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分野での特許訴訟事件を担当するなど、豊富な経験を有する弁理士である。

安 常吾
（弁理士）

微生物寄託制度は、出発物質や最終産物が微生物等の生物学的物質(biological
material)を含む発明の再現性を担保するためのもので、生物学的物質を公認機関
に寄託して出願公開後に第三者に分譲できるようにすることによって明細書の記
載事項を補完するための制度である*1。
韓国は、特許手続上の微生物寄託の国際的承認に関するブダペスト条約 *2 に
1988 年に加入し、2015 年の特許庁の発表によると、特許微生物寄託件数は 1 万
件を突破した*3。
本稿では韓国における微生物寄託制度に関し説明する。
1.

微生物寄託制度の趣旨*4

1-1. 微生物*5 に係る発明は生きている生命体を対象とするものなので、特許明細
書にいくら詳しく微生物の菌学的性質やそれ以外の他の特性を記載したとしても、
第三者がその微生物を再現または入手してその発明を実施するのは実質的に不可
能である。このように、微生物に係る発明を、その発明の属する技術分野における
通常の知識を有する者が繰り返し再現できるように特許明細書内に記載すること
は不可能な場合があるので、これを補完するために書面主義の例外的規則として
「微生物寄託制度」が設けられた。
1-2. 同制度は出願人に当該微生物を公認機関に寄託させ、第三者に一定条件（寄
託者または特許庁の許可）で分譲させて当該発明を容易に実施できるようにする制
度で、微生物に係る発明の一定の確実性と繰り返し生産の可能性問題を解決するこ
とができる。
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、特許法施行令第 2 条
により当該微生物を特許庁長が定める寄託機関である国内寄託機関、または特許手
1
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続上の微生物寄託の国際的承認に関するブダペスト条約による国際寄託機関に寄
託して、その受託証を出願書に添付しなければならない。2015 年の改正法令によ
る微生物寄託制度では、特許出願書の書誌事項に産業通商資源部令で定める方法に
従ってその旨を記載するようにしている*6。ただし、その発明の属する技術分野に
おける通常の技術者が、その微生物を容易に入手できる場合にはその限りではない
と規定している(図 1 参照)。
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[図 1] 微生物寄託および出願手続の概要

2.

関連規定

微生物寄託制度関連の規定として、特許法施行令第 2 条、同令第 3 条、同令第 4
条、特許法施行規則第 23 条等がある。
2-1. 特許法施行令第 2 条（微生物の寄託）
①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、特許出願前に次の各
号のいずれか 1 つに該当する機関に、特許庁長が定めて告示する方法に従って当
該微生物を寄託しなければならない。ただし、当該発明の属する技術分野における
通常の知識を有する者がその微生物を容易に入手できる場合には寄託しなくても
よい。
1.

特許法（以下、「法」という）第 58 条第 2 項により、微生物寄託および分

譲に関する業務を担当する専門機関として登録された機関（以下、
「国内寄託機関」
という）
2
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2. 「特許手続上の微生物寄託の国際的承認に関するブダペスト条約」第 7 条に
より国際寄託機関としての地位を取得した機関（以下、「国際寄託機関」という）
②第 1 項により微生物を寄託した者は、特許出願書に産業通商資源部令で定め
る方法に従ってその旨を記載し、微生物の寄託事実を証明する書類(国際寄託機関
に寄託した場合には「特許手続上の微生物寄託の国際的承認に関するブダペスト条
約の規則」第 7 条の規則による受託証のうち最新の受託証の写しをいう。)を添付
しなければならない。
③特許出願人または特許権者は、第 1 項の微生物の寄託に対し特許出願後に新
たな受託番号が付与されたときには、遅滞なくその事実を特許庁長に申告しなけれ
ばならない。
2-2. 特許法施行令第 3 条(微生物に係る発明の特許出願明細書の記載)
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、法第 42 条第２項によ
る明細書(特許出願書に最初に添付された明細書をいう)に記載する際、第 2 条第 1
項本文により微生物を寄託した場合には、国内寄託機関または国際寄託機関から付
与された受託番号を、同項ただし書によりその微生物を寄託しない場合には、その
微生物の入手方法を記載しなければならない。
2-3. 特許法施行令第 4 条(微生物の分譲)
①第 2 条により寄託された微生物に係る発明を試験または研究するために実施
しようとする者は、次の各号のいずれか 1 つに該当する場合、産業通商資源部令で
定めるところにより、国内寄託機関または国際寄託機関からその微生物の分譲を受
けることができる。
1.

