特許庁委託 平成 24 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業

知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究
報告書

平成 25 年 2 月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会
AIPPI・JAPAN

４．１２ デンマーク
梅田 慎介

（１）遺伝資源の保護に関する法制度
デンマーク特許法には，遺伝資源の出所開示を義務づける条項は存在しない。ただ
し，「特許及び補足的な保護証明書に関するデンマーク指令(the Danish Order
concerning patents and supplementary protection certificates)2009 年 1 月 29 日第
93 指令」という行政命令では出所開示を義務づけている。なお，出所開示義務の根拠
は，前記行政命令第 3 条第 4 項にみることもできる。
ア）CBD に基づく遺伝資源の特許法における出所開示
なし
イ）行政命令による出所開示
上記の行政命令に関し，開示義務の対象となる発明の範囲，開示の方法等について
のデンマーク特許庁及びデンマークの法律事務所の見解は，以下のとおりである。伝
統的知識に関しては規定がない。
なお，
出願人が出所情報を知らない場合は，
その旨表記することが求められている。
また，出所開示がないことにより当該特許出願の扱いに影響したり，特許権の有効性
が損なわれたりすることはない。
（a）遺伝資源の派生物をもとにした発明についても，基本的には遺伝資源の出所開
示の対象となる。しかし，元の遺伝資源から，遠く離れた場合はケースバイケ
ースで判断される。
（b）一般に市販されている遺伝資源の場合も，入手が容易かどうかに関係なく開示
すべきと考える。
（c）開示する出所の内容は，
「国レベルで足りるか，コミュニティ名等さらに詳し
い記述が必要か」についての規定は存在しないが，CBD の考え方からすると
国レベルの開示で十分であり，他の国及び地理的地域とは無関係である。しか
し，変更される可能性はある。
（d）CBD 発効以前に入手した遺伝資源に関しては，明記がない。アクセス日以前
の開示は義務付けていないとする報告もある。
（e）出所情報の開示形式に関して，決まったフォーマットはない。出願人は自由に
記述すればよい。
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ウ）行政命令における遺伝資源に係る条文
＜特許及び補足的な保護証明書に関するデンマーク指令＞
第3 条 第4項
発明が植物又は動物由来の生物学的材料に関係するか又はそれを利用する場合(If an
invention relates to or makes use a biological material of vegetable or animal origin)
において，特許出願には，出願人が知っているときは，その材料の原産地についての情
報を含めなければならない。出願人がその材料の原産地を知らない場合は，そのことは
出願書類から明らかでなければならない。その材料の原産地又は出願人がそれを知らな
いことについての情報の欠落は，特許出願の審査及びその他の処理又は付与された特許
により与えられる権利の有効性には影響を与えない。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/denmark/tokkyo_kisoku.pdf
なお，上記条項中の“an invention relates to or use a biological material of
vegetable or animal origin”は，WIPO へのEC 提案(2004.12.16)中の“invention”
と同じ定義づけである旨，デンマークの法律事務所 57から情報を得ている。
＜EC 提案(2004.12.16)から抜粋＞(筆者仮訳)
- “the invention must be ‘directly based on’ the specific genetic resources.”
発明は，特定の遺伝資源に「直接的に基づく」ものでなければならない。
- “the invention must make immediate use of the genetic resource， that is， depend
on the specific properties of this resource.”
発明は，遺伝資源の直接の利用でなければならない，すなわち当該資源の特定の性状
に依拠したものでなければならない。
エ）開示義務違反に対する措置・罰則
特許出願時に遺伝資源の出所開示がない場合でも，なんら当該特許には影響を与え
ないが，ただしデンマーク刑法(第 162 条，第 279 条)により罰せられる可能性があ
る。
以下は，先のデンマークの法律事務所の見解である。
（a）特許出願時に，上記で規定された情報の開示がない場合，遺伝資源の出所に
関する記載が欠けていたとしても，これに妨げられることなく，出願は受理さ
れるだろう。特別な制裁は示されておらず，規則の違反が発明の特許性や特許
の有効性に影響を及ぼさないことは明らかである。また，出願後に特許出願中
の対応する文書を補足，訂正，又は補正する手段がある。
（b）特許出願中における上記で規定された情報が偽の場合，記載に虚偽がなされ
たときには，出願人は起訴される可能性があるが，このような訴訟があったと
いう情報はない。
57

