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第２回 

知的財産戦略検討会 

議事次第 

 

 

            日時：平成２７年２月１７日（火） 

             １０：００～１２：００ 

            場所：農林水産省第３特別会議室 

 

 

  １．開 会 

  ２．挨 拶 

  ３．議 事 

  （１）食品産業及び種苗産業における知的財産の保護・活用について 

  （２）意見交換 

  （３）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、ただいまから第２回農林水産省

知的財産戦略検討会の会合を開催させていただきます。私、食料産業局新事業創出課長の

坂でございます。 

 委員各位におかれましては、御多忙のところ御出席賜りまして、どうもありがとうござ

います。議事に入るまでの間、進行を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 本日、皆様方、全員の方に御出席というふうに御連絡いただいております。山根委員、

まだいらっしゃっておりませんけれども、時間になりましたので、進めさせていただきた

いと思います。 

 本日、食料産業局長、櫻庭は出席予定でございましたが、体調不良のため失礼させてい

ただいております。かわりまして、農林水産省を代表いたしまして、次長の岩瀬から御挨

拶申し上げます。 

○岩瀬食料産業局次長 おはようございます。食料産業局次長の岩瀬でございます。 

 農林水産省知的財産戦略検討会の第２回の開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げ

ます。 

 委員の皆様方におかれましては、御多忙の中御出席を賜りまして、心から感謝を申し上

げます。また、本日はお忙しい中、不二製油株式会社から知的財産室長の西元様に御出席

いただき、ありがとうございました。西元様並びに味の素株式会社の五十嵐委員、サカタ

のタネ株式会社の加々美委員には、後ほど議事の中で御発表いただきますけれども、御準

備を含めまして、厚く感謝を申し上げたいと思います。 

 さて、前回の検討会におきまして、櫻庭局長から農林水産物・食品の輸出も担当してい

る旨、お話をさせていただきましたけれども、平成26年、昨年ですけれども、我が国の農

林水産物・食品の輸出額は、前年に比べて11.1％増加いたしました。昭和30年にこの輸出

額の統計をとり始めて以来の過去最高値であります6,117億円となっております。 

 前回の冒頭挨拶の中でもお話ししましたけれども、食がグローバル化している中で食品

産業、日本のライフスタイルそのものがどういう形になっていくのかという視点からの検

討をお願いしているところでありますけれども、本検討会はまさに今のこの時期に非常に

かなうものだと、必要とされているものだというふうに認識をしているところであります。 

 本日は、企業における知的財産の保護活用に関する取り組みについて御発表いただくこ
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とにしております。第１回の会合におきまして、委員からも御指摘がございましたように、

企業が事業展開される中で、実際にどのような活動をされているのかと、また何に困って

おられるのか、そういったお話を伺いながら議論を深めていただければというふうに考え

ているところであります。 

 最後に、本検討会におきまして、皆様の忌憚のない御意見、活発な御議論を賜りますよ

うお願いして、私の挨拶といたします。 

○坂新事業創出課長 それでは、ただいま山根委員、御到着になりました。皆様おそろい

でございます。 

 前回の第１回の会合、お二方の委員の方、御都合つかなかったわけでございますけれど

も、本日御出席いただいておりますので、御紹介させていただきます。 

 まず、農業生産法人株式会社サラダボウル、代表取締役の田中進様でいらっしゃいます。 

○田中委員 よろしくお願いします。 

○坂新事業創出課長 株式会社サンケイリビング新聞社リビング新聞編集長、滑川恵理子

様でいらっしゃいます。 

○滑川委員 滑川でございます。よろしくお願いいたします。 

○坂新事業創出課長 それから、本日は委員の皆様、それから先ほどの岩瀬の御挨拶にも

ございました不二製油株式会社様からお話をいただけるということでございまして、不二

製油株式会社、研究開発本部知的財産室長の西元次雄様に御出席をいただいております。 

 続きまして、農林水産省からは、先ほど申し上げました局長の櫻庭は失礼させていただ

いておりますけれども、次長の岩瀬、それから私、担当課長の坂、ほか省内各部局の担当

者が出席させていただいております。 

 続きまして、お手元に配付してございます資料の確認に移らせていただきます。お手元

の資料の中に、座席の着席表、それから出席者の名簿、さらに第２回会合の議事次第のほ

かに、資料が１から５まで、それと参考資料といたしまして、本検討会の開催要領がセッ

トされております。 

 順に御紹介申し上げますと、資料１が各社様からのレジュメでございまして、１番、サ

カタのタネ、加々美委員の資料、１－２、味の素株式会社、五十嵐委員の資料、１－３、

不二製油株式会社、西元室長の資料というふうに３点ございます。 

 それから、資料２が、第１回の御議論をいただいたときに、私どもからの資料として漏

れておりました、今年新たに施行されます地理的表示保護制度の概要について、簡単な資
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料が入っております。それから、資料３が前回の第１回検討会の議論の概要でございます。

それから、資料の４、３点ございます。妹尾座長から御提供いただきました関連資料が４

①、４②、４③と３点ございます。それから、資料５が検討会の今後の予定、今回を含め

ましてあと３回御議論いただいて、取りまとめに至りたいというものでございます。それ

と、最後に参考資料として、開催要領が入っております。 

 もし、不足している資料ございましたら、逐次事務局までおっしゃっていただければと

思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、これからの議事の進行、妹尾座長にお願いします。よろしくお願いいたしま

す。 

○妹尾座長 それでは、始めます。 

 皆さん、おはようございます。今日はお忙しい中、企業のお三方からプレゼンテーショ

ンをいただくということになっております。その話を伺いながら質疑応答をし、知財戦略

を考えていくということにさせていただきたいと思います。 

 早速ですけれども、まず、サカタのタネ株式会社の加々美委員からお話をいただくとい

うことにしたいと思います。資料は１－１ということでよろしゅうございますか。 

 それでは、加々美委員、よろしくお願いします。 

○加々美委員 与えられた時間が10分ぐらいということで、私のレジュメは１枚で、これ

でいろいろ説明していきたいと思います。 

 説明する際、率直な話を申し上げまして、我々民間企業で知財戦略の話をするとき、ど

こまで話していいのかという点に関しては少々悩むところがありまして、この場では国家

戦略を作るわけですから、外部のマスコミの方々も来られており、こういうこと言うのは

失礼かもしれませんが、どこまで開示していいかという点を少し織り込みながら話します

ので聞いていただきたいと思います。 

 まず、レジュメに沿って説明していきますが、種苗業界における知財とは、どういうも

のが対象になるかというと、ここに書いてある有形と無形に大きく分かれると思われ有形

は植物です。我々でいえば商品に当たる品種とか、それを作るための親系統が該当すると

思います。 

 この前段、もちろん一般企業として、例えば会社の商標を守るといった知財に対するこ

とは、日常的、当たり前にやらなくてはいけないことはありますが、我々の業界ならでは

で、まず有形で守るべきは、植物になると思います。国内では種苗法があり品種登録で育
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成者権保護は登録から25年という形になっております。海外では、例えば、アメリカはプ

ラントパテントや、時に内容によりますが、ユーティリティーパテントのような形で特許

化も結構できる状況になっています。 

 これまで、特にヨーロッパでは、自然物というのは、やはり公共のプロダクツ、要する

にナチュラルプロダクツという意味で、その特許化は難しかったわけですが、最近、良く

知られた有名な話として、トマトとブロッコリーの判例があり、EU最高裁で権利化が認め

られたということから、方法によっては植物でも特許権取得の対象になり得るということ

になっています。 

 一方、侵害があれば、国内では種苗管理センターのGメンに相談したり、業界では、AIB、

Anti-Infringement Bureauという機関があるんですが、ここにnoticeを報告すると事件が

調査されて然るべき仲裁なり何なりが進むというようなものがあります。 

 侵害パターン１つ目は、これは他業種と同じようにコピー商品です。これは反省ですが、

物づくりをやっておりますと生産コスト等に余りに注目し過ぎ海外へ生産拠点を持ち出し

たことによっていろんなリスクが生じてしまったと考えます。 

 我々の業界でいけば、商品生産のため、親系統、両親を海外に持ち出したために、これ

らを利用されコピーが作られるようになってしまいました。しかも、コピーを作られただ

けではなく、その材料も与えてしまいましたし、ノウハウも奪われました。さらには、新

興国では、積極的に若者が世界中どこの大学研究室に行っても留学生がおります。やがて

彼らが自国に戻り、これら獲得した原材料を用い、それらを下地に自身の開発力をつける

可能性があるという点が、新たな将来の脅威ではと感じています。 

 もう一つは、模倣品です。中身は粗悪品ともとれるような全くのニセモノだったりする

わけですが、例えば種ですと袋とか缶に詰められ販売されているわけですが、製品は世界

中で売られており、いわゆるグレーインポートがみられます。世界中の市場で我々の商品、

品種が流通しているわけで、時に国によって同一品種でも値段が違うわけです。これを安

い国から仕入れて、高く売れる国に詰め直して売るといった事があります。また、このあ

と、他の業界の方々からのプレゼンにあると思いますが、巧妙に缶等は本当に全く本物と

同じような包材、造りの何から何まで、全くほとんど本物と同じというようなものに種が

詰められ売られているというようなことがあります。 

 我々は、ロット番号をつけ、ある電話番号にかけて確認してもらうと本物かどうかを確

認できるとか、ホログラムシールを張るとか、当たり前のことかもしれないですけれども、
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そういう方法で阻止しています。また、これらの種は畑に撒かれていますので、その様子

