
新型コロナに対する公平な医療アクセスをすべての人に！連絡会 プレスリリース 

茂木外務大臣、WTO 知的財産権免除提案に「待ったをかける

つもりはない」と発言、「反対」の立場の見直しに踏み込む 
 

【2021 年 5 月 26 日東京】新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大が、変異株などの影響で世界的に深

刻になっています。これに対処するため、世界貿易機関（WTO）では、南アフリカ共和国・インドなど 62 カ国の共同

提案で、ワクチンなど COVID-19 の予防・封じ込め・治療に関わる知的財産権の一部を、COVID-19 収束まで免

除する、という提案が昨年の 10 月 2 日に提出され、半年間にわたって議論が続いています。5 月 5 日には、米国の

バイデン政権が、この提案を支持し、積極的に議論に参加するとの立場を表明しました。 

 

これについて、日本の茂木敏充外務大臣は 5 月 25 日、国会で答弁に立ち、「日本として、その他の国がこういったこと

に前向きに取り組む中で、日本だけ待ったをかけるつもりはない」と述べました。日本はこれまで、米国や欧州連合ととも

に、この提案に反対する立場をとってきましたが、茂木外務大臣のこの発言は、WTO でこの提案について具体的な議

論を進めることに反対しない、というもので、これまでに比べ、旧来の立場の見直しに一歩踏み込んだものと言えます。 

 

大臣の発言は、参議院の外交防衛委員会の第 13 回会議においてなされたもので、日本共産党の井上哲士議員の

質問への答弁です。大臣はまた、「国際的にもどうやったらさまざまのボトルネックを解消できるのか議論していきたい」と

発言し、COVID-19 という地球規模の危機への解決策を、限定をつけず積極的に検討していくことの重要性を訴えま

した。一方で、WTO の知的財産権免除提案自体への日本の立場については、「特許権の放棄の具体的な内容によ

る」とし、明言は避けました。 

 

茂木大臣の答弁については、参議院のウェブサイトの第 13 回外交防衛委員会の動画で確認することができます。 

 

参議院 外交防衛委員会 第 13 回会合 

➢ 動画 URL https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=6389 

➢ 時間：開始からの経過時間 1 時間 43 分～1 時間 55 分 
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Foreign Minister Motegi says Japan has "no intention to obstruct" the Negotiation of  

WTO IP Waiver proposal on COVID-19, Steps in to reconsider Its "Opposition" Position 

 

(Tokyo, May 26, 2021) COVID-19 Pandemic has become more serious worldwide due to mutated strains. In 

order to address this challenge, a negotiation has continued for more than half a year on the proposal of 

partial and temporary waiver of COVID-19 related intellectual property rights, co-submitted by the 62 

countries led by South Africa and India. On May 5, the Biden administration of the U.S. expressed its support 

for the proposal and its intention to actively participate in the discussions. 

 

Following the policy change of the US government, Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi stated in 

the Diet on May 25, "Japan has no intention to obstruct the negotiation while other countries have been 

making positive efforts in this area".  Japan, along with the U.S. and the European Union, has so far taken 

the position of opposing this proposal, but Foreign Minister Motegi's statement that Japan won't oppose the 

progress of negotiation on this proposal at the WTO indicated a step further to reconsidering the position. 

 

The Minister's statement was made at the 13th meeting of the House of Councillors' Committee on Foreign 

Affairs and Defense, in response to a question by Mr. Satoshi Inoue, a member of the House of Councillors, 

Japanese Communist Party. The minister also stressed the importance of active involvement in developing 

solutions to the global crisis of COVID-19 without limitation, saying, "Japan would like to discuss how we can 

resolve various bottlenecks globally". On the other hand, he refrained from stating Japan's position on the 

WTO's IPR exemption proposal itself, saying, "it depends on the specific contents of the waiver of patent 

rights." 

 

The video of Minister Motegi's speech can be viewed on the House of Councillors website. 

 

The 13th Meeting, the Committee of Foreign Affairs and Defense, the House of Councillors 

➢ URL https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=6389 

➢ Time: 1 hour and 43 minutes-1 hour and 55 minutes 

➢ Language: Japanese only 
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