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第１回 

農林水産省知的財産戦略検討会 

議事次第 

 

 

            日時：平成２７年１月２１日（水） 

             １０：００～１２：００ 

            場所：農林水産省第２特別会議室 

 

 

  １．開 会 

  ２．挨 拶 

  ３．議 事 

  （１）「農林水産省知的財産戦略検討会」の設置について 

  （２）農林水産分野における知的財産をめぐる情勢について 

  （３）現行戦略の達成状況について 

  （４）地域団体商標制度の概要について 

          （特許庁審査業務部商標課） 

  （５）意見交換 

  （６）その他 

  ４．閉 会 
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午前１０時００分開会 

○坂新事業創出課長 それでは定刻となりましたので、ただいまから農林水産省知的財産

戦略検討会の第１回の会合を開催させていただきます。私、農林水産省食料産業局新事業

創出課長の坂と申します。よろしくお願いいたします。 

 座長が選出されるまでの間、私が進行役を務めさせていただきます。 

 それでは開会に当たりまして、当省を代表いたしまして食料産業局長の櫻庭から御挨拶

を申し上げます。 

○櫻庭食料産業局長 おはようございます。ただいま御紹介いただきました食料産業局長

の櫻庭でございます。 

 本日は、農林水産省知的財産戦略検討会、第１回目の会合でございますが、御多忙中の

ところお集まりいただきまして、どうもありがとうございます。 

 委員の皆様方には、平素から農林水産省、特に食料産業行政に多大なる御支援、御指導

を賜り、厚く御礼を申し上げる次第でございます。 

 平成23年の９月に、この食料産業局が発足しました。いわば、今までとかく農業の生産

分野ばかり見ていた農林水産省が、消費者、実需者、そしてそれを支えている食品産業を

どう見るのかという話がどうしても必要ではないかという話であります。 

 例えば、地方における中堅企業というのは食品産業が多い。これは、原料がそこにある

からというのは昔からあるわけでございますが、そういった中でグローバル化という時代

にもなってきております。グローバル化というのは、物の交流が非常に盛んになるという

─まあ、サービスでもございますけれども、そういった中で日本の場合はグローバル

化の視点というのは、どうも欠けてきているのではないかと、特に農水省の反省も込めて

のことでございます。 

 例えば、生のものを扱うというのは、日本は古来からなれております。皆さん、供給側

も、それから御家庭においても生のものを扱うことに非常になれておりまして、これは多

分世界でもトップの世界だと思います。また発酵食品もそうでございます。 

 ところが、海外の人はなれておりません。そういうと、海外の方はそれをどうするかと

いうと、ＨＡＣＣＰとかそういう形で認証システムを作ってきております。一方で、日本

は慣行的に行っているということになりますと、グローバル化になるとどういうことにな

るかというと、例えばＨＡＣＣＰの後進国が日本になっております。それから知的財産も

そうでございます。非常に人がいい、性善説的な日本人でございますから、何でも教えた
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りいろいろしますけれども、実際問題、今日も資料の説明の中で出てきますけれども、世

界においては商標であるとか、いろいろな一般名称もどんどんビジネスの中に出てきてい

ます。 

 食品産業というのは、昔、海外からのいろいろな特許とか、そういうのをいただいて発

展してきました。今現在見ますと、その貿易、特許のやりとりを見ますと、大きな収入に

なっております。もう100億を超えております。これは日本でも輸出額の大きなリンゴを

上回る収入を海外から得ているという状況でございます。 

 そういった意味では、この知的財産をどうするかというのは非常に大きな話でございま

すけれども、現行の知的財産戦略というのは平成22年度から26年度までということで、27

年度から新たな５カ年計画を策定していくということになっております。現行の計画との

違いというのは、また後ほど説明あるかと思いますが、情勢の変化もかなりございます。

今までは、例えば種苗をどう守るのかということでありますけれども、今申し上げたよう

に、食がグローバル化している中で食品産業、そして日本のライフスタイルそのものもど

ういう形になっていくのかというのも視点に置いて御検討いただければと思っております。 

 本日は、特許庁から山田室長さんにもおいでいただきまして、これを政府一体となって

進めていきたいと考えております。６次産業化とか輸出とか、そういった話を行っており

ますけれども、冒頭申し上げましたように、日本の中では特に手薄な部分でございますの

で、ここでしっかりとしたものを作って、そして国民の皆さん、あるいは関係事業者の

方々に広く伝えていき、そして新しいものをまた作っていくという繰り返しで好循環が生

まれればと思っております。本検討会におきましては皆様の御知見、御意見を賜りながら

進めさせていただければと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

○坂新事業創出課長 それでは、大変恐れ入りますけれども、冒頭の写真撮影はここまで

とさせていただきます。 

 続きまして、本日が最初の会合になりますので、委員の皆様方を御紹介させていただき

ます。 

 私のほうから見て左手の窓際からでございますけれども、着席順に御紹介させていただ

きます。 

 まず、特定非営利活動法人産学連携推進機構理事長の妹尾堅一郎様でいらっしゃいます。 

○妹尾委員 妹尾でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○坂新事業創出課長 続きまして、味の素株式会社知的財産部契約・商標グループ専任部
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長、五十嵐竜生様でいらっしゃいます。 

○五十嵐委員 味の素の五十嵐でございます。よろしくお願いいたします。 

○坂新事業創出課長 東京理科大学専門職大学院教授、生越由美様でいらっしゃいます。 

○生越委員 東京理科大学の生越由美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○坂新事業創出課長 株式会社サカタのタネ常務取締役・研究本部長の加々美勉様でいら

っしゃいます。 

○加々美委員 サカタのタネの加々美です。よろしくお願いいたします。 

○坂新事業創出課長 株式会社三越伊勢丹食品統括部食品第一商品部商品部長、村山慎一

様でいらっしゃいます。 

○村山委員 三越伊勢丹の村山と申します。よろしくお願いします。 

○坂新事業創出課長 独立行政法人日本貿易振興機構進出企業支援・知的財産部長の山岡

寛和様でいらっしゃいます。 

○山岡委員 山岡でございます。よろしくお願いいたします。 

○坂新事業創出課長 主婦連合会会長の山根香織様でいらっしゃいます。 

○山根委員 山根でございます。よろしくお願いいたします。 

○坂新事業創出課長 本日、お二方の委員の方が所用のため御欠席となっております。お

名前のみ紹介させていただきます。 

 農業生産法人株式会社サラダボウル代表取締役、田中進様。 

 株式会社サンケイリビング新聞社リビング新聞編集部編集長、滑川恵理子様でいらっし

ゃいます。 

 また、先ほど局長の櫻庭からの挨拶の中にございましたけれども、本日は特許庁から特

許庁審査業務部商標課地域団体商標・小売等役務商標推進室の山田正樹室長に御出席いた

だいております。 

○特許庁・山田室長 特許庁、山田でございます。よろしくお願いいたします。 

○坂新事業創出課長 続きまして、農林水産省からは先ほど御挨拶を差し上げました食料

産業局長の櫻庭。 

○櫻庭食料産業局長 よろしくお願いします。 

○坂新事業創出課長 それから、次長の岩瀬が出席しております。 

○岩瀬次長 岩瀬でございます。よろしくお願いいたします。 

○坂新事業創出課長 それから、省内関係の各部局からも担当者が出席させていただいて
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おります。 

 最後に私、冒頭に御紹介させていただきました食料産業局新事業創出課長の坂でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、続きまして資料の確認に移りたいと思います。 

 お手元にございます資料のうち、座席の配置図と出席者名簿、それから議事次第のほか

に資料が１番から６番まで、それと参考資料が２点ございます。順に確認をお願いできれ

ばと思います。 

 まず最初に、縦の一枚紙で資料１、この検討会の開催要領がございます。 

 それから、別紙に名簿がございますけれども、その後資料２で横の紙で農林水産分野に

おける知的財産の戦略的な保護・活用の推進についてというものがございます。 

 その次に、資料３として概要と本文、厚いものと薄いもので一対になっておりますけれ

ども、現行の農林水産省の知的財産戦略についての達成状況をまとめた資料が入ってござ

います。 

 それから、資料４といたしまして、後ほど山田室長に御説明いただきます地域団体商標

制度についての資料でございます。 

 それから資料５は、本日御欠席の農業生産法人サラダボウルの田中様から御提言いただ

きました御意見を書面にて御紹介させていただいております。 

 それから資料６は、今後の開催予定で、本日を含め全部で４回の会合を開催させていた

だいて検討をお願いできればというふうに思っております。 

 それから、参考としてつけられておりますのが、参考資料１というのが現行の知的財産

戦略の概要、参考資料２というのが本文。 

 以上でございます。不足しているものがございましたら、事務局までおっしゃっていた

だければと思います。よろしくお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、早速でございますけれども、議事次第に沿って進めさせていただきたいと思

います。 

 初めに、資料１でございます。議事でいいますと最初の１番目でございますけれども、

「「農林水産省知的財産戦略検討会」の設置について」でございます。 

 この資料１の検討会の開催要領につきまして説明をさせていただきます。 

 最初に、まず第１の「趣旨」のところでございます。これにつきましては、先ほど櫻庭
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からの御挨拶にありましたとおりでございまして、現行の農林水産省知的財産戦略、これ

が平成22年に５年間の期間を見据えて策定されておりまして、その後の状況の変化、これ

からの農林水産業、食品産業が向かっていくべき情勢などを踏まえて新たな戦略を策定し

たいということで、委員の皆様に御協力をいただいて検討させていただきたいというもの

でございます。よろしくお願いいたします。 

 要領のところ、あと事務的な事項でございますけれども、２点目の「構成」ということ

で委員の皆様が、別紙に掲げてございます本日御出席の皆様と御欠席のお二方、９名の皆

様に委員をお願いして検討をお願いしたいというものでございます。 

 それから第３でございます。この検討会に、後ほど、次の議事でございますけれども、

座長、それから座長代理の方をお選びいただければというふうに思っております。 

 それから、４点目でございますけれども、本検討会の会合は公開といたしまして、この

議事の概要についても、後ほど委員の皆様に御覧いただいた上で当省のホームページにお

いて公表させていただくこととしたいと思います。 

 それから、最後でございますけれども、本検討会の庶務につきましては当課、食料産業

局の新事業創出課で担当させていただきたいと思います。 

 この要領に基づいて今後検討会を運営していきたいと思いますけれども、よろしいでし

ょうか。 

（異議なし） 

○坂新事業創出課長 それでは、これに基づいて運営をさせていただきます。 

 次に、座長の選出に移りたいと思います。 

 座長の選任につきまして、特段の御提案がございませんようでしたら、事務局といたし

ましては、委員の皆様の中でも特に知財マネジメントなどについて御造詣が深い妹尾先生

に座長をお願いしたいと思っております。いかがいたしましょうか。 

（異議なし） 

○坂新事業創出課長 よろしいでしょうか。それでは、妹尾委員に座長をお願いしたいと

思います。こちらの座長席にお移りいただいてよろしいでしょうか。 

 それでは、座長より一言御挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○妹尾座長 皆さん、こんにちは。今座長を御指名いただきました妹尾でございます。微

力ですが、一生懸命この職務に務めたいと思いますので、皆様の御協力、ぜひよろしくお

願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 
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○坂新事業創出課長 ありがとうございました。 

