 

N.A. 

 
Publication of Answers: 
   The Institute of Intellectual Property (IIP) has been commissioned by the 
Japan Patent Office (JPO) to conduct this survey on industrial-property-rights 
issues. The JPO is scheduled to publish the results of this survey within 
FY2011 under a report that is tentatively being called: Survey Results on 
Desirable Operational Schemes of Microorganism Depository Institutions for 
Patent Application, planning to release it to the public via the JPO’s and IIP’s 
websites and other means. Responses provided by you will never be used for 
any purposes other than the explicit purposes stipulated under this survey.  
   Also, please note that the information you provide will never be made 
available to the public without your authorization. In this regard, we kindly ask 
you to consider whether disclosing your responses to the public would be 
acceptable to you, by indicating your preference from the following choices 
under a) to d) below. Please note that responses you do not authorize to be 
published will be used only within the concerned departments at the JPO in 
charge of this survey/study, and only within the IIP; and that such information 
will never be released to any authorities or institutions.  
□  a). All your responses can be published.  
□  b). All your responses can be published, as long as the name of your 

 organization is withheld.  
□  c). None of your answers can be published. 
□  d). Only some of your responses can be published, as indicated by you.  

 

1. Overview of Your IDA 
This section aims to understand the scale and management structure of your 

organization. 

 

Q1 We understand that Institute ”A” is a nongovernmental research 

institution. Is our understanding correct? 

a) Yes 

b) No 

 

Q2 We understand that IDA institute “A” has a repositories of biological 

resource (e.g. a culture collection) other than your IDA within the same 
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institution. Is our understanding correct? 

a) Yes 

b) No 

 

Q3 What is the amount of an annual budget of your IDA and that of a 

whole annual budget of Institute A? 

IDA   (      ) 

Institute “A”  (      )  

 

Q4 Please tell us about the income sources for the budget of your IDA and 

Institute “A” (e.g. deposit fees, government subventions, etc.) and 

their proportion. 

 

Income Source Proportion (%) (IDA) Proportion (%) (A) 

Fees % % 

Government Subvention % % 

Other (      ) % % 

 

Q5 Who determines your deposit or furnishing fees?  (e.g. deposit fee 

2500$)  

a) Your IDA sets them independently. 

b) They are set by government rules (such as laws, regulations and  

announcements) or government instructions. 

c) Other (      ) 

 

Q6 Who bears the transportation costs for furnishing if your IDA receives 

a request to furnish microorganisms? 

a) Your IDA 

b) The requester 
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Q7 Does your IDA have experiences of the large-scale transfer of 

microorganisms for patent application on the ground of the relocation 

of your facilities? 

 

 

 

 

 

a) Yes (→Q8) 

b) No (→Q9) 

 

Q8 Please tell us the names of the places from which and to which they 

have been moved. 

(      )  

 

 

2. Confidentiality 
This section aims to understand the confidentiality in your IDA. 

 

Q9 Please select one of the following answers concerning the situation 

regarding contracts (or rules or manuals) prescribing the duty of 

confidentiality imposed on employees of your IDA. 

a) Your IDA formulates its own unique contracts (or rules or manuals). 

b) Your IDA formulates contracts (or rules or manuals) common to some 

repositories of biological resource other than the IDA (e.g. culture 

collections). 

 

Q10 Does your IDA revise its contract forms (or rules or manuals) with 

your employees? 

a) They are revised regularly. (→Q11) 

b) They are revised irregularly. (→Q12) 

c) They are not revised. (→Q12) 

 

Q11 How often does your IDA revise the contract forms (or rules or 

manuals) with your employees (Annually, Biennially etc.)? 

  (      )

Place A

transfer

Place B

microorganisms for 
patent application
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Q12 Does your IDA carry out any staff training aimed at understanding 

the duty of confidentiality?  

a) Yes 

b) No 

 

Q13 In your IDA, are microorganisms for patent application and other 

microorganisms preserved in separate buildings or in the same 

building (e.g. microorganisms for patent application are stored on the 

first floor and other microorganisms are stored on the second floor)? 

 

 

 

 

 

 

a) They are preserved in a separate building. (→Q15) 

b) They are preserved in the same building. (→Q14) 

 

Q14 How does your IDA separate the places for preservation of 

microorganisms for patent application and other microorganisms? 