Plougmann & Vingtoft a/s 事務所 Ms. Nanna Wigø
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（c）特許付与後に，虚偽情報が開示されていたことが発覚した場合，第三者がその
特許の有効性に関して法的手段に訴えることは可能だが，これまでに虚偽情報
を理由とする情報はない。
（d）開示がない，又は虚偽情報が発覚した場合，デンマーク刑法(the Danish
Criminal Code)の第 279 条には虚偽に対する一般規則が含まれている。しか
しこれまでに特許に関して虚偽情報を理由とする罰則が適用された例は，調査
した範囲ではなかったが，原則は適用可能であるものと解される。規則の違反
は，政府行政団体への虚偽情報の提供に関する法律の下で裁かれ，おそらくそ
の情報が虚偽であることを出願人が知っていた場合には罰金となるだろう。ま
たデンマーク刑法第 162 条にも罰則が規定されており，違反した者は罰金か 4
ヶ月以下の禁固が言い渡される。しかし，デンマークでこれに関連する違反者
が出たことはない。
＜デンマーク刑法＞(AIPPI 仮訳)
第 279 条
何人も，非合法な誘引，仕向け，又は思い違いを利用することによって，自分自身や
他者が不当な利益を得るために，その行動や不履行が重要である他者やその他の者が金
銭的に損害を受けるような行動や不履行を直接誘導する者は不正行為のため罰せられ
る。
第 162 条
何人も，公共機関への申告を義務づけられている状況において誤った申告をした者は，
罰金若しくは 4 か月以下の禁固が課せられる。
(Associate Professor dr.jur. Jens Schovsbo(コペンハーゲン大)論文より)
http://odin.dep.no/odinarkiv/norsk/ud/2003/publ/032121-220011/dok-bu.html

（２）遺伝資源の保護に関する組織と機能
ア）アクセス承認機関の組織
CBD には Access and Benefit Sharing Competent National Authority として，
「National Forest and Nature Agency(NFNA)」が登録されているが，NFNA から
CBD への報告書中で，デンマークは遺伝資源へのアクセスにあたって事前承認を求
めないことを宣言している。
NFNA は，環境エネルギー省内に設置された機関であり，国内の森林管理，及び
関連する法律の執行の責任を有する。また，自然文化遺産の管理と保護を受け持つと
ともに，農業大臣及び外務大臣との協力のもと，国内外の森林政策を策定している。
しかし，NFNA は，遺伝資源のアクセスの承認機能は有してはいない。言い換え
ると，デンマークにおいては遺伝資源のアクセスを規定している法律や規則は存在せ
ず，誰もが自由にアクセスできる環境にある。
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また，デンマーク特許庁の見解では，
「現在のところアクセス承認機関の設立の計画
はなく，もし設立することになっても特許制度の枠外のこと」としている。
イ）関連手続
一方で，デンマーク特許法施行規則§3 サブセクション 4 は，発明がヒト由来の生
物材料に関連するかこれを使用する場合，その材料の由来となっている人が特許出願
の出願に同意したか否かを開示しなければならないと規定している。
すなわち，
「事前同意(PIC)」及び/又は「公平かつ衡平な利益配分(fair and equitable
benefit-sharing)」に関する契約の開示は，ヒトの遺伝子資源の場合 PIC が必要であ
る以外は，不要である。
同意の情報は出願手続や，付与された特許に付随する権利の有効性には影響を及ぼ
さない。