 それから、この検討会、座長に加えまして座長代理を選出するということもさせていた

だきたいと思います。 

 開催要領上は、座長が座長代理を指名するということになっております。妹尾座長、そ

れでは代理の方の指名をお願いできればと思います。 

○妹尾座長 私が出席できない場合─万一だと思いますけれども、そのときに備えま

して座長代理を御指名させていただきます。 

 特に知財、あるいはブランド戦略に大変精通されていらっしゃいます生越委員に座長代

理をお願いできたらと思いますが、いかがでしょうか。 

（異議なし） 

○妹尾座長 生越先生よろしいですか。 

○生越委員 はい。よろしくお願いします。 

○妹尾座長 よろしくお願いします。 

○坂新事業創出課長 それでは、座長代理につきましては生越委員にお願いすることにい

たしました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、以後の議事進行は妹尾座長よりお願いいたします。 

○妹尾座長 それでは、私が座長を務めさせていただきます。 

 まず、議事２におけます「農林水産分野における知的財産をめぐる情勢」、これを共有

しておかないといけないので、これについて。それからもう一つ、「現行戦略の達成状況」、

これも把握しておかないと我々の議論になりませんので、これを事務局から御説明いただ

きたいと思います。それでは、よろしくお願いします。 

○都築総括 それでは、資料２につきまして、まず「農林水産分野における知的財産の戦

略的な保護・活用の推進について」、御説明をさせていただきます。 

 大変申し訳ございませんけれども、時間が限られた中で、先生方になるべく御議論いた

だきたいので説明は簡潔にさせていただきたいと思います。御容赦ください。 

 めくっていただきまして１ページ、まずこの情勢に乗っている内容ですけれども、日本

再興戦略、それから首相官邸で作っております農林水産業・地域の活力創造プラン、それ

ぞれに知的財産に関する記述がございます。赤字で抜き書きさせていただいている部分で

ございますけれども、これを右側のほうに項目出しをいたしまして、全部で７つの項目を

抜き出しました。 
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 以下のページで、それぞれ御説明をするという構成になっております。 

 まず１つ目が２ページにございます。「食料産業のグローバル展開に資する知的財産の

保護・活用」。 

 上の四角のところにございますけれども、今後10年で倍増が見込まれる世界の「食市

場」を獲得したいということで、その上で課題として、海外での模倣ですとか技術流出の

問題というのがあるだろうということで、取組方向といたしましては官民が連携して進出

先で知的財産を的確に保護することが必要だろうということで４つの項目を書いておりま

す。 

 一番下に、先ほど櫻庭の挨拶の中で触れさせていただきました「海外からのロイヤリテ

ィ収入」ということで、直近伸び盛りでございまして159億円まで達しているということ

でございます。 

 ３ページは、侵害の事例がございます。 

 ４ページに参ります。 

 「食料産業における国際標準への戦略的対応」ということで、知的財産と国際標準、こ

れをしっかりと連携させる必要があるだろうということが言われておりますので、国際標

準について書いております。 

 課題といたしましては、我が国の食品・農林水産物が国際標準に適合していないところ

がございます。それから、我が国の実態を踏まえた国際標準規格の策定という取組も必要

だろうということで、取組方向といたしましてはＨＡＣＣＰ、ＩＳＯ、 

ＧＬＯＢＡＬ Ｇ．Ａ．Ｐ、それから（２）のところで我が国の食品や食品事業者が世界

で通用するために国際規格を官民連携して作っていくということを書いております。 

 ５ページは、国際規格を獲得することによって成功している事例でございますけれども、

鹿児島のブリ養殖でございまして、平成10年にアメリカ向けのＨＡＣＣＰ認証、平成15年

にＥＵ向けの認証を取ることによって輸出を大変伸ばしているという事例がございます。 

 続いて６ページ、「地理的表示保護制度の活用の推進」でございます。 

 地理的表示法が平成27年６月、今年の６月までに施行されることとなっております。課

題といたしましては、産地に十分認知されないおそれがある。それから、消費者、実需の

方にもしっかりと認知をしていただく必要があるだろうということで、取組方向といたし

ましては、地理的表示への登録申請支援、それからＧＩマークというのをしっかりＰＲし

ていくことなどを書いてあります。 
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 ７ページが「地理的表示保護制度導入のメリット」で、先に進んでいるＥＵの事例など

を踏まえて書かせていただいております。 

 続いて８ページ、４番目、「知的財産の総合的な活用の推進」でございます。 

 産業振興の観点から植物の品種に関する育成者権、それから商標権などをそれぞれの権

利の特徴を生かして組み合わせることによってビジネスモデルがいいものになるというこ

とを目指しております。 

 課題といたしましては、知財マネジメントというのが農業者、食品産業事業者にまだ十

分浸透していないところがあるということでございます。 

 具体の例といたしまして、左下に「オープンとクローズの使い分け、それから組み合わ

せ」ということで妹尾先生の日ごろから御指摘いただいていることを書かせていただいて

おります。 

 取組の方向といたしましては、農林水産省として「知的財産活用マニュアル」を策定し

たほか、水稲では「みつひかり」というＦ１品種があるんですけれども、これは父親の系

統、母親の系統を伏せることによって容易に模倣できないような、そういったビジネスを

行っている例がございます。 

 続いて９ページ、ニュージーランドのキウイ、ゼスプリの例でございます。「ゼスプ

リ」という商標を活用してプロモーションを行うことによって育成者権、商標権、そうい

ったものを組み合わせてマーケットの拡大に努めている事例でございます。 

 それから10ページ、伝統野菜というのが各地にございます。これも重要な知的財産だろ

うということで事例を載せております。「萩たまげなす」とかすごい大きいなすでござい

ますが。 

 それから11ページに参りまして、植物の品種。実は、新しい品種というのは農林水産省

でも研究の支援を行っておりますし、どんどん出ているんですけれども、普及に至るもの

がなかなか少ないということで、新しい品種を開発する段階から農業者、それから実需の

方に入っていただいて、新しい品種を選ぶ過程から参加していただいて、それを栽培を技

術でしっかりサポートして、最後に知的財産でしっかり守るという取組を行うということ

が書かれてございます。 

 事例といたしましては、福岡県の麦「ラー麦」というのがあるのですが、「ちくしＷ２

号」という新しい品種、「ラー麦」という商標を取って、あわせてプロモーションしてい

る例がございます。 
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 それから12ページに参りまして、これは事例でございます。いちご「あまおう」ですけ

れども、品種名は「福岡Ｓ６号」という名前で、「あまおう」を商標登録することによっ

て長期的なブランド保護を考えているほか、海外に進出する際には、進出先の国であらか

じめ商標を取得するというような取組もしております。 

 続いて13ページ、６番、「種苗産業の共通課題の解消」ということで、新しい品種って

大事なんですけれども、海外で十分保護されないとか、我が国の種苗産業には中小の種苗

会社も多いということで、そういったところを支える体制をしっかり作りたいということ

で、取組方向のところで１つ目がオランダ。オランダも中小が多いんですけれども、この

取組をモデルといたしまして、遺伝資源の収集ですとかオープンラボの設置といったよう

なことを取り組んでいきたいと考えております。それから、海外での育成者権保護に向け

た取組というのも行っていくということでございます。 

 14ページ、事例でございます。岩手県の「安代りんどう」。 

 これは海外で育成者権を取得することによって、海外の産地とリレー出荷というような

ことをやって、北米市場、それからヨーロッパ市場にりんどうを周年供給するということ

ができる体制を作っております。 

 続いて15ページ、ＩＣＴの活用でございます。 

 ＩＣＴを活用する農家さんは増えているんですけれども、そのデータをまとめることに

よってビッグデータとして新たな価値を生むことができるんじゃないかと、重要な知的財

産の活用策になるんじゃないかということで、取組方向といたしましては、産業競争力の

向上とかデータで各プレーヤーをつなぐことによってバリューチェーンを構築するとか、

データをさらに高度に活用することで周辺産業も含めて活性化するというようなことがで

きないかと考えております。 

 最後、16ページの事例は、福岡県八女市のミカンで行った事例でございまして、タブレ

ット端末を使って熟練農家の技を継承することによって、初心者がタブレットを使った場

合と使わない場合で、ミカンの品質・収量が９％向上したというような成功事例がござい

ます。 

 以上で資料２の説明を終わりまして、続いて達成状況を資料３－１で御説明させていた

だきます。 

 まず１つ目、「地域ブランドの発掘・創造支援」でございます。 

 達成状況といたしましては、補助事業などを行ったほか、平成26年６月18日には「特定
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農林水産物等の名称の保護に関する法律」、通称「地理的表示法」が成立したところでご

ざいます。 

 それから、「食文化の活用・創造支援」につきましては、地域の伝統料理、新たな創作

料理等について商標権の取得等を支援したほか、「料理マスターズ」という制度を創設い

たしまして、ブロンズ賞をこれまで５回選出しているところでございます。 

 ２ページに参りまして、「東アジア植物品種保護フォーラムの積極的推進」ということ

で、残念ながら、これまでのところ、この５年間で新規にＵＰＯＶ加盟に至った国という

のはないんですけれども、各国ともＵＰＯＶ加盟に向けて着実に進展しているところでご

ざいます。 

 それから、「植物新品種の品種登録の迅速化」でございます。 

 前回の戦略を立てたときに、2.7年かかっていた平均審査期間、これを2.3年に縮める目

標に向けて着実に進めているというところでございます。 

 続いて３ページ、「知的財産相談のワンストップ化」でございまして、地方農政局、北

海道農政事務所、それから内閣府沖縄総合事務局それぞれに知的財産総合相談窓口を設置

いたしまして、農業者や食品産業事業者からの相談に応じているところでございます。 

 また、マニュアルを使って相談員の知的財産に関する知識向上ですとか農業改良普及員

の方の研修などにも活用しているところでございます。 

 最後に４ページ、「農林漁業者等現場の技術・ノウハウの伝承・活用」でございます。 

 これもＩＴを活用して熟練農家の方の技術を継承する取組として、先ほどの八女の事例

ですとかトマトの事例というのがございます。これは、世界最先端ＩＴ国家創造宣言にお

いても、ＩＴを活用して、しっかりと周辺産業の高度化・知識産業化というのを図るべき

ということが書かれております。 

 最後に研究のことでございます。「出口を見据えた戦略的研究開発」ということで、こ

れまで数多くの研究課題を実施しているほか、コーディネーターを全国に配置して研究成

果をしっかりと事業化するという取組をサポートしているところでございます。 

 簡単ですが、以上で終わらせていただきます。 

○妹尾座長 ありがとうございました。 

 今の事務局からの御説明について、多分質問だとかコメントだとか御指摘があろうかと

思いますけれども、それは後ほどの意見交換の時間でたっぷりやっていただこうというふ

うに思っております。 
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 引き続きまして、まず説明を全部一通り終えたいと思います。議事４の「地域団体商標