 

 

 

 

 

 

a) The room for preservation of microorganisms for patent application is 

physically separated from the room for other microorganisms (e.g. patent 

microorganisms are stored on the first floor and other microorganisms are 

stored on the second floor). 

b) The room is not physically separated, but within the same room there are 

independent facilities (refrigerators and/or freezers) for the preservation 

of microorganisms for patent application. 

c) There are no independent preservation facilities, but microorganisms for 

patent application and other microorganisms are preserved separately 

(independent storage containers) in facilities for sharing preservation 

(refrigerators and/or freezers). 

d) By Other means. (      ) 

other microorganisms

other microorganisms

1st

floor

2nd

floor
a) b)

Building A Building B

microorganisms for 
patent application other microorganisms

other microorganisms

1st

floor

2nd

floor
a) b)

Building A Building B

microorganisms for 
patent application

microorganisms for 
patent application

1st

floor

2nd

floor

microorganisms
for patent application

other microorganisms

storage containera) b) c)

microorganisms for
patent application other microorganisms other microorganisms

storage container

microorganisms for
patent application
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Q15 In your IDA, are the staffs involved in works for microorganisms for 

patent application occupied solely on duties relating to 

microorganisms for patent application (= full-time staff)? Or do they 

have some additional operation other than these works (such as at 

the hospital, university, research institution, or other institution for 

preservation of microorganisms) (=spare-time staff)?  

a) All staffs are full-time. 

b) There are full-time staffs and spare-time staffs. 

c) All staffs are spare-time. 

 

Q16 Please tells us the forms of employment (permanent employment, 

long- and fixed-term employment (at least a year), or short- and 

fixed-term employment (less than a year)) of the staffs dealing with 

these duties full-time or spare-time. Please enter a check () in the 

appropriate boxes in the table below. 

 

 Permanent 

employment 

period 

Long- and 

fixed-term 

employment (at 

least one year) 

Short- and 

fixed-term 

employment (less 

than one year) 

Other 

Full-time 

staffs  

    

Spare-time 

Staffs 

    

 

Q17 (Only for those who selected b) or c) in Q15) In your IDA, how do the 

spare-time staff separate other works from their works relating to 

deposit for patent application (e.g. separating the time spent on 

duties at the hospital, university, research institution, or other 

institution for preservation of microorganisms)?  

a) They separate the time (for example, mornings only) that they spend on 

deposit for patent application works. 

b) They do not separate the time in any particular way, but they work on 

deposit for patent application works when it is required. 

c) By Other way. (      ) 
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Q18 In your IDA, how is the IT system concerning deposit for patent 

application separated from the IT system concerning other works 

(such as works at the hospital, university, research institution, or 

other institution for preservation of microorganisms) in terms of their 

management and operation? 

a) The IT system concerning deposit for patent application is constructed 

independently of the IT system concerning other works (stand-alone 

system). 

b) The IT system concerning deposit for patent application is operated on 

the same system as the IT system concerning other works, but it is set up 

in such a way that only specified individuals can access it, by means of 

passwords, etc. 

c) By Other way. (      ) 

 

 

3. Ensuring of Safety 
This section aims to understand how safety is ensured at your IDA. 

 

Q19 Does your IDA have any regulations stipulating the BSL classification 

of microorganisms? 

a) Yes (→Q20) 

b) No (→Q21)  

 

Q20 On what basis are the regulations concerning BSL classification 

prescribed? 

(      ) 

 

Q21 We understand that your IDA accepts microorganisms with a high 

BSL (e.g. Level 2 or above). Is our understanding correct? 

a) Yes 

b) No 

 

Q22 How does your IDA manage each risk (e.g. divided into each BSL 

category) in specific terms?  

a) Preservation locations or preservation containers are segregated 

according to each BSL category. 

b) Experts are deployed to each BSL category. 

c) By Other way. (      ) 
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Q23 When your IDA is asked to furnish a microorganism with a high BSL 

(e.g. Level 2 or above), do you send it?  

a) Yes (→Q24) 

b) No (→Q25) 

 

Q24 Does your IDA take any special measures in regard to the method 

used to send microorganisms with a high BSL (e.g. Level 2 or 

above)? 

a) Yes (→Q25) 

b) No (→Q26) 

 

Q25 What special measures are taken? 

a) Special preservation containers are used. 

b) Other. (      ) 

 

Q26 Does your IDA have any reserves (backups) for the microorganisms 

deposited there? 

a) Yes (→Q27) 

b) No (→Q28) 

 

Q27 Please select the specific methods used for the reserves (backups) in 

your IDA. 

a) They are preserved in a physically separate location a long way away 

from each other (e.g. in a branch office). 

b) They are preserved in a physically separate location within the same site 

(e.g. in a backup repository located around 100m away). 

c) They are preserved in a separate room within the same building . 

d) They are preserved in a different refrigerator or freezer in the same 

room. 

e) Other. (      ) 
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4. Furnishing and Other Works 
This section aims to understand of furnishing and other services at your IDA. 

