
|   (/ρ
“‐′」

？

，Ｆ

ｋ

′

●
Ｃ

"…

・

ぃ― ノ

|ん″″υ ?

？

′

イ イ′̀
′

S wL iilL {,' |^E -

丁RIPS理事会通常会合 (3月 14-15 日開催)について

2006年 5月 17日

 ` 日本消費者連盟

丁RIPS理事会通常会合 (3月 14-15日 開催)について、当方と外務省担当者との

質問についてやり取りの概要については、以下の通りなので、ここに報告いた

します。

(1)CBDと 丁RIPsと の関連について

日本政府 (外務省)の 丁R I Ps協定及び CBD(生物多様性条約)の基本的考え

方について外務省担当官の回答は、「これまでの 丁RIPS理事会の議論からは、

そもそも (丁RIPS協定を改正する根拠となるような)「問題」の所在が明らかに

なったとは言えません。本当に、途上国 (遺伝資源提供国)側が主張するよう

な 丁RIPS協定改正が必要なのか、実例に基づいて問題点を把握するように、議

論を重ねているところです。」という回答で した。

また当方が、「遺伝資源等の不正使用 (バイオパイラシー)」 の問題について、

各 国での実例に基づいて問題点を解決するために、具体的に内外でどこまで作

業がすすんでいるのか。またこの問題に対 して、 日本政府の基本的考え方や、

この問題に対しての提案をお示 しくださいよ笈恐
デ
爾野ラレールを優先すべく丁RIPs

協定を改定せよと、発展途上国 や NGOが主張 していますが、この主張に対する

日本政府の基本的考え方を具体的にお示 しください。」と質問したところ、

外務省の担当者は、「「問題点を解決するため」の作業は進んでいない。我が

国は、丁RIPS の立場であり、途上国主張の遺伝資源の出所等開示

義務の導入によ

`て

、 が主張するような「問題」 (←これ自体が判然と

しないのですが。)は解決し得ないのではないか、といった他の先進国と同様

の主張をしています。」という回答をもらいました。



(2)エンフォースメントについて        .・
「エンフォースメント提案についてエンフォースメントの中でも特に (税関)

水際措置について議論したいとの提案について日本書特の基本方針をお示しく

ださい。」と質問に対し、外務省担当者は、「我が自は、他のフォーラムでの

議論との不必要な重複は避けるべきとの考えです府、ェンフォースメントは我

が国にとって重要な問題の一つですので、基本的に丁RIPS理事会においてエン

フォースメントの議論をすることについて支持する立場です。」との回答でし

た。

(注)エンフォースメント

法や特許の権利の執行について、実際に行使している状況を確認するとき、事

実の状況の輪郭を明確にするために用いられる。法律の執行というのが元々の

意味で、当該事案に関しては、知的財産の保護をはかるための権利行使手続き

の事である。

(3)その他

地理的表示 (GI)の交渉状況についてについて日本政府の立場を尋ねたところ

従来の姿勢に変化はないとのことでした。3月 におけるTRIPS理事会における議
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以上です。詳しい論点資料など必要でしたら日本消費者連盟までご連絡〈ださ
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TRIPS理事会通常会合 (3月 14-15日 開催)の議題

a.Notifications underilprOvisions of the agreement

b.follow一up to reviews of national implernenting

legislation already undertaken

参考資料

c. REVIEI{ 0F THE PROVISIONS 0F ARTICLE 27. 3 (b) I

d. Relationship between the trips agreement and the
convent ion on biological diversity

e. protection of traditional knowledee and folklore

f. non-violation and situation complaints

g.special and differential treatment proposals referred
to the counc i I

h. review of implementation of the trips agreement under
article 71. 1

i. REVIEuI OF THE APPLICATION OF THE PROVISIONS OF THE

SECTION ON GEOGRAPHICAL INDICATIONS UNDER ARTICLE 24.2

j. fol low-up to the third annual review under paragraph 2

of the decision on the implementation of article 66.2 of the trips
agreemen t



k.そうOh庁i詭 l c00peration and capacity― building

l. enforcement

cotnntunication

m. informat ion
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