（３）出所開示要件の実施・運用状況
現時点では，出所開示要件に関連した出願の統計データは得られない。
なお，デンマーク特許庁は，改正前の平成 17 年度「特許出願時の遺伝資源出所開
示及び遺伝資源アクセス時の事前承認機関に関する調査研究」において以下の見解を
示している。
（a）出所開示制度にあたっての経緯
デンマークは，バイオ発明の法的保護に関する 1998 年 7 月 6 日の欧州議
会と欧州理事会の 98/44/EC 指令に基づいて，遺伝資源の開示義務を課してい
る。
（b）出所開示がなされる出願の割合
デンマーク特許庁では明確な数字を発表していないが，その比率は非常に低い。
（c）出所開示の要件を違反している出願の割合
前例はない。
（d）出所開示制度の導入により，改善されたこと
デンマーク特許庁はこの質問には答えられない。
（e）出所開示制度の導入により，生じた問題
特にない。
（f）国際会議における今後の議論のあり方
特許制度が発展途上国にとっても良いシステムであるということを，きちん
と理解してもらうようにすることが必要だ。デンマークとしては EC 提案を支
持する。今現在，国際的なハーモナイズについてはストップしているので，短
期的にはグループ B＋(US，日本，全欧州，その他)の中で検討していくことが
重要と思われる。
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（４）企業等の実情と意見
各国のアンケート結果を第 3 章にまとめて記載するが，平成 17 年度「特許出願時
の遺伝資源出所開示及び遺伝資源アクセス時の事前承認機関に関する調査研究」にお
けるデンマークの法律事務所(Plougmann & Vingtoft a/s)及び企業のアンケート結果
は，以下のとおりであった。
ア）法律事務所の実情と意見
（a）遺伝資源の出所開示をしている出願件数
年間件数： おそらく 5 件以下で 10 件を超えることはない。(デンマークでの遺
伝資源を伴う特許のほとんどは，EPO に出願され審査される。)
（b）出所開示制度に対応することによる法律事務所の状況変化
特に変化なし。
（c）特許制度と出所開示制度との整合性に関する意見
我々は，
「出願人の法的権利」と「特許保護を受ける条件としての遺伝資源出所開
示」は相反する立場にあると見ている。またデンマークでは，情報開示だけを出願
人に要求しており，情報を提示しなくても出願が拒絶されることはなく，特許もデ
ンマーク特許庁から付与されるだろう。もし第三者によってその特許の法的有効性
が問われた場合は，行政的再審査又はデンマークの裁判に委ねられる。遺伝資源の
出所開示は，行政命令(特許及び補足的な保護証明書に関するデンマーク指令)では
要求されているが，
デンマーク特許法では出所開示を要求していない限りにおいて，
開示がないことを理由にその特許を無効にするべきではない，というのが我々の意
見だ。
（d）出所開示制度によるバイオパイラシー等の問題解決の可能性
医薬品関連の発明においては，使用された遺伝資源情報を入手することが，出願
人にとって非常に困難なことが度々ある。我々は倫理的問題が特許法によって解決
されるのではなく，途上国の人々の遺伝資源と伝統的知識を保護する多国籍間協定
で解決されるべきだと考えている。
イ）出願人の実情と意見
A. 企業名：匿名
（a）特許出願時の遺伝資源の出所開示制度」について
以下のようなシステムなら，反対はしない：
・原産国や出所を知らない者はその旨記載することができる。
・この規定は特許出願又は登録特許の有効性には影響を与えない。
・特許出願中，登録後にかかわらずいつでも，これに関連する情報の申請や補
正ができる。
・これら規定に意図的に応じなかった出願人/特許権者に対する制裁は特許法以
外の民事制度で規定される。
・この規定はヒトの試料には適用されない。この規則が適用されるのは以下の
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場合：
A. 遺伝資源に直接関係する発明
B. 遺伝資源に直接由来する発明
C. 遺伝資源がその発明を達成するのに必須である発明
・この規定が導入される以前，又は CBD 発効以前に採取された材料にはこの
規定は効力を有しない。
・この制度が実効的に機能するように明確な規則が用意されていること。
（b）出所開示をすることの負担感
特に負担感が増加したという感じはしない。
（c）出所開示制度導入による企業活動上変化の有無
遺伝資源を入手する際，全ての出所を確認することがルールになった。
（d）出所開示制度は ABS に貢献しているか否か
現時点では判断できないが，恐らく従来の方法と比べて特に効果があるとは思
えない。
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７．２

出所開示要件の制度・運用・実施状況概括表

アンデス共同体

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

決 定 第 486

遺伝資源又は加盟国のいずれ

国家を代表する国の管轄当局

特許出願時にアクセス契約書

アクセス契約書のコピーを提

号

かが原産地国であるものから

及び当事者との間で，アクセス

のコピーを添付

出しないと，特許無効にされ

なる生産物から得られた，又は

するための条件を定める契約。

アクセス機関
なし

る。

発展したもの
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

同上

国家環境局

のコピーの添付
ブラジル

決議 207 号

遺伝を構成する要素の試料へ

特定の様式Ⅰに遺伝材料の出

遺伝資源の原産国の開示

開示又はアクセス認可がない

遺伝資源管理委員会

2009 年

のアクセスの結果として，その

所を記載し，該当する場合は，

ブラジルが原産国の場合は，適

場合は，特許無効にされる。

(CGEN)