制度の概要について」、特許庁からわざわざ山田室長がお見えくださっていますので、御

説明をお願いできますでしょうか。 

○特許庁・山田室長 特許庁の山田でございます。よろしくお願いいたします。 

 資料４ですけれども、１枚めくっていただいて「地域ブランドの育成」というタイトル

になっています。「近年」と書いてありますが、地域団体商標制度自体は平成18年４月か

ら出願を受付している制度でございます。地域として地域名と商品名との組み合わせとい

うものを地域ブランドとして取り組んでいる団体が数多くいたということで、そういう地

域ブランドを商標権として登録していく手助けをしようということで始まった制度でござ

います。 

 この「地域名」プラス「商品名」という組み合わせは、従来の商標法ですと、単に商品

の品質、産地を表示するだけということで、なかなか登録が難しいものでした。いざ登録

しようということになりますと、ちょっとハードルの高い要件が課せられるということで、

この２ページの従来の方法ですと、地域ブランドをどんな形で取っているかというと、こ

の「小田原蒲鉾」のように図形との組み合わせで取ってきていました。 

 下の「夕張メロン」、これは文字の商標ですが、要は全国的に周知になっているという

要件をやっとクリアした上で通常の商標権として登録に至っております。 

 このハードルの高い要件を緩和して、一定の周知性があれば文字のみの登録を可能とす

るというものが「地域団体商標」です。構成としては右側に書いてあります「小田原蒲

鉾」のように地域名プラス商品名という形のものでございます。 

 １枚めくっていただいて３ページになりますが、「主な登録要件の概要」を４つほどに

まとめさせていただきました。 

 １つは「登録主体」ということで、出願して権利を得ることができる主体は誰かという

ことです。従来は、事業協同組合等、特別な法律に基づいて設立された組合のみでした。

農協ですとか酒造組合が該当します。 

 昨年、法改正いたしまして、これに「商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人」の

方も登録主体を満たすということで、この３者については昨年８月１日より出願受付を開

始しております。 

 次に、「商標の構成」です。 

 これは先ほど来申し上げているように、商標自体は「地域の名称」と、「商品名」もし
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くは「サービス名」の組み合わせから成る文字商標のみということになります。 

 ３番目、「地域の名称と商品との関連性」が必要となります。 

 商標中に地域の名称を含みますので、その地域の名称とそれを使う商品との密接な関連

性が要求されます。 

 ４番目、「周知性」。 

 これにつきましては、従来の商標法、先ほどの「夕張メロン」については通常の商標権

として取得されていますが、通常の商標権では、全国的に周知になっている、有名になっ

ているという要件を満たさないと登録にならないということですけれども、地域団体商標

の周知性については一定の範囲の地域での周知性で登録が認められます。 

 ４ページ目に、昨年末までの出願・登録状況を紹介してあります。 

 出願件数は1,080件、そのうち現存して有効な登録の件数は570件という状況でございま

す。 

 １枚めくっていただきまして５ページ、これは先ほど申し上げました「登録主体の拡

充」ということで、昨年８月１日に施行されましたものの紹介をさせていただいておりま

す。 

 続きまして６ページ、７ページ、８ページには、既に登録を取られている方の活用事例

ということで紹介をさせていただきました。 

 ６ページについては、北海道の東川町の東川町農業協同組合というところがお米と水に

ついて地域団体商標を取得して、それらの活用を紹介させていただいております。 

 この東川町農業協同組合の２つの商標権、「東川米」と「大雪旭岳源水」ということで

２つ登録を持っていますが、この東川町については全国でも珍しく、上水道が完備されて

おらず、全て地下水で賄っているというところで、その水ということで、飲料水の地域団

体商標としては第１号のものになります。 

 それと組み合わせて、お米と水というセットでＰＲ活動等するなどで成功している事例

で、６ページ右側の中央の写真に水とお米が２つセットになった箱がありますけれども、

このような形のセットでＰＲしていくというようなことで活用いただいています。 

 １枚めくっていただきまして７ページになりますが、今度は「郡上鮎」という紹介事例

でございます。 

 これにつきましては、地域団体商標という商標権を取得したことを契機に、組合員のま

とまりがよくなってきた事例です。いろいろな中身の運用の基準というか、管理する仕組

 13 



みというものをつくるのに大変役に立ったというようなことを聞いております。 

 最後８ページには、「近江牛」を紹介させていただいております。 

 近江牛もブランド展開ということで、メーカーとタイアップした取り組みを行っていま

す。近江牛に限らず、地域団体商標ということで、例えばメーカーとタイアップして活用

していただいているという組合の方、幾つかいますが、そのときに、例えば、商標権を持

っていることというような要件があるメーカーさんもいたりして、そういうときには「地

域団体商標」を取得したということが大きな１つのステップになっているというような意

見を聞いたこともございます。 

 非常に簡単ではございますが、地域団体商標制度を御紹介させていただきました。 

○妹尾座長 ありがとうございました。 

 今の３つ、今まで御説明を受けました概要と、それから達成状況と、それから地域団体

商標制度についてですけれども、これらについて、まず皆さんのほうから御質問があれば

お受けしたい。あるいは御指摘ないしはコメントあればと思いますが、いかがでしょうか。 

 全体の議論はその後で行いたいと思いますが、いかがですか。まずは御質問を主体に。 

 よろしゅうございますか。あるいはまだウォーミングアップが済んでいませんか。 

 それでは追々、皆さんの御議論の中でも質問のやりとりというぐらいの感じでやらせて

いただければと思います。これからあと１時間ほどお時間ありますので、皆さんからの御

意見を頂戴したいと思います。 

 今日は、４回ある会合の中のうちの初回ですので、皆さんからご自由に意見をいただい

て、むしろ今日はイシューを出す、論点を出すということが主眼になるかと思います。そ

の意味では取りまとめを意識した御発言ではなくて、むしろ自由な御発言のほうがイシュ

ーをきちんと見るためにはよいかと思います。 

 その意味で忌憚のない御意見をいただければと思います。いかがでしょうか。 

○山根委員 では、まず質問ということで伺いたいと思います。 

 国内外の消費者のニーズ、プラスそれを作ろうという生産者がいて、それを戦略的に販

売しようとか法的に保護したりとかという、そういう人がいてという連携で進んでいくと

いうふうに思いますが、そういうマッチングのような取組は農林水産省さんのほうでもこ

の間随分進められていると思うんですが、そこの……もう説明があったかもしれませんが、

そのあたりどういうふうに進めているというようなことを伺ってもよろしいでしょうか。 

○都築総括 先ほど御説明させていただいた資料２の11ページなんですけれども、消費者

 14 



のニーズをしっかりと捉えて、それに合う生産を行うということで、まずもう品種を作る

段階から消費者の方々に味見をしていただいて、どれがいいのかというのを一緒に決めて

いただくというのを取組としてやりたいと考えております。 

 今までお米の品種というのはものすごくたくさん作られているんですけれども、いまだ

に一番多く作られているというのは、昔から作られ続けているコシヒカリ、これが一番シ

ェアが大きくて、新しい品種がそれを超えることがなかなかできないような状況もござい

ます。それを何とか新しい品種、知的財産で保護し得るようなものに置きかえていくため

には消費者の方に受け入れていただく、そういうのが必要なんだろうということで、下の

ほうに書いてある「コンソーシアム」というのがありますけれども、研究機関、行政とか

消費者の方一緒に入ってコンソーシアムを全国で100カ所ぐらい設置して、お米だけでな

くていろいろな作物について消費者の方々に受け入れられる、そういう作物の品種育成を

しているところでございます。 

○妹尾座長 いかがでしょうか。 

○山根委員 ありがとうございました。ついでに関連でもう一つ。 

 知的財産を守るであるとか海外とのいろいろ競争で頑張って力を出していくというとこ

ろでは、弁護士であるとか、そういう法曹関係者の方の力も必要かなと思うんですが、そ

のあたりの連携を今後広げていこうとか、そういうことは何かあるんでしょうか。ＴＰＰ

等でもいろいろと出てくると思うんですが、そのあたりはこれからの課題でしょうか。 

○妹尾座長 では、都築補佐お願いします。 

○都築総括 すみません、今日の資料に入っていたかどうか……。「農林水産知的財産保

護コンソーシアム」というのを農林水産省では設置をして活動を行っております。事例で

言うと、２ページのところに説明が書いてあって、海外での模倣品にいかに対応するかと

いうのは、中小の食品メーカーとか農業者にとっては非常にハードルが高い問題でござい

ますので、本日お越しのＪＥＴＲＯとか弁理士会なんかにも会員になっていただいて、課

題についてみんなで一緒に相談し合うとか、あと海外で地名が勝手に商標登録されてしま

うという事例、３ページにあるんですけれども、中国で「青森」という地名が商標登録、

青森に全然関係ない人に商標登録されてしまって、リンゴ農家が「青森りんご」を中国に

輸出したら、「あなたは知的財産を侵害しています」と逆に訴えられてしまうというおか

しな事態が起きて、これは弁理士の方にしっかりとサポートいただきながら、青森県が中

国の政府に出願の取り消しをお願いしたというようなことで、無事に取り下げが認められ
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た事例がございます。 

○妹尾座長 よろしゅうございますか。座長から若干コメントさせていただきます。今の

御質問の１つの消費者ニーズを受け入れる、これは極めて大事なことですけれども、多分

こういう農林水産物は時間がかかりますので、20年後の消費者の口に合うニーズは今の消

費者のニーズなのかどうかというところの見きわめが極めて重要だろうというふうに思い

ます。 

 マッサンが作ったウイスキーは、当時は全然認められなかったということと同じですね。

その辺のところを多分農水の開発の方は御苦労されているんではないかなと思います。今

合っている消費者と次の世代が合う消費者は、これはまた違いますから、ここのところは

多分いろいろな御苦労があると思います。 

 それから、２つ目の海外との競争ですが、当然ここのところでは後ほど私も述べようと

思っていますが、どうしても保護中心の考え方になってしまいがちです。しかし、海外で

の市場開発にとっても知財というのは極めて重要な役割をするんです。多分そこのところ

もにらんで施策を打たれることが良いかと思います。ありがとうございます。 

 それでは、ほかにいかがでしょうか。 

 では、生越先生どうぞ。 

○生越座長代理 農林水産関連の事業者とか加工者、そういった方にこの５年間でどのよ

うに研修をしたかという点についてお伺いしたいと思います。 

 実は先週、「加賀野菜」の調査で石川県に行っていたんですが、加賀野菜、非常に定着

してきてよかったなと思う反面、「の」という平仮名を間に入れることにより、ほかの地

域の方が同じような野菜を混乱させるような形で売っているお店も出ていたりするんです。 

 だから、作っている方、流通業者さん含めて、今農林水産分野でブランドがどういうふ

うな位置づけにあるかとかということを、作っている方、流通させる方、あと消費者の方

に届くような情報の発信とか教育とか啓発とかが必要だと思うんですけれども、これまで

の戦略においては、人材教育に対してはどのような取組をされたか、この点についてお伺

いしたいと思います。 

○妹尾座長 これはいかがですか。これも都築補佐、お願いいたします。 

○都築総括 実は余り十分できていないのかなという感じはするんですけれども、毎年５

カ所から７カ所ぐらいで「知的財産セミナー」というのを弁理士の方に講師をお願いして

セミナーをやってまいりました。これも「農林水産知的財産保護コンソーシアム」の活動
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の一環でございます。地域から求めがあれば、柔軟に場所を変更してセミナーを行うとい