を観察しながら地元警察と連携して不正を締め出すというようなことを地道にやっており

ます。 

 有形財産２番目は素材になると思います。物づくりのための材料は、世界中に広く存在

し、さまざまな植物材料も特徴があれば、特許化も可能になっております。 

 今回、知財という点から、これら素材を語るならば、植物材料は、生物多様性条約に基

づき原産国の主権、財産権が認められ、これを尊守しなくてはいけない状況にあります。

基本的に標準MTAに基づきユーザーが利益獲得した場合はベネフィットシェアリングを前

提としバイオパイラシー行為は許されないというのがコンセンサスになっており、我々は

これに対応しなくてはいけません。 

 さらに、名古屋議定書発効を受け、EUが先行して、どう対応するかというレギュレーシ

ョンやEU法を公示した今、日本の課題として国内法はどう整備するべきかだと思います。

先行がある今、こういった世界の流れと協調しつつも、自からの首を絞めるような施策で

はなく、取締りと振興という相矛盾する難しいかじ取りとは思いますが、国内産業発展に

結びつけるような内容を創り上げることが課題ではと思います。 

 次に無形財産。これは他業界のメーカーでも同じと思いますが、いろいろな技術の特許

権利化は可能と思います。最近、種苗業界で話題になっているところだと、新しい遺伝子

の操作技術、あえて組み換えとは言わないですが、NBT,New Bio Technologyの手法が今議

論の対象になっており、従来の育種法とどこが違うのかということや倫理観でも議論にな

っていますが、手法それ自身は特許権利化可能では思います。 

 この無形財産に関して、我々の業界は種を売っているわけですが、種それ自身はもちろ

ん目に見える有形財産ですが、その陰には生産技術とか種子のプライミングという発芽を

誘導するような処理技術があったりしてプロダクツから見えない部分、肝心かなめの部分

は営業秘密ノウハウとして門外不出、秘匿して戦略的に守っていきたいと考えております。 

 ２項目、知財としての守備と攻撃と書きましたが、簡単にまとめると、このレジュメの

とおり、上の２つ、特許とライセンシング、これは守備にも攻撃にも使える手法。後半の

技術による保護と営業秘密では守備について論じてみたいと思います。 

 特許は、今話しましたように守備にも攻撃にも使えるということで、前段でも少し触れ

ましたが、植物は育成者権保護または特許のような方法論も可能になっております。しか

しながら、種苗メーカーの場合、少々ややこしくて、ここに書いてあるUPOVコンセンサス
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があり市販品種はメーカーにとって次の商品開発のため自由に使って良いということが一

応コンセンサスになっています。ただし、それは昔の話で、自由に使えることは使え要す

るにFreedom to operateというアクセスはできますが、実際は植物の中でも特徴等をユー

ティリティーパテントで抑えられている時代になりましたので、アクセスは自由だけれど

も、うかつに使うとひっかかるということがあり難しい状況になってきたと思います。 

 次にライセンシングですが、これは有効的に守備あるいは攻撃としても使えると思いま

す。戦略的ライセンシングはいろんな業界でもやっていますが、基本的にはマーケットの

基盤を拡大させる一方でビジネスの肝となるようなポイントは秘匿するというようなこと

から、結果、自分の力のみならず業界とか周りの力をうまく利用して、将来、市場におい

て、マーケット拡大を図りつつ、結果、ちょっと例えが悪いですが、かけごとで言うとこ

ろの親として肝の部分を押さえドミナントポジションを確保し、利益回収を狙うことを意

味しています。こういった戦略は非常に重要と思っています。 

 ここにInternational Licensing Platformと書いてありますが、先ほど言いましたとお

りUPOVコンセンサスに基づいて市販品種を自由に開発の材料として使って良いということ

でしたが植物でも特許化が進んでいる今、全てがガチガチに特許で縛られてしまっては、

各メーカーにとって、新たな開発余地がないということを憂い、ヨーロッパを起点に新た

なこういうシステム、取り組みが提唱されています。基本的にBaseball Arbitration、野

球仲裁という昔アメリカの大リーグか何かで提唱された仲裁のあり方を基本的な考えとし

て知財の相互利用を進めるという試みが模索されています。 

 続いて、守備ですが、レジュメに技術による保護、F1 hybrid,Cyotoplasmic Male 

Sterilityと書いてあります。これは細胞質雄性不稔という意味ですが、これまで工業製

品になぞらえるならば、商品は簡単に分解できない、たとえ分解できても、それを模倣し

て再現ができない、いわゆる学ぶことができないといったような仕掛けを、この種苗業界

でも技術的に施すことができたわけです。その最たる例がF1 hybridだったり、細胞質雄

性不稔だったりしたのですが、世の中は非常に変化が激しく技術進歩も著しく、これまで

の技術で守るという方法論がいつまで成立するのか怪しくなってきたと考えます。昔では、

まず不可能と思われたことが、できるようになりつつあると思います。 

 例えば、F1。我々は雑種１代目の種を販売しているわけですが、先にも触れました新し

いバイオ技術NBTの中にリバースジェネティクスという技術があります。私どもは絶妙な

お父さん、お母さんで作り出されたF1種子を売っているわけですが、その絶妙な組み合わ
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せを技術的に再現することが可能な時代になりつつあることが想定されます。細胞質雄性

不稔,Cyotoplasmic Male Sterilityは、第三者が製品分解や開発応用できなくすることを

可能にできる技術ですが、世界の変化という点からして、様々な技術革新が進む一方、そ

の対象が植物や食品であると、自然界でなかなか起こり得ない事象は、有機プロダクツを

愛するような方々からすれば、ちょっとどうかなということで、議論の対象になることが

あります。こういう面でも、技術で保護するという方法論は非常にデリケートな時代にな

っていると思います。 

 もう一つの守備方法は、営業秘密、ノウハウです。これは先ほどお話ししましたとおり、

意図的に情報開示やライセンシングを行い、事業環境を整え、一方で肝となる部分は秘匿

するといった経営センスが、今後生き残りには必要ではと考えます。 

 次に、また少し話が飛びますが、市場の変化と世界の動向ということで、話題を変えた

いと思います。 

 野菜の消費自身は、日本を初めとする成熟国は少子高齢化でトータルの胃袋は小さくな

っています。また、多用な食材が入手可能になっていますので、一つ一つのアイテムの取

り分、マーケットサイズは小さくなっていると思います。 

 一方、新興国では豊かさに向かい走っておりますので宗教的な云々の関連性がなければ、

まずお肉を食べ始めるということになります。そして、やがて健康志向ということばかり

ではありませんが野菜食へ向かうのが大半の国々の大きな流れであり、野菜消費は特に新

興国において拡大ポテンシャルが大きいと思います。 

 一方、花ですね。花は、ここに書いてあるとおり経済状況の影響を受けやすい嗜好性市

場の一部であり、花は生活の潤いとして、またギフトアイテムとして、冠婚葬祭などで安

定的に消費されると思われますが、景気の影響を強く受けます。 

また、各業種間の事業分野の垣根がなくなってきている今、例えば、アップルは、パソコ

ンから始まり音楽メディアや携帯を創り大きくなったわけですが今年は時計が出るらしく、

こういうものが世に受け入れられた場合、従来の時計メーカーはどうするのかなというこ

とが気になります。腕時計は単なる時を告げるアイテムとして腕についていたものが、さ

らなる機能を持って新たなウエアラブル端末になっていくということです。旧来、精密・

緻密な時計を作ることに汗水を流していた時計メーカーは、どのように対応変化してゆく

かするか厳しい局面と思います。今後、電気自動車を作るなど、様々なことを言っており

ますが、現代は、業界業種が垣根を越えて柔軟なアイデアで、物事を創造している時代だ
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と思います。 

 話しを戻して、花は、人生の様々な重要な場面でギフトで使われたり、生活の潤いとし

て庭に植えられたりしてきましたが、ギフト市場全体は多様化し非常に大きくはなってい

るものの、わざわざ生花を送らなくても他のチョイスがあるということになり、全体のパ

イは大きくなっている一方、花自身のパイは小さくなっていると考えます。実際、安定的

消費が定着すると思われてきた冠婚葬祭などプロユースでも、皆さんが身近でも気がつく

とおりホテルでも結婚式場でも多くが造花に変わっています。 

我々は、これまで種苗業を通じ収益を生み出してきましたので、簡単に事業に対する

決断はできませんが、社会の変化をつぶさに観察し一方で自らの業態を分析し企業として

のアイデンティティーを失うことなく時に大きな方向転換や決断もいとわない柔軟な思考

とかじ取りが生き残るには重要と思います。 

 海外における種苗ビジネスは、欧州を中心として非常に活発なわけですが、民間企業の

みならず、各国、農業政策に非常に力を入れています。グローバリゼーションが進む途中

のカオスのような状態ではありますが、植物遺伝資源問題のように各国は、さまざまな場

面で主権を主張し、将来、世界の一員としてイニシアチブをとろうという姿勢は非常に強

まっていると思います。農業分野でも、オランダのような先進国はもとより、振興、アジ

ア圏の国々でも、やり方はそれぞれ違いますが活発です。 

 最後に提言ですが、これまで日本の強みは、物づくりでしたが、今後は、有形と無形財

産をどう戦略的に活用するかというようなことをきちんと組み立てられる国つくりを期待

します。 

 あとは、そのための人材。もちろん技術者は育成し続けますが、同時に、効果や利益を

最大化できる戦略家の育成が重要ではと考えます。事業展開は、技術立国として戦略を持

ったオープン＆クローズが重要です。 

そして、政策は、オランダや韓国、イノベーションボックスやゴールデンシードプロ

ジェクトがありますけれども、こういうものに比較しても、遜色のない農水事業環境が整

備されることを期待したいと思います。 

 長くなり、申しわけありません。ありがとうございました。 

○妹尾座長 どうもありがとうございました。加々美委員から種苗ビジネスについてのお

話をいただきましたけれども、後で討議の時間はありますけれども、今分からないことが

ありましたら、皆さん、今御質問していただいてもよろしいかと思いますけれども、いか
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がでしょうか。よろしいですか。 