 

Q28 In your country, are there any laws or ordinances, which restrict the 

actions of those who have obtained furnished microorganisms 

through requests for furnishing (e.g. transferring to others or using 

for purposes other than testing or research)? 

   a) Yes (→Q29) 

   b) No (→Q30) 

 c) Don’t know (→Q30) 

  

Q29 Please tell us the name and clause of the specific laws or ordinances. 

(      ) 

 

Q30 Does your IDA conclude any contracts with the requester of 

furnishing that restrict their actions (e.g. transferring to others or 

using for purposes other than testing or research)? 

   a) Yes (→Q31) 

   b) No (→Q32) 

 

Q31 Please tell us the specific content of the contract.  

(      ) 

 

Q32 Does your IDA provide any identification services of microorganism 

for patent application? 

a) Yes 

b) No 

 

Q33 Does your IDA provide any reduction system of deposit or furnishing 

fees for universities, small and medium-sized enterprises or those 

who is lacking of funds? 

a) Yes 

b) No 

c) We are considering it 
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Q34 Does your IDA accept applications for deposit or furnishing in 

languages other than English? 

a) Yes 

b) No 

c) We are considering it 

 

Q35 Has the institution to which your IDA is belonged ever applied for a 

patent relating to a microorganism with deposit? 

   a) Yes (→Q36) 

b) No (→Q37) 

 

Q36 Did the institution to which your IDA is belonged deposit the relevant 

microorganism with your IDA, or to another IDA? 

a) To our own IDA 

b) To another IDA 

c) Both 

d) Unsure 

 

Q37 After the integration with another IDA, was the conversion from 

microorganisms domestically deposited at the another IDA in 

question to international deposit continually conducted? 

a) Yes 

b) No 

c) Don’t know 

 

 

5. Other 
 

Q38 The number of microorganisms deposited to your IDA has been 

increasing in recent years; what do you think are the reasons for 

that? 

a) Progress in biotechnology and increased momentum in the field of 

bioindustry. 

b) An increase in the types of microorganisms that we accept for deposition. 

c) The improvement of our services relating to deposit. 

d) Other. (       ) 

  

There are no more questions. Thank you for your time.  
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海外ヒアリング質問票（Ａ機関） 

●貴 IDA について最も適切な答えを選択して下さい。（チェックや語句・数字の記載を求めるも

のがあります。） 

●回答不可能、又は回答を希望しない質問に対しては、N.A.を選択してください。 

 

＜ご回答の公表について＞ 

 知的財産研究所（IIP）は知的財産権に関する本調査を日本国特許庁（JPO）の委託により実

施しています。JPO は本調査の結果を 2011 年度中に「特許微生物寄託機関の業務運用の在

り方に関する調査研究報告書」（仮題）として、JPO や IIP のウェブサイトやその他の方法を通じ

て公 表 することを予 定 しています。貴 職 の回 答 は本 調 査 の目 的 以 外 に用 いられることはありま

せん。 

 また、貴職から提供された情報は、貴職の許可無く公衆に利用可能とされることはありません。

この点に関し、貴職のご回答を公表して差し支えないか、次の a)～d)のうち選好するものをお選

び下さい。なお、公表不可部分については、日本国特許庁の本調査研究の担当部署と当研究

所内での使用に留め、他国の当局や機関に情報が提供されることはありません。 

a. すべて公表可 

b. 機関名を開示しなければすべて公表可 

c. すべて公表不可 

d. 一部のみ公表可（具体的な箇所を指定） 

 

１．貴 IDA の概要について 

本章は、貴 IDA の規模と運営形態の把握を目的としています。 

 

Q1 A 機関は政府（又は非政府）の研究機関と理解していますが、正しいですか。 

a) はい 

b) いいえ 

 

Q2 A 機関は、機関内に貴 IDA とは別の微生物保存施設（例、カルチャーコレクション）を有す

ると理解していますが、正しいですか。 

a) はい 

b) いいえ 

 

Q3 貴 IDA 及び A 機関全体の年間予算はいくらですか。 

IDA (      ) 

Ａ機関 (      ) 

 

Q4 貴 IDA 及び A 機関の年間予算に占める収入源(例：手数料、国の補助金等)と、その割合

をお答え下さい。 
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収入源 割合（％）IDA 割合（％）A 機関 

手数料   

国の補助金   

その他（      ）   

 

Q5 寄託又は分譲に係る手数料はどのように決定されていますか。 

a) IDA が自主的に設定する。 

b) 国の規程（例えば、法律、規則、告示等）又は指導による。 

c) その他(      ) 

 

Q6 貴 IDA では、分譲請求がなされた際、分譲株の送料は誰が負担しますか。 

a) IDA 

b) 分譲請求者 

 

Q7 貴 IDA において、施設の移転に伴う特許微生物の大規模な移動の経験はありますか。 

a) はい（→Q8） 

b) いいえ（→Q9） 

 