うような対応をしておりました。 

 それから、知的財産の普及ということですけれども、「知的財産活用マニュアル」を昨

年の４月に作って以降は、地域の普及員の方にそういったことを知ってもらうというのも

大事だろうということで、知的財産の活用について、ようやくマニュアルで普及を始めた

というところでございます。 

○妹尾座長 ありがとうございます。 

 先生、それに何かご示唆はございませんか。こういうことはこういうふうにもっとやっ

たほうがいいとか。 

○生越座長代理 これが今回新しく作る戦略の一つの柱になるかなと個人的には思ってお

りまして、ＧＩのマーク、これの普及と絡めて一緒にブランドについて広く周知できたら

─まあ、ＧＩのマークが新しく誕生するのはいいきっかけになると思いますので、チ

ャンスが来ているかなというふうには思っております。 

○妹尾座長 ありがとうございます。 

 この啓発・普及については、これもまた私が座長で差し出がましいことを申し上げるよ

うですが、このワンストップ化とか啓発窓口というのは、これは工業系でも従来から山の

ようにやっていて、山のような失敗事例があります。それはなぜかというと、「知的財産

相談窓口」と言った途端に、ほとんどの方は権利化をするということを前提に考えてしま

うんですね。だから、権利化そのものが必要だとか、あるいは権利化をしてはいけないも

のをしたらまずいぞ、秘匿化すべきものは秘匿化すべき、といった啓発というのは、実は

知財の相談窓口ではしにくいのです。ということは、どういうことか。相談窓口以前に、

ふだんから接している例えば指導員の方だとか、あるいは農協の方だとかが日ごろ接する

中でそういうものを啓発できるような体制のほうがより有効であるということがあるので

はないでしょうか。もちろん、セミナーを開くとかマニュアルを配るとかということは大

いに結構なんですけれども、それとともに日常のベーシックな指導をするための指導員の

指導みたいなもの、そういうところに注力をする段階に来るんではないかなという、そん

なような気もいたします。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 五十嵐委員、お願いします。 

○五十嵐委員 地理的表示保護制度というところで、新たに設けられるということで、27
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年の６月からということでこの紙にありますけれども、先ほど特許庁の山田室長のほうか

ら地域団体商標制度の御説明をいただきましたが、概要というか、６ページの内容を簡単

にもう少し御説明いただけないかなと思います。 

 あと、この後のスケジュールについてもお伺いできればと思います。 

○妹尾座長 資料４の６ページですか。 

○五十嵐委員 資料２の６ページです。 

○妹尾座長 資料２の６と７ですね。それでは、これについては坂課長のほうからお願い

します。 

○坂新事業創出課長 この資料には、地理的表示制度の概要自体が十分含まれておりませ

んで大変恐縮でございます。この地理的表示、先ほど山田室長から御説明いただいた商標

制度の中での地域団体商標と非常に似たような形をしていますが、商標と違って知的財産

権という形ではなくて、その知的財産の表示を行政の規制で保護するという、そういう建

て付けをとっておるというところでございます。 

 それと、商標権というのは権利者に与えられる独占排他権でございますけれども、この

地理的表示というのはヨーロッパで発達した制度でございまして、例えば「カマンベール

チーズ」とか「パルマハム」とか、そういったようなヨーロッパの伝統的な農産品の名前

を保護するために作り出された知的財産保護の仕組みでございまして、例えば先ほど商標

の事例でもありました「夕張メロン」なんかも、これも夕張でできたメロン、みんなが知

っている大変高品質の有名なもの、伝統に裏付けられた特産品と。こういったものであれ

ば地理的表示の枠組みでも保護することが可能になるような、そういう仕組みでございま

して、基本的には地域の特産品の名前を保護するということでございます。 

 商標と一番違う仕組みというのが、「地理的表示」という名前からもわかるように、必

ず生産地とその産品が密接に結びついているということ。それがない限りは保護されない

ということが一番の要件でございまして、例えば「夕張メロン」でございましたら、生産

地を夕張市内というふうに定めたら、夕張市内で作られたもので、どこで作ってどのよう

に作ってどのような品質を要求するかと、そういったような基準を全て地理的表示の登録

の際に全部登録の対象にするということになっておりまして、それをもって地理的表示の

表示が認められたものについては一定の品質、生産方法、生産地域、これが全て保証され

ると、そういう仕組みになっておるというところでございます。 

 また、その生産地域内でその特定の要件を守って生産されたものについては、全て地理
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的表示の表示が認められるという形で、権利構成をとる商標法体系のものとはまた違った

形で知的財産のブランドを保護すると、そういう仕組みでございます。 

 現状でございますけれども、６ページの資料、「現状」のところにもございますけれど

も、昨年の６月の通常国会の終期に成立いたしまして１年以内に施行するということにな

っておりますので、本年の６月の施行に向けて準備をするということになっております。 

 法律はもうできたんですけれども、その下のレベルの政令、省令、ガイドライン、こう

いったものについて現在最終の詰めを行っておりまして、間もなくその内容についてパブ

リックコメントの手続を実施して、各界からの御意見を踏まえて、政令、省令などを準備

して、年度明け、４月以降、そのフルセットの体系でこういうものですというものを各方

面に説明してまいりたいと思っております。 

○妹尾座長 ありがとうございます。 

 五十嵐委員、いかがでしょうか。よろしいですか。 

○五十嵐委員 ありがとうございました。 

 この新しい制度の導入、この周知というところが一番柱になってくるんではないかとい

うふうに考えておりますので、この普及活動のところに重点を置いた検討というのを進め

ていただければなというふうに思っております。ありがとうございました。 

○妹尾座長 ありがとうございます。 

 これ私から質問をしてよろしいですか。 

○坂新事業創出課長 どうぞ。 

○妹尾座長 これ大変良い制度がようやくできたという感じですね。随分時間かかったん

だなということはあるんですが、恐らく地域における今後の農産物だとか食品だとかに効

果がありますよね。これらが３本柱だろうと私は見ています。１つは「地理的表示」とい

う柱が今回できました。それから、先ほど山田さんから御説明があった「地域団体商標」

というのができました。それから、これからプラスにどうなるだろうというのは、今回は

入っていませんけれども、例の「機能性の表示」のお話が入ってきています。これは消費

者庁がやられている。この３本がどう組み合わさったときに、どうすれば最も日本の競争

力が高まるか。この３点セットをうまく活用するということだと思うんです。 

 そのときに、特に「地理的表示」と「地域団体商標」の違いが非常にわかりにくいので、

何が同じで何が違うかということをわかりやすい形で整理していただくと良いなと思うの

です。それと、どうなったときに相乗関係になり、どうなったときに相殺が起きてしまう
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かと。あるいは何かトラブってしまうか。そういったことが想定できると、多分施行、運

用のときに非常に参考になるんではないかと思います。その辺の御準備もぜひお願いした

いと思いますが、課長いかがでしょうか。 

○坂新事業創出課長 本日該当するような資料をお示しできなくて申しわけありません。

次回お示しをさせていただきたいと思います。 

 先ほど口頭でも御説明したんですけれども、なかなかわかりづらいところがありますの

で、また資料を準備させていただきますけれども、端的に申し上げると、商標制度という

のは権利でございますので、独占排他性があるということでございます。 

 それから、地理的表示は一度認められると、地域の人が要件さえ満たせば誰でも使える

ということになります。例えば、「夕張メロン」について、「夕張メロン」の権利者である

組合が、その組合員だけにその名前が使えるように名称を独占したいという方向でブラン

ド戦略を構築する場合は地域団体商標だけを取るのが望ましくて、そうじゃなくて、地理

的表示として地域全体で使えるようにしたいというような、そういう戦略を構築される場

合は、その両方を併用するということも可能でございます。 

 また、その地理的表示の場合は知的財産権ではありませんので、違反に対する対応とい

うのが行政が基本的に取り締まるということになりますので、有名になったブランドにつ

いては、特に侵害のときのトータルの知財の維持管理コストが非常に低く済むと、そうい

う利点もございますので、コスト面も含めてどちらを選択するか、もしくは組み合わせて

選択するかということをよく検討された上でブランドの成り立ち、それから今後の戦略に

ついてよく検討していただいた上で適切なものを選択していただくと、そういう仕組みに

なるというふうに思っております。 

○妹尾座長 ありがとうございます。非常にわかりやすい御説明ですが、今の法的な観点

とは別に、実際のビジネスとしての運用的なガイドラインみたいなものがあったほうが多

分地域の方々がわかりやすくなるだろうと思います。また、下手して地域の中でこれを中

心にもめ事が起こってもいけないので、その辺のところをぜひ御指導というか、御支援を

する形を整えていただければありがたいと思います。ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 山根委員お願いします。 

○山根委員 今のお話ですけれども、周知活動、消費者へもぜひ積極的に広報していただ

いて理解ができればというふうに思います。 
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 表示の適正化ということにもっと力も入れていただければと思うんです。原料の産地

等々、消費者に誤認をさせているというものもとても多くあります。マークとかブランド

とか強調表示とか広告等があふれているわけでして、そんな中、機能性表示も始まります

し、新しい食品表示も始まって、またこれは厚労省のほうでしょうか、何かコンビニのお

弁当などに健康マークのようなものをつけるという、そういう何か新しい動きもあるとい

うことで、かなりいろいろ氾濫というのか、それぞれに特徴もあると思いますけれども、

消費者にとっては何をどう選べばいいのよということにもなりますので。 

 そういう一方で、表示、何かで信頼をなくすようなことがあれば、回復もなかなか難し

いと思いますし、ぜひこの表示だけということではなくて、いろいろなところと見ながら、

消費者も交えて進めていただければというふうに思います。 

○妹尾座長 ありがとうございます。 

 山根委員、今の言葉って最近出ているんですか。「表示の氾濫時代」というフレーズは。

今お作りになったんですか。 

○山根委員 まあ、ずっと続いているとは思いますけれども。 

○妹尾座長 もう実際そうですね。 

○山根委員 はい。マークというのもたくさんございますし、どれが何を表しているのか

もわからなければ、マークがあるものとないものの違いもわからなかったりと、いろいろ

と問題はあるというふうに思っています。 

○妹尾座長 それぞれ部分最適をすると全体最適にならないということにならないように

各省庁間の御連携もお願いしたいと、こういうことだと思います。ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○加々美委員 １つ質問があるんですが、前段にあった御報告のプレゼンのファイルの中、

「戦略的な保護・活用の推進」ということで、先ほど15ページのところに、いわゆるＩＴ

技術を使って匠の技をという話があったと思うんですが、この中の課題の１に書いて

─もう既に認識はされていると思うんですけれども、この文章自身がちょっと矛盾か

なと思うんですが、ノウハウを技術で汎用性を持たせるということが。例えば、我々は特

に民間企業ですけれども、ノウハウというのは営業秘密に当たる部分なので、先ほどの話

じゃないですけれども、どこをオープンにして、どこをクローズにするかという議論の中

では、ノウハウこそ隠しておいて最後の、だからこそまねできないんだよというところで。

確かに、一方では技術全体の底上げという意味では非常にいいんですけれども、例えばこ
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れを預かる、これ事業なんで委託事業で、ＩＴ企業さんがあって、ノウハウもできて、確

