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４．２０ ニュージーランド 

 曹 勇 
 
 
（１）遺伝資源の出所開示要件に関する法制度 

 
ニュージーランドには，出所開示要件に関する法制度はない。 
他方，ニュージーランドでは，英国の君主と先住民マオリとの間で 1840 年にワイ

タンギ条約が締結され，マオリの保護の枠組みが作られている。そして，このワイタ

ンギ条約の理念を守るために 1975 年にワイタンギ審判所(Waitangi Tribunal)が設置

された 61。上記枠組みはマオリ固有の生物資源や伝統的知識の保護の観点でCBDの議

論にも関連するものであり，後述する遺伝資源及び伝統的知識に関する「Wai262」請

求がワイタンギ審判所に提出され，その検討結果がWai262 報告書 62として 2011 年 6
月 2 日に公開された。この報告書には，タオンガの動植物(Taonga Species)63に関す

る遺伝資源又は生物資源の保護についてワイタンギ審判所の勧告が盛り込まれている。

この他，マオリの保護のための特許法の改正案もまとめられている。 
  
ア）遺伝資源及び伝統的知識に関するWai262 請求 64 

請求は，1991 年に 6 つの種族(Ngāti Kuri，Ngāti Wai，Te Rarawa，Ngāti Porou，
Ngāti Kahungunu及びNgāti Koata)によって共同提出されたもので，マオリの知識，

先住民が有する動植物(Flora and Fauna)に係る権利に関する請求である。一般的に，

「Flora and Fauna」請求として知られているが，その対象範囲は非常に広範囲に及

ぶ。主として，ワイタンギ条約第 2 条 65の下でそれらの権利がマオリに保障されてい

ることを確認することをその内容とするが，このWai262 請求はマオリと知的財産権

に関する問題を初めて提起した点で，重要な請求である 66。 

                                            
61 ニュージーランド政府観光局公式サイト：「ワイタンギ条約」

(http://www.newzealand.com/jp/feature/treaty-of-waitangi/)(最終アクセス日：2013年 2月 19日) 
62 Wai262報告書（Ko Aotearoa Tēnei: A Report into Claims Concerning New Zealand Law and Policy 
Affecting Māori Culture and Identity 
(http://www.waitangitribunal.govt.nz/reports/downloadpdf.asp?ReportID={BF981901-5B55-441C-A93E-8
E84B67B76E9}) (最終アクセス日：2013年 2月 19日) 
63 ワイタンギ審判所のファクトシート「Taonga Species」の 1頁に，「Taonga Species」とはマオリの Iwi
とhapu 族のアイデンティティー・文化にとって重要な動植物(flor and fauna)を指すことが記載されている。

(http://www.waitangi-tribunal.govt.nz/doclibrary/public/reports/generic/Wai0262/Wai262Factsheet3Taong
aSpecies.pdf)( 最終アクセス日：2013年 2月 19日) 

64 Wai262 The flora and fauna and cultural intellectual property claim 
(http://www.waitangi-tribunal.govt.nz/doclibrary/public/wai262/SOI/Wai262SOI%28doc2.314%29small.p
df) (最終アクセス日：2013年 2月 19日) 
65 The Treaty of Waitangi (http://www.waitangi-tribunal.govt.nz/treaty/english.asp) (最終アクセス日：

2013年 2月 19日) 
66 田上麻衣子「ニュージーランドの ABS 法規制動向」株式会社ノルド社会環境研究所編「平成 21年度環境

対応技術開発等諸外国のABS国内法に関する調査（経済産業省委託事業調査報告書）」（2010年）73頁。 

http://www.newzealand.com/jp/feature/treaty-of-waitangi/
http://www.waitangi-tribunal.govt.nz/treaty/english.asp
http://www.waitangitribunal.govt.nz/reports/downloadpdf.asp?ReportID={BF981901-5B55-441C-A93E-8E84B67B76E9}
http://www.waitangi-tribunal.govt.nz/doclibrary/public/reports/generic/Wai0262/Wai262Factsheet3TaongaSpecies.pdf
http://www.waitangi-tribunal.govt.nz/doclibrary/public/wai262/SOI/Wai262SOI%28doc2.314%29small.pdf
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Wai262 請求は 1991 年に申請されたが，ワイタンギ審判所におけるその後の進展に