その微生物に係る発明についての特許出願が公開、または設定登録された場

合
2.

法第 63 条第 1 項(法第 170 条第 2 項にて準用する場合を含む)による意見

書を作成するために必要な場合
②第 2 条により微生物を寄託した者から微生物の分譲に対する許可を受けた者
は、国内寄託機関または国際寄託機関に申請して当該微生物の分譲を受けることが
できる。
③第 1 項および第 2 項により微生物の分譲を受けた者は、その微生物を他人に
利用させてはならない。
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2-4. 特許法施行規則第 23 条(微生物の分譲手続)
令第 4 条第 1 項により微生物の分譲を受けようとする者は、別紙第 19 号書式の
証明申請書に次の各号の書類を添付して特許庁長に提出しなければならない。
1.

令第 2 条第 1 項各号による機関に提出する分譲申請書

１通

2.

令第 4 条第 1 項各号に該当することを証明する書類

3.

代理人によって手続を踏む場合には、その代理権を証明する書類

１通
１通

2-5. その他、微生物寄託制度の効果的な運用のために「微生物寄託機関の登録お
よび運営に関する告示」や「特許微生物管理規定」等を設けている。

3.

微生物に係る発明の出願手続*7

3-1. 微生物の寄託
特許法施行令第２条は、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、
特許微生物寄託機関にその微生物を特許寄託し、特許出願書にその事実を証明する
書類（受託証）を添付しなければならないと規定している。
特許微生物寄託機関とは、特許庁長が定める寄託機関（国内寄託機関）またはブ
ダペスト条約第７条の規定により国際寄託機関としての地位を取得した機関（国際
寄託機関）を言う。韓国では韓国生命工学研究院の微生物資源センター(Korean
Collection for Type Culture; KCTC)*8、韓国微生物保存センター(Korean Culture
Center of Microorganisms; KCCM)*9、農村振興庁の国立農業科学院農業遺伝資
源センター(Korean Agricultural Culture Collection; KACC)*10、韓国細胞株研究
財団(Korean Cell Line Research Foundation; KCLRF)*11 が寄託機関として指定
されている。
特許微生物寄託機関の受託手続は、一般的に寄託申請書、微生物、寄託手数料が
受付けられると、同寄託機関での書類審査と生存試験を経て、寄託者に受託証（寄
託機関に当該微生物を寄託した事実を証明する書類）および生存証明書を発行する
という順で進められる（図２参照）。
4
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[図 2] 特許微生物寄託機関の受託手続
ただし、通常の技術者がその微生物を容易に入手できる場合は、これを寄託しな
くてもよいと規定している。容易に入手できる微生物には下記のようなものがある。
①市販の微生物
②出願前に信用できる保存機関に保存されており、保存機関が発行するカタログ等
により自由に分譲できる事実が確認された微生物。この場合、当該微生物の保存機
関・保存番号を出願当時の明細書に記載しなければならない。
③明細書の記載により通常の技術者が容易に製造できる微生物
3-2. 特許出願手続*12
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、その微生物を特許微生物
寄託機関に特許寄託した後、特許出願書に受託証の写しを添付し、明細書に寄託機
関の名称、受託番号、受託年月日を明示しなければならない（図１参照）。
ただし、微生物を寄託しない場合には、その微生物の入手方法を記載して、発明の
詳細な説明および図面に最終産物の製造過程または利用方法等を通常の技術者が
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容易に実施できるように具体的に記載することにより、発明の再現性を裏付けるこ
とができる。
分割出願、変更出願または国内優先権主張出願であって、微生物に係る発明が含ま
れており、寄託が必要な場合には、分割出願書、変更出願書または国内優先権主張
出願書にその旨を記載し、その事実を証明する書類を添付しなければならない。た
だし、その事実を証明する書類の内容が、原出願または先出願において既に提出さ
れた証明書類の内容と同一であり、これを援用しようとする場合には、その旨を明
記することにより、その証明書類に代えることができる。
また、国内段階に移行した国際特許出願の場合は、微生物を国際出願日前に国際寄
託機関に寄託し、特許出願書にその旨を記載するとともに、その事実を証明する書
類を添付しなければならない。
パリ条約優先権の主張を伴う出願であって、微生物に係る発明が含まれており、寄
託が必要な場合、その微生物が第一国出願前に寄託機関に寄託されており、その寄
託番号が第一国出願明細書に記載されていれば、優先権主張出願にて微生物寄託関
連手続を踏むことで、その発明に対しても優先権の効果を享有することができる。
3-3. 審査の留意事項*12
3-3-1. 2014 年 12 月 31 日以前の出願
・微生物の寄託が必要な出願であって、明細書に受託事実と受託番号が記載され
ていても受託証の写しが添付されていない場合、その微生物は寄託されていないも
のとみなす。ただし、受託証の写しを添付していなかったとしても、拒絶理由通知
書を受領した後、写しを添付する場合には適法とみなす。
・出願書に最初に添付された明細書に記載されていなかった受託番号を、補正に
より新たに記載することは、新規事項の追加とみなす[特許法第 47 条第２項]。
・寄託微生物の分類学上の位置の訂正により名称が変更された場合、寄託機関に
て発行された証明書の写しを提出すれば、当該微生物の名称を変更して補正しても、
新規事項の追加には該当しないものとみなす。ただし、新たに属すこととなった分
類の微生物の性質のうち、最初に添付された明細書に記載されていなかった科学的
性質等を記載することは、新規事項の追加に該当する。