かにここにあるようにどこかの産地では非常にいいものができました。だけど、このノウ

ハウは、もしかしたら─こう言うとあれですけれども、日本は四季折々があって、農

産の生産には必ずしもよくない。逆に言えばストレスがあるからいいクオリティーができ

るという一方はあるんですが、労働力が安くて、そういうノウハウさえあれば、もっとコ

ストが安くていいプロダクトになってきて、日本の匠でやっていた部分が、もしかしたら

ば量産ができてコモディティ化に転落するというようなリスクもあるので、ＩＴの技術を

使って云々というやつは、それこそさっきのマーケティングじゃないですけれども、戦略

的に運用しないと─やはり技術が進むと技術を取り入れてやるという、そういうロジ

ックにすぐ陥りがちなんですが、この辺は─まあ、日本は株式会社日本という役員会

じゃないですけれども、そのときにはこの辺のコントロールというか、先ほどの、人の教

育もそうでしょうけれども、戦略的にという話なので、最終的にはこういう運用をどうす

るかというところを盛り込めればなと思うんですが、この課題については今どうお考えで

すか。 

○都築総括 実は、平成21年にそもそもＩＴで匠の技をデータ化しようという発想がスタ

ートいたしまして、その段階では、農家が高齢化して、今後大量リタイア時代が来るんだ

ろうと。そのときにノウハウが次世代に引き継がれないような状況というのは問題だとい

うことで、ＩＴを使ってデータ化するような試みというのをまずやろうじゃないかという

ことで実験を始めたんですけれども、始める段階から加々美委員御指摘のとおり、データ

化してしまうとコピーできちゃうということで、知的財産をいかに守るかというのを検討

を始めて、平成22年度に１度どういった形で保護が可能なのかというのを検討は行いまし

た。ただ、実際のＩＴでデータ化した事例がない中で検討を始めたものですから─ま

あ、データ化されてデータがいっぱいたまった段階で知財の枠組みが決まっていないと、

それはそれで問題なんですけれども、実例がない中で検討しても、地に足がついた議論に

なっていないんで、22年度、一旦の整理はしたんですけれども、現時点で活用できるよう

な議論の深まりというのは余りなかったというふうに考えております。 

 農林水産省としては、平成27年度、来年度予算で再びこのデータの取扱い、知的財産の

取扱いルール、データ化した後、いかにそれを必要な人だけに提供して、それ以外に渡ら

ないようにするかというようなことを改めて検討したいということを考えております。 

○妹尾座長 今の関連でよろしいでしょうか。 
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○生越座長代理 はい。 

○妹尾座長 生越先生。 

○生越座長代理 現在、ＩＴ総合戦略本部は新戦略推進専門調査会・農業分科会を開催し

ておりまして、今御質問のあったデータの取扱いについてのルール構築の必要性について

農林水産省さん、総務省さん、経済産業省さんで議論がなされているところです。 

 御指摘のとおり、漏れてしまったら二度と取り返せないのが情報ですので、ここの取扱

い、これを農業の情報がとても重要であるということを教育の関係でも広く周知すること

が大事だと思います。 

 そこの取扱いについては、まさに今検討中という、そういう段階で、きょう欠席されて

おります田中先生も構成員で出席されております。 

 以上でございます。 

○妹尾座長 ありがとうございます。 

 私からまた申し上げるのも何ですが、加々美委員、生越委員に大賛成でありまして、私

はデータそのものは一種の「非権利化知財」という認識です。データも知財そのものとし

て認識されたほうが良いと思います。例えばデータの順番をどうするこうするというと、

知財権化はある程度可能なのですが（データそのものは知財権化が難しい）。このことに

ついては、内閣の知財戦略会議のほうで、私も委員で、前回まで専門調査会長やっていま

したけれども、もうメインの話題になりつつあります。 

 農業についても当然で、今や農業そのもの、あるいは食料産業は「知識産業」だという

認識があったほうが良いのではないでしょうか。あるいは「情報産業」なんです。ただし、

それを今までは篤農家という個人の方に内部化されていただけであって、篤農家の方とい

うのは大体全身センサーみたいな方ですから、ちょっとでも風が吹くと、そのセンシング

がピッと反応する。それを全部外在化して、情報化して、見える化して、それが蓄積・解

析してサービス系へ移行する。こういった産業生態系の動き方をするのは、ある意味では

工業系と全く同じ、同系だという認識がもうそろそろ出てきても良いと思います。 

 その意味では、１つは篤農家の圃場におけるＡＩ農業の情報の扱いの仕方と、それから

完全閉鎖系の植物工場における情報系の扱いの仕方と、それからその中間にあります大規

模施設園芸における情報の扱いの仕方について、何が同じで何が違うかという切り分け

（と関係づけ）をしておかないと、保護系がよくわからないと思います。 

 特に大規模施設園芸、プリバを初めとするオランダだとか、ああいう海外の設備系が来
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たときに、それはほとんど制御系で動くということです。ということは、情報という前に

制御レイヤーのアルゴリズムといった話なんです。このレイヤーが海外にとられてしまっ

たら、恐らく日本の誇る生産技術、あるいは食料産業の生産技術もほぼ簡単に外へ出てい

ってしまうという形になりかねない。多分工業的な知見を相当入れないと、これは参っち

ゃうということだと思います。そこにも今回の方針は非常に視野を広げていかないといけ

ないんではないかなという感じがします。 

 局長、どうぞ。 

○櫻庭食料産業局長 若干補足的に申し上げますと、今のガラス温室の関係は、はっきり

言って意図せざる流出がもう何年も前から起こっています。そういった制御系のデータと

いうのは、オンラインで他国にも渡っております。それをビッグデータとして集めて、そ

の制御系の次なる発展系、バージョンアップのときにも使われて、それはもうビジネスモ

デルとしても提示されているという現状にあります。特に、今水耕栽培、マイクロイリゲ

ーションになってくると、どうしても制御系との関係は品質、収量など全部関連しており

ます。ということで、日本のビッグデータって非常に、これどうやって日本の中で内在す

るかが課題です。実は、それが篤農家技術だけで今までやってきたというのがあります。 

 それから、２つ目はセンサー技術でございますけれども、例えば、この知財ですけれど

も、もうビジネスとして来ているのは、例えば大きな農家がいて、トラクターが何台も動

いていて、それに全部ＧＰＳをつけております。それで、どうやって移動して、どうやっ

て圃場で耕したかということを全部コンピューターで解析します。いわば、各店舗内にお

けるお客様の動線分析みたいな感じです。そこで最適解を出します。そうすると、移動距

離とか一番短い、つまり燃料費、それから労働時間が２割から３割減るという実証が出て

きております。それのモデルがもう販売されております。これも１つのノウハウという形

になっているかなと思っております。 

 ですから、意図せざる流出がもう起こっている中で、この知的財産としてどうするか。

そのために、それを保護するというのを、これをある意味ビジネスモデルをどうやって保

護していくかというのも大きな課題ではないかなということでございます。 

○妹尾座長 局長が最先端の認識をされていらっしゃるんで、我々も心強い限りです。 

 恐らく農業系の知財というのは種苗法から始まっているんで、どうしてもそこのところ

にいっていますけれども、食料産業全体で見ると、日本の誇る食料産業の加工技術なんて

いうのは特に（工業系と同じ）そうです。加工のパラメーターをどうするんだ、アルゴリ
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ズムどうするんだというのは全部生きてきますから、そこのところが抑え切れないと多分

大変なことになる。 

○櫻庭食料産業局長 もう一点だけ、加工のほうを加えさせてください。 

 加工の流出も、実はレアなケースかとは思いますけれども、起こっております。 

 例えば冷凍ピラフを作るときも中華の名人の中華鍋の動く動きを完全にトレースした冷

凍ピラフロボットを作ったりしておりますけれども、そういった形で機械化が進んでおり

ます。 

 例えば、お菓子を機械で作ります。日本ではあまり売れないということで、諸外国から

お菓子の機械を何十台と発注が来ます。これはある事例でございます。そのときに海外の

人が機械だけを買ったってしようがないから、どういうお菓子がいいのかレシピみたいな

のを提示してくれないかという形で、一番よいお菓子のレシピが海外に行く。お菓子メー

カーにとってみれば、今度どういう契約を結ぶかとか、そういうのを手当てしておかない

と、機械の流出のほうからノウハウが出ていくといったケースが起こっています。 

 ですから、日本人の契約概念、お菓子屋さんと機械屋さんとの間、それは機械屋さんが

外国でやるときを含めて、どうやってレシピという財産を守るのかというのも加工食品の

中では非常に大きなテーマでございます。 

○妹尾座長 ありがとうございます。 

 いずれにせよ、今の問題は私の専門なんで、これは話し始めるととまらなくなっちゃう

んでやめておきますけれども、何かすごく楽しいパネルディスカッションができそうな感

じがあります。 

 もう農産業、食産業は知識産業だという認識を我々は共有したいと思います。ですから、

農家の方々に内在化された知という、あるいはシェフの方だとか一流の料理人の方々のみ、

あるいは杜氏さんが持っていたノウハウが全部情報センサーによって外在化し、そのアル

ゴリズムだとかデータだとか、あるいはそれがビッグデータアナリシスだとか出てくると

いう、こんなとんでもない時代に入ってきたということについて、早急に先手を打つ知財

の保護と活用をしていくべきです。活用というのは、（保護するのみならず）逆にそうい

う知識を生かして、オープンに領域を作って市場を海外まで広める。だけれども、クロー

ズの領域でもうけさせていただくわけです。こういうような形だと思います。そのために、

この知財の政策というのは極めて重要なポジションだということかと思います。 

 ありがとうございます。関連、あるいはほかに何かコメントは。 
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 山岡委員お願いします。 

○山岡委員 山岡でございます。 

 現行のいわゆる農林水産省の知財戦略が策定された時点と今日との大きな違いという意

味では、まず１つは日本の農林水産物、もっと海外のマーケットを取りに行こうという動

きが明確になったというところがまず１つあると思います。 

 あと２つ目は、我々「インバウンド」と呼んでいますけれども、外国人観光客が1,200

万人、1,300万人というレベルに達して、日本国内というのは必ずしも消費が減っていく

というよりも、むしろそういうフローの人たちを受け入れることによって、また国内で

─まあ、あえて「消費者」と言わせていただきますけれども、そういう人たちが生ま

れてきていると、そういう状況、その２点があるというふうに思います。 

 そういう意味で言うと、新しい知財戦略は、この２点を意識した書きぶりの部分という

のが当然増えるんだろうなという感じがいたしております。 

 そういう意味で、まず最初の海外マーケットを取るという段階で、先行してグローバ

ル・フード・バリューチェーンの動きが出てきておりますので、多分知財戦略というもの

はそういうビジネスの活動とリンクさせるような形のものが必要なのではないかなという

印象を持っております。 

 もう一点なんですけれども、ＪＥＴＲＯは知財といいますと、主な活動、いわゆる模倣

品の対策でございます。現状は、基本的には工業製品の模倣品対策ということで、これは

いわゆる政府のサポートというよりも、まずは企業の皆さんが知恵を絞りながらいろいろ

な方法を考えながらやっておられるというのが実態でございます。ですから、企業の方が

どんなことをされていて、その企業の方の、いわゆるファシリテーションということでど

ういうサポートができるかという視点が非常に重要だと思うんですけれども、翻って、い

わゆる農林水産・食品の模倣品対策というのは、工業製品のように簡単に侵害判定ができ

るとか、そういった種類のものではないと思いますので、逆に言うと、工業製品とはまた

違った形で、いかに企業の皆さんの模倣品対策みたいなことができるのかということを考

えなければなりません。そのためには、企業の皆さんがどのようにされているのかという

情報が、現状我々圧倒的に足りないのではないかという感じがしております。 

 ですから、知財戦略を作る場合においては、ぜひ今回の委員の方もそうなんですけれど

も、企業の方が今何をされていて、どんなことに困っておられて、どんなサポートが必要

なのかというようなことを聞くようなことも必要なのではないかなという感じを持ってお
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ります。 