 では、私のほうから質問をさせていただきます。 

 おっしゃること、確かに最先端ですごいことが行われているなというのはよく分かりま

した。では、例えば海外のいわゆるバイオメジャーの動向、モンサントだとかシンジェン

タとか、具体名出しますけれども、ああいうところはビジネスのやり方、ビジネスモデル

自身を相当変えてきていますよね。それがほとんど知財と密接に関連している。 

 例えば、僕はよく大学院の授業で使うんだけれども、ラウンドアップとラウンドレディ

の組み合わせとか、ああいう例えば農薬と種とをどう関係づけて商品化するかなどという

新しい動きを、実際にはもう相当古くなっていますけれども、世界ではそういう動きがあ

る。日本ではどうですか。 

○加々美委員 日本企業では、そういうロジックは、なかなか難しいと思います。日本の

種苗メーカーでは、我々、関東のサカタと、関西にはタキイさんが大きい会社ですが、お

互い種苗しか扱っていませんので、ケミカルがバックの企業が行なっているようなロジッ

クが、なかなか作りにくいことかと思います。 

 モンサントは明確に知財を経営戦略の柱にしていますので、先ほど紹介しました

International Licensing Platform、互いの知財を仲よくシェアしてやろうよみたいなも

のには手を挙げていません。もう明確にIPRをビジネスアイテムの一つとしており、実際、

既に様々なGMO技術をライセンシングし収入を大きく得ています。 

○妹尾座長 そうしますと、日本の場合はこぢんまりとして皆さん真面目に、ほかが真面

目でないという意味ではなくて、動いているけれども、グローバルなバイオメジャーはも

う業種横断的なビジネス戦略を組んでいるから、それに対抗するのはかなり難しいという

感じでしょうか。 

○加々美委員 はい。 

○妹尾座長 実際、影響は国内に及んでいますか。 

○加々美委員 国内、海外、皆そうだと思います。ロジックはいろんなやり方があって、

先ほど言ったようにケミカルとGMO種苗を組み合わせる、或いは、彼らは財力があります

ので、例えばケミカルで出たお金を使って、あるビジネスの上流から下流まで全部獲って

しまいます。上流から下流まで獲る際、例えば標準化にかかわるようなものを自から提案

し組み込みます。例えば、花は種を土に撒いて苗を作るということはもうないんですね。

セル苗というんですが、まず小苗を作ってからポット生産するのですが、その流通規格を
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創りながら、上流から下流ダウンストリームまで全部買収して、そのビジネス全部を動か

すんですね。その中に自分が提唱するスタンダード基準を盛り込み、この規格から外れた

らビジネスに参加できにくい構造を作るといったようなことをやっていますね。 

○妹尾座長 今、例えば規格というのは、評価標準ですか、ではなくて実際の…… 

○加々美委員 その業界の中での標準みたいなことですね。 

○妹尾座長 品質標準。 

○加々美委員 品質ではなくて、規格標準で、例えばセルやポットの規格標準化して、次

の苗生産メーカーに使わせるとか、ビジネス全体をフルセット、自社のものにしてしまう

んですね。自分の品種もそこに入れて規格にのせます。サカタさんの品種は良いんですけ

れども、うちが全部持っていますので自分の品種を使いますよと言われたら、いかに良い

プロダクツを持っていてもビジネスに入れないわけです。様々なことを、いろいろなロジ

ックで行なわれています。 

○妹尾座長 種苗におけるモジュラー化みたいな感じですね。 

○加々美委員 そうですね。単にいいものを作っているだけでは入れないように、そうい

うところをうまくロジックを作ってやっているということですね。 

○妹尾座長 そうすると、工業系の産業と全く同じ動きが出るんですね、ある意味ではね。 

○加々美委員 そう思います。もともとそういうメジャー、大きいプレーヤーはケミカル

の出身だったり工業系の方々がいたりして、そういうビジネス展開のスマートさはもちろ

ん、持っておられるのだと思います。 

○妹尾座長 今、名前が出た２社に、日本の大企業も相当コラボレーションを始めていま

すからね、そういう意味では先ほど加々美さんがおっしゃったみたいに業界横断的なとか、

業界を超えた争いが始まっているという認識でよろしいですね。 

○加々美委員 はい。 

○妹尾座長 分かりました。どうもありがとうございます。また、後で議論をさせていた

だきたいと思います。 

 それでは、続きまして、五十嵐委員にお願いをしたいと思います。 

 それでは、資料の１－２になりますね。味の素株式会社の知的財産部の専任部長であり

ます五十嵐さんからプレゼンをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○五十嵐委員 前回も御紹介がありましたが、マレーシアの模倣品という写真がございま

したけれども、弊社、やはりアセアン等で模倣品の問題には苦しんでおりまして、今回は
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ちょっとテーマとしては狭いのですが、中国の冒認出願ですね、商標の不正出願について

の事例を紹介させていただきたいと思います。 

 まず、弊社味の素は26カ国に事業拠点を置いておりまして、130カ国に商品を販売して

おります。コーポレートブランドロゴと申しますのは、このAJINOMOTOですね、アルファ

ベットのまず頭のAが無限大を模したような形になっていまして、これを弊社の中ではコ

ーポレートブランドロゴと呼んでいますけれども、これの出願については、おおよそ140

カ国に出願登録を行っております。味の素のコーポレートブランドロゴについては、基本

的に実際に使っている分野、使用する計画のある商品と、またサービス分野に手当てをし

ております。主要国では調味料、加工食品、アミノ酸、飼料、医薬品等の各分類に出願手

当てを行っております。 

 中国におきましては、1999年から2006年の間に定期的に出願を増やしていっていますが、

この英文字のロゴについてと、あと英文字のロゴと漢字３文字の「味の素」を２段併記し

たものについて、これを調味料、加工食品、アミノ酸、飼料、医薬品の商品の分野と、あ

と飲食業、研究開発のサービス分野に出願登録しておりました。 

 そうした状況におきまして、2006年に初めて見つかったのですが、2006年から2010年の

間に中国の業者がありまして、これは一個人とその個人が経営している企業によってなの

ですが、その業者が日本語表記の「味の素」や英文字のロゴの「AJINOMOTO」などを飲料、

酒類、肉製品、広告サービス等に出願していることが判明いたしました。 

 出願された商標は、以下のリストにございます、①から⑥のようなものでございまして、

まず日本語表記の「味の素」、３文字の「味の素」と英文字のロゴの２段併記のもの、あ

と日本語表記だけのもの、加えて④⑥のような水玉模様と「AJINOMOTO」の英文字と漢字

の「味の素」を組み合わせた商標、こういった３種類のものが出願されておりました。 

 これらこのリストを御覧いただきますと分かるように、各類に32、30、29、あと35、33

という商標の部類がございますが、その中の清涼飲料、お茶、肉製品、あるいは広告業、

あと酒等に出願がなされました。 

 さらに、この中国の業者なんですけれども、調べていきましたところ、これらの商標を、

特にその水玉模様を使った図形商標について、飲料ですとか酒を一部の都市で製造して販

売していることが分かりました。弊社はこれらの商品については、公報に掲載されません

と攻撃できませんので、公報に載った時点で異議申し立てをそれぞれに対して後刻ファイ

ルをしたという対策をとりました。 
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 裏面に行っていただきまして、異議申し立てにおきましては、当社商標「味の素」の著

名性をまず主張して、他人の商号の権利侵害だと、会社の商号の権利侵害であるというこ

とを２つ目に主張しまして、加えて、この出願人は不正な意図で出願したのだという不正

意図などを異議申し立ての理由として主張いたしました。 

 しかしながら、前記①②④⑥のケースについては異議理由が認められませんで、異議申

し立てをさらにまた上告した形で、再審請求という手続になるのですが、再審請求を行う

ことになりました。 

 異議申し立て手続を進めている間におきましては、特許庁の国際課のほうに御相談させ

ていただいて、特許庁と中国商標局との会合で、本件を含めて日本企業の商標の冒認出願

の問題を取り上げてもらうように陳情いたしました。 

 また、異議申し立ての後ですけれども、コーポレートロゴ「味の素」を著作権で登録で

きるんじゃないかという話を外部からもらいまして、このコーポレートロゴ自体は1999年

に開発したものなのですが、おくれる形で、99年に創作したものだということで、中国に

おいての著作権の登録をいたしまして、著作権の侵害になるという理由についても、異議

申し立ての中にさらに追加で提出いたしました。 

 その結果、前記⑤、⑤は漢字の「味の素」と英文字のコーポレートロゴの２段書きのも

のなんですけれども、これの下段にコーポレートロゴ、そのまま書いてありましたので、

これについては異議理由が認められまして、著作権の侵害だということで、⑤の商標につ

いては登録を阻止することができました。 

 一方、異議再審に挙がった①②④⑥のケースなのですが、これらについては日本企業各

社さん、中国でも著名商標の登録ということを狙っていろいろ活動されているのですが、

当社の申請については著名性の認定は得られませんでした。 

 一方で、中国の中では、味の素という商号については、中国の各都市の新聞に結構、例

えば特許訴訟で負けた勝ったと、いろんな記事が出ていましたので、そのところで会社名

として取り上げられているということは、一定の知名度は商号としては有しているんじゃ

ないかという判断が出まして、会社名の商号権を侵害するものであるということで、商標

法の中の31条に基づいて、異議理由ありという裁定が下されました。 

 ということで、結局、最終的には６件ありましたけれども、いずれも登録を阻止するこ

とはできたのですが、時間的には、初めの異議申し立てから最後の決着までは５年以上か

かりまして、６件の異議申し立てを行うに当たっては、代理人の費用を含めて相当な費用
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を費やしました。 

