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農業知財に関するバイオパイラシー問題の潮流と今後の課題 

久野秀二（京都大学大学院経済学研究科） 

 

1. はじめに 

知的財産権（知的所有権）とは、研究開発など人間の知的活動の成果物に財産的な価値を見いだし、それを
特許権・実用新案権・商標権等の産業財産権（工業所有権）や著作権など法律で規定された権利として保護す
る考え方である。それは知的活動の成果物を利用することから生ずる利益の「専有可能性」を高めることによ
って知的活動への努力（イノベーション）を促すものである。非商業的な研究開発努力の成果に対する非経済
的な報酬も「利益」に含まれるとはいえ、そこで念頭に置かれているのはやはり成果物の商業的利用に伴う経
済的利益であり、したがって、特許を中心とする知財政策は潜在的に産業政策と不可分のものとして存在して
きた。とくに、米国政府が 1980～90 年代に一気に推進したプロパテント政策を通じて、知財政策が産業競争力
強化政策の柱の一つとして重視されるようになった。連邦政府資金で研究開発した技術や知識を大学や民間企
業が知的財産権として保有することや連邦政府研究機関が特許技術の専用実施権を民間企業に供与することを
認めたバイ・ドール法（1980 年；84 年に改訂）はその象徴である（久野 2002）。バイオテクノロジー分野で、
微生物特許を認めたチャクラバティ判決（1980 年）や植物特許を認めたヒバード判決（1985 年）、動物特許を
認めたハーバード・マウス判決（1988 年）など、それまでタブー視されていた生命特許が相次いで認められた
のもこの時期であり、バイオテクノロジーによって解析され操作可能となった植物や微生物の遺伝子（DNA 断
片）にも特許が付与されるようになった。農作物の改良品種については多くの国で新品種保護制度によって育
成者の権利が保護されているが、「植物新品種保護に関する国際条約」（UPOV 条約）1991 年改訂を受け、それ
まで例外扱いだった農民の自家採種が制限されるなど、育成者権の強化が時代の趨勢となっている。 

こうした知的財産権の強化が民間企業の研究開発投資を促し、先端科学技術の産業化とその競争力強化をも
たらしたという意味では、政策が意図した通りだったと言えるかもしれない。しかし、生物遺伝資源に依存し、
生命と環境と文化に密接に関わる農林水産業や医薬産業などの部門において知的財産権を過度に追求すること
が、一方で、「公共財的性格の強い科学技術知識」が私有化され「公共の利益のための科学の貢献」が歪められ
る状況（宮田 2007）に結果し、他方で、本稿で詳しく論じるように、その多くが開発途上国の農村集落や先住
民集落において育まれ守られてきた生物遺伝資源や伝統的知識が先進国の科学者や企業によって勝手に持ち出
されるだけでなく、さらに知的財産権が付与され、本来帰属すべき農民・先住民族の経済・社会・文化に否定
的影響を及ぼすような状況（Shiva 2001=2005）に結果してきたことを忘れてはならない。後者の影響を批判的
に論じる場合、これを「バイオパイラシー」と呼ぶ。 

本稿では以下、第一に、このバイオパイラシーを定義し、特徴的な事例を紹介する。第二に、バイオパイラ
シーに対して国際社会がどのように対応してきたかを論じる。第三に、生物遺伝資源（種子）に対する農民や
先住民族の基本的人権としての権利や主権についての考え方を紹介し、最後に、そうした権利や公共の考え方
に依拠したオルタナティブな農業知財戦略の可能性について論じ、今後の課題と展望を示したい。 

 

2. バイオパイラシーの定義と事例 

 バイオパイラシーという用語は、遺伝資源問題を中心に活動してきたカナダの NGO、RAFI（現在の ETC 
Group）を主宰するパット・ムーニーが、生物資源に対する「海賊行為」を糾弾するために 1993 年に創り出し
た造語である 1。生物資源と知的財産権に関する解説書・解説論文では「生物資源利用者が生物資源提供者の同
意を得ずに（あるいは相互合意条件に反して）不適切に持ち出して利用し、その成果である利益を生物資源提
供者に適切に配分しない行為」といった類いの技術的な定義が用いられることがあるが、生物資源の利用者と
提供者との間の構造的な関係性が説明されていない点、問題となっているのが単なる取得と利用ではなく特許
等による排他的所有権の取得であることへの言及がない点で不十分である。ETC Group は「農村及び先住民コ
ミュニティの知識や遺伝資源が、特許又は知的財産権によって排他的独占支配することを企図する個人又は機
関によって専有されること」と定義している。ヴァンダナ・シヴァ（2001=2005）の「開発途上国（非工業文
化）で数世紀にわたって利用されてきた生物資源、生物製品や製法に対する排他的所有権や支配を正当化する
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ために知的財産権制度を利用すること」という定義では生物資源の派生物も含まれており、「第三世界の人々の
イノベーション、創造性、才能に基づく生物多様性と伝統的知識に特許を主張すること」という補足には、途
上国の人々の高い貢献性（＝広義の知的活動）の強調とともに、それを軽視・無視する先進国の特許制度への
批判が込められている。彼らにとっては自明のことなので明言されていないが、例えば『大辞林』では「海賊
行為」の主体が「先進国の多国籍企業など」とされている。 