 以上です。 

○妹尾座長 ありがとうございます。 

 海外市場を取りに行くというのは食料産業の大変な命題でありますし、それから、今

（海外からのインバウンド観光客が）1,300万人を超えましたから、これを2020年に向か

ってうまく食料産業の発展の起点にしていくか、これは極めて重要だと思います。 

 グローバル・バリューチェーンとの関係でいくと、食品産業さんは今随分進出してご苦

労されているんで、その実態も伺うというのは確かに大きいことです。 

 その意見も踏まえながらの政策立案に進むべきだという山岡委員の御意見です。ありが

とうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 欠席委員の御意見があるということなので、資料５を都築補佐お願いします。 

○都築総括 御紹介させていただきます。 

 本日御欠席の田中委員から、あらかじめ「新たな知的財産戦略に盛り込むべき項目」と

いうことで御意見をいただいております。 

 ３点。 

 １つ目が、成長過程のまっただ中にあるアジアでは、模倣品・海賊版が横行していると。

日本のものが本当に日本のものだというふうに信じてもらいにくい状況があるということ

で、個々のプレーヤーが戦いやすい環境を整備するため、国を挙げて日本のものはいいも

のだというような─まあ、テレビコマーシャルみたいなことって田中委員はおっしゃ

っていましたけれども、コンセプトメーキングをしていただけるとありがたいということ

をおっしゃっていました。 

 それから、日本でも洋食が入ってきたときに、ナポリタンスパゲッティが生まれて、

徐々に本格的なイタリアンに進んでいったというようなことがあるように、初めからにせ

ものを全部たたき潰して本物だけでいくというのもなかなか難しいんで、まがいものとい

うか、なんちゃって日本食みたいなものを含めて市場のすそ野を広げて、それによってバ

リューチェーンの構築が進む面もあるんじゃないかということで、いわゆるオープンの部

分を残していこうということかと思いますが、そういったことを念頭に戦略が必要ではな

いかということ。 

 それから３点目、表面的な技術というのは、どれだけ守ろうとしてもいずれは流出して
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しまうと。ただ、その技術を経営や産業に結びつけて定着させることは難しいと。技術を

導入して、結果を評価して、改善を進め、ＰＤＣＡを回して、ノウハウを蓄積する、これ

が日本型経営であると。蓄積したノウハウの部分はコアな情報で、しっかり守らなければ

ならないという御意見をいただいています。 

 以上です。 

○妹尾座長 ありがとうございました。 

 田中委員の御意見に対して、何かコメントその他ございますか。 

 これ文章には「なんちゃって」なんて入っていない。これは補佐のつけ加えですか。 

○都築総括 この紙に基づいて田中さんと電話でやりとりをしたときに出た言葉でござい

ます。すみません。 

○妹尾座長 なんちゃってね。いや、わかりやすいです。とにかく接しないことには動か

ないというのはあります。 

 先日、私もＮＨＫスペシャルで解説しましたけれども、タイだとか、そういうところに

入っている回転寿司が現地の人たち向けの回転寿司になっていること賛否両論なんですけ

れども、でも、それによってお寿司に接する方が増えてきて、そうしたら、だんだん本物

になっていくという、その流れもあるわけですから、そんなようなものも１つの方策だな

ということですよね。純粋主義でいくと、必ずしも打ち破れないところもあるぞという御

指摘だと思います。大変重要だと思います。ありがたいことであります。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○山根委員 今のテレビＣＭというのは、海外でそこの人たちに向けて、これが日本ので

すよというアピールをもっと、そういうようなこともすればということですか。 

○都築総括 はい。田中委員、そういう趣旨でおっしゃっていました。 

 補足を申し上げますと、「成長過程のまっただ中にあるアジア」というのは、日本の高

度経済成長期に近いようなものなのだということを念頭に、そのころ派手なコマーシャル

で大きい商品がどんどん売れた。そういった日本のかつて通ってきた道を今アジアででき

るんじゃないかと、そういう趣旨でおっしゃっていました。 

○妹尾座長 コマーシャルの関係かどうかは別なんですけれども、クールジャパン政策あ

りますね。あれのときに、コンテンツはコンテンツ、日本食は日本食と割と分かれていた

と思うんです。最近、私は内閣の知財戦略本部のほうで申し上げているのは、それを組み

合わせるやり方をやっても良いのではないか、ということを申し上げています。すなわち、
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テクノロジー系の話とクールジャパンのコンテンツ系の話が分離しちゃっているんですけ

れども、例えばインドネシアに行くと、ナンバーワンの知名度は当然「ドラえもん」です

し、それから若い人たちには「ＮＡＲＵＴＯ」ですよね。日本では終わってしまいました

けれども。それから、「チョッパー君」も大人気ですし、そういう人たちがそういうとこ

ろから日本のジャパンブランドのよさを訴えるやり方もあるだろうということを申し上げ

ています。 

 例えば、今日本のある製薬会社さんが40年ぶりに結核の新薬を出したんです、世界で。

例えば、そういうものを普及するために日本のコンテンツ系が支援するやり方もある。そ

れこそ、のび太君を結核にして、しずかちゃんが看病しているうちにまた結核にかかって

大変だというときにドラえもんが日本のいいお薬を出してあげるみたいなのもあったって

良いじゃないかとか、あるいは１万数千あるインドネシアの諸島をルフィの船団が回って

チョッパー君が助けに行くというのでも良いじゃないかみたいな話をしておりますけれど

も、当然日本のキャラクターが日本食普及の先兵になるみたいな省庁間の連携、あるいは

そういうようなものもあっても良いのかなというような気がします。今のコマーシャルと

いうところで思い出したんですけれども、そんなようなこともあります。 

 つまり、そういうのは一種の知的財産の保護ではなくて、むしろ活用という側面だと思

うんですけれども。 

 局長。 

○櫻庭食料産業局長 今のことに関連して申し上げますと、輸出も担当していますが、東

南アジアとかいろいろやって、確かに日本のキャラクターは強い。香港でそういったコン

テンツのフェアがありまして、そこに「進撃の巨人」という、その作者が大分県の出身で、

地元の梅酒のパッケージを「進撃の巨人」で描いたら飛ぶように売れたということもあり

ます。 

 そういった意味では認知ということで、先ほど高度成長期の話もございましたけれども、

多分マーケティングで言えば、要するに、あのタレントも食べているチョコレートとか、

あのタレントが食べているカレーライスという形で我々小さいころ過ごしてきまして、そ

こから食べておいしい感動というのが出てきたという時代から、その後しばらくしてから、

なるほどねという共感の時代が来たと。いろいろなことがあって、朝晩納豆食べればどう

のこうのとか、ココアを飲めばピロリ菌がどうのこうのといろいろなことが十数年前あっ

たというふうに思います。 
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 今日本のやることは、理解していただく。お互いにコミュニケーションをやってこうや

るという理解広報のレベル、東南アジアとは違うレベルにあるんです。ですから、それを

そのまま東南アジアに持っていったって、向こうはまず認知も何もしてくれないという感

じはいたします。 

 ちょっと外れてしまいましたけれども、田中さんの話にあったようにナポリタン、スパ

ゲッティにナポリタンって、イタリア行ったけれども、なかったです。これはどういうこ

とかというと、日本人というのは海外の食料を全部受け入れて、日本なりにアレンジして

定着させるという大天才なんです、日本人というのは。 

 それから経験しますと、ソースとか、あるいはパスタの製法というのは、これは守らな

ければいけないかもしれませんが、味というのは、その国その国でいろいろあっていいん

じゃないかと思います。だから、味まで規制するというのはどうかなという感じはします。 

 だから、その中でコアのところ、これは日本のうどんみたいな、そばみたいなのをスパ

ゲッティと言っていいのかどうかというのはありますので、ここは考えなきゃいけないと

思います。 

 ですから、そこの基本のところは守るべきで、あとはオープンにしていくというのは、

それは使い分けていけばいいと思います。 

 この資料２の３ページを御覧いただきたいと思うんですが、五十嵐さんの前で言うのも

勇気がいるのですが、この写真とかは私がある東南アジアの国に行って御社の工場からい

ただいた製品です。本当これは説明しなきゃわからないと思う。あえて説明のお時間をい

ただきたいと思います。 

 真正品が左側でございます。それから、ハラルマーク、あと裏側にこれちょっと見にく

いんですが、サトウキビです。 

 まずは、真ん中の模倣品を見ていただきますと、真正品と、まずパッケージの流れです。

これはまず同じ。「AJI-NO-MOTO」じゃなくて「NINJA-DE-MOTO」となっていますけれども。 

 それからもう一つは、ＡもＢも共通して微妙に違いますけれども、これはハラルマーク

を模倣しています。ハラルマークを模倣して、実はこれは中東とか向こうのほうに輸出さ

れているものです。私は、はっきり言ってハラルを勉強させていただきましたけれども、

そのマークまで模倣されているというのを見て愕然となりました。 

 それから、右側のＢの模倣品は、ハラルマークのほかに、右側のサトウキビから作られ

ているという、この説明書きが真正品の裏にある部分と全く一緒だということです。 
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 ただ、これを取り締まることができるかどうかって非常に厳しい問題があります。とい

うのは、ある国で作られてＢ国を経由してＣ国に輸出しているという、そういったグロー

バルな模倣品がもう出てきているということなんです。 

 いろいろな関係する国と政府間で何回も協議しながら、これはお互いのルール決めとか、

そういうことを何回も会話していくしかないかなと思っていますけれども、これはもうモ

グラたたきと一緒で、出てきます。 

 有名なオートバイを作った本田さんは、あの立派な模倣品を、すごい技術を持っている

というんで取り込んでしまったんですよね。 

 そういったこともありますけれども、この模倣品が実は日本の、かえって日本の国益を

失うことがあります。誤認させると。そのための１つ、いぐさの例をここに出しておりま

す。これはＤＮＡまでさかのぼって税関当局と一緒になって関税法違反に挙げたりしてい

ます。 

 いぐさがこういった形で入ってきているというのも事実でありますので、ここは守るべ

きものをきちんと守って、あるいは表示もしっかりしていくという形にしないと、優良誤

認が横行するという形になるんで、紹介させていただきます。 

○妹尾座長 ありがとうございます。 

 今ありましたとおり、局長の説明で、なお一層理解できました。これ第三者がさらに次

の第三国へ輸出するというのはすごくありまして、これは工業品では多い話です。特に商

標と中身と模倣品をやっておいて、商標登録のないところへ行って、そこで商標を貼り付

けて第三国で売るということがあります。これは「知財のオフショアロンダリング」って

僕らは呼んでいるんですけれども、それがまかり通っています。それで私ＪＥＴＲＯさん

と一緒に北京で中国の当局へ談判しに行ったことがあるんです。 

 いずれにせよ、このような第三国でのロンダリングというのはどういう意味か。いわゆ

る内-外の知財問題と外-内の知財問題がありますね。ところが、従来、農林水産省の守備

範囲は内-内の知財問題だったんです。それが今国際化になって内-外と外-内の話を始め

てはいるのですが、さらに、今櫻庭局長がおっしゃったみたいに、外-外の知財問題も出

始めているというところだと思います。 

 恐らく日本の食料産業、グローバル化すると、その外-外対応をどうするかという話も

視野に入れておかないといけないという、そういう御指摘だと思います。ありがとうござ

います。 
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 それでは、まだ時間が少しありますけれども、どうでしょう。本当はもう少し言いたい