目的が達成された発明

対応するアクセス認可番号を

正にアクセスされた証拠

違反行為又は不作為には，違反

特許庁に報告しなければなら

のレベルに応じて，警告，罰金，

ない。

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。

コスタリカ

なし

生物多様性の構成要素に関係

国家種苗局及び知的・産業財産

特許の保護を付与する前に，原

技術事務局が特許出願に反対

国家生物多様性管理委

した革新に対して知的財産権

登記所は，委員会の技術事務局

産地証明と PIC の存在が要求

する場合は，出願者に通知し，

員会(CONAGEBIO)

や産業財産権の保護を求める

に，事前に諮問することを義務

される。

30 日以内に回答を要求する。

もの(生物多様性法(No.7788)第

づけている。

期間内に出願者が不履行の場

80 条)
パナマ

なし

環境法 No.41 第 71 条及び施行

合は，罰金が科せられる。
・すべての書類あるいは採取し

- 248 -

・使用した遺伝・生物資源が掲

明らかではない。

環境庁(ANAM)

特許法

対象の発明

出所開示要件

開示のレベル

規則 No. 25 において，
「遺伝・

た遺伝又は生物の資源に関す

載されている全ての刊行物又

生物資源又は材料が使用され

る要約に，その遺伝資源の出所

は一覧表

たすべての発明」と規定してい

又は起源を宣言する。

・発明に使われる遺伝・生物資

る。

・発明に使われる遺伝物質の出

源又は材料についての出所，又

所又は起源を証明書として開

は起源の証明書の提示

違反への措置

アクセス機関

なし

環境・天然資源省の遺

示する。
ベネズエラ

なし

なし

なし

なし

伝資源アクセス委員会
EU

EU バイオ指

動植物由来の生物材料又は発

原産地に係る情報を知ってい

令の前文

明に当該材料を使用するもの

るときは，必要に応じて，特許

及び付与された特許権の有効

出願にその情報を含める。

性に影響を与えない。

Recital 27
ベルギー

デンマーク

ドイツ

イタリア

第 15 条

植物又は動物由来の生物材料

原産地を知っている場合には，

第1項

に基づく発明

原産地に係る記載

施行規則

植物又は動物の生物材料に関

第3 条

係する発明又は使用する発明，

第4項

第 34a 条

なし

出所開示の有無等は，出願審査

なし

所定の様式に記載

なし

なし

出願人が認知している材料の

開示形式に関して，出願人は自

出所開示がないことによって

National Forest and

地理的な出所に関する情報

由に記述すればよい。

特許権の有効性が損なわれる

Nature Agency

又は遺伝資源の派生物に基づ

不知の場合は，この旨を出願書

ことはない。

(NFNA)

く発明

類に記載する。
出願の審査又は特許権の有効

なし

植物又は動物由来の生物材料

原産地に係る情報を知ってい

に基づく発明，又は発明に当該

るときは，特許出願にその情報

材料を使用する発明

を含める。

法律第 78 号

発明の基礎となる動物，植物由

1.動物又は植物由来の場合：動

左記 1.の場合：発明者又は出願

出所の記載がない場合には産

第5条

来の生物材料，ヒト由来の生物

物/植物の種，動物/植物の提供

人により署名した宣言書

業財産権の登録簿に注釈が施

材料，微生物又は遺伝子組換え

国，並びにその他の情報

左記 2.の場合：使用に同意した

される。
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出願書類の所定の欄に記入

性は，影響を受けない。

なし

特許法

ノルウェー

第8条b

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

患者により署名された宣言書

得た患者の事前の同意

左記 3.の場合：国内及び EU の

3.微生物又は遺伝子組換え生物

法律に基づくことを述べる発

の場合：国内及び EU の法律に

明者又は出願人により署名さ

基づいて生物材料を得たこと

れた宣言書

生物学的材料又は伝統的知識

生物学的材料，伝統的知識又は

供給国の場合：供給国の情報，

情報開示義務は，特許出願の手

なし

に関係する発明

供給国に関する情報

又は使用に関する事前の同意

続や登録特許の権利の有効性

供給国が原産国でない場合，原

原産国でない供給国の場合：原

には影響を与えない

産国の開示

産国の記載又は原産国の事前

開示義務不履行の場合には，罰

の同意

金又は 2 年未満の禁固刑が科

ヒト由来の場合：提供したヒト

せられる。

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
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