 これらの定義にも明らかなように、バイオパイラシーは生物資源をめぐる南北間対立の構図を示唆している
が、それは「生物多様性の中心地」（原生地）が開発途上国に偏在しているからである。だからといって、バイ
オパイラシーが不可避だったということではない。西アジアを原生地とするコムギが栽培植物として世界中に
伝播し、中央アジア原生のライ麦が北欧で栽培化されたのは紀元前 3000 年頃とされるが、アンデス原産のジャ
ガイモや中央アメリカ原産のトウモロコシやトマトが欧州大陸に伝播したのが 15～16 世紀の大航海時代、東ア
ジア原産のダイズが北米に伝播したのが 19 世紀であったことから分かるように、栽培植物の探索と導入の歴史
は植民地支配と無関係ではない。しかし、これらの歴史的事例が、貿易を通じた搾取・収奪が現在も続くバナ
ナやコーヒー、カカオ等の熱帯農産物を含めて「文明を支えた植物」や「世界を変えた植物」といった言説に
よってナイーブに紹介されることはあっても、バイオパイラシーと呼ばれることは稀である。バイオパイラシ
ーが問題視されるのは、それが生物資源や伝統的知識の特許化を通じて「二重の窃盗」、すなわち「一つは創造
性とイノベーションを盗むからであり、第二に盗んだ知識に対する特許で得た排他的権利がその土地固有の生
物多様性と知識に基づいて日々生存している人々の経済的な選択肢を盗むから」であり、やがて「特許は独占
権を生み、日常的に使用する製品の価格を引き上げるために使われる」からである（Shiva 2001=2005）。いず
れも有名な事例だが、ここでいくつか紹介しておこう 2。 

（１）バスマティ米――インドで古くから栽培されてきたバスマティ米（Basmati Rice）は上質な香り米で、中
東や欧州、米国などに広く輸出され、1996/97 年に 2.8 億㌦の外貨を稼ぐほどの重要作物であった。ところが、
米国テキサス州のライステック社が 1997 年、インドのバスマティ米と同じ特性を有する系統の遺伝子と種子、
植物体に対する米国特許を取得してしまった。米国の長粒種とのハイブリッド品種でしかなかったが、非常に
広範囲な特許請求（クレーム）が認められ、しかもインドの原産地名であるバスマティの名称を含んでいたた
め、同社の許可を得てロイヤリティを支払わなければ、インドの農民も自分たちの伝統的なバスマティ米の品
種を栽培し、それをバスマティ米として米国（を含む西半球諸国）に輸出できなくなるおそれが生じた。イン
ド政府とパキスタン政府はこの特許に強く抗議し、新規性の欠如や原産地名の勝手な利用を争点に特許無効を
訴えた。最終的に 2001 年、20 クレームのうち 15 クレームの無効を勝ち取ったが、この訴訟に数十万㌦を費や
したとされる。 

（２）エノラ豆――カナリア豆やマヨコバ豆、ペルー豆とも呼ばれるメキシコ原産の黄色豆を、米国コロラド
州にある種子会社の社長が 1994 年に持ち帰り、その一種を「エノラ豆（Enola beans）」として 1996 年に特許
出願し、1999 年に取得した。この米国特許に対して再審査請求を行ったのは、当該品種を含む黄色豆の遺伝資
源を保存していた国際熱帯農業センター（CIAT）であり、FAO もこれを支持した。特許品種は同センター保
存の 6 系統と遺伝的に同等であり、したがって種子の公共財的性格と自由配布の精神に反すると判断したから
である。ところが、同社長はこれに反発し、当該品種を米国で栽培していたメキシコ系農民や加工業者を 2001
年に特許侵害で訴えたことから、バイオパイラシー問題が世に知られることとなった。2005 年に特許性が否定
され、不服審判請求も 2008 年に退けられ、最終的に特許は取り消された。 

（３）フーディア――南部アフリカに広がるナミブ砂漠に分布する多肉植物フーディア（Hoodia）は、同地域
の主要な狩猟採集民族であるサン族が砂漠で長期間狩猟する際に持参する習慣があることで知られていた。こ
うした伝統的知識を踏まえ、南アフリカ共和国の科学産業研究評議会（CSIR）がフーディアの採取を始めたの
は 1963 年頃とされるが、1980 年代に食欲抑制成分を含む物質を発見し、1995 年に特許を取得、1997 年に英
国企業ファイトファーム社にライセンス供与し、さらに同社を通じて大手製薬企業のファイザー社に専用実施
権が設定された。ところが、サン族の合意を得るための説明や交渉がまったく行われていなかったことが 2001
年に発覚。これを問題視した NGO やメディアが声を上げ、バイオパイラシー問題が広く知られるに及んで、
2003 年にようやく CSIR とサン族との間で利益配分契約が結ばれた。しかし、サン族が受け取る利益配分は
CSIR がファイトファーム社から受け取るロイヤリティの 6％および事業収益の目標達成時に支払われる一時金
とされたが、ファイトファーム社やファイザー社の莫大な収益と比べれば非常に限られていた。それでもサン
族にとっては貴重な収入だが、南部アフリカに国境を越えて広く居住するサン族コミュニティの間で公正かつ
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衡平に分配するのは容易ではない。また、ファイザー社が 2003 年にファルマシア社を吸収合併した際にフーデ
ィア開発事業が手放され、代わって 2004 年に事業参入したユニリーバ社も 2008 年に撤退している。フーディ
アの食欲抑制成分を対象とする CSIR の特許は植物体そのものを原料としたサプリメント等の開発と商品化に
は効力が及ばなかったため、効能や安全性の評価も不十分なまま関連商品が無秩序に現れ、フーディアの乱開
発を招く一方、新たに利益配分契約を結んだ場合を除き、サン族に利益配分されることはなかったという。 