んだけれども、言っておこうかなというのもおっしゃってよろしいんじゃないでしょうか。

今日はイシューセッティングですから。 

 どうでしょうか。 

 では、ちょっと私から話題を提供させていただきます。 

 例えば、資料の中で、ちょうど私の話が引用されているというか、引用していただいて

いるところなんですが、資料２のページの８です。オープン、クローズの使い分けみたい

なことがあるんですが、これはなぜオープンとクローズをしなくちゃいけないかというと、

産業競争力上、「Ｎ対１対Ｎ」の関係を作らなきゃいけないからなんです。これが基本な

んです。オープン、クローズは自己目的ではないんです。日本は人が良いので、Ｎの中で

競争をし合って勝とうという競争原理をついつい考えがちなんです。だから、みんな平等

に競争をして、それで勝ったらいいと考えがちです。 

 世界の食料産業はほとんどそれで動いていません。工業系もそうです。勝ち組はほとん

ど「Ｎ対１対Ｎ」の１のポジションをとる。１のポジションをクローズでとって、Ｎの領

域をオープンで形成する。Ｎはわざと形成するんです。そのためには、知財を開放してＮ

を作って、そこでみんなが競争してくれると、１の我々に収益が入ってくるよと、こうい

うことなんです。インテルもアップルもグーグルもみんな同じ形をしています。 

 あるいは（植物工場の）プリバにしてもそうですし、シンジェンタにしてもモンサント

にしてもみんなそれを志向しています。日本だけは食料産業、こういうノウハウがないの

で、結構頑張ってＮの中で競争して頑張ろう。Ｎの中での知財戦略やるんです。Ｎの中で

の知財戦略だけではなくて、１からＮを形成し、１からＮをコントロールする知財戦略と

いうのを作らなくちゃいけないというのがあります。これはなかなか理解が難しいので、

こういう啓発もしていかなきゃいけないなというふうに思います。 

 ここで「オープンとクローズの使い分け・組合せ」と書いてあるのは、どこまでを開示

するか、どこまでを秘匿するかをあらかじめしっかりデザインしましょう、ということで

す。クローズと特許出願を皆さん、特に農水関係の方、一緒に考えていらっしゃる方いら

っしゃるんですけれども、特許を取るって、特許、パテントというのは本来「開示」とい

う意味ですから、出せば出すほど敵に塩を送るというか、教科書を渡してしまうというこ

とになります。だから、本当に権利化が重要なところ以外は秘匿化していくということが

重要です。 
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 もう一つ重要なことがあります。ここで書かれていないのですが、オープンとクローズ

の領域をどう関係づけるかという話なんです。オープンとクローズに分けるというだけじ

ゃないんです。分けて、どう関係づけるかということが重要です。 

 最近、知財関係で一番の話題は、トヨタさんが燃料電池自動車の特許をオープンをした

というものですが、あれは単純にオープンしただけじゃないですよね。昨日も某社の重役

さんたちと議論しましたけれども、あれはクローズ領域からどうオープン領域を支配する

仕掛けが全部埋め込まれています。そうでないと単なるお人よしになってしまいます。 

 食料関係については、先日の知財学会でも御報告しましたが、オープンとクローズの関

係は３パターンあります。１つは単純な「オープン・クローズ」、２つ目が「オープン＋

クローズ」、３番目が「オープン＆クローズ」です。単純な「オープン・クローズ」とい

うのは、食料関係では多分皆さんご存じのとおり、日清さんがインスタントラーメンを作

ったときに、まがいものが出始めたんで市場そのものが粗悪品で潰れかけたときに、特許

を開放して全部がよくなるという市場を形成することを優先した。カップヌードルでも同

じです。市場形成のためにオープン化をやるということです。ただし、これはクローズ領

域からオープン領域をコントロールするといったことは関係ありません。 

 ２番目が「オープン＋クローズ」という形で、これは安心して皆さんが食品の開発がで

きるために、食材側はクローズ領域とオープン領域を使い分けて市場形成と収益確保をや

る。これは機能性食材の勝ち組のメーカーさんはほぼ同型で全部やっています。代表名は

林原さんみたいなところです。あるいは松谷化学さんみたいなところです。こういうとこ

ろが徹底的な知財戦略をやっていらっしゃいます。 

 ３番目が「オープン＆クローズ」ですから、これは食品関連業界でいくと、加工技術系

の食材メーカーさんは、完全にこれやっています。すなわち、クローズ領域のアルゴリズ

ムだとか、先ほどのパラメーターの制御だとかやりながらオープン領域の支配へ持ち込む

という、こういうスタイルです。 

 こういうのは、皆さん知っている方は知っていますけれども、知らない方は全く知らな

いし、知っている方は、それで勝てますから絶対口外はされません。我々がこういうのを

話すと、それ以上言うなというふうに言われますが、ある程度は啓発をしないと、日本の

中小が多い食料産業に浸透しませんので、こういうところを少し政策的に啓発するのも織

り込まれるといいのかなという感じがします。 

 こういう調査研究をぜひ進めて、その結果を啓発教材にするみたいな、そんなような施
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策が打たれるとすごく良いなというふうに思います。 

 これは話題提供でした。 

 もし、御質問があれば。御質問があると、多分私の90分の講義が始まりますので、別の

機会にということですね。 

 では、局長どうぞ。 

○櫻庭食料産業局長 妹尾先生と２人でやって申しわけないですけれども、今の即席ラー

メンの話を補足しますと、開示されたときにどういうことが起きたかというと、ＪＡＳ規

格を作りました。つまり、そこでＪＡＳの規格を作って、要するに、そこの中で全部やり

ました。規格を作って、国のスタンダードを入れたということで安心感も生まれてきたし、

まがいものも排除できました。当然、その陰には品質の検査ということも当然あります、

規格の検査です。グローバル食の一つになった意味では、規格というのは非常に重要な話

です。単にオープンにするだけじゃなくて規格もしっかり作っておくというのも重要で、

ある意味ではこれが知財になります。 

 海外へ行きますと、模倣品にＪＡＳマークまで丁寧につけている模倣品もかなりありま

すので、えっと思うのも結構あります。 

 もう一つ、オープン、クローズの関係で申し上げますと、五十嵐さんは言わないと思い

ますけれども、私は今食品メーカーの方には国との共同研究はよくよく考えてくださいと

言っています。なぜならば、国の成果は特許とかそういうのをオープンなんです。そうい

うオープンのときというのは、必ず隣国とかいろいろな方々がそれを一生懸命勉強される

んです。妹尾先生、一番得意な分野だと思いますけれども。 

 ですから、オープン、クローズの関係で言えば、いわば国の業績評価システムというの

がこのオープン、クローズの中ではどういう位置づけなのかというのをしっかり見きわめ

た上で各メーカーさんには注意喚起をしているというのが私のスタンスなんですけれども、

よろしいでしょうか。 

○妹尾座長 農林水産技術会議の委員として申し上げますと、おおむねそうです。ですの

で、もう既に経産省、文科省、ＮＥＤＯ、ＪＳＴ的には全部をオープンにしなくても良い

というスタイルになっていますから、農水省もそっち側の方向へ動かなくちゃいけないな

ということはご提言申し上げています。 

 特に研究開発側の知財の取扱いというのは、もう次の段階に入らないといけないと思い

ます。おっしゃるとおりです。 
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 それからもう一つ、局長がおっしゃられた規格の問題です。これは、国際標準化問題な

んですけれども、私も数年、内閣の国際標準戦略タスクフォースの座長をずっとやってい

ましたけれども、かなり誤解があります。 

 １つは、国際標準ないしは国際規格を取ると勝てるという思い込みがある。取っても勝

てない場合があります。なぜならば、ビジネスモデル上の収益領域をどこにとるかという

ことがありますので、規格を作った領域でそのままとれるという場合もあるし、そうでな

い場合もあります。重要なことは、通常特許を取ると参入障壁で、標準を取ると参入促進

になると、こういう言い方をするんですが、これは現在はほとんど使われていません。 

 今櫻庭局長がおっしゃったみたいに、国際標準は実は排除でもあるんです。だから、Ｈ

ＡＣＣＰの話もさっきあったんですけれども、規格標準は参入促進にもなり、参入障壁に

もなり、だから、どういう使い方をするかということの作戦を練らなきゃいけないという

ことです。 

 それから、特許や秘匿の関係、特許権利化というのも、これも参入障壁のように言われ

ていますが、実はそれを使った参入促進もあるということなんです。市場形成にはどっち

の使い方をするのか、どういうふうに組み合わせていいかということが極めて重要なんで、

そういうところは政策上そのものではなかなか難しいので、政策の裏側の戦略をどうする

かということと、政策を作った後で運用のところでどうやって民間の方々にそういうノウ

ハウを普及するかというところとの両方があろうかと思います。 

 ところで、最近、ＪＡＳマークが模倣されるんですか。 

○櫻庭食料産業局長 海外では。 

○妹尾座長 なるほど。ＪＡＳもブランド化したということですね。 

○櫻庭食料産業局長 どこまで意図されているかはわかりませんが。 

○妹尾座長 それでは、残り時間が少なくなってきましたので、どうでしょう。最後に委

員の先生方から一言ずつ御発言を頂戴することはできますでしょうか。 

 では、今度は五十嵐さんのほうからよろしいですか。一言ずつ。 

○五十嵐委員 ありがとうございました。 

 弊社の写真の資料がありましたけれども、すみません、私なぜこれが入っているか、実

は知らなかったんです。過去に弊社の者が協力させていただいたデータかなと思っていた

んですが、ちょうどハラルの問題は、弊社の中でもどうやっていくかというところを課題

にしておりまして、この外-外というんでしょうか、第三国同士での流通、模倣。ただ、
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海外で模倣されたマークのものがそのまま第三国に流れるというような流れができていま