Q8 具体的な移動元、移動先をお教え下さい。 

（      ） 

 

２．秘密保持について 

本章は、貴 IDA における秘密保持の把握を目的としています。 

 

Q9 貴 IDA の従業者に課される守秘義務を規定する契約（又は規則、マニュアル）の状況につ

いて、以下から選択して下さい。 

a) IDA が独自に、契約（又は規則、マニュアル）を作成している。 

b)IDA 及び IDA 以外の微生物保存機関（例、カルチャーコレクション）に共通する契約（又

は規則、マニュアル）を作成している。 

 

Q10 貴 IDA は、契約書式（又は規程、マニュアル）の改訂を行っていますか。 

a) 定期的に行っている。（→Q11） 

b) 不定期に行っている。（→Q12） 

c) 行っていない。（→Q12） 

Q11 貴 IDA における契約書式（又は規程、マニュアル）の改訂頻度（毎年、2 年に 1 回等）をお

教えください。 

（      ） 
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Q12 貴 IDA は従業者に対し、守秘義務の内容を説明するための職員研修を行っていますか。 

a) はい 

b) いいえ 

 

Q13 貴 IDA において、特許微生物と、それ以外の微生物は、別々の建物に保管されています

か、又は同じ建物内（例、特許微生物は１Ｆ、それ以外の微生物は２Ｆ）に保管されていま

すか。 

a) 離れた建物に保管（→Q15） 

b) 同じ建物内に保管（→Q14） 

 

Q14 貴 IDA は、特許微生物と、他の微生物の保管を、どのように区分けしていますか。 

a) 特許微生物の保管部屋と他の微生物の保管部屋を物理的に分離している。 

b) 部 屋 は物 理 的 に分 離 していないが、同 じ部 屋 の中 に、特 許 微 生 物 の保 管 用 の独 自 の

設備（冷蔵庫及び／又は冷凍庫）を有している 

c) 独 自の保 管 用 設 備はないが、共 用の保 管 用 設 備（冷 蔵 庫 及 び／又は冷 凍 庫）の中 で、

特許微生物とそれ以外の微生物を分離保管（独自の保存容器）している。  

d) その他 

 

Q15 貴 IDA において、特許微生物に従事する従業者は、特許寄託業務のみを行いますか（＝

専任）。又は、他の業務（病院、大学、研究機関、他の微生物保存機関等）との兼任と

なっていますか。 

a) 全員が専任 

b) 専任の者と兼任の者がいる 

c) 全員が他の業務と兼任 

 

Q16 専任又は兼任従業者の、それぞれの雇用形態（無期限雇用、長期有期雇用（任期１年

以上）、短期有期雇用（任期１年未満））をお答え下さい。以下の表の該当箇所にチェック

（レ）を入れて下さい。 

 無期限雇用 長期有期雇用 

（任期１年以上） 

短期有期雇用 

（任期１年未満） 

その他 

 

専任従業者     

兼任従業者     

 

Q17 （Q15 で b,c を選択した場合のみ）貴 IDA において、兼任従業者は、特許寄託の業務時間

と、それ以 外 の業 務 時 間 （病 院 、大 学 、研 究 機 関 、他 の微 生 物 保 存 機 関 等 での業 務 時

間）を、どのように区切って従事していますか。 
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a) 時間を区切って（例えば午前中のみ）、特許寄託業務に従事している。 

b) 特に時間を区切らず、必要があるときに特許寄託業務に従事している。 

c) その他 

 

Q18 貴 IDA は、特許寄託に関する IT システムと、他の業務（病院、大学、研究機関、他の微

生物保存機関等）に関する IT システムを、どのように分けて管理・運用していますか。 

a) 特許寄託に関する IT システムは、他の業務に関する IT システムとは独立して（スタンド

アローン化）構築している。 

b) 特許寄託に関する IT システムは、他の業務に関する IT システムと同じシステム上で稼

働しているが、パスワード等で特定の者のみがアクセスできるようにしている。 

c) その他 

 

 

３．安全性の確保について 

本章は、貴 IDA の安全性確保について把握することを目的としています。 

 

Q19 貴 IDA は、微生物の BSL 分類を定めた規程を持っていますか。 

a) はい（→Q20） 

b) いいえ（→Q21） 

 

Q20 BSL 分類に関する規程は、何に準拠して定めていますか。 

（      ） 

 

Q21 貴 IDA は、高 BSL（例、レベル 2 以上）の微生物を受託していると理解していますが、正し

いですか。 

a) はい 

b) いいえ 

 

Q22 貴 IDA において、リスク毎の管理（例、BSL 分類毎の区分け）が具体的にどのように運用

されていますか。 

a) 保管場所や保管容器を BSL 分類毎に隔離 

b) BSL 分類毎に専門家を配置 

c) その他 

 