は時間を要した。同請求に対するヒアリングは 1998 年に開始され，2001 年に終了し

た。その後，マオリ及びマオリ専門家に対する聴取を終え，また専門家による調査報

告書も提出された。国王(King Crown)は，2002 年 6 月 28 日，ワイタンギ審判所に対

し，返答声明を提出した(Statement of Response)。こうした一連の流れを経て，ワイ

タンギ審判所が論点整理を行い，さらなる調査を実施，最終的なヒアリングは 2007
年の 6 月に終了し 67，2011 年 6 月 2 日にWai262 報告書が公開された 68。 
タオンガの動植物に関する遺伝資源又は生物資源 69の保護に係わる知的財産に関連

して，上記の報告書のVolume1 第 2 章には，以下の事項などが勧告 70されている。 
(a) タオンガの動植物とマオリの知識についてのカイティアキ(kaitiaki)71との関係

は，他の利益が優先されるべきことが証明されない限り，法律で明確に保護され

ることを勧告する。これは，マオリにおけるどのような知識も特許出願が新規で

あるか又は進歩性を有しているかを決定する重要な要素として扱うメカニズムを

含むものである。 
(b) マオリの知識を重視して扱うことを確実にするために，マオリ諮問委員会を設

立し，特許庁長官に対して，マオリの知識やタオンガの動植物が如何なる方法に

おいても発明に寄与しているかどうか，かつ，提案された方法がマオリの伝統に

反するものかどうかについて，提言するよう勧告した。 
(c) この提言は，特許要件に関するものであり(たとえ特許要件の基準を満たすもの

であっても)，カイティアキの利益にリスクとして関係するか否かに関するもので

ある。 
(d) 特許庁長官は，公共の秩序と良俗に反する特許を拒絶する権限を有するよう勧

告する。 
(e) 特許庁長官は，特許の決定がカイティアキに関係するような影響を及ぼすとき，

                                            
67 同上。 
68 同報告書は知的財産以外の様々な論点についても検討した膨大なものであるが，同報告書については，ニ

ュージーランドのA J Park法律事務所弁護士の Lynell Tuffery-Huria氏がわかりやすく解説している。同氏

はマオリの問題に造詣が深く，政府機関へのプレゼンテーションなども行っている。詳細は以下で参照可能。

（This is New Zealand - The Wai 262 Decision 
(http://www.ajpark.com/media-centre/2011/10/this-is-new-zealand-the-wai-262-decision/) (最終アクセス

日：2013年 2月 19日) 
69 タオンガの動植物に関する遺伝又は生物資源（Biological resources of taonga species）とは，人類にとっ

て価値のある，又は有益な種のすべての物質的な材料を指す。('Biological resources' of taonga species refers 
to any physical material in those species which has some value or use to humanity.）
（http://www.waitangi-tribunal.govt.nz/doclibrary/public/reports/generic/Wai0262/Wai262Factsheet3Tao
ngaSpecies.pdf）（最終アクセス日：2013年 2月 19日） 
70 Wai262報告書Volume1第 2章 211-212頁

（http://www.waitangitribunal.govt.nz/scripts/reports/reports/262/F0461D82-FC25-42BA-BEB4-0DC985
7FA909.pdf）（最終アクセス日：2013年 2月 19日） 
71 ワイタンギ審判所のファクトシート「Taonga Species」の 1頁に，「kaitiaki」は文化の守護神(cultural 
guardians)であり，マオリの Iwiとhapu 族は，彼らの地域の動植物'taonga species'に対する守護神として行