（４）ニーム――インドで何世紀にもわたって、「奇跡の木」として医療や農業の分野で広く用いられてきたニ
ーム（Neem、インドセンダン）の種子から殺虫成分を抽出する技術に対して、1971 年からニームを輸入して
いた米国の木材輸入業者が 1985 年に米国特許を取得した。この特許の専用実施権を大手化学企業 W.R.グレー
ス社が 1988 年に取得すると、同社は関連技術に対する特許を次々と取得し、1992 年にインドの製造業者との
合弁で自社製品の製造を開始した。同社はその過程でインド国内の製造業者数社にアプローチして技術の買い
上げや同社への原料供給を提案していた。多くは拒絶されたものの、同社の事業拡大によってニーム種子の価
格が上昇し、地元の農民や医療者、製造業者がそれまで自由に入手していた種子原料へのアクセスを妨げられ
る事態となった。他方、同社が米国農務省とともに 1995 年に取得した欧州特許については、インド政府が特許
無効請求を起こし、2000 年の特許拒絶判断に対して同社が不服審査請求するも、最終的に 2005 年、欧州特許
の無効が確定した。同社はニームの木や根や種子そのものを特許化したわけではなく、「近代化された抽出方法
こそが真のイノベーション」だとして特許を正当化する議論を繰り返したが、インド政府の「生物遺伝資源の
特許化は、原住民が何百年も続けてきた伝統を破壊し、開発途上国の経済を阻害する」、「原住民の伝統的知識
は先進国における特許制度と同様な効力を持つべきものである」という主張が認められた。 

（５）ターメリック――農業知財ではないが、インドで古来より傷や発疹の治療薬として利用されてきたター
メリック（Turmeric、ウコン）の創傷治療法に関する米国特許が 1993 年に出願され、1995 年に認められた。
翌年、政府機関であるインド科学産業研究評議会が特許の無効を訴え、米国特許商標庁に再審査請求を行った。
新規性を否定するための根拠として先行知識・技術の存在を示す必要があった。そこで参照された資料が民間
療法に関するサンスクリット語の古代文献を含んでおり、特許クレームが対象とするターメリック粉末に直接
言及した記載もなかったため特許権者に反論の余地を与えたものの、1997 年に「広く用いられているもの」と
認定され、証拠資料の民間療法に関する文献も「広く公用されており、有効である」として、新規性否定の判
断が下された。特許権者はクレームの内容を修正するなどして対応したものの、1998 年に特許取消が確定した。
科学的完成度の低い伝統的知識であっても、それが広く利用されてきた事実をもって特許が無効となる可能性
を示す最初の事例として、非常に重要な案件である。 