 冒認出願の予防策というところですけれども、これら異議申し立てを経験して、予防策

を講じました。後付けなのですが、中国では著名商標の認定を受けることは容易ではない

状況がありますので、こうした冒認出願に対抗するために実際に使用する商品あるいはサ

ービス以外にも、商標出願しておくことが必要であろうと判断いたしまして、商標制度は

全部で45の分類がございますが、商品サービス区分の全45の分類に商標手当てを実施いた

しました。現在までに45分類のうち44の分類について登録を完了した状況でございます。 

 最後に、農林水産物のブランド、地理的表示あるいは地域団体商標の防衛策の一つの提

案でございますけれども、農林水産物のブランド、地理的表示を守るためには、不正商品、

冒認商標などが海外で現れるリスクに事前に早目に備えまして、各国への防衛的な商標出

願、例えばですけれども、農水産物、あと加工品、飲食業あるいは研究サービスといった

ところについて商標手当てを早目に行っておく必要があるのではないかというふうに考え

ました。 

 また、今回の件では、著作権の登録というものも結構有効的なものになりましたので、

地域ブランドについてロゴを開発をした場合には、意匠ですとか著作権を活用して手当て

を講じるということも検討されるべきではなかいかというふうに考えました。 

 このシートには書いていませんが、地理的表示についての保護の主体というところに関

して、団体、地域ということで、個人ですとか一企業ということの、個での申請というこ

とにならないというところがあると思いますので、その主体が誰かというところが若干曖

昧になるのではないかということを私のほうは心配しておりまして、そのとき、例えば中

国で事前に手当てを打つというときに誰がやるんだというところが決まらないで、時間ば

かりかかってしまって、事前策が遅れるのではないかというあたりを懸念いたしておりま

す。地域団体商標については同業者組合等がございますけれども、地理的表示の場合は、

誰が動くのかというところを早目に決めておく必要があるのではないかと考えました。 

 以上で、味の素のプレゼンを終了させていただきます。 

○妹尾座長 どうもありがとうございます。大変なご努力をされているというのが非常に

よく分かります。 

 いかがでしょう、皆さんのほうから、何か御質問があれば、いかがですか。 

 相当なる費用がかかった苦労が分かるということと、もう一つは、御提案としては、地

理的表示についての予防、これをやるときに誰がということを政策的にも少し考えてほし
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いということかと思います。 

 後ほどまた御議論をしていただこうかと思いますが、今日は特別に、お忙しい中来てい

ただきましたけれども、３つ目のお話は、不二製油株式会社の西元さんからお話を伺いた

いと思います。資料の１－３、不二製油株式会社の知財管理についてという資料だと思い

ます。 

 それでは、西元室長、よろしくお願いします。 

○西元氏 御紹介いただきました不二製油、知的財産室の西元でございます。 

 枚数が多いので、駆け足でかいつまんで、不二製油の知財管理について説明させていた

だきたいと思います。 

 ２枚目のほう、こちらが不二製油グループの概要を示しておりますけれども、当社は売

上高の連結で2,500億、営業利益で150億程度の会社でございまして、海外へのグローバル

展開を積極的に進めておるというのが実情でございます。 

 ３枚目が、不二製油の内容なんですけれども、不二製油は油脂とたんぱくを中心とする

食品素材メーカーということでございまして、いわゆるB to Bがメーンということで、中

間素材を食品メーカーさんに納めさせていただいているという会社でございます。油脂、

製菓・製パン素材、それから大豆たんぱく素材、こういうものを広く食品メーカー様に提

供させていただいているということでございます。 

 ４枚目が、地域別の売上高を示していますけれども、日本が約６割、それからアジア、

欧米で４割程度という、そういう構成になっておりまして、日本国内なかなか伸びないの

で、今は海外50％を目指して、グローバルな拡大を目指しているという状況でございます。 

 ５枚目が、弊社の企業理念と経営方針を示しております。ちょっと大層かもしれません

けれども、「食の創造を通して、健康で豊かな生活に貢献します」ということで、健康に

いい素材、おいしい素材というのが一つの命題になっております。それをやるに当たって、

研究開発重視の技術経営、その技術のグローバル展開によるグローバル経営ということで、

大きな目標なんですけれども、世界のお客様に認めていただく食の素材メーカーを目指し

ているということでございます。 

 ６枚目が、不二製油の代表的な中間素材を示しております。チョコレート用の油脂、そ

れからチョコレート、植物性のクリーム、植物性のチーズ、あるいは水溶性の大豆多糖類

というような食品素材を提供しているわけなんですけれども、こういうものを弊社の独自

技術で開発しまして、食品企業様に提供させていただいているということでございます。 
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 最近の新製品では、ちょっと特殊なんですけれども、USSという牛乳や卵に準じた分画

法、いわゆる自然なナチュラルな分画法ということになるんですけれども、これによって

プレミアムな豆乳ができておりまして、これが大豆本来のうまみとかコクみのある商品と

いうことで注目をいただいております。 

 ７枚目が、知財室のミッションです。いろいろ書いていますが、基本的には２番目に書

いています、技術経営に資する知財活動を推進するということで、発明の発掘から権利化、

保護、活用を進めまして、そういう内容をさらにグローバルということで、グローバル市

場に展開するという形で活動しているという内容でございます。 

 ８枚目が、弊社の研究開発組織ですね。先ほど申し上げました油脂、製菓・製パン素材、

たんぱく素材の開発、それから応用開発、さらには将来の新素材を開発する基盤研究所と

いう、そういう構成で進めているという現状でございます。 

 それから、９枚目が当知財室の概要です。当たり前のことをやっているんですけれども、

特許、商標、渉外、それから情報管理、これを含めた知財全般の活動をやっているんです

けれども、室員自体は10名ちょっとということで、それぞれが一人多役で全体を回してい

るという状況でございます。 

 あと、データ的なところで10枚目が、当社の特許・商標の出願状況ですけれども、特許

を平均年100件程度、それからそのうちのPCT出願を20件、それから商標は比較的少ないん

ですけれども、年間40件程度という状況でございます。 

 11枚目が、当社の特許査定率とグローバル出願率なんですけれども、査定率については、

ちょっと最近低下傾向なんですけれども、約60％ぐらいですね。グローバル、海外への出

願率という意味では全体の40％程度で推移しております。 

 12枚目が審査請求率ですけれども、約５割程度ですね。 

 13枚目が海外の審査請求ですけれども、ちょっとでこぼこありますけれども、約５割程

度という形の審査請求になっております。 

 14枚目が、当社の特許出願状況、これは対外的な数字になるんですけれども、特許庁さ

んが行政年次報告を毎年出されておるんですけれども、この中で特許公開件数ランキング

が出されます。不二製油は、食品化学分野で最近４位が続いている形になっているんです

が、このデータで御覧いただけますように、過去に１位になった経験も何回かございます

ので、再度１位を目指して出願を推進しているというのが現状でございます。 

 15枚目が、弊社の登録済みの特許保有件数ですね。国内が400件、海外600件の計1,000
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件程度を、費用対効果を考えながら、あまり増やさないようにということで、維持管理を

しているということでございます。 

 それから、16枚目が、権利取得の意義と戦略ということで書いているんですけれども、

ちょっといろいろ書いているんですが、弊社は中間素材メーカーということでございます

ので、特にお客様への技術の提供とか、あるいはお客様への安全・安心の素材提供という

ようなことを重視してやっているということでございます。 

 グローバル展開というところでは、海外市場開拓の道具としての活用、この辺も考えて

いるということです。戦略といたしましては、先ほどありました食料品分野での出願数上

位を確保しながら、費用対効果を考えた知財管理あるいはグローバル知財管理ということ

を進めているということです。 

 17枚目が、知財管理の具体的な進め方ですけれども、まずは発明の発掘ですけれども、

これも基本的には知財室と開発部門の密着体制それから連携、そういうことによってスピ

ーディーに発掘を進めるということで、あの手この手で発掘をやっているということでご

ざいます。 

 18枚目が、そういうものの権利化と保護のところですけれども、基本的にはこちらも知

財室と開発部門の連携が重要ということで、ワークフローシステムを使いましてスピーデ

ィーに連携とって、外国出願であるとか審査請求とかあるいは年金管理とかいうようなと

ころを進めているということでございます。要点は費用対効果ということでございます。 

 19枚目が、そういう権利化したものの権利活用になるわけですけれども、これもいろい

ろ書いていますけれども、基本的には独占的な分野を形成して、新たな顧客を獲得すると

いうのがメーンとして、そのほかにライセンスでの活用も都度検討しておるということで

ございます。 

 20枚目も権利活用ですけれども、商標のほうも同じようにライセンスとして活用したり、

あるいは商品の拡販への活用というような、そういう事例もございます。 

 21枚目が商標管理ですね。弊社はB to B企業ということでございますので、商標の出願

自体は少ないのですけれども、やり方としましては、新商標を社内募集してストック商標

を保持するというような形で、商標のスムーズな権利化とライセンスというような活用を

やっているということでございます。 

 22枚目が知財教育ですね。これはもう各社さん同じようなことをやられているんですけ

れども、知財室員それから研究開発部員、いずれも社内教育でありますとか、社外研修プ
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ログラムを全員受講するという形をとっておりまして、全体として知財レベルを上げるよ

うに努めているということでございます。 

 23枚目、こちらが外部表彰例なんですけれども、全国発明賞とかあるいは地方発明賞と

か、そういうものをスポットで受賞しておるんですけれども、最近では2009年に知財活動

全般を評価いただきまして、特許活用優良企業として経済産業大臣表彰である知財功労賞

をいただいているということでございます。 

 最後の、24枚目ですけれども、弊社不二グループの知的財産管理の課題ということでご

ざいますけれども、グローバル事業ということで外への広がりがどんどん進んでいる中で、

いわゆるグローバルな知財体制というところが若干遅れぎみということで、その辺への体

制づくりが我々の課題でございます。 

 あと、行政といいますか、特に特許庁さんへの要望ということで、２つほど書かせてい

ただいているんですけれども、１つは、海外の知財の効率的な権利取得ということに向け

まして、５大特許庁というのがございますけれども、その辺の審査基準の統一をさらに進

めていただきたいということと、それから２番目に、特保などの機能性食品に関する食品

第二用途クレーム、この辺は弊社も機能性食品に関する研究を継続的にずっとやっている

という関係もございまして、この辺についてもぜひグローバルな統一というところで、さ

らに進めていただければ幸いというふうに思っております。 

 以上、本当に駆け足で恐縮ですけれども、弊社の知財管理について紹介させていただき

ます。 

○妹尾座長 どうもありがとうございました。実に効率的にお話しいただいてありがとう

ございます。 

 いかがでしょうか。不二製油さんのお話を伺いましたけれども、皆様から御質問はござ

いませんか。 

 はい、どうぞ、加々美委員。 

○加々美委員 １つ、興味で教えてほしいんですが、素材メーカーさんということで、実

際に権利侵害の疑いは、どうやってキャッチできるのでしょうか、チョコレートになって

しまうと、なかなかわからないと思うんですが。 

○西元氏 油脂とかチョコレートにしても、それなりに分析ができるものなんです。だか

ら、我々も当然、特許もそうですけれども、ライバルメーカーさんの商品もモニターして

いまして、中身を解析したりして、侵害があればそれなりにアクションするということは
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やらせていただいています。 