動する義務があることが記載されている。

（http://www.waitangi-tribunal.govt.nz/doclibrary/public/reports/generic/Wai0262/Wai262Factsheet3Tao
ngaSpecies.pdf）（最終アクセス日：2013年 2月 19日） 

http://www.ajpark.com/media-centre/2011/10/this-is-new-zealand-the-wai-262-decision/
http://www.waitangi-tribunal.govt.nz/doclibrary/public/reports/generic/Wai0262/Wai262Factsheet3TaongaSpecies.pdf
http://www.waitangitribunal.govt.nz/scripts/reports/reports/262/F0461D82-FC25-42BA-BEB4-0DC9857FA909.pdf
http://www.waitangi-tribunal.govt.nz/doclibrary/public/reports/generic/Wai0262/Wai262Factsheet3TaongaSpecies.pdf
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当該委員会から公式の提言を受け，マオリ諮問委員会のメンバーと協働すること

を要する。 
 

イ）出所開示要件に関連する条文 
ニュージーランドにおける現行特許法は，1953 年特許法(Patents Act 1953)である

が，現行特許法では出所開示に関する事項は規定されていない。 
 

ウ）その他の関連する条文 
上記のとおり，Wai262 報告書では特許法第 17 条の改正が勧告されているが，現行

特許法第 17 条 72には，発明の実施が良俗に反する特許出願は拒絶される旨，次のよ

うに規定されている。 
 

第 17 条 一定の場合における出願の拒絶 
(1) 局長が，ある特許出願について，その特許出願がされた発明の実施が良俗に反する

ものであると認めるときは，局長はその出願を拒絶することができる。 
(2)  (略) 

 
また，マオリの保護に配慮した特許法の改正法案(Patents Bill 235-2)が，すでに

次のようにまとめられている。 
 

＜特許法改正法案(Patents Bill 235-2)73＞ 
第 3 条 目的 

(c)固有の植物及び動物又はマオリの伝統的知識を利用した発明に対する特許付与に

関するマオリの懸念に対応することとし，・・・ 
 
第 14 条 3 項 非特許発明 
 知的財産庁長官は，「特許可能な発明及び特許権」に係る第二節に関する決定を行うに

際し，マオリ諮問委員会又は知的財産庁長官が適切と考える者に助言を求める。 
 
第 275 条 マオリ諮問委員会の設置，委員の選任及び解任 
  (省略) 
第 276 条 マオリ諮問委員会の機能 
  マオリ諮問委員会の機能は，以下の観点で知的財産庁長官に助言を行う 

                                            
72 http://www.legislation.govt.nz/act/public/1953/0064/latest/DLM280435.html（最終アクセス日：2013年

2月 19日） 
 翻訳文：http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm  (最終アクセス日：2013
年 2月 19日) 
73 筆者仮訳。改正法案は下記Webサイトで参照可能：

http://www.legislation.govt.nz/bill/government/2008/0235/latest/versions.aspx（最終アクセス日：2013年 2
月 19日） 

http://www.legislation.govt.nz/act/public/1953/0064/latest/DLM280435.html
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
http://www.legislation.govt.nz/bill/government/2008/0235/latest/versions.aspx
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(a)特許出願にクレームされた発明が，マオリの伝統的知識又は固有の植物若しくは動

物を利用したものであるか否か，又は 
(b)もし利用したものであると判断される場合に，当該発明の商業活用がマオリの価値

に反する可能性があるかどうか。 
第 277 条 マオリ諮問委員会からの助言に関する効力 
  マオリ諮問委員会の助言には拘束力はないが，知的財産庁長官はその助言を考慮し