6
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・微生物の寄託は発明の説明の記載を補充するためのものなので、該当微生物は
出願時には寄託されていなければならない[特許法第 42 条第３項第１号]。
・寄託日は、出願人が微生物を寄託機関に寄託し、寄託機関にてこれを受付けた
日とみなす。ただし、受託番号のみを明細書に記載して出願し、出願後にも補正等
による受託証の提出がない場合は、受託日に寄託がなかったものとみなす。
3-3-2. 2015年１月１日以後の出願
[方式審査]
・特許出願時の出願書に寄託についての旨を記載せず受託証のみを添付した場合、
または出願書にその旨のみを記載して受託証を添付していない場合には、補正命令
を受けることとなり、指定された期間内に補正されなければ、寄託関連手続は無効
となり得る。
・出願人がその旨を記載した出願書と受託証を提出したが、①特許出願前に寄託
していなかった場合、②出願書と受託証に寄託機関名、寄託番号、寄託日等を誤っ
て記載した場合には、補正命令を受けることとなり、指定された期間内に補正され
なければ、寄託関連手続は無効となり得る。
[実体審査]
・微生物の特許寄託が必要な出願であって、特許出願書に最初に添付された明細
書または図面に受託事実関連の受託番号は記載されているが、出願書にその旨を記
載しておらず、その事実を証明する書類を添付していない場合には、出願書にその
旨を記載することと、その事実を証明する書類を添付することを補正命令し、同補
正命令を受けたにもかかわらず、指定された期間内にその欠陥が補正されなかった
場合には、特許寄託関連手続を無効にすることができる。
・また、特許寄託関連手続に欠陥があり、その手続が無効処分された場合、当該
微生物に係る発明に対し特許法第 42 条第３項第１号が適用される。
3-4. 特許寄託微生物の分譲
特許寄託された微生物に係る発明を試験または研究のために実施しようとする
者は、その微生物に係る発明に対する特許出願が公開、または登録公告された場合
に、寄託機関からその微生物試料の分譲を受けることができる（図１参照）。ただ
し、上記手続によって微生物試料の分譲を受けた者は、その微生物を他人に利用さ
せてはならない。
7
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寄託機関および分譲関連内容を次の項目で説明する。

4.

微生物寄託機関および管理現況

韓国内では下記４つの寄託機関が運営中であり、これらの機関は、出願人(発明
者)が微生物を寄託すれば、受託番号を付与して受託証を発行している。
これと関連して特許庁は、第三者が研究または試験のために特許関連微生物の分
譲を申請する場合、微生物の分譲資格証明書を発行して寄託微生物の分譲を許可し
ており、寄託された微生物の管理実態を四半期ごとに点検している。
韓国生命工学研究院の生命資源センター(KCTC)、韓国微生物保存センター
(KCCM)および農村振興庁の国立農業科学院(KACC)は国際寄託機関および国内寄
託機関として指定されており、韓国細胞株研究財団(KCLRF)は国際寄託機関として
指定されており、国際特許出願だけでなく、国内特許出願時にも寄託機関として認
定されている(表１参照)。寄託可能な微生物の種類は寄託機関によって異なり、韓
国生命工学研究院の生命資源センター(KCTC)が最も幅広く生物資源について寄託
サービスを提供しているが、危険であると判断される性質を有する微生物、特別な
水準の実験室要件が必要な微生物は、寄託可能な微生物から除外されている(表２
参照）。
韓国生命工学研究 韓 国 微 生 物 保 存
区分

院の生命資源セン セ

ン

タ

ー

韓国細胞株研究財
団(KCLRF)