（６）バイオメジャーが関与したその他の事例 

 バイオメジャーが関与した事例として、次の３点を指摘しておきたい。①インディラ・ガンジー農業大学の
研究者が 1970 年代に収集・保存してきた約 2 万点ものインド在来のコメ遺伝資源コレクション（Richharia’s 
Collection）について、同大学との共同研究支援の見返りにシンジェンタ社が自由にアクセスして商品化する権
利を獲得する交渉が秘密裏に行われていたことが 2002 年に発覚した。市民団体や農民団体、学生団体、生物多
様性保全運動団体などが抗議行動を起こしたことから、最終的に同社は契約を断念することになった。②モン
サント社がインドの伝統的な小麦品種（Nap Hal）を元に育成した小麦品種に対して 2004 年に欧州特許を取得
した。チャパティを作るのに適した小麦を幅広くカバーするような特許クレームだったため、同様の特性を有
する小麦とそれを用いた小麦製品に同社の特許権が及ぶ可能性が生じた。インドの科学技術エコロジー研究財
団やグリーンピース等による抗議行動を受け、モンサント社は早々に特許の権利行使を断念する方針を表明し
たため、具体的な審理をせずに特許取消が決まった。専門家による客観的な法解釈によれば、とくに違法性は
なかったとのことだが、有用な遺伝的特性を商品化するために何らかの改良を最後に加えようとも、元になっ
た特性自体は各地の農民が長い時間をかけて改良を積み重ねてきた結果であって、これを特許権によって排他
的に囲い込むことへの批判は根強い。③北米や欧州で猛威を振るったウリ黄化萎縮病ウイルス（CYSDV）に抵
抗性をもつインドのメロン系統を元に改良した品種に対して、モンサント社が 2011 年に欧州特許を取得した。
この系統は国際シードバンクにも登録されていたものだが、これを元に改良したウイルス病抵抗性のすべての
育種素材に対するアクセスが当該特許によって阻害されるおそれが生じたため、強い批判を浴びた。2016 年、
NGO 等による無効請求が最終的に認められた。 
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田上（2008）はバイオパイラシーをめぐる主な主張を次の３点に整理している。第１に、保有者の意に反し
て第三者が遺伝資源・伝統的知識にアクセスし商業利用することを問題視する主張がある。保有者である地域
社会で伝統的に神聖なものとして扱われてきたような遺伝資源・伝統的知識は当該地域の慣習法に従って利用
されるべきであり、その範囲を逸脱した第三者によるいかなる利用も許容できないとされている。極論に聞こ
えるかもしれないが、地域社会で神聖なものとして扱われる生物資源やそれに関わる伝統的知識を尊重する姿
勢が求められている。第２に、遺伝資源・伝統的知識の商業利用から生ずる利益配分が公正・衡平に行われて
いないことを問題視する主張がある。この場合、遺伝資源・伝統的知識へのアクセスと利用はもちろん、知的
財産権の取得も許容されるが、公正で衡平な利益配分が行われる仕組みが構築されることが前提である。後述
する名古屋議定書や FAO 食料農業遺伝資源条約はそのための国際枠組みの試みだが、その具体的な運用は各国
法制度に依るところが大きく、実効性に課題を残している。フーディアの事例がこれに該当する。第３に、第
三者が遺伝資源・伝統的知識に係る研究成果に関して知的財産権を取得することを問題視する主張があり、よ
り具体的には、パブリック・ドメインとなっている伝統的知識等への知的財産権付与（瑕疵ある特許）を問題
視する場合と、生物一般に対する知的財産権付与（生物特許）を問題視する場合とがありうる。エノラ豆やニ
ーム、ターメリックの事例は、新規性・進歩性がないにもかかわらず付与された「瑕疵ある特許」に該当する
が、こうした伝統的知識に基づいて利用されてきた生物資源に対する特許付与そのものが問われたという側面
もある。瑕疵ある特許付与を回避するための措置として、「遺伝資源の原産国／出所／法的起源の認証システム」
や「事前情報に基づく同意（PIC）及び相互に合意する条件（MAT）の遵守を支援する措置」（ex. 知的財産権
申請時における遺伝資源・伝統的知識等の出所開示義務の導入）などが生物多様性条約（CBD）締約国会議や
世界知的所有権機関（WIPO）で議論されているが、後述するように利害対立が大きく、結論に至っていない。
最後にもう一つ付け加えるとすれば、インドのバスマティ米やコムギ、メロンの事例のように、通常の新品種
保護の範囲を逸脱した広範囲なクレームの特許付与が問題にされる場合がある。 

 

3. 生物資源と伝統的知識の保全と利用をめぐって錯綜する国際枠組み 

 国際社会が生物遺伝資源の重要性と生物多様性喪失の危険性を認識するようになったのは、それほど最近の
ことではない。FAO は戦後の早い時期から生物遺伝資源の探索・導入の重要性や国際協力の必要性を認識して
いたし、1972 年の国連人間環境会議（ストックホルム会議）では、世界の生物遺伝資源を保存するための国際
計画・国際連絡機構の設立が勧告され、1974 年には CGIAR（国際農業研究協議グループ）の傘下に国際植物
遺伝資源理事会（IBPGR）が設立されている。しかし同じ頃、国連貿易開発会議（UNCTAD）第３回総会
（1972 年）や国連資源特別総会（1974 年）で提唱された「新国際経済秩序（NIEO）」をはじめ、開発途上国
の経済的利益や天然資源をめぐる国家主権などが盛んに議論されるようになっていた。さらに、進展しつつあ
ったバイオテクノロジーの産業化における重要な戦略資源として生物遺伝資源を位置づけ、その囲い込みを図
ろうとする先進国・多国籍企業の動きも始まっていた（久野 2002）。「多様性の中心地」が開発途上国に偏在す
る生物遺伝資源の保全と利用のあり方が国際政治を舞台とした「資源問題」に発展するのは必至だった。 

（１）FAO「植物遺伝資源に関する国際的申合せ」 

 それまで生物遺伝資源は「人類共有の財産」として無制限にアクセス・利用できるものと考えられていた。
植民地支配が背景にあったとはいえ、科学的営為としての植物や微生物の探索が結果的に世界的な食料作物や
画期的な医薬品を生み出してきたのは事実である。しかし、遺伝資源を利用して先進国・企業が莫大な利益を
得ているにもかかわらず、資源保有国である開発途上国には何の経済的見返りもない状況を、国際社会は放置
できなくなっていた。1983 年の FAO 総会で決議された「植物遺伝資源に関する国際的申合せ」は従来通り
「人類共有の財産」論を踏襲したが、その対象には改良された品種や育種素材も含まれた。遺伝資源の保全と
利用にあたって開発途上国への技術的・資金的協力の必要性も謳われた。しかしながら、育種者権や知的財産
権など既存の諸制度との整合性が問題とされ、国際ジーンバンクの設立と運用に要する膨大な予算の負担問題
も争点となり、新設された FAO 植物遺伝資源委員会を舞台に「国際的申合せ」の実現に向けた協議が重ねられ
た。その当時の到達点が、植物遺伝資源の保全等における農民の貢献と適切な手段による支援を確認した「国
際的申合せへの補足：農民の権利に関する決議」（1989 年）と、植物遺伝資源に関する国家の主権的権利を確
認した「国際的申合せへの補足：国家の主権的権利に関する決議」（1991 年）である。 