植物又は動物を由来とする生

生物材料の地理的出所につい

出所が不知の場合，その旨の記

出願の手続や特許権の有効性

なし

令第 5 条 a

物材料に関する発明

ての情報

載(ヒトの遺伝資源を除く。)

に影響を与えない。

第 49a 条

遺伝資源に直接基づいている

遺伝資源を提供している国又

原産国，遺伝資源提供国，遺伝

要件を満たさない，補正期間内

発明

は伝統的知識の起源である先

子データベース，動・植物園等

に補正しない場合は，出願を拒

住民又は地域社会を，出所情報

を含む。不知の場合は，その旨

絶する。不当の不知に関する宣

として開示することが必要

を宣言する

言は，10 万フランの罰金

スイス

ニュージーランド

なし

なし

なし

なし
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なし

なし

なし

中国

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

第三次改正

遺伝資源に依存して完成した

出願書類への遺伝資源の直接

遺伝資源に依存していること

開示義務不履行の場合は，拒絶

所在地の省，自治区，

第 5(2)条，第

発明

的由来と原始的由来の説明，

を願書に説明し，所定の様式に

の理由となる。遺伝資源の不正

直轄市人民政府の牧畜

原始的由来を説明できない場

記入しなくてはならない。

利用を伴う特許発明は，特許権

獣医行政主管部門

26(5)条

合，その理由の陳述
インド

なし

付与後の無効理由となる。

生物多様性法(2003 年 N0.18)

特許付与の前までに NBA から

特許規則様式１において，特許

NBA の承認がない場合は，出

国家生物多様性局

第 6 条に，「インド共和国で入

の許可を得ること

付与の前までに国家生物多様

願することができない。様式１

(NBA)

手した生物資源に関する任意

性局からの許可を得ることを

の添付がない，又は不備などに

の研究又は情報に基づく発明」

宣言しなければならない。

対して，補正の機会を与えても

と規定している。

対応しない場合は，出願を拒絶
することができる。

キルギス

なし

伝統的知識の保護に関する共

伝統的知識の由来を出願中に

権限のある機関の登録，又は登

左記の合意がないと，伝統的知

キルギス知的財産庁

和国法において，「伝統的知識

開示し，公衆に伝統的な知識の

録された伝統的知識に名前が

識を使用する権利を受けるこ

伝統的知識審査部門

の使用によって創作された特

出所を示さなければならない。

記載された証明書の所有者と

とができない。

許発明」と規定している
フィリピン

なし

共同省令第 1 号第 26.1 条(2005)

の合意
原産国の開示と生物資源探索

先住民文化共同体/先住民の自

開示義務違反があった場合，特

環境・天然資源省の下

由意思に基づく事前の了解

許無効となる。

にある「生物資源・遺

あるいはそれを商業化する主

罰則が科せられる違法行為が

伝資源に関する省庁横

体」と規定している。

リストアップされる。

断的委員会」

において，
「生物種を収集する， 契約の提示

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

生物，植物，動物の産物，又は

国内法の規定に従い正当な方

宣誓書の添付

宣誓書の添付がないと，出願が

なし

第 13 条

伝統薬の知識，農業知識，工業

法でその材料を取得した出所

存在していなかったものと見

知識，手工業の知識，文化遺産

を利用した旨の証明

なされる。

又は環境遺産に関係する発明
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南アフリカ

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

補正第 20 号

固有の生物又は遺伝資源や，固

南アフリカの生物資源又は遺

所定の様式に記載し，南アフリ

所定の様式の提出がない場合

環境省

(2005) 及 び

有の生物又は遺伝資源の使用，

伝資源又は伝統的知識若しく

カへの特許出願日から 6 ヶ月以

は，出願が受理されない。

その施行規

又は先住民社会を有する知識

はその使用に基づくか又は由

内に提出しなければならない。

所定の様式による虚偽の記載

則

の由来に関するする発明

来するか否かの記載

があった場合は，特許を取り消
される。
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