農村振興庁の
国立農業科学

ター(KCTC)

(KCCM)

国際寄託機関

資格あり

資格あり

資格あり

資格あり

（指定日）

（1990. 6. 30）

（1990. 6. 30）

（1993. 8. 31）

（2015. 5. 1）

国内寄託機関

資格あり

資格あり

（指定日）

（1981. 8. 25）

（1981. 8. 25）

資格なし

院(KACC)

資格あり
（2002. 1. 1）

（基準：2015 年 9 月 30 日）
[表 1] 韓国における微生物寄託機関の現況
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韓国生命工学
研究院の生命

区分

資源センター
(KCTC)

寄託
微生物

韓国微生物 韓国細胞株
保存センタ 研 究 財 団
ー(KCCM)

(KCLRF)

農村振興庁
の国立農業
科

学

院

合計

(KACC)

国内

1357

1717

-

1516

4488

国際

3901

1615

343

3

5964

全体

5258

3332

343

1519

10452

591

354

262

309

1516

分譲微生物

（単位：件）
[表 2]

寄託機関別の微生物微生物および分譲現況*13

特許庁は、微生物寄託業務についての改善対策を推進し、ブダペスト条約に反す
る一部微生物の寄託機関の内部規定を改正し、寄託機関別に異なっていた書式を統
一した。また、申請者の便宜のために微生物分譲手続を簡素化させ、オンライン申
請システムを設けて特許庁ホームページから申請できるようにした。さらに、微生
物関連特許資源の保存および管理のために、2006 年に既存の寄託微生物の保管場
所とは別の場所に特許微生物に対するバックアップを行い、「微生物寄託機関の登
録および運営に関する告示」を改正して寄託機関の特許微生物複製本の保管の義務
化および保管施設の要件を規定した。2010 年には戦争や地震等の非常時にも微生
物関連特許資源の保全を担保するために、各寄託機関に非常時の特許微生物管理計
画を設けた。
現在特許庁では、寄託機関別に異なる非常時の特許微生物管理計画に対し、寄託
機関と共に総合化・統一化を進めるために、特許生物資源寄託機関の運営委員会を
年２回開催している。そして、国家特許微生物統合保存所を農村振興庁の国立農業
科学院に指定（2013 年 4 月）して運営中であり、乙支訓練期間（国家非常事態に
備える政府主導の定例訓練の期間）に特許庁と寄託機関の災難に備えた訓練を毎年
実施している（図３参照）。
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KCTC

KCCM

特許微生物

特許微生物

KCLRF
特許微生物

国家特許微生物統合保存所
特許微生物の
複製

KACC

特許微生物
複製本

特許微生物

[図 3] 特許微生物の国家安全管理システム

5.