（２）生物多様性条約及び名古屋議定書 
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生物多様性条約（CBD）は、1987 年に国連環境計画（UNEP）管理理事会が設置した専門家会合や 1990 年
に開始された政府間条約交渉会議での困難な交渉の末に、1992 年の国連環境開発会議（地球サミット）で採択
された。それは、①遺伝資源に対する保有国の主権的権利、②バイオテクノロジー成果物を含む遺伝資源利用
から生ずる利益の公正・衡平な配分と技術移転の促進、③遺伝子改変生物の環境や健康に及ぼしうる影響への
配慮など、途上国側の主張を概ね反映した内容となった。そのため、バイオテクノロジー産業の競争力強化を
国家戦略と位置付ける米国政府は、知的財産権への配慮の不足を理由に調印を拒否し、翌年にクリントン政権
が署名したものの、今日に至るまで議会が批准していない。それでも 196 カ国が締約国として CBD に参加し
ている事実は重たい。 

CBD の条文履行の確保や見直しを行うために、締約国会議（COP）が定期的に開催されている。1998 年の
COP4 で伝統的知識の尊重・保存・維持・利用促進・利益配分を規定した第 8 条 j 項等に関する作業部会、
2000 年の COP5 では遺伝資源へのアクセスと利益配分（ABS）に関する作業部会がそれぞれ設置され、2002
年の COP6 では締約国が ABS に取り組む際の国際的指針として「ボン・ガイドライン」が採択された。なお、
COP6 に先立って、自国の豊かな生物多様性資源に対するバイオパイラシーへの対抗を模索していたブラジル、
メキシコ、中国、インドネシア、インド、南アフリカなど 12 カ国が「メガ多様性友好国（LMMC）」を結成し、
法的拘束力のある国際枠組みの構築を求める「宣言」を国際社会に向けて発信していた（鈴木 2011）。先進国
の反対により、法的拘束力のないガイドラインにとどまったが、直後の「持続可能な発展に関する世界首脳会
議」（ヨハネスブルグ・サミット）や引き続く締約国会議で国際枠組みの策定に関する交渉が続けられた。その
到達点が、2010 年の COP10 で採択された「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡
平な配分に関する名古屋議定書」である。しかしながら、合意の困難な点を曖昧にしたままの「妥協の産物」
との評価もあり、とくに資源提供国と資源利用国の対立がみられた次の４点については、提供国側の要求が退
けられた格好となった（鈴木 2011）。第１に、議定書は条約発行前に遡及して適用されないことになった。第
２に、利益配分は遺伝資源だけで、その成果物を含む派生物の扱いは規定上明示しないことになった。第３に、
非商業目的の研究に利用する場合は手続きが簡素化されることになった。第４に、利用国の遵守を監視するた
めのチェックポイントの指定方法や場所は規定上明示されず、各国の裁量に委ねられることになった。これら
の妥協点ゆえ、例えばバイオインダストリー協会（2011）は、先進国側にとって「議定書の国内実施時に可能
な裁量の幅を考慮すれば、受入可能な範囲内」と総括している 3。 

（３）FAO 食料農業植物遺伝資源条約 

2001 年の FAO 総会で採択された「食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約」（以下、食料農業
植物遺伝資源条約もしくは ITPGRFA と略す）は、植物遺伝資源を「人類共有の財産」として無制限にアクセ
ス・提供することを原則としていた前出「国際的申合せ」を、遺伝資源に対する「各国の主権的権利」を認め
た CBD と調和するよう改定するために、1993 年の FAO 総会での決議に基づいて 7 年越しの協議を続けてき
た成果であり、法的拘束力を有する条約として策定された点で大きな前進であった。現在、2016 年 12 月によ
うやく批准した米国を含め 144 カ国が締約国として同条約に参加している。 

各国が国内法令に基づく個別の合意を通じて ABS を実現する CBD とは異なり、条約締結国が共同して行う
「多国間システム」が採用された。一部の重要作物の植物遺伝資源しかカバーされていないが、定型の素材移
転契約（SMTA）による簡便な手続きで多数の国から遺伝資源を入手できるようになった（山本・伊藤 2004）。
理念としての「人類の共有財産」論が示唆していたように、植物遺伝資源の取得を促進し、その利用の成果と
利益を資源提供者である途上国・農民への還元も含めて広く共有することで、食料安全保障と持続的発展を図
るためである（河瀬 2010）。しかし、「農民の権利」を実現する各国政府の責任を定めた第 9 条で、「そのニー
ズ及び優先順位に応じ、適当な場合には、国内法令に従い、農民の権利を保護し、及び促進するための措置を
とるべきである」とされた点については解釈と評価が分かれるかもしれない。この条文は「農民の権利」保護
を締約国の法令や政策判断に委ねるに留まっているように読めるが（Kloppenburg 2014）、実際、ほとんどの先
進国で「農民の権利」が法令によって制限され、途上国でもそうした傾向が強まっているからである（西川
2016；久野 2018）。 