Q23 貴 IDA は、高 BSL（例、レベル 2 以上）の微生物について分譲請求された場合、送付を

行っていますか。 

a) はい（→Q24） 

b) いいえ（→Q25） 
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Q24 貴 IDA は、高 BSL（例、レベル 2 以上）の微生物の送付方法に特別な措置を講じていま

すか。 

a) はい（→Q25） 

b) いいえ（→Q26） 

 

Q25 特別な措置とは、どのような措置ですか。 

a) 特殊な保存容器を使用。 

b) その他 

 

Q26 貴 IDA は、保存している微生物について予備保存（バックアップ）を有していますか。 

a) はい（→Q27） 

b) いいえ（→Q28） 

 

Q27 貴 IDA における予備保存（バックアップ）の具体的な方法を選んでください。 

a) 物理的に遠く離れた場所（例、支所）に保存。 

b) 敷地内の物理的に離れた場所（例、100m 程度離れたバックアップ倉庫）に保存 

c) 同じ建物内の別の部屋に保存 

d) 同じ部屋の中の異なる冷凍庫、冷蔵庫に保存 

e) その他 
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４．分譲、その他の業務について 

本章は、貴 IDA の分譲その他のサービスを把握することを目的としています。 

 

Q28 貴 国 において、分 譲 請 求 によって分 譲 株 を得 た者 の行 為 （例 、他 者 への譲 渡 、試 験 ・研

究以外の使用）を制限する法令はありますか。 

a) はい（→Q29） 

b) いいえ（→Q30） 

c) わからない（→Q30） 

 

Q29 具体的な法令の名称及び条文をお答え下さい。 

（      ） 

 

Q30 貴 IDA は、分譲請求者に対し、行為（例、他者への譲渡、試験・研究以外の使用）を制限

する契約を取り交わしていますか。 

a) はい（→Q31） 

b) いいえ（→Q32） 

 

Q31 具体的な契約の内容をお答えください。 

（      ） 

 

Q32 貴 IDA は、特許微生物の分類同定サービスを行っていますか。 

a) はい 

b) いいえ 

 

Q33 貴 IDA は、特許微生物の寄託・分譲の手数料について、大学、中小企業、資力に乏しい

者に対する減額措置を設けていますか。 

a) はい 

b) いいえ 

c) 検討中 

 

Q34 貴 IDA は、英語以外の言語による寄託・分譲の申請を受けつけていますか。 

a) はい 

b) いいえ 

c) 検討中 
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Q35 貴 IDA が属する機関は、特許微生物に係る特許出願をしたことはありますか。 

a) はい（→Q36） 

b) いいえ 

 

Q36 貴 IDA が属する機関は、特許微生物を貴 IDA に寄託しましたか、又は他の IDA に寄託し

ましたか。 

a) 貴 IDA 

b) 他の IDA  

c) 両方 

d) 不明 

 

Q37 他 IDA との合併後、当該他 IDA における国内寄託株について、国際寄託への移管は継

続されましたか。 

a) はい 

b) いいえ 

c) わからない 

 

 

５．その他 

 

Q38 貴 IDA では、最近の寄託株数が増加していますが、その理由をどのようにお考えですか。 

a) バイオ技術の進展、バイオ産業の活性化 

b) 寄託を受け付ける微生物種の拡大 

c) 寄託に係るサービスの拡充 

d) その他（      ） 

 

質問は以上です。ありがとうございました。 

 



 

 

 
資料１７ 

 
海外 IDA における守秘義務規程の例

(抜粋) 
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資料１７ 海外 IDA における守秘義務規程の例(抜粋) 
 

（１）行動マニュアルの例（守秘義務関連の抜粋） 

 

（仮訳） 
5. 安全措置 

 

危険 性 又は有害 性がある物質を規 制することなく頒 布した場合に生じるリスクとは

別 に、機 密 保 持 の義 務 および工 業 ノウハウの保 護 のために、以 下 の安 全 措 置 を

講じる。 

 

B 機関の目的物およびデータへのアクセスは、下記の者に限定される。 

i) B 機関の職員 

ii) ブダペスト条約に基づく規則第 11 に定義されている者。アクセス条件は当該規

則に規定されている 

 

目的物の保護のための措置は、下記事項を対象に講じる。 

i) 職員 

ii) 微生物 

iii) データ 

iv) 外部の者および物 

v) 場所 

 

5.1 職員に関する措置 

 

B 機 関 は、第 三 者 との機 密 保 持 契 約 の義 務 を免 れることはできない点 に留 意 す

る。特に、何 らかの新しい事象の影 響の存在が判明した場 合に、当該 分野の専門

家（科学者、法律家等）の検討が必要となる。 

 