○加々美委員 では、ノウハウとはいえ、プロダクトから侵害を追えるので、特許化され

ているということなのですね。 

○西元氏 むしろ、ノウハウで置いていくほうがリスクが高いというのが実情でございま

して、他社さんが追随して出されないんであればいいんですけれども、ノウハウで置いて

いたら出されてしまうということが結構多いのが実情でございまして、そういう意味では、

当社はノウハウとするよりは、どちらかというとどんどん出していくと、特許として、そ

ういう方針で今活動しております。 

○妹尾座長 それは用途特許ですか、それとも製法特許ですか。 

○西元氏 両面あるんですけれども、最近は製造技術に関しましても、なかなか外からは

分かりにくい部分があるんですけれども、御存じのとおり今やコンプライアンスの時代と

いうことで、なかなか外から分からなくても中から分かって、中から漏れるということが、

そういうリスクがございますので、製法特許といいましても、なかなか容易に侵害とかは

できないという、そういう理解と解釈で、製法特許もどんどん出すように心がけておりま

す。 

○妹尾座長 そのお話、非常に興味あるところなんですけれども、国内のメーカー同士だ

ったらコンプライアンスはかなりききますよね、あるいは先進国の場合も。対して、新興

国の場合はコンプライアンスがききますか。 

○西元氏 その辺は当然ございまして、国によって我々も使い分けておりまして、ちょっ

とこういったら何ですけれども、中国なんかには製法特許を出してもあまり意味がないと

いいますか、そういうことで国内には出しますけれども、中国あたりにはそういうのは出

さないという方針です。 

○妹尾座長 そうしますと、逆に国内でたくさん出願すれば、技術開示になってしまいま

すよね。それを例えば新興国が使っても、要するに技術が漏れるだけになりますよね。そ

このところはどういうふうにお考えになりますか。つまり、出願をすればするほど技術は

開示されるわけですから、それは新興国で権利化しておかないと、逆に使い放題使われる

という格好になっちゃいますよね。 

○西元氏 御指摘の部分は確かにちょっと問題があるところではあるんですけれども、た

だ、私個人的に思っていますのは、食品の特許というのは、正直申し上げていろんなノウ

ハウが含まれているんですよね。だから、なかなか特許だけ見ても再現が難しいと申しま
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すか、例えば原料の選定から、あるいはその製造工程の微妙な製造ノウハウとか、そうい

うものをひっくるめて一つの技術になっていますので、特許だけではなかなか再現ができ

にくいということで、そんなに恐れる必要ないのかなという解釈をしております。 

○妹尾座長 というのは、ちょうど10年前、20年前、工業系の方々が皆さんおっしゃって

いたのと同じ議論に聞こえてしまいます。ソニーさんもパナソニックさん、シャープさん

も、大丈夫だと皆さんおっしゃっていた。だから、新興国の技術を侮ってはいけないとい

うのは、最近我々がよく言うんですけれどもね。我々が新興国だったときに必死にやって

いたように、新興国の方々も相当必至にやっていますよね。ということは、油断はできな

いかなというふうに、すみません、老婆心ながら思ってしまうんですけれども。 

 それとの関連で、西元さん、ちょっと教えてください。先ほどの審査請求率が50％ぐら

いでしたっけ、これって逆にいうと、審査請求しないのが半分ぐらいあるというのは、こ

れもまた出願で技術だけが漏れてしまうというふうにはなりませんか。 

○西元氏 それは両面ございまして、そういう確かに漏れてしまうという部分はあります

けれども、まずこれ、そういうふうにしているのは、実際は他社さんにそういう権利を取

られないようにするという防衛策も半分あるんですね。 

○妹尾座長 防衛策、防衛特許として、防衛出願ですね。 

○西元氏 防衛特許ということで、逆に公知化してしまって、漏れるというのは漏れるん

ですけれども、他社さんが権利化されるというのを最低限防ぎたいということですよね。

そういう趣旨がございまして、出願は積極的にやって、実際権利化するのは半分ぐらいと

いうのが、現在の運用のあり方になっております。 

○妹尾座長 そうすると、そこからいうと、先ほどの特許件数、トップをとにかくとるん

だということにつながるわけですか。 

○西元氏 あれは別な意味がございまして、今いわゆる企業もそれぞれ、IR活動とか活発

にやっておられると思いますけれども、弊社はB to B企業で、知名度もあまりないという

こともございまして、経営方針のところでちらっと書いていましたけれども、技術の不二

というような書き方をしていましたけれども、そういう技術を持っているという一つのア

ピールする道具として、そういうIR効果的なものを狙ってそういうことをやろうというこ

とで、今やっている次第でございます。 

○妹尾座長 PR効果として特許ナンバーワンを目指す。 

○西元氏 そういうことです。 
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○妹尾座長 なるほど。最近、工業系の株主総会で、逆にそれが責められるというのが結

構多いんですよ。特許をこれだけ取って、事業で勝てていないのは経営者の問題ではない

かといって、随分、株主総会で言われるケースも増えてきていますよね。 

 例えば、アップルは特許300件しか取っていませんよ。ところが、某Ｐ社は３万件取っ

ている、何で勝てないんだ。技術を漏らしてしまっているだけだろうと、株主総会で言わ

れるという。 

 これ、余談ですよ。すみません。 

 いずれにせよ、不二製油さんはチョコレートのシェアすごいんですよね、日本で８割ぐ

らい。 

○西元氏 まあチョコレートと申しましても、いわゆる業務用のチョコレートでございま

して、チョコレートの生地のほうを結構、大手のチョコレートメーカーさんを含めて納め

させていただいているということで、そういう生地という意味ではシェアが一番高いと思

っております。 

○妹尾座長 なものですから、つい何日か前のバレンタインデーで、我々は不二製油さん

のをほとんど食べているみたいな、そういう世界ですね。 

 ほかに御質問いかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、今日３社の皆さん、ありがとうございました。 

 西元さん、引き続きどうぞここにいらしてください。それで、もし何かあったら、意見

交換の中に加わっていただいて、ぜひよろしくお願いいたします。 

 今日３社様とも、国内でももちろん、それぞれの業界で有名でいらっしゃるばかりでな

く、海外でもいろいろな活動を展開されている皆さんですので、先ほど次長が御挨拶の中

で、グローバルな産業としてのというお話をされましたけれども、非常に即した方々にお

話を伺えたというふうに思います。 

 それでは、次に議論に入る前に、前回話題になりましたことに関連して、事務局からお

話をいただきたいと思います。地理的表示保護制度について、前回御説明いただいたんで

すが、さらに補足をしていただこうというふうに思っております。 

 それでは、坂課長のほうからお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○坂新事業創出課長 それでは、前回の最後のときに、制度の紹介の資料がないというご

指摘いただきました。大変申しわけございませんでした。 

 前回に口頭で簡単に御説明させていただいた内容と、それとプラスして、商標と組み合
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わせてどういう展開が考えられるのかということを資料にまとめました。資料２をもとに

説明させていただきます。 

 最初の見開き、１ページと２ページ、どういうものか、それからどういう法律なのかと

いうことは口頭で御説明して、ちょっと分かりにくかった内容でございましたので、もう

一度表にまとめさせていただきました。 

 まず、１ページで、地理的表示とはというところを御覧いただけますでしょうか。干し

柿、架空の商品をもとに例にしておりますけれども、この左側の赤の商品、これについて

真ん中の青の欄で書いてございます品質、おいしいとか甘いとか、それから評判、どんな

に高い値段で取引されているとか、そういったいろんな特性が、右の欄の産地の条件と結

び付いているということが条件であります。 

 一番分かりやすいのは、その干し柿用の柿の品種が特定の地域でしかとれないという意

味で、生産地と密接に結び付いているとか、この味はこの産地で作ったノウハウがないと

できないとか、そういった自然的・人的な条件と密接に結び付いて初めて一定の品質の商

品ができると、そういう関係が成り立つときに、その商品名がそのような関係を表すよう

なものである場合、一番端的には、東京なら東京といった形で、商品名に地名が付いてい

る、東京干し柿とか、そういった関係が成り立つときに、この表の一番下のオレンジにあ

ります地理的表示と言われるもの、この名前を法的に保護しようと、そういう制度でござ

います。 

 もともとは欧州の伝統的な産物を守ろうという形で、欧州の提唱によってできた制度で

ございまして、現在、地域間の自由貿易協定などを媒介にいたしまして、地理的表示の保

護について独立した保護というのを認めている国というのが、世界で100カ国以上ござい

ます。 

 一方で、こういった伝統的な産品が少ない新大陸の、いわゆる農産物の大規模な輸出国、

アメリカなどの新大陸の国々においては、こういった機能は特許の一部として認めるべき

だという形での議論が展開されておりまして、WTOでの議論でも、ウルグアイラウンド以

来長きにわたって決着がついていない分野であります。 

 これを踏まえまして法律にしたというのが２ページの法律の概要でございまして、そう

いったような条件を満たす地理的表示について、農林水産大臣に登録することによって、

法的な保護を与えようというものでございます。 

 地理的表示、最大の特質は、先ほど１ページの表で御覧いただきました品質、それから
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その産地と結び付いた形での名称の保護という形でございますので、この表でいきますと、