（４）WTO・TRIPS 協定 

 WTO 協定の付属書として 1994 年に採択され、1995 年に発効した「知的所有権の貿易関連の側面に関する
協定」（TRIPS 協定）は、WTO 協定における国際的な自由貿易秩序の維持・拡大という目的に沿って、知的財
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産権全般の十分な保護や権利行使手続きの整備を加盟各国に義務付けた協定で、協定に違反した場合に WTO
紛争解決機関を利用することを可能にする強力な国際枠組みである。しかし、CBD や遺伝資源へのアクセスと
利益配分、伝統的知識の保護等に直接言及した規定が同協定には含まれていない。そのため、CBD と TRIPS
協定の整合性をめぐって様々な解釈があり、素人目には判断がつかない。2001 年のドーハ閣僚宣言でも「生物
多様性条約との関係、伝統的知識・フォークロアの保護、新技術等については TRIPS 理事会において検討する」
こととされていた。田上（2006）は CBD と TRIPS 協定を詳細に検討し、両条約間に抵触関係は存在しないも
のの、その履行方法によっては CBD の実施に影響を与える可能性を潜在的に有しているため国際的に何らかの
対応が必要であるとの理解を示し、具体的には「両条約がより効果的に機能するよう TRIPS 協定を改正して出
所の開示を導入すべき」とする欧州諸国の提案を支持している。実際、国際交渉はその方向で推移してきたが、
TRIPS 理事会や WTO 閣僚会議では、生物遺伝資源や伝統的知識の特許中での出所開示、アクセスに関する事
前同意や公正・衡平な利益配分の証拠の特許出願明細書での開示を義務づけるため TRIPS 協定の改定を主張す
るインドやブラジル等の資源国側と、これに抵抗する米国や日本等の利用国側との対立が続き、合意形成には
至っていない。インド政府は 2017 年の第 11 回 WTO 閣僚会議で改めてこの問題を提起し、2018 年 6 月にジ
ュネーブで国際会議を組織するなど、他の資源国とともに WTO 閣僚会議の政治日程に乗せるための働きかけ
を強めることにしている。 

（５）世界知的所有権機関（WIPO） 

生物遺伝資源や伝統的知識・フォークロアに関する知的財産権については、WIPO が 2000 年に設置した
「知的財産と遺伝資源、伝統的知識及びフォークロアに関する政府間委員会（IGC）」でも協議が進められてい
る。すでに「国際的な法的文書」に関するテキスト・ベースの議論に移っているが、ここでも遺伝資源や伝統
的知識の出所開示要件に関する規定をめぐって、また、法的拘束力のある国際枠組み（条約）の創設をめざす
か否かをめぐって、資源国と利用国、途上国と先進国との間の意見の隔たりが埋まらない状況が続いている。 

（６）倫理的生物資源取引（UEBT） 

 資源国と利用国との対立が続き、国際枠組みの具体化と実効性の確保が遅々として進まない中、アルディヴ
ィア（フランス）やナチュラ（ブラジル）、ロレアル（フランス）など化粧品・健康食品・医薬品等の素材や製
品を扱う企業が 2007 年、原料となる生物資源の採取・流通・加工において CBD を尊重した持続可能な取引と
利用と利益配分を促し、生物多様性の保全と資源国の経済的発展を援助することを目的に、非営利団体・倫理
的生物資源取引連合（UEBT）を設立した。UNCTAD が CBD へのコミットメントとして 1996 年に導入した
生物資源取引イニシアチブおよび 2007 年に策定された生物資源取引原則がベースとなっている。2009 年から
毎年発表している消費者意識と企業活動報告に関する調査報告書「生物多様性バロメータ」は貴重な資料とな
っているが、倫理的取引認証事業は緒に就いたばかりであり 4、小規模生産者や中小事業者を含むサプライチェ
ーン構成員をいかに巻き込み、倫理的生物資源調達と公正・衡平な利益配分をいかに実現しうるのか、今後の
批判的検証が待たれる。 

 

4. 国連人権レジームと社会運動からのアプローチ 

 ここでは、種子・遺伝資源に対する「農民の権利」をより大きな枠組みから捉え、知的財産権のあり方を根
本から問い直す議論を取り上げる。 

 久野（2011）が詳細に紹介したように、十分で適切な食料またはその調達手段に物理的・経済的にアクセス
できることは、すべての人に与えられた基本的人権であり、国家はこの権利を尊重・保護・促進する国際的義
務を負っているとする「食料への権利」の考え方が、国連人権理事会を中心に議論されてきた。2008～14 年に
国連「食料への権利」特別報告者を務めたオリビエ・デシュッターはその旺盛な調査・言論活動の一環として、
遺伝資源をめぐる知的財産権の問題を 2009 年の国連総会に提出した報告書で取り上げた。もっとも貧しく脆弱
な部分を含むすべての農民が農地・水・種子に物理的・経済的・社会的にアクセスできる権利も、「食料への権
利」の中核部分として尊重・保護・促進されなければならないからである。このアプローチの重要性は、それ
が相互に不可分の基本的人権（社会権と市民権の両方を含む）の一部として追求されている点と、国際法上の
国家の義務が明確に位置付けられている点である。 

 2007 年の国連総会で採択された「先住民族の権利に関する国連宣言」も重要である（上村 2008）。広範な領
域が含まれるが、例えば第 26 条では「自らが伝統的に所有し、専有し、またはその他の方法で使用し、もしく
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は取得してきた土地や領域、資源」を先住民族が使用・開発・管理する権利と、それを法的に承認し保護を与
える国家の責務が規定されている。第 31 条では「人的・遺伝的資源、種子、薬、動物相・植物相の特定につい
ての知識や口承伝統」などを保持・管理・保護・発展させる権利と国家による保護が、第 32 条では「土地や領
域、資源に関する発展の権利と開発プロジェクトへの事前合意」が規定されている。 