1. B 機関の職員は 3 名とする。(1)統括的役割を持つ科学者 1 名、(2)技術者 1

名、および(3)秘書。これらの者は一体として B 機関を構成し、他の有給の活動

に従事することはできない。 

2. B 機関は、部分的又は一時的であるとを問わず、コンサルタント、鑑定 人、下 請

業者、研修生、その他の職員を雇用してはならない。 

 

5.2 微生物に関する措置 

 

目 的 微 生 物 に関 するリスクの対 象 は、原 則 としてサンプルである。サンプルは、事

故、不正行為、盗難によるものであると問わず、目的物となる。 

 

1. 微 生 物 は、不 活 性 化 （廃 棄 物 ）又 は予 め調 製 されたサンプルの形 態 であるとを

問わず、禁止ゾーンから持ち出してはならない。 

2. 予め調製されたサンプルは、事前に条件の設定を受けなければ、B 機関の敷地

外に持ち出すことはできない。 

3. すべての微生物は、予め調製され又は実験中であるとを問わず、当該物質内に

含まれている主たる微生物に該当する技術文書（3.7.1 項）にリストアップする。 

4. サンプルは、目 的 物 の位 置 を特 定 し、又 はサンプルの特 性 を偶 然 に知 ることが

できないように厳 重 に保 管 し、キャッシュメモリーにバックアップとして数 値 データ

を保存してはならない。 
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5.3 データに関する措置 

 

5.3.1 紙媒体のデータ 

 

1. 紙 媒 体 のデータはすべて、ファイルに整 理 するか、B 機 関 内 のシュレッダーで破

棄する。 

2. いかなる場 合 であっても、紙 媒 体 形 式 でデータを持 ち出 してはならない。またい

かなる場合であっても、データは B 機関の管理ゾーン外で印刷してはならない。 

 

5.3.2 デジタルデータ 

 

1. 機 密 事 項 に関 するデジタルデータ（技 術 データを除 く）は、禁 止 ゾーンにインス

トールされたパーソナルコンピュータにおいてのみアクセス可 能 とする。各 コン

ピュータは、外 部 のハードディスク（およびバックアップ）と接 続 する。当 該 コン

ピュータはネットワークと接続してはならない。 

全データは、内外の媒体にデジタル形式でバックアップする。 

2. サンプルの状態および所在を示す主データは、機密媒体にデータ保存する。 

 

B 機関の業務の遂行に必要なデータは、下記の条件に従う限り、取り出すことがで

きる。 

i) データを慎重に選定した上、当該目的で割り当てた USB キーのコネクターでデジ

タル形式により移転する。 

ii) いかなる場合であっても、公衆がアクセスでき、又は共有 の機械上で作業を行っ

てはならない。 

iii) いかなる場合であっても、キーを第三者に渡してはならない。 

iv) いかなる場 合 であっても、第 三 キーはデータ作 業 中 に機 械 に接 続 してはならな

い。 

v) USB キーは B 機関スペース内で再入力はできないため、デジタルデータを移転

し、メディアからキーを除去する。 

 

5.3.3 アクセス権者への情報の提供 

 

ブダペスト条 約に基 づく規 則第 9.2 に従って情 報にアクセスすることができる当 事

者は、第 11 規則に規定されている者とする。 

情 報 の提 供 は、原 則 として、受 領 通 知 付 き書 留 郵 便 、宅 配 便 、又 はテレコピー、

暗号化されたメッセージで行う。 

電子メールの場合は、暗号化されずに要求されることがある。 

この場合、少なくとも下記の 2 つの予防措置を講じなければならない。 

i) 電子メールのメッセージ本文には、直接関連する事項を表示しないこと。 

ii) 直 接 関 連 する事 項 は、添 付 書 類 （低 画 質 の原 （未 処 理 ）イメージに転 換 したも

の）に含め、文書自体には情報を記載しないこと。 

 

5.4 外部者および小包に関する措置 

 

B 機関スペースにアクセスする前に、下記の 2 つのセキュリティ境界を通過する必

要がある。 

－外部：外部の施設（ゾーン EX）および研究所（ゾーン SIP）との間 

－内部：研究所（ゾーン SIP）と B 機関の中央アクセス（ゾーン SAC）との間 
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5.4.1 外部境界 

 

外部の施設（ゾーン EX）および研究所キャンパス（ゾーン SIP）との間の外部境界

は、研 究 所 の規 則 と利 用 方 法 に従 わなければならない。この規 則 の対 象 は、原 則

として、人間の入場・退場、小包や装置の発送・受領の確認にも及ぶ。 

 

i) 外部者から研究所への入退場 

入場：受付での登録、身分証明書の寄託 

退場：身分証明書の返還 

ii) 小包および装置 

受領：生物学的な物質又は一般雑誌を受付係が登録 

発送：発送係又は科学物質係が登録 

 