すので、そこら辺についても今回の新しい農産物の表示制度のところも、そこも念頭に入

れた検討というか、私のほうもよく検討した上で御意見を述べさせていただこうと思いま

した。 

 ありがとうございました。 

○妹尾座長 生越先生お願いします。 

○生越座長代理 お話を聞いて、大変勉強になりました。 

 今、工業分野のいろいろな会社さんを見ると、営業秘密の漏出とか、かなり失敗をいっ

ぱいしていらっしゃいました。標準とか知財戦略、今妹尾先生がおっしゃった「オープン、

クローズ」についても必ずしも成功していない企業がたくさんあって、今回のトヨタさん

も2020年までは車に関する特許はオープンで、水素ガスステーションだけはエンドレスに

オープンとか、そういう戦略が今後どう響くか。 

 申し上げたいのは、農林水産の戦略を立てるときに、工業の分野で間違ったことと同じ

ことをしないという、そこはしっかり考えなきゃいけないと思います。ちょっときついで

すけれども。 

 ２つ目は、篤農家のお知恵というのは秘匿される方はいると思うのですが、一般的に農

業の関係の方と話すと、情報は公共財である、この認識が強いので、だから全てオープン

という方が基本なケースがあるので、そこの啓発が必要かなというふうに思いました。 

 資料２の９ページにゼスプリさんが出ていらっしゃるのですけれども、ゼスプリさんに

教わったのは、昔ニュージーランドもキウイは地域ブランドで細かくブランド化されてい

たけれども、世界に打って出るために「ゼスプリ」ということで１つの分野、ブランドで

売り出した。だから、日本ブランドと地域ブランドの使い分け、ここが非常に重要だと思

いました。 

 最後、マークがたくさんあって混乱する。私も消費者の一人として、まさにそう思うと

ころで、やはり消費者が信用、そこを求めて食品を探すのだと思いますので、そこをかな

える戦略をどうするか、この構築が今後の課題だというふうに思いました。 

 以上でございます。 

○妹尾座長 ありがとうございました。 

 加々美さん、お願いします。 

○加々美委員 ちょっと宿題いただいているので、多分次回また詳しくいろいろお話でき
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ればと思うんですが、最後に座長が触れられた「国際標準」とか、あと「規格」の部分に

関してですけれども、おっしゃられるとおり追い風にもなるし、向かい風にもなるという

ことで、農水産業全体でいけば食品産業は非常に大きい部分を占めているというのは非常

にわかるんですが、できれば種苗産業においても、我々国際貿易を結構やっているので、

例えばＧＳＰＰとか、例えば植防に関する問題とか、業界は業界で別のこういうルールと

いうのがヨーロッパ発なり何なりで結構できていて非常に貿易障壁になるとか、いろいろ

問題があります。 

 特許の部分も主導権を持っているのは、ヨーロッパの種苗会社だったりするんですけれ

ども、調停のシステムを作るとか、つい年末にはＩＬＰってインターナショナル・ライセ

ンス・プラットフォームというのは、この間オープンになったばかりだと思うんですけれ

ども、そういうものももうできているみたいですので、知財、網羅的に標準とかスタンダ

ードを作るとか、物差しを１センチにするんだとか、ああいうことは非常に彼らは上手で

すので、気がついたときに、もうそれに縛られている。いいふうにちゃんと潜り込んでい

ればいいんですが、そういうことにならないような議論なり、そういう準備がこの機会に

できればなということを１つ期待しています。 

 あとせっかく今の現内閣が高らかに、この施策の１つの柱ですので、この会議体でそう

いうメッセージを出していいかどうかよくわからないですけれども、ここに大きくうたっ

ている国際グローバリゼーションの中で貿易も含めて日本はイニシアチブというか、ポジ

ションをとっていくんだというメッセージですので、日本として、例えば、さっき言った

オランダなり韓国なり、近隣ですと韓国ですけれども、政策的にいろいろなことをやって

いるので、知財のみならず、網羅的にこういう機会に日本でもそういうものに遜色ない、

国策として、こういうものをもっと盛り込みたい。例えば、税制優遇というと、民間企業

はもうちょっとあれだなと思いますけれども、回りめぐっていろいろな形でいろいろなこ

とをやられているので、そういうのを見ると、やはりお利口さんだなと思いますので、そ

ういうことも盛り込めればなというふうに思っています。非常に期待しておりますので、

よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

○妹尾座長 ありがとうございます。 

 では、お願いします。 

○村山委員 私、三越伊勢丹という百貨店を担当していますので、実はこういう概念とい

うのは、余りふだんなれ親しんではいませんでした。今回、事前に資料もいただいていた
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ので、自分なりには一生懸命読み込みをさせていただいて勉強させていただきましたし、

今日もお話を伺いながら、正直理解を深めているような状況でございます。 

 ただ、百貨店というのは物を作るわけではないんですが、非常にたくさんの生産者と接

する機会を持っています。あと実際の消費者、お客様との接点もたくさん持っています。

そういう観点でお役に立てることがあるんじゃないかなという形で次回からお話をいろい

ろとさせていただきたいなと思っています。 

 多分、この目的というのが世界に誇るべき日本の農林水産物・食品、いわゆる食の確立

で、そのためには世界の国々の人々が望んで、生産者の方も望んでいて、日本にしかでき

ない価値の提供をすることで国際競争力を高めるというのが本来の目的というふうに自分

は認識していて、そのためにやれることってすごくたくさんあるなと。 

 恐らく生産現場でやれること。お客様に対して価値提供するときにやれること。その他

政策上でできることという、多分いろいろな段階があるんじゃないかなというふうに思い

ます。 

 ここに書かれていることは全部網羅されていて、多分どれも重要なんだろうけれども、

その中でどこに重点を置いてやっていくべきかなみたいなところのお話をちょっとさせて

いただければなと思っていますので、ぜひ次回以降もよろしくお願いいたします。 

○妹尾座長 ありがとうございます。 

 山岡さん、お願いします。 

○山岡委員 今回の戦略の見直しの過程で、資料の中でいろいろな取組の方向性というも

のが書かれておりますけれども、方向性を示す、その先には具体的なアクションというの

が必要なのかなというふうに思っております。そういう意味でアクションのところも念頭

に置きながら議論に加わらせていただきたいなというふうに思っております。 

○妹尾座長 ありがとうございます。 

 では、お願いします。 

○山根委員 いろいろと大変興味深くお話も伺いました。 

 農業は知識産業である、情報産業であるというお話で、またどんどん海外へ出て競争で

勝たなければならないということも理解はしているつもりなんですが、ただ、どこかで食

べ物は工業製品ではないよねというふうに思っているところがありまして、自然や命を相

手にしている、国土や暮らしやさまざまなところへいろいろと守る力があるということ、

これを忘れずにいきたいなというふうにも思っています。 
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 そういった意味では、別に後ろ向きに言いたいわけではないんですが、こういった今の

流れが一部の大型事業者とか、力のある生産者のみが潤ったり、そういったところが潤う

だけのものではなく、望ましく展開して各地域の活性化とか農業全体の活性化、そして若

い農業者が増えるとか、自給率も上がると、そういった望ましい展開につながるよう幅広

く考えていくことも大事かなというふうに思いました。よろしくお願いします。 

○妹尾座長 ありがとうございます。 

 それでは、座長として最後に私がコメントをさせていただきたいと思います。 

 実は、私皆さんにお見せしようと思って、今日こういう専門雑誌類を持ってきたんです。 

「アグリビジネスと知的財産」「我が国の食文化・食産業の海外展開と知的財産」「農林水

産関連分野と知財」、これは過去１年間に知的財産系の雑誌で取り上げている特集なんで

す。従来工業しか見ていなかった知財の業界が農林水産にこれほど関心を寄せたことはな

くて、そのぐらい期待が高まっているというか、大変だということです。今手を打たない

と大変だという問題意識が皆さんある。そのタイミングにこの会が開かれたというのは、

非常に良いことだなというふうに思っております。 

 私は、今日３点ほど感じました。１つは、先ほど申し上げたとおり、農林水産業、食料

産業がこれは知識産業だということです。極めて知識産業だということを認識して、その

立ち位置で知的財産というものを考えたい。知的財産権のみの話ではなくて知的財産全体

としてです。それは、我が国の長年の歴史の中で培われた知だということだと思います。

これをどう活かすかということだと思います。 

 ２つ目、「保護」という言葉がどうしても前面に出るんですけれども、保護だけではな

くて活用、つまりこれを活用することによって市場が形成される。そして、消費者の方々

に価値が提供される、こっちの側面も非常に大きいので、保護と活用の両面で知財政策と

いうのは考えたほうが良いだろうということが２点目です。 

 ３点目、これは今日の御議論の中でもところどころ出ていたんですが、どうも従来農家

の方の、篤農家の方の、あるいは食についての通の方の話が主体になる。これを私は「農

芸品」「食芸品」と呼んでいます。「工芸品」に対応する言葉です。これは、非常にすばら

しいものです。特にブランド価値がありましょうし、価値を提供するという意味では「農

芸品」「食芸品」すごいです。「あそこのおじいちゃんが作ったトマトは、すごいんだよ」

みたいな話もあれば、「どこそこのシェフが作った料理はさすがにすごい」。ただし、これ

はブランド価値で日本のイメージを極めて高めてはくれますが、しかし、産業規模的に言
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うと、もう１つの農産業品と食産業品が大多数を占めるということなんで、この両方をあ

わせて考えないといけない。しかし、ごっちゃに考えちゃいけないということなんで、

「農芸品」「食芸品」の知財関係の話と、それから農産業品と食産業品に関する知財の話

の何が同じで何が違うかというところをちゃんと整理しながら政策的なことを行うとよろ

しいんではないかなというふうに思いました。 

 以上、私の感想なんですけれども、今後皆さんと、あと３回ありますから、そこでまた

忌憚のない御意見を交えながら、事務局に御苦労かけますけれども、いい政策案ができれ

ばというふうに思います。 

 それでは、時間参りましたので、議事「その他」として事務局から検討会の今後の予定

なんかも含めて御説明いただければと思います。お願いいたします。 

○都築総括 それでは、資料６に基づいて、今後の予定を御説明させていただきます。 

 次回の検討会、２月17日を予定しておりまして、食料産業界からの意見をお伺いする場

としたいと思います。 

 それから、３回目は３月18日、これまでの検討を踏まえて知的財産戦略の改定版の骨子

をお示しして、項目ごとに皆さんの御意見を伺いたいと思います。 

 第４回検討会、今年の４月から５月、ゴールデンウイーク前後を予定しておりますが、

本文の案をお示しさせていただいて、そこで検討したいというふうに考えております。 

 以上です。 

○妹尾座長 ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆さん何かございますか。よろしいですか。もし、「あっ、そうだ。

あれは言っておきたい」みたいなのがあったら、私ないしは事務局のほうへ御一報いただ

ければと思います。 

 それでは、予定の時間が参りましたので、司会をお戻ししたいと思います。ありがとう

ございます。 

○坂新事業創出課長 妹尾先生、各委員の皆様、本日は大変熱心な御討議いただきまして

ありがとうございました。また大変有益な視点を設定していただきまして、非常に参考に

なりました。 

 本日の皆様のコメントを踏まえまして、次回以降の検討会、また充実した議論ができる

ような、そういった準備をしていきたいと思いますので、引き続き御協力いただければと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
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 それでは、冒頭にも申し上げましたけれども、本日の議論の概要、これを早急に取りま

とめて皆様にまた御確認していただいた上で、当省ホームページで公表させていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、次回以降もどうぞよろしくお願いいたします。本日は、どうもありがとうご

ざいました。 

午後 ０時００分閉会 
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