現在も交渉が続けられている「小農と農村で働く人々の権利に関する国連宣言」（案）では、第 19 条が「種
子の権利」に充てられており、具体的に「食料と農業のための植物遺伝資源に関わる伝統的知識を保護する権
利；その利用から生ずる利益の受け取りに公平に参加する権利；その保護と持続可能な利用に関わる事柄につ
いての決定に参加する権利；自家採種の種苗を保存、利用、販売する権利」などが謳われている。また、同 8
項では「締約国は、種子政策、植物品種保護その他の知的財産法、認証制度、種子流通規制が、小農の権利、
とくに種子の権利を尊重し、小農の必要と現実を考慮するようにしなければならない」と規定されている。 

 他方、世界各地の小農運動や環境保護運動、市民社会運動にとっても、バイオパイラシーを含む「多国籍企
業による種子の包摂」問題は重点的な課題である。例えば「食料主権」を掲げてグローバルな小農連帯運動を
展開しているビア・カンペシーナは、2000 年の第 3 回国際会議で「生物多様性と遺伝資源に関する見解」を発
表し、その後も「カルタヘナ議定書と生物多様性条約に関する見解」（2008 年）や「種子に関するバリ宣言」
（2011 年）、「小農の種子に関するアフリカ宣言」（2013 年）をはじめ、CBD や ITPGRFA における議論の動
向や、食料安全保障ガバナンスの民営化や自由貿易投資協定を介して育種者権強化の動きが拡大していること
に対して活発に意見表明を行ってきた。1987 年に設立されて以来、「シード・フリーダム」運動を牽引してき
たヴァンダナ・シヴァ主宰のナヴダーニャも注目される。インドを中心としながらも、彼女らの「生命の根源
である種子に対する脅威は、食料と農業はもちろん、民主主義に対する脅威でもある」とする考え方は世界に
広く発信されてきた（Shiva et al. 2013）。Kloppenburg（2014）はこれらの運動に貫かれている「種子主権」の
考え方を次の４点に整理している。第１に、種子を自家採種して保全・利用する権利。これは農民の主体的自
立性に関わる。第２に、種子を共有する権利。これは種子の私有化に対抗して公共財・コモンズとして種子を
守ることにつながる。第３に、種子をもとに新たな品種をつくり出す権利。多様な生産条件に適した多様な品
種をつくり出す上で農民的育種の役割が欠かせないが、激しい気候変動下で復元力のある持続可能な農業を実
現していくためには科学的知識との相乗的関係も重要である。第４に、種子に関する政策形成過程に参加する
権利。食料主権がそうであるように、種子主権においても民主主義的な参加と法制度的な対抗措置が重視され
る。 

 

5. おわりに――オルタナティブな農業知財戦略の可能性 

バイオパイラシー問題とは、研究開発努力の成果として見いだされた遺伝資源と派生物に知的財産権を付与
すべきか否か、伝統的な知識と利用を通じて遺伝資源の保全に貢献してきた農民や先住民族の権利をどこまで
優先するかという争点、あるいは遺伝資源を「人類の共有財産」とみるか、国家等の「主権的権利」とみるか
という争点に関わる問題である。先住民族を含む世界各地の小農運動や市民社会運動が要求しているのは、必
ずしも金銭的な利益配分ではない。むしろ、自分たちが伝統的に利用・共有・継承してきた遺伝資源を、今後
も共有財産として持続可能なやり方で利用・共有・継承していくためのシステム構築が求められている。その
際、伝統的・農民的な知識や経験だけでなく、科学的な知識や技術を活用しながら保全と利用のしくみや遺伝
資源そのものを改良し続けていくことが求められるとすれば、そこで果たしうる公的試験研究機関の役割はき
わめて大きい。 

クロッペンバーグらが 2012 年に米国で始めた「オープンソース種子イニシアチブ（OSSI）」が注目される
（Kloppenburg 2014）。クリエイティブ・コモンズや Mozilla、Linux 等のオープンソース・ソフトウェアの挑
戦と成功に着想を得たもので、植物遺伝資源をコモンズ（共有資源）と捉え、持続可能な食料システムの構築
を支えていくという考え方に賛同する公的機関や民間の育種家、地域の種子業者を巻き込みながら、彼らが保
有する育種者権やライセンス権を行使せずに広く社会に開放しようとする取り組みである。農家や園芸家の自
家採種・種子交換を促し、そうした目的に資することを条件に他の育種家による自由な利用も認めている。商
業目的に利用する場合はライセンス料を要求するが、すでにコモンズとして広く共有されているため、特許等
の知的財産権による私的専有から遺伝資源が守られる仕組み（protected commons）である 5。彼らの理念はビ
ア・カンペシーナやナヴダーニャのそれと重なるが、公的機関の育種家や民間の種子業者を主要なアクターと
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して巻き込み、品種改良への貢献に応じたライセンス権を一部に設定し、ライセンス料と引き換えに商業的利
用を容認するやり方に対して、NGO や小農団体の間では懸念や反発もみられる。しかし、西川（2017）も強
調するように、フォーマルな制度とローカルでインフォーマル（農民的・市民的）な実践との連携を通じてこ
そ持続可能な遺伝資源利用のシステム構築を達成しうるとすれば、前者の中核である公的機関等の育種家を巻
き込むためにも、彼らの貢献への非金銭的な「報奨」としてライセンスを付与することは検討に値する。
Kloppenburg（2014）は、相手の懐（知的財産権制度）に入り込み、相手の力（ライセンス権）をうまく利用
しながら自分たちの権利を守り、ひいては相手の優位性（ヘゲモニー）をさえ覆すという意味で、これを「制
度の合気道」と表現し、運動論と制度論の橋渡しという普遍的な課題に示唆を与えている。 