なければならない。 
 
当該改正法案は 2008 年 7 月 9 日に政府により議会に提出され，2009 年 5 月 5 日に

第一読が行われた。2009 年 7 月 2 日まで意見募集が行われ，2010 年 3 月 30 日に報

告書が公開されている。改正法案は，固有の植物及び動物又はマオリの伝統的知識を

利用した発明に対して，特許の付与に何からの制限を設けるものと理解できる。 
 

 エ）マオリの伝統に反する特許出願に関する勧告 
上記Wai262報告書ではマオリ諮問委員会の設立が勧告された 74。同勧告によると，

同委員会は，その機能の一つとして，知的財産庁長官に対し，カイティアキとの関係

に抵触する特許出願について特許の付与を承認しないよう助言する機能を持つべきと

している。さらに，知的財産庁長官は，タオンガの動植物に関するカイティアキとの

関係を不当に侵害する理由があれば，特許の登録を拒否することができるという枠組

みも提案されている。 
 
 
（２）遺伝資源の出所開示要件に関する法制度の運用 
 
 ア）遺伝資源へのアクセス承認機関 

アクセス承認機関は，現時点において存在しない。ただし上述したとおりWai262
報告書は知的財産庁長官に助言するマオリ諮問委員会の設立を政府に勧告しており，

このマオリ諮問委員会が将来的に遺伝資源アクセス承認機関となる可能性がある。 
 
 イ）アクセス承認手続 
   現時点において，存在しない。 
 
 
（３）出所開示要件の実施・運用状況 
   

 上述のとおり，出所開示に関する法制度はない。 
 
                                            
74 
http://www.waitangitribunal.govt.nz/scripts/reports/reports/262/F0461D82-FC25-42BA-BEB4-0DC9857F
A909.pdf (最終アクセス日：2013年 2月 19日) 

http://www.waitangitribunal.govt.nz/scripts/reports/reports/262/F0461D82-FC25-42BA-BEB4-0DC9857FA909.pdf
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（４）企業の実情と意見 
   

上述のとおり，出所開示に関する法制度はない。 
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７．２ 出所開示要件の制度・運用・実施状況概括表 
 特許法 対象の発明 出所開示要件 開示のレベル 違反への措置 アクセス機関 

アンデス共同体 決定第 486

号 

 

遺伝資源又は加盟国のいずれ

かが原産地国であるものから

なる生産物から得られた，又は

発展したもの 

国家を代表する国の管轄当局

及び当事者との間で，アクセス

するための条件を定める契約。 

特許出願時にアクセス契約書

のコピーを添付 

アクセス契約書のコピーを提

出しないと，特許無効にされ

る。 

なし 

ペルー 同上 同上 同上 同上 同上 なし(設立予定) 

ボリビア 同上 同上 同上 同上 同上 環境省(MSDE) 

コロンビア 同上 同上 同上 利用契約書の登録番号を提出 同上 環境省 

エクアドル 同上 同上 同上 特許出願時にアクセス契約書

のコピーの添付 

同上 国家環境局 

ブラジル 決議 207 号 

2009 年 

遺伝を構成する要素の試料へ

のアクセスの結果として，その

目的が達成された発明 

特定の様式Ⅰに遺伝材料の出

所を記載し，該当する場合は，

対応するアクセス認可番号を

特許庁に報告しなければなら

ない。 

遺伝資源の原産国の開示 

ブラジルが原産国の場合は，適

正にアクセスされた証拠 

開示又はアクセス認可がない

場合は，特許無効にされる。 

違反行為又は不作為には，違反

のレベルに応じて，警告，罰金，

関連製品の没収，取引の停止，

特許の取り消しの行政措置が

行われる。 

遺伝資源管理委員会

(CGEN) 

コスタリカ なし 生物多様性の構成要素に関係

した革新に対して知的財産権

や産業財産権の保護を求める

もの(生物多様性法(No.7788)第

80 条) 

国家種苗局及び知的・産業財産

登記所は，委員会の技術事務局

に，事前に諮問することを義務

づけている。 

特許の保護を付与する前に，原

産地証明と PIC の存在が要求

される。 

技術事務局が特許出願に反対

する場合は，出願者に通知し，

30 日以内に回答を要求する。 

期間内に出願者が不履行の場

合は，罰金が科せられる。 

国家生物多様性管理委

員会(CONAGEBIO) 

パナマ なし 環境法 No.41 第 71 条及び施行 ・すべての書類あるいは採取し ・使用した遺伝・生物資源が掲 明らかではない。 環境庁(ANAM) 
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 特許法 対象の発明 出所開示要件 開示のレベル 違反への措置 アクセス機関 