真ん中の黒の矢印、これが申請を表しておりますけれども、そのときにその名前だけでは

なくて、生産の条件、どこで、どういうような形で、どのような品質のものが作られるの

かということ、これを生産者の間で合意していただくということ、それからそれをどのよ

うに管理するのか、具体的にはその黒の矢印の左側の囲みでございますけれども、生産・

加工業者の方の団体を通じて品質を管理していただくと。このやり方をどういうふうにす

るのかという、その２点の書類を添えて、国に申請していただくということでございます。 

 そのときに、１ページで御覧いただきましたような定義を満たすかということ、それか

ら具体的な生産管理ができるかということ、この２点をチェックして、それができていれ

ば登録は認められるという仕組みでございます。 

 その登録をしたらしっ放しということではなくて、登録の際に出していただいた書類に

従いまして、それぞれの生産・加工業者の方が品質管理に取り組んでいただくわけでござ

いまして、それをその方々で作る団体がチェックをするという仕組みでございます。さら

にチェックがちゃんとなされているかということを国が定期的にチェックをするというこ

とをもって２段のチェック体制で、その名称には一定の品質製法の裏づけがあるというこ

とを公的に担保するという、そういう仕組みでございます。 

 その際の不正使用などに対する取り締まりが、下のほうのグレーの色でつけているとこ

ろでございまして、これは知的財産権という形ではなくて、法律的にはその表示を規制す

るという形で取り締まりを行うということでございますので、何かあったときは個人で訴

訟に訴えるというよりは、不正使用を認知した時点で、行政に通報していただくというこ

とによりまして、行政が主体的に取り締まりを行うという形をとっておりまして、これが

知的財産権と違うところでございます。 

 これを組み合わせて生産者の利益を増大させるとともに、消費者の方の選択の幅を広げ

て、その表示に対する信頼を高めるということを制度の目的としているところでございま

す。 

 この制度から出る特徴といたしまして、既存の商標法に基づく地域団体商標制度との比

較をまとめたのが３ページの表でございます。ちょっと字が多うございまして恐縮でござ

いますけれども、ポイントは３点ございまして、その下の４ページのポイントと同じなん

ですけれども、まず大きな１点目は、品質との結び付きということで、３行目の産地との

関係ということでございます。まさに品質、さらにはそれを生み出す産地とのリンクとい
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うのが一番の地理的表示の特徴でございまして、これは地域団体商標制度にはないもので

ございます。 

 それを具体化する形で、その下の４行目、５行目、６行目でございますけれども、そう

いった関係が成り立つためには、ある程度の伝統性、何十年か、最低何十年かにわたって

継続して生産されているものである必要があるだろうということ。それから、先ほど制度

の概要で申し上げました品質の基準、これが定まっていないと登録ができないということ、

さらには、定めた基準をしっかり管理していただくというような仕組みが制度上担保され

ているということでございます。こういったところも、地域団体商標制度には設けられて

いないという特徴でございます。 

 それから、２点目、これは不正使用の点でございますけれども、先ほど申し上げました

権利構成をとっておりませんので、国が取り締まるというところでございます。 

 それから、最後の行でございますけれども、海外での保護というところは、先ほど五十

嵐委員からも御指摘いただきましたけれども、現在、WTOでも議論がなされておりますの

で、今のところ地理的表示を１カ国で登録したからといって、世界中で保護されるという

関係にはございません。 

 ただ、先ほど冒頭で申し上げました、例えばEUなどは自由貿易協定を媒介にして、世界

的な規模で自国の地理的表示の保護というのを実現しようということを行っております。

将来的には我が国におきましても、自由貿易協定の交渉の場を活用して、相互でお互いの

地理的表示を保護すると、そういった枠組みを構築していくことが考えられるということ

でございます。 

 あと、不正の出願などに対しては、現在も商標につきましては、農林水産省の委託事業

をもちまして、特に漢字圏での日本の地名の商標出願を定期的に監視しております。地理

的表示が、通常は日本の地名を使用して表示として保護されるという特質から、この仕組

みを活用することによって、一定程度そういったものが商標出願されるかどうかというこ

とも事前にチェックをされるということが考えられます。 

 また、制度が発足して、実際に個別の申請が上がってくるようなときになったら、今の

この制度を、農林省の委託事業の仕組みをさらに拡大して、積極的に海外での地理的表示

の出願の状況もモニターしていきたいということを検討してまいりたいと思っております。 

 ４ページ、５ページ目は、地域団体商標との併用のイメージでございます。４ページ目

は、先ほど申し上げましたメリットの点は、表と重複するので割愛させていただきます。
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留意点でございますけれども、地域団体商標を登録しつつ、さらに地理的表示を申請する

ということも、その商標が地理的表示の要件に合致すれば申請が可能ということでござい

ます。ただ、両方を組み合わせて使うということになりますと、商標で担保されました独

占排他権というものが地理的表示との関係ではなくなってしまいます。地理的表示の特質

というのが地域共有の財産ということで、その設定された生産地域内で、一定の定められ

た要件を満たして生産する方は、どなたでもその名前を使えるということでございますの

で、それと併用することによって、地域団体商標の独占排他制というのがその部分で権利

行使できなくなるという特質がございます。 

 最後の紙は５ページ目ですね。これは海外での用例で、どういうふうに商標と組み合わ

せていっているかということを簡単にまとめたものでございます。左上のところは、既存

の欧州の著名な地理的表示産品、これはもちろんそれぞれ製造に大きな企業なども参画し

ておりまして、そのような場合は地理的表示と組み合わせて、もちろん自社のトレードマ

ーク、登録商標を組み合わせて、例えばモッツァレラチーズの中でも何とか社のモッツァ

レラチーズということで、他社との差別化を図るということは当然のように行われており

ます。 

 それから、その右に行きまして、海外の地理的表示が我が国でも地域団体商標として登

録されているという事例でございますけれども、通常、自社の商号はもちろんその商標で

保護して、その上に地域の特産物をどのような制度で守るかというのはその国によって保

護の対応が異なりますので、地理的表示制度がある国というのは、欧州の産品であっても

地理的表示を他国に出願して登録しているという事例です。 

 我が国の場合は、これまで地理的表示制度がございませんでしたので、幾つかの商品に

つきましては地域団体商標という形で登録をしております。イタリアのパルマハムでござ

いますとか、中国の鎮江香醋でございますとか、こういったものについては地理的表示と

しての性格を持っておるものでございますけれども、我が国におきましては、これまでの

法制度の対応に基づいて、地域団体商標として保護を受けているというものでございます。 

 左下の枠は、これは地域団体商標と一般商標の組み合わせで、全体のブランドとトップ

ブランドを区別して保護しているという事例でございまして、例えば佐賀の牛肉の場合は、

古くから佐賀牛、ロゴから始まりまして、佐賀牛というものを文字商標で2000年から保護

しております。地域団体商標の登録が2007年にできたときに、佐賀産和牛というものが一

般のもの、それから佐賀牛はその中でも神戸牛相当の５等級、４等級のものを佐賀牛とし
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て差別化し、上下で組み合わせて差別化を図っているという事例でございます。 

 それから、最後の右下のところ、地域団体商標とGIとの関係なんでございますけれども、

先ほど３ページの対比表で簡単に申し上げました、地理的表示は一定の伝統性が要るとい

うところでございます。ですので、新しく立ち上げたブランドの場合は、少なくとも数十

年の間は地理的表示の登録が認められない可能性がございますので、それまでの間は地域

団体商標として地域ブランドの法的保護を図って、一定の伝統性を備えた時点で、地理的

表示として登録するというような、今後２段階のブランド保護戦略というのは考えられる

であろうということをまとめさせていただきました。 

 以上、ちょっと駆け足でございましたが、地理的表示について補足で説明させていただ

きました。 

○妹尾座長 ありがとうございます。今の地理的表示保護制度について、詳しい資料を出

して御説明をいただきました。これについて何か御質問、いかがでしょうか。 

○生越座長代理 最後の伝統性のところで１点お伺いしたいのですが、EUの方にお伺いし

ますと、TGIとかいう制度では30年とかいうふうな数字がぽんと出てくるんですが、今回

の日本の地理的表示の伝統性は、多分、何年ぐらいかというのが質問があると思うんです

が、そこら辺はどうお考えでしょうか。 

○坂新事業創出課長 まだ現在、内規ですね、最終調整中でございまして、決まっていな

いんですけれども、少なくとも、ある程度消費者の皆様に受け入れていただけるような名

前でないと、いきなり聞いたこともない名前を地理的表示として登録することはできませ

んので、欧州の例なんか参考にして、数十年程度の伝統性を要件として求めていく、そう

いうつもりでおります。 

○生越座長代理 ありがとうございました。 

○妹尾座長 いかがでしょうか。 

 これはひとつ、地理的表示と地域団体商標と、それから個別の企業ないしは製品の商標、

これどうやって組み合わせれば一番効果的かという、そういう戦略的なことが、いろいろ

皆さん工夫されるようになると思います。 

 ここに、５ページにいろんな例を示していただいて大変良いと思うんですけれども、こ

ういう例をさらにたくさん集めて、解説だとかそういうような啓発のパンフレットなんか

も作っていただくと良いなと思います。 

 一番、５ページの右下に、地域団体商標からGIへと展開するということが考えられるん
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ですけれども、もちろんこれだけでは多分ないと思いますので、いろんなパターンをぜひ