他方、国際シードバンクの中核を担ってきた CGIAR 傘下の国際農業研究機関（IARC）については、バイオ
パイラシー問題と関わって評価が大きく分かれている。CGIAR/IARC による遺伝資源の収集・登録・保全・改
良が、当初は「緑の革命」を牽引して生物多様性の喪失をもたらし、さらにバイオテクノロジー産業化を後方
支援する過程で先進国・多国籍企業による遺伝資源の知的財産化を許してきた側面を否定できないからだ
（Mgbeoji 2006；久野 2002）。実際、ベント・スコウマンは多国籍企業との共同研究や知的財産化を通じた遺
伝資源の私有化の動きを憂慮し、むしろ収集・分類した遺伝資源を「公共の枠組みにおいて安全に保管するこ
とで特許や所有権といったものから守」り、「世界から飢えを一掃する」という公共の利益のための国際協力に
貢献することこそ、国際シードバンクの役割であると確信していた（Dworkin 2009=2010）。彼にとって、自国
の遺伝資源に主権的権利を主張する資源国の考え方も、知的財産権によって遺伝資源とその成果物を専有しよ
うとする利用国や企業の考え方も、どちらも「人類全体の科学の進歩と飢餓の克服を阻むもの」と映じていた
（ibid.）。 

ところが、合成生物学の急速な進展により「デジタル・バイオパイラシー」への懸念が生まれている。生物
の全 DNA 配列（ゲノム）が解析され、デジタル情報化されると、それを元に DNA を合成・編集して生物機能
を再構築することが可能になるが、こうした DNA 配列のデジタル移動は、物質としての生物資源の物理的移
動を伴わないため、CBD や ITPGRFA で定められた素材移転契約で捕捉されないおそれがあるからだ。折から、
ITPGRFA の 2015 年会合で提案された、世界中のジーンバンクに保管されている植物遺伝資源を電子情報化し
てグローバルな情報管理システムに統合する計画（DivSeek）が持ち上がっている。ビア・カンペシーナをはじ
めとする小農・市民社会組織は「バイオパイラシーを助長する」として批判を強めており、遺伝資源の保全と
利用と利益配分のメカニズムを具体化するために続けられている国際交渉に新たな火種が生まれた格好である。
今後の議論の行方を注視していきたい。 
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1 ETC Group は先住民族生物多様性ネットワーク（IPBN）らと反バイオパイラシー連合（CAB）を結成し、定期的に
「Captain Hook Awards」を発表し、バイオパイラシー問題に対する国際社会や市民社会の注意を喚起し続けている。 
2 ここでは森岡（2009）やシヴァ（2001＝2005）、池上（2013）に加え、ETC Group 等の NGO や新聞・雑誌の配信記事な
ど数多くのソースに依拠して情報を整理した。スペースに限りがあるため割愛させていただく。 
3 しかし、その後も COP10 で名古屋議定書とともに採択された「戦略計画 2011-2020（愛知目標）」の達成と豊富化に向け
た努力が続けられている。2016 年の COP13 で採択された「カンクン宣言」が、農林水産業や観光業を含む様々なセクター
内およびセクターを超えたあらゆるレベルと規模で、多くのステークホルダーの参加と関与を促すなどにより生物多様性の
保全と持続可能な利用に向けた努力を強化（主流化）することを締約国に強く求める内容となったのはその表れである。ス
テークホルダーには地方自治体や先住民・地域社会、農林漁業コミュニティが含まれ、ジェンダーの平等と社会的包摂の視
点も盛り込まれた。 
4 2017 年に最初の認証が発行されてから、2018 年 7 月までに 12 社 16 件に到達したところである。なお、食品関係について
は、フェアトレード認証団体 UTZ との共同事業となっている。 
5 伝統的知識や遺伝資源に関する情報を積極的に開示することによって特許等による専有を未然防止する考え方は、生物資源
探査を必須とする薬学生物学や民族薬物学の研究者の間でも議論されている（Efferth et al. 2016）。彼らはこうした考えに基
づく探査活動を「適正生物資源探査（good bioprospecting practice）」と呼んでいるが、シヴァ（2001=2005）は生物資源探
査を「バイオパイラシーの洗練された形態に過ぎない」とする。語源となった金や石油の埋蔵物と違って「生物多様性の利
用法と価値は地元の共同体に知られており、生物探査契約を通して、それらの共同体から知識を得る」のが目的であり、「生
物探査という比喩はこのため、事前の使用や知識、それと結びついた権利を見えなくする」おそれがあるからだ。森岡
（2009）も、「バイオプロスペクティングは非営利目的の純粋科学研究が主流であるが、営利目的の有用産物探索も含まれて
おり、利益追求という観点からすると、両方の目的を明確に線引きするのは困難である」と述べている。 