これらの規 則は、職 員 の動 産 および道 具 、情 報 媒 体 又は紙に保 存されているデー

タ、郵送物に関する監視についての規定ではない。 

 

5.4.2 内部境界 

 

内部境界は、B 機関の中央アクセス（ゾーン SAC）と研究所キャンパス（SIP）を分

離するものである。ゾーン SAC は、3 つの階段踊り場があり、禁止ゾーン間の連絡

を確保し、互いに独立して監視している。このゾーンは小包と装置が 1 つの入口に

集 中 することを可 能 とし、過 剰 包 装 の場 合 は禁 止 ゾーンに入 る前 に処 分 される。B

機関スペースの出口では、ゾーン SAC において包装、名札貼り、添付書類に関す

る最後のチェックを受ける。 

 

このゾーンでは、下記の事項の確認を行う。 

i) 衛生措置が実施されていること。 

ii) B 機関固有の備品が誤って持ち出されていないこと。 

 

1. B 機関の職員又は B 機関が許可した者 以外の者は B 機関スペースにアクセス

することはできない。 

2. 許可を受けた者は、B 機関の職員が同伴しなければならない。 

 

許可を受けた者には、配達係、訪問者、修理業者が該当する。 

 

i) 配達係は、物、道具、装置、又はデータを持ち出す。これらは、境界 SIP/SAC で

はなくて、外部境界 EX/SIP で配達係の責任で移動される。しかし、配達係は、

いかなる場合であっても、禁止ゾーンにアクセスすることはできない。 

ii) 会合の目的で訪れた訪問者は、外部境界 EX/SIP で B 機関が迎い入れる。訪

問者は、中央アクセス SAC ゾーンにアクセスすることができ、また条件付きで実

験室 PO（禁止ゾーン IBPO）にもアクセスすることができる。ただし、いかなる場合

であっても、その他のゾーンにアクセスすることはできない 。 

iii) 修理業者は、B 機関の要求があれば、施設内の装置の修理、設置、又は評価

を行う。なお必要があれば、B 機関の職員の立ち会いの下、この目的のために B

機 関 の職 員 の規 則 に従 うことを条 件 として、許 可 を得 たすべてのゾーンにアクセ

スすることができる。 

 

B 機関の全職員は、特に以下に規定する安全措置を講じなければならない。 

 

i) 受 付 登 録 後 から外 部 者 を監 視 し、キャンパス内 を通 過 する際 に同 伴 すること。
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また身分証明書が返還されるまでは、出口まで送っていくこと。 

ii) 研究所外に下記の物を持ち出さないこと。 

－出口部署で持出届がなされていない物 

－科学物質部署で持出届がなされていない道具又は装置 

iii) 紙データを持ち出さないこと。 

iv) データ移転が B 機関の活動にとって不可欠ではない場合、デジタルデータの持

ち出し、読み込み、実行をしないこと（5.3.2 項参照）。 

 

5.5 場所 

 

1. 中 央 出 入 口 へのエントランスは、常 時 （業 務 中 を含 む）電 磁 ロックにより閉 鎖 さ

れる。開閉は、無線 ID による個人カードでコマンド操作を行う。禁止ゾーンへの

侵入禁止は明確な標識がある。 

2. 昼間、アーカイブの出入口はキーで閉鎖されている（保存ゾーンの出 入口はコー

ドを使用した機械施錠となる）。 

3. 夜 間 の業 務 終 了 後 、最 後 の検 査 巡 回 時 に、中 央 出 入 口 に接 続 している管 理 ・

技術部門がある階は鍵で閉鎖され、保存ゾーンの状態および閉鎖を確認する。 

4. 朝、到着以降は、すべての出入口および部屋の完全性を管理する。 
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（２）守秘義務規程の例（契約書より抜粋、仮訳） 

 

 
公務員以外の者の義務に関する覚書 

 
 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .（場所）   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .（日付）協議 
 

本日、以下の署名者は、19・・年・月・日の公務員以外の者の義務に関する法律（・・・）の第 1 条に規
定する義務のために来た。 
 
氏名.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

上記の者は、その義務を誠実に遵守する義務を負う。この者には、以下の刑法の規定の内容について
も知らされた。 
 

第・・・条：                  －保管の破損 
第・・・条：                  －言葉の信義の侵害 
第・・・条：                 －私的秘密の侵害 
第・・・条：                  －外部の秘密の利用 
第・・・条：                  －収賄及び腐敗 
第・・・条：                  －営業秘密の侵害及び特別な秘密保持義務 
第・・・条：                  －権利の剥奪 
第・・・条：                  －違法な秘密の不正な受領における背信 
第・・・条：                  －脱獄 
第・・・条：                  －税の秘密の侵害 