考えていきたいと思います。 

 ただ、海外では、左上のようなGIと自社ブランドみたいな組み合わせがやはり一番多い

んでしょうか。 

○坂新事業創出課長 そうですね、そのような組み合わせによって、まず地理的表示とし

ての保護を確実に受けた上で、さらにその中で他社との差別化を図るというのが基本の戦

略であろうかと思います。 

○妹尾座長 共通項を持ちながら、その中で差異化を図るということですね。 

 もう一つは、これは消費者の皆さんが分かりにくくなるといけないので、どうなんでし

ょう、やはり表示、両方たくさん表示マークが並ぶような感じになっていくわけですよね、

今後ね。どんなものでしょうか。 

○坂新事業創出課長 その点につきましては、マークが多過ぎるというお話、いろんなと

ころでお伺いしております。私ども農林水産省の法律に基づくマークといいますか、日本

農林規格しかないわけですけれども、それがこの地理的表示制度が施行されたら、それに

続いて、法的な裏づけのあるマークということになりますので、ほかにいろいろあるマー

ク、それ自体はそれぞれ、今まで経緯もあって取り組んでこられたものですので、若干分

かりづらくなるかと思いますけれども、地理的表示の場合は、登録されるとそのマークを

表示する義務も生じますので、強制表示のマークとして、しっかりとほかのマークよりも

よく認知していただけるようにPRをしていきたいと思っております。 

○妹尾座長 村山さんいかがですか、これ、こういうのというのは、実際の消費者の方と

接する立場から。 

○村山委員 お客様はやはり判断基準というのがあるにこしたことはないんですけれども、

そこにどれだけ共感できるかということがやはり一番大切かなというふうに思うんですね。

制度のお話が結構たくさんある中で、制度を妹尾さんのお話も幾つかレポートの中にある

んですけれども、制度を守ることだけが何か目的化してしまうと、ついお客様にとって、

その制度ってそもそもどんなメリットがあるのというところになかなか考えが及ばなくな

ってしまうところが危惧されるなと。その作り手がとりあえず作っちゃいましたと、これ

どこかで売れませんかねというような発想になってしまう。でも、作ったものはちゃんと

安心・安全だし、いろんな制度も担保されていますよというところが売りになっても、お

客様はその制度があるから買うという人も一部はいらっしゃいますけれども、そもそもお
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客様の欲しがるものというのをうまく制度と連携させることという方がやはり一番大切な

ことじゃないかなというのは、消費の最前線にいるとすごく感じることかなというふうに

思います。 

 ちょっと脱線してしまって申しわけないんですけれども、前回あまり発言をしなかった

もので、そもそも今回のこの制度を考えるときに、自分なりに考えたのが、お客様にとっ

て、どういうふうにしていけばいいのかということです。まず商品そのものが魅力を持つ

ことが大切かなというふうに思います。素材、商品、それぞれのスペックであったり、そ

ういった魅力ある商品をどれだけ作っていけるか、高めていけるかということが大切かな

と思います。 

 次に、それをどう知らしめていくか、見せていくということで、日本の農林水産物・食

品のよさを正しく伝えるという伝え方というのがすごく重要じゃないかなというふうに思

います。 

 最後に、サービスという点で、欲しがっている人たちが出会いやすいような環境、手に

入れやすいような環境を作ってあげる、この３つがすごく大切なことじゃないかなという

ふうに感じました。 

 その中で、今回のこの戦略というのが、知的なものが財産、いわゆる資本になるという

意識を広く持つことが、お客様も含め生産者も含め我々流通も含め持つことが、最初のス

タート地点じゃないかなと聞いていて感じました。 

 その上で生産者の方々、そして協力者の方々、そういった方々の努力というのが、悪意

のある方が出てくることによって無駄にならないように、生産者の方々を守ったり、もし

くは周囲を巻き込んでいって大きなムーブメントにしたり、その次に攻めていく、魅力あ

るものだよということでいろんなところに発信していく制度にするということがすごく重

要じゃないかなというふうに考えています。 

 先ほど幾つかの企業さんのレポートを聞かせていただいて、保護に関する部分に重点を

置いたものと、もしくは技術を開発するという創出する部分に重点を置いたものと、いろ

いろと多分あるんじゃないかなと思いますし、過去のレポートなんか見るといろんな段階、

もともと知的財産を創造・活用しましょう、そして次に保護・強化しましょう、そして普

及・啓発しましょう、人材を育成しましょうというような３段階に分かれて、今回新しい

項目の候補というのを作っていきましょうというのが今回の趣旨じゃないかなと思います。

それによって、これらを高めて知的資本・財産というのを生み出して、守って広めるため
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の検討会というふうに自分なりには認識をしていて、その中でちょっと幾つか戦術の方向

性というのが考えられるかなというふうに思っています。 

 まずは、失われつつある知的財産というものの減少を食いとめる、次に、今ある知的財

産というのを有効活用する、次に今ある知的財産を進化させる、さらに新しい知的財産を

生み出す、これが生産現場における戦略・戦術のパターンじゃないかなというふうに思い

ます。 

 次に、消費の現場でいくと、知的財産から生み出されたコンテンツの魅力を知らしめる、

これは国内、海外に問わず、その次に知的財産から生み出されるコンテンツを伝える際の

ハードルというのを低くすること、最後に、消費と生産者の接点を作って、知的財産その

ものを進化させる、こういったいろんなパターンがあって、それぞれが戦略というのがあ

るんじゃないかなと。 

 何か総括的な戦略にしてしまうと、誰にとってどんなメリットがあるのかというのがち

ょっと分かりにくくなるのかなというふうに思うので、総合的な施策というのは必要だと

思うんですけれども、それが誰にとってどんなメリットがあるというのをちゃんと明示し

てあげるか、もしくはもうどこかに絞ったポイントを置いた戦略を作るというのも必要じ

ゃないかなと思って聞いていました。 

 ちょっと大きな話になって申しわけなかったですが、以上でございます。 

○妹尾座長 ありがとうございます。 それでは、田中委員、どうぞ。 

○田中委員 少し生産現場の視点からの、これは意見というよりは感想になるんですけれ

ども、ちょうど今、村山委員から３つのことが大事だと、商品を磨き上げなきゃいけない

と、それをどういうふうに伝えなきゃいけないか、そして出会える場を作るというのがあ

りました。これは地域団体商標や地理的表示の保護制度というのは、ある意味それを大事

に守るという側面があると思うんですけれども、村山委員が言われたのは、ある意味それ

を活かす、いわば戦略になるというふうに思うんですね。この申請主体のところがそれぞ

れやはり違うことによって、一緒にうまく組み合わせて活かすということが、現場的にと

ても難しいなというふうにやはり思うことが、そういう場面もあるんですね。 

 もう一つ、例えば地域団体商標のところでいくと、特定の組合、商工会議所、NPO等と

ありますけれども、どちらかというと、これ誤解があると非常によくないことなんですけ

れども、１人１票のたくさんの人たちが集まった場所で何かを決めていきましょうという

ときに、守っていくことに対してはいいと思うんですけれども、それを商品を磨き上げる、
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伝える、出会えるというような活かす、いわゆる戦略を決定するときのやはりスピード感

とか戦略そのものに対して、若干反対の作用を起こしてしまうことがあるんじゃないかな

と思うんですね。要するに、ポテンシャルはもっともっとそこで生み出されたものがある

のに、守ること、もしくはある一定のところで限られることで、戦略的に展開ができてい

かないということです。 

 例えば、商品をもっと磨き上げたいというのに、なかなかそこの団体の中に入れない。

一つのブランドができ上がったときに、その地域の、例えば農協さんだとか、例えば商工

会とかが取った場合に、そこの中だけしか展開ができないということがやはり私たちも少

なからず経験があるんですね。そうすると、それ自体は地域として守れるかもしれないけ

れども、本当にそれを次の段階にもっとグローバルに、もしくはダイナミックに展開がで

きるのかというと、妨げにもなる可能性も出てくるんじゃないかなということも非常に感

じているんですね。守れるけれども生かせない、そのリスクもやはり反面あって、これを

やはり本当に農林水産業をより発展させていくための財産としてどういうふうに展開して

いくかというのは、やはりいつも葛藤する部分があります。 

 そういう意味で、地理的表示の保護制度と、例えば地域団体商標制度の、またこの主体

の違いによって、本来もう少しうまく組み合わせればできるのに、それがなかなかいかな

いなんということも起こってきてしまうのかなと。今後どういうふうにここら辺を結びつ

けられるかによって、その可能性が大きくなりもすれば、小さくなってしまうこともある

んじゃないかというふうに現場でよく感じているということだけ、ちょっと感想的に発表

させていただきます。 

○妹尾座長 ありがとうございます。御意見、ほかに。 

 山岡委員、お願いします。 

○山岡委員 地理的表示の話と地域団体の話、並べて拝見させていただいて、大変分かり

やすかったです。 

 私、思い浮かんだのが、イタリアワインの話がぴっと思い浮かびまして、イタリアワイ

ンはDOCという規格とDOCGという規格があって、それでそれぞれにそういう格付をする条

件が決まっているんですけれども、何を言いたいかというと、DOCというのはむしろやは

り地域団体商標に近い、産地がそこであれば名乗れる名前、DOCGというのは産地があって、

さらにその品質基準が明確にされて基準を満たしているという意味で、この地理的表示に

近いものという、そんな形でアナロジーになると思うんですけれども。それで、当然DOC
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のほうがDOCGよりも数が多いという構造になっております。 