微生物寄託関連の判例

上記にて説明したように、微生物に係る発明の再現性を担保するために、書面主
義の例外として微生物寄託制度が運用されているので、微生物に係る発明の出願時
には、出願前に寄託し、その内容を明細書に記載して受託証も共に提出しなければ
ならないことに留意すべきである。要件を満たしていない場合、特許法第 29 条第
１項本文（発明の成立性、未完成発明）または特許法第 42 条第３項第１号（実施
可能要件）が問題になり得る。
微生物寄託の要件が問題となった判例をいくつか紹介することで、結論に代える
こととする。
5-1. 大法院 2005 年９月 28 日宣告 2003 フ 2003 判決
特許法施行令第１条第２項に定める「寄託事実を証明する書面」とは、微生物の
受託機関が発行する微生物受託番号通知書や受託証等のように、当該微生物の寄託
事実を客観的に証明する書面のことなので、特許発明の出願時に提出された明細書
に当該微生物の寄託番号、寄託機関の名称および寄託年月日を記載したとしても、
それは特許法施行規則第 31 条の２第１項の明細書の記載要件を満たしたものとみ
なしえるに過ぎず、そのような出願書の提出をもって上記施行令第１条第１項の
「寄託事実を証明する書面」が提出されたとはいえず、本件の微生物が米国の
ATCC に寄託されているという事実のみでは、本件特許発明の優先日である 1984
年 12 月４日頃にその発明の属する技術分野にて通常の知識を有する者が、本件微
10
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生物を容易に得ることができるとはいえず、特許発明の審査段階において微生物の
寄託証明書の未提出を看過したまま特許になったからといって、その出願手続上の
瑕疵が治癒されたと見るべき、または出願における瑕疵をもって特許の効力を否認
することが禁止されていると見るべき、何らの根拠もないので、微生物の寄託に関
する要件を満たしていない本件特許発明は、未完成発明に該当する。
5-2. 大法院 2002 年９月６日宣告 2000 フ 2248 判決
外来遺伝子であるヒト EPO ゲノム DNA が指定機関に寄託されておらず、明細
書に記載された技術構成も当該発明の属する分野における通常の知識を有する者
が、明細書の記載によって繰り返し実施して目的とする技術的効果を得ることがで
きる程度にまで具体的かつ客観的に開示されているとはいえないので、未完成発明
に該当し、未完成発明は拡大された先願の地位を有することができない。
5-3. 大法院 2002 年 12 月 27 日宣告 2000 フ 327 判決
引用発明の特許出願人は、特許庁長指定の寄託機関に上記微生物を寄託してもお
らず、また、当業者が上記微生物を容易に得ることができると認められるだけの何
らの証拠もないので、このことから既に引用発明Ａは当業者が繰り返し実施して目
的とする技術的効果を得ることができる程度にまで具体的かつ客観的に構成され
ている完成された発明とはみなし難い。
5-4. 大法院 2002 年 11 月８日宣告 2001 フ 2238 判決
本件出願発明に使用された微生物のうち、ベクターpD11 または pBD は特許庁
長が指定する国内寄託機関に寄託されておらず、当業者が本件出願発明の出願当時
容易に入手できたことを証明する資料がない以上、さらに検討する必要もなく、本
件出願発明は当業者が容易に再現して実施できない発明に該当する。
5-5. 特許法院 2011 年 10 月 28 日宣告 2011 ホ 2947 判決（確定）
発明に用いられた微生物が新規の微生物と認められる場合には、微生物寄託制度
に関する法令の趣旨に照らして、一応これを寄託する必要があるといえるが、最終
生成物や中間成生物はそれ自体が寄託されていなくても、これを生成する過程に必
11
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要な出発微生物が公知の菌株である場合、またはその発明の属する技術分野におけ
る通常の知識を有する者が容易に得ることのできるものである場合には、その最終
微生物や中間成生物はそれ自体の寄託を要求するものではないので、(中略)

単に

多少多くの実験を伴っているという事実のみで、本件出願発明の発明の再現性を裏
付けるために、最終生産物である微生物等の寄託が必ずしも必要な発明であるとは
いえない。
注
*1…http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=8045&catmenu=
m06_02_05

*2…ブダペスト条約(1980.8.19.発効)：多国に微生物に係る発明を出願する場合、特許手続
上、１つの国際寄託機関に寄託した後に条約同盟国に出願すれば、その効果を相互認定するこ
とを主な内容としている。韓国は 1987 年に加入し、2012 年 12 月には 78 カ国がさらに加入
した。現在４１の国際寄託機関が公認中である。
微生物に係る発明の特許出願時には寄託機関に微生物の特許寄託をするよう義務化した。これ
は特許法施行令第２条、「微生物寄託機関の登録及び運用に関する告示」によるものである。

*3…http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20150323150101&typ
e=det&re=

*4…韓国保健産業振興院の保健産業特許動向(2016)、「特許における微生物寄託制度」、特
許庁バイオ審査課のパク・ジョンウン バイオ医薬品パート長

*5…特許庁の産業部門別審査実務ガイド(生命工学分野の付録)によれば、微生物寄託制度にお
いて微生物とは、遺伝子、ベクター、組替えベクター、形質転換体、融合細胞、組替えタンパ
ク質、モノクローナル抗体、ウィルス、細菌、酵母、カビキノコ、放線菌、単細胞藻類、原生
動物、動植物の細胞、組織培養物、種子等、特許手続上、寄託可能な生物学的物質(biological
material)を意味する。

*6…微生物に係る発明の特許出願時には寄託機関に微生物の特許寄託をするよう義務化した。
これは特許法施行令第２条、「微生物寄託機関の登録及び運用に関する告示」によるものであ
る。
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*7…韓国保健産業振興院の保健産業特許動向(2016)、「微生物特許寄託をもって発明の再現
性を裏付ける」、特許庁バイオ審査課のチェ・ジュンホ審査官

*8…http://kctc.kribb.re.kr/English/index.aspx

*9…http://www.kccm.or.kr/

*10…http://www.naas.go.kr/english/

*11…http://cellbank.snu.ac.kr/english/

*12…韓国特許庁 特許および実用新案審査基準 2601-2607

*13…特許微生物寄託が始まった 1981 年から 2015 年６月 30 日までの累計である。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)
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