 
上記の者は、義務に基づき、前記の刑法の規定が適用されることを知らされた。 

 
この者は、ここで、これらの指示の内容について教えられたと宣言する。この者は、読んで聞かされた後

に、同意の印にこの取り決めに署名し、この覚書及び上記の規定の写しを同時に受け取ったことを認め
る。 
 

以上、読み上げ、承認した。 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

義務を課す者の署名                           義務を負う者の署名 
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（３）守秘義務規程の例（契約書より抜粋） 

 
 
2.  Use and Disclosure of Confidential Information 
 
2.1  In consideration of the Owner disclosing Confidential Information to the 

Recipient, the 
  Recipient agrees: 

(a) to use the Owner ’s Confidential Information solely as permitted by 
Clause 2.2; 

(b) to keep confidential the Owner ’s Confidential Information (subject 
to disclosure permitted under Clause 2.3); and 

(c) otherwise to comply with the terms of this Agreement 
 
2.2  The Recipient may use the owner ’s Confidential Information as follows: 

(a) to participate in the Discussions with the Owner; and 
(b) for the Purpose 

 
2.3  The recipient may disclose the Owner ’s Confidential Information as 

follows: 
(a) to the Personnel of the Recipient if such persons: 

(i) have a need to know (and only to the extent that each has a 
need to know); and 

(ii) before disclosure has been directed by the Recipient to keep 
confidential all Confidential Information of the Owner (“a 
Direction”) 

(b) if disclosure is required by law or by any stock exchange or 
pursuant to any litigation or other proceedings or enquiries or which 
is otherwise for or by any governmental official or regulatory body. 

 
2.4 If a Recipient is required pursuant to Clause 2.3(b) to disclose any 

Confidential Information of the Owner to a third person the Recipient 
must: 

(a) before doing so: 
(i) notify the Owner;  and 
(ii) give the Owner a reasonable opportunity to take any steps 

the Owner considers necessary to protect the confidentiality 
of that information;  and 

(b) notify the third person that the information is confidential 
information of the Owner. 

 
3. Security and Control 
 A Recipient must: 

(a) establish and maintain effective security measures to safeguard the 
other ’s Confidential Information from unauthorised use or 
disclosure; 

(b) keep the other ’s Confidential Information under its control; 
(c) take reasonable steps to ensure, at all times, that each person to 

whom it discloses Confidential Information of the Owner under 
Clause 2.3 complies  with its Direction; 

(d) notify the Owner of, and take all reasonable steps to prevent or 
stop, any suspected or actual breach of a Direction; and 

(e) must provide assistance, reasonably requested by the Owner, in 
relation to any proceedings that the Owner may take against any 
person for unauthorised use or disclosure of the Owner ’s 
Confidential Information. 



 

 

 
 

資料１８ 
 

海外 IDA における分譲誓約書の例 

(仮訳) 
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資料１８ 海外 IDA における分譲誓約書の例(仮訳) 

 

特許微生物分譲誓約書  

 

寄託番号：  

菌種名称：  

 

－記－  

 

1．特許庁の承認（「微生物分譲資格証明書」）または「原寄託者の承認」を得た場合、合

法的な手続を経て特許微生物の分譲を受けることができます。  

 

2．分譲を受けた特許微生物を第三者に「再分譲」することはできません。  

 

3．分譲を受けた特許微生物は、研究目的以外の用途に使用することはできません。  

 

4．分譲を受けた特許微生物を利用して、個人または法人の利益を得るために商業的な利

用をすることはできません。商業的に利用する目的がある場合、原寄託者と別途の契約

を締結願います。  

 

5．分譲を受けた特許微生物について、「原寄託者」に通知します。  

 

 以上の内容を確認し、第三者に「再分譲」、または研究目的で分譲を受けた後の商業的な

利用をした場合、法的な責任が伴うことを了承願います。これに同意いただけましたら、

下記に署名・捺印して、****に送付下さいますようお願い致します。  

 

                     申請日：    年  月  日  

 

 

分譲申請者 住所：  

分譲申請者 連絡先：  

分譲申請者：           （印）



    
 

 
 



 

 

 

 

禁 無 断 転 載
 

平成 23 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 

 

特許微生物寄託機関の業務運用の 

在り方に関する調査研究報告書 

 

平成 24 年 2 月 

請負先  一般財団法人 知的財産研究所 

 

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目 11 番地 

精興竹橋共同ビル 5 階 

電話  03-5281-5672 

FAX  03-5281-5676 

URL http:/ /www.iip.or. jp 

E-mail support@iip.or. jp 

http://www.iip.or.jp/
mailto:support@iip.or.jp
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