規則 No. 25 において，「遺伝・

生物資源又は材料が使用され

たすべての発明」と規定してい

る。 

た遺伝又は生物の資源に関す

る要約に，その遺伝資源の出所

又は起源を宣言する。 

・発明に使われる遺伝物質の出

所又は起源を証明書として開

示する。 

載されている全ての刊行物又

は一覧表 

・発明に使われる遺伝・生物資

源又は材料についての出所，又

は起源の証明書の提示 

ベネズエラ なし なし なし なし なし 環境・天然資源省の遺

伝資源アクセス委員会 

EU EU バイオ指

令の前文 

Recital 27 

動植物由来の生物材料又は発

明に当該材料を使用するもの 

原産地に係る情報を知ってい

るときは，必要に応じて，特許

出願にその情報を含める。 

なし 出所開示の有無等は，出願審査

及び付与された特許権の有効

性に影響を与えない。 

なし 

ベルギー 第 15 条 

第 1 項 

植物又は動物由来の生物材料

に基づく発明 

原産地を知っている場合には，

原産地に係る記載 

所定の様式に記載 なし なし 

デンマーク 施行規則 

第 3 条 

第 4 項 

植物又は動物の生物材料に関

係する発明又は使用する発明， 

又は遺伝資源の派生物に基づ

く発明 

出願人が認知している材料の

地理的な出所に関する情報 

開示形式に関して，出願人は自

由に記述すればよい。 

不知の場合は，この旨を出願書

類に記載する。 

出所開示がないことによって

特許権の有効性が損なわれる

ことはない。 

National Forest and 

Nature Agency 

(NFNA) 

ドイツ 第 34a 条 植物又は動物由来の生物材料

に基づく発明，又は発明に当該

材料を使用する発明 

原産地に係る情報を知ってい

るときは，特許出願にその情報

を含める。 

出願書類の所定の欄に記入 出願の審査又は特許権の有効

性は，影響を受けない。 

なし 

イタリア 法律第 78 号

第 5 条 

発明の基礎となる動物，植物由

来の生物材料，ヒト由来の生物

材料，微生物又は遺伝子組換え

1.動物又は植物由来の場合：動

物/植物の種，動物/植物の提供

国，並びにその他の情報 

左記 1.の場合：発明者又は出願

人により署名した宣言書 

左記 2.の場合：使用に同意した

出所の記載がない場合には産

業財産権の登録簿に注釈が施

される。 

なし 
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 特許法 対象の発明 出所開示要件 開示のレベル 違反への措置 アクセス機関 

生物を含む生物材料 2.ヒト由来の場合：生物材料を

得た患者の事前の同意 

3.微生物又は遺伝子組換え生物

の場合：国内及び EU の法律に

基づいて生物材料を得たこと 

患者により署名された宣言書 

左記 3.の場合：国内及び EU の

法律に基づくことを述べる発

明者又は出願人により署名さ

れた宣言書 

ノルウェー 第 8 条 b 生物学的材料又は伝統的知識

に関係する発明 

生物学的材料，伝統的知識又は

供給国に関する情報 

供給国が原産国でない場合，原

産国の開示 

供給国の場合：供給国の情報，

又は使用に関する事前の同意 

原産国でない供給国の場合：原

産国の記載又は原産国の事前

の同意 

ヒト由来の場合：提供したヒト

がその材料の使用に関する同

意をしているか否かの開示 

情報開示義務は，特許出願の手

続や登録特許の権利の有効性

には影響を与えない 

開示義務不履行の場合には，罰

金又は 2 年未満の禁固刑が科

せられる。 

なし 

ポルトガル なし なし なし なし なし 農業開発省と水産省，

水産養殖省 

ルーマニア なし なし なし なし なし なし 

スウェーデン 特許法施行

令第 5 条 a 

植物又は動物を由来とする生

物材料に関する発明 

生物材料の地理的出所につい

ての情報 

出所が不知の場合，その旨の記

載(ヒトの遺伝資源を除く。) 

出願の手続や特許権の有効性

に影響を与えない。 

なし 

スイス 第 49a 条 遺伝資源に直接基づいている

発明 

遺伝資源を提供している国又

は伝統的知識の起源である先

住民又は地域社会を，出所情報

として開示することが必要 

原産国，遺伝資源提供国，遺伝

子データベース，動・植物園等

を含む。不知の場合は，その旨

を宣言する 

要件を満たさない，補正期間内

に補正しない場合は，出願を拒

絶する。不当の不知に関する宣

言は，10 万フランの罰金 

なし 

ニュージーランド なし なし なし なし なし なし 
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 特許法 対象の発明 出所開示要件 開示のレベル 違反への措置 アクセス機関 

中国 第三次改正 

第 5(2)条，第

26(5)条 

遺伝資源に依存して完成した

発明 

出願書類への遺伝資源の直接

的由来と原始的由来の説明， 

原始的由来を説明できない場

合，その理由の陳述 

遺伝資源に依存していること

を願書に説明し，所定の様式に

記入しなくてはならない。 

開示義務不履行の場合は，拒絶

の理由となる。遺伝資源の不正

利用を伴う特許発明は，特許権

付与後の無効理由となる。 

所在地の省，自治区，

直轄市人民政府の牧畜

獣医行政主管部門 

インド なし 

 

生物多様性法(2003 年 N0.18) 

第 6 条に，「インド共和国で入

手した生物資源に関する任意

の研究又は情報に基づく発明」

と規定している。 

特許付与の前までに NBA から

の許可を得ること 

特許規則様式１において，特許

付与の前までに国家生物多様

性局からの許可を得ることを

宣言しなければならない。 

NBA の承認がない場合は，出

願することができない。様式１

の添付がない，又は不備などに

対して，補正の機会を与えても

対応しない場合は，出願を拒絶

することができる。 

国 家 生 物 多 様 性 局

(NBA) 

キルギス なし 伝統的知識の保護に関する共

和国法において，「伝統的知識

の使用によって創作された特

許発明」と規定している 

伝統的知識の由来を出願中に

開示し，公衆に伝統的な知識の

出所を示さなければならない。 

権限のある機関の登録，又は登

録された伝統的知識に名前が

記載された証明書の所有者と

の合意 

左記の合意がないと，伝統的知

識を使用する権利を受けるこ

とができない。 

キルギス知的財産庁 

伝統的知識審査部門 

フィリピン なし 共同省令第1号第26.1条(2005)

において，「生物種を収集する，

あるいはそれを商業化する主

体」と規定している。 

原産国の開示と生物資源探索

契約の提示 

先住民文化共同体/先住民の自

由意思に基づく事前の了解 

開示義務違反があった場合，特

許無効となる。 

罰則が科せられる違法行為が

リストアップされる。 

環境・天然資源省の下

にある「生物資源・遺

伝資源に関する省庁横

断的委員会」 

タイ なし なし なし なし なし 生物多様性局 

エジプト 知的財産法

第 13 条 

生物，植物，動物の産物，又は

伝統薬の知識，農業知識，工業

知識，手工業の知識，文化遺産

又は環境遺産に関係する発明 

国内法の規定に従い正当な方

法でその材料を取得した出所

を利用した旨の証明 

宣誓書の添付 宣誓書の添付がないと，出願が

存在していなかったものと見

なされる。 

なし 
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 特許法 対象の発明 出所開示要件 開示のレベル 違反への措置 アクセス機関 

南アフリカ 補正第 20 号

(2005) 及 び

その施行規

則 

固有の生物又は遺伝資源や，固

有の生物又は遺伝資源の使用，

又は先住民社会を有する知識

の由来に関するする発明 

南アフリカの生物資源又は遺

伝資源又は伝統的知識若しく

はその使用に基づくか又は由

来するか否かの記載 

所定の様式に記載し，南アフリ

カへの特許出願日から 6ヶ月以

内に提出しなければならない。 

所定の様式の提出がない場合

は，出願が受理されない。 

所定の様式による虚偽の記載

があった場合は，特許を取り消

される。 

環境省 
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