 それで、ここで質問というか意見というか感想なんですけれども、基本的にやはり地理

的表示保護制度というのは、ある種その希少性であるとか、いわゆるバリューを見るとい

う意味で、やたらめったらあってはいけないのかなということです。当然、DOCワインも

DOCGワインもある種その数が、歩どまりが来たらなかなかそれ以上増えないという、多分

そういう構造になっていると思います。 

 例えば、地理的表示保護制度、大体、例えば伝統性というところで数十年の歴史が要る

というのは、それはそれで非常に高いハードルなんだと思うんですけれども、やはりある

種希少性みたいな、そういうバリューみたいなのもイメージをされているのかどうかとい

うのをお聞きしたいなと思いました。 

○妹尾座長 じゃ、坂課長、お願いします。 

○坂新事業創出課長 御意見ありがとうございました。 

 最初に、田中委員のコメントでございますけれども、資料の３ページの表を御覧いただ

きながらお聞きいただければと思います。 

 その２段目のところで、地域団体商標制度は商標権の権利の主体になる方々が必要でご

ざいますので、法的な法人格を持った団体が主体となります。今年の法改正によってＮＰ

Ｏが追加されましたけれども、それ以前は法的な組合のみが権利者になれるという形でご

ざいました。 

 実際、商標にしても地理的表示にしても、守りにも攻めにもどちらにも使えるというこ

とでございまして、商標の場合、権利者は独占排他権を持ちますので、それ以外の人が使

えなくなるという、強い効果を有するわけでございます。 

 それから、地理的表示の場合も、申請主体という意味では緩やかでございますけれども、

定められた生産地域外の生産者の方は、これは一切この表示を使えなくなるという意味で、

より強い排他性を同様に有しております。 

 ただ、その生産地域内の話でいきますと、通常は地域団体商標を取ってから、もしくは

取らずして地理的表示保護制度を取るという形で、先に行くのは地域団体商標ということ

になろうかと思いますので、主体を見ると地理的表示保護制度のほうが緩やかでございま

すので、例えば両方を取ろうというような話になった場合は、行政を巻き込んで市町村単

位のブランド協議会を作るとか、そういった形での合意形成が進めば、両方を活用してブ

ランド戦略を構築するということができるのではないかと思います。 
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 ちょっとこの３ページの表の説明のときに省略してしまいましたけれども、一番下にブ

ランド戦略という行がございまして、商標ですとその権利者しかその名称を使えませんの

で、例えば産品の名称を、協同組合なら協同組合の組合員の方に独占させると、それで組

合員以外の方には名前を使わせないと、そういうブランド戦略を構築する場合は、地域団

体商標制度で囲い込んでしまうというのが一番いいのであろうと思います。その場合は、

確かにその組合員以外の方には使えないという不利益は発生いたします。 

 そうではなくて、そのブランドを地域の共有財産として位置付けようというような合意

がなされた場合、この場合は申請者が誰であるかにかかわらず、一度その地理的表示とし

て登録されてしまえば、その登録の際に提出した条件、どこでどのようにしてどんなもの

を作るかという、その基準を満たすような生産者の方であれば、その地域内の生産者の方

どなたでも地理的表示としてその名前を使えるということになります。 

 ですので、産地としてある程度生産者の方を絞る、組合などの組合員に絞るという、そ

ういう選択をするのか、もしくは外部から転入してきて、そこで生産をするという方も含

むどなたでもという選択をするのかということになります。そういった形で、今いる地元

の方を優先してブランド戦略を構築するのか、誰が入ってきてもいいから、その地域で伝

統産品が引き続き生産されるという形でのブランド戦略を構築するのかという、その方向

性の違いによって、両者を併用するかどうかという、そこが選択できるということでござ

います。 

 ですので、申請主体の違いというよりは、ブランド戦略をどっちに持っていくかという

ことによって、そもそもみんなで使うという合意ができれば、若干その制度間で主体が異

なりますけれども、スムーズに移行ができるのではないかというふうに考えております。 

  

○妹尾座長 我々の言い方で言うと、GIの場合は地域内オープンですね。地域が限定され

るけれども、オープンです。地域団体商標は団体内クローズというスタイルです。 

○田中委員 実際には、地域団体商標のほうが先な感じがあります。そうすると、クロー

ズの後にオープンだから、やはりクローズなんですね、残念ながら。 

○妹尾座長 それをどういう戦略でやるかですね。 

○田中委員 やはり流れがクローズなので、どうしても残念な側面が出てくるということ

だけですね。 

○坂新事業創出課長 地域団体商標のままでしたらそのままになるんですけれども、地域
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団体商標をとって地理的表示を併用するということになりますと、資料の４ページの話に

なりますので、先ほどの独占排他的な権能が一部制限されるということになります。地域

団体商標プラス地理的表示をやるということが合意されれば、その組合員の方でなくても、

基準に沿って生産する限り地域内でみんなが使えるということになりますので、肝心なの

はそこの合意ができるかということかなと思います。 

 続きまして、山岡委員の御質問でございますけれども、そもそもマークとして、希少性

を要件というか意図しているのかということでございます。実はイタリアでも、御案内の

ように地理的表示、どんどんとワインですら登録数が増えておりまして、イタリアの場合

はほとんど全てのところのワインが地ブドウというか、2000年の歴史を持っているものも

多くあって、発掘すればするほど出てくるということでございまして、特に欧州でも各国

当局、それから欧州委員会も数を制限するという方向では、制度を運用していないという

ところでございます。 

 ただ、欧州で1992年から22年あまり制度を運用してきて、お酒以外の農産物の地理的表

示というのがやっと1,000件あまり、全部で二十何カ国で、それで1,000件あまりしか登録

されていないということで、非常に伝統的産品が多いと思われる欧州でも、そんなにハー

ドルが低くない制度でございます。 

 その制度の定義に従って登録の可否を判断するということになりますので、我が国にお

きましても、そんなに何万という形で、全ての申請される地域ブランドが地理的表示とし

て認められるということはないというふうに思っております。できれば可能な限り多くの

地域ブランドが、この新しい地理的表示制度の下で保護ができればいいかと思いますけれ

ども、意図的にその希少性を狙って絞るというよりは、そもそもその定義を満たして申請

してこれるようなものの数というのが自ずから限られると思っておりますので、そこは法

律に規定した要件を満たすような申請であれば、全て地理的表示として保護したいと思っ

ております。 

○妹尾座長 よろしいですか。 

○山岡委員 はい。 

○妹尾座長 それでは、あと20分になってしまったので、少し残り少なくなりましたけれ

ども、今日の全体の議論をお願いしたいと思います。 

 今日は食品産業及び種苗産業における知財の保護・活用についてと、こういうことでし

たが、お三方のプレゼンテーションをいただいたことにもう一度戻って、何か皆さんのほ
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うから御意見等ありましたらお願いします。 

 それでは、生越先生お願いします。 

○生越座長代理 ３人の方のお話をお伺いして、大変勉強になりました。改めて、３点考

えなければいけないなというふうに思ったところです。 

 まず、１点目が、電機産業などの物づくり企業が過去失敗したこと、つまり営業秘密の

漏えいを農林水産業ではしないようにいかに対策をとるかが重要だと思いました。 

 ２点目は、アメリカの動き、EUの動き、これをやはり勉強しなければいけないなという

ことを改めて思いました。オランダとか韓国の戦略を学ぶべきという御意見もありました

が、まさにそのとおりだと思います。モンサントが川上から川下まで全部押さえている、

こういった動きがあるときに、技術分野は異なりますが、中国政府を見ると、クアルコム

に対して独禁法を発動したりしております。こんなふうに農林水産分野においても独禁法

的な動きが将来的に出ないとも限らないなというふうに思ったところです。 

 あと、最後にGI、地理的表示ですけれども、国によって制度が違うというところが今後

の大きな課題になるでしょう。今回御説明していただいた資料の５ページにあるように、

中国とか韓国とかタイとか、それぞれ制度が微妙に異なるところがあります。だから、日

本の国民の方、これから日本の地理的表示を利用される方が中国、韓国、タイでどのよう

な対策をとるべきかなどもあわせて検討すべきではないかというふうに思いました。 

 以上です。 

○妹尾座長 ありがとうございます。ほかに皆さん、いかがでしょうか。 

 こういう状況は初めてですので、御遠慮なさらずに。 

○滑川委員 主婦向けのフリーペーパーで記事を作っております滑川と申します。 

 先ほどのGIとそれから地域の商標のことについて、私だったらどうやって消費者の方に、

生活者や主婦の方にこの情報を分かりやすく伝えるかなというふうに思いながら話を聞い

ていたのですが、非常に難しいな、うまくどっちがよくてどっちが悪いとか、そういうこ

とではないと思うんですけれども、伝えるのが難しいなというふうに思っておりました。 

 マークがあるとかないとかではなく、仕組みを説明すること自体が、海外に対する防衛

とか危機感というのは、今日改めていろいろお話を３社の方から伺う中で、ああ、そんな

ところまで来ているのだというふうに、その危機感については共有できたのですが、その

危機感があって初めて、危機的状況が分かって初めて、このマークの意義が出てくるとい

うことが、消費者の方は多分そのことを考えずに、おいしいかまずいか、高いか安いかと
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いう商品選定をしていく上で、商品を選ぶ、そのときの基準として、守るということを視

点に作ったマークというものの意味というのが、なかなかそれは分かってもらえないのだ

ろうなというのが正直なところです。 

 そこで、先ほどの商品の優位性をそのマークにのせていくというもう一つの側面という

ところが表に出てくると思うんですけれども、それについても、その価値をどれだけ表現

するかということで、今までの地域ブランドで既に消費者側は、例えば関さばとか関あじ

というのはこういうものだねとか、松阪牛はこういうので、国産牛というのはこういうの

で、和牛というのはブランドがあってこういうのだねという認知がある程度あり、地域ブ

ランドというものを認識していると思うんですけれども、それにさらにもう一つ出てきた

ものというものをどう意識化させるか、ここにこれが違うのですよと、国のお墨つきがこ

ういうふうについているのですよというのが、例えばチーズとかワインみたいにジャンル

として横串があれば、その中での判断ができると思うのですが、干し柿があってクリがあ

ってホウレンソウがあってというような中で、ほかとの違いというものが、今までの地域

ブランドとどう違うのかというようなところを分かっていただくのは、結構大変だなとい

うふうに思いました。 

 すみません、感想になりました。以上でございます。 

○妹尾座長 率直にそうですね。ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。御発表された皆様も御発言されて良いですよ、ほかのことで

お話しいただいても。いかがでしょうか。 

 それでは、あと15分ほどになりましたので、座長の強権を発動して、一人一人に一言ず

つ述べてもらうというスタイルをとりたいと思いますけれども、いかがでしょうか。よろ

しいですか。 

 こういうときは端からというので、五十嵐さん、よろしいですか。 

○五十嵐委員 ありがとうございました。私はちょっとテーマが狭かったのですが、今回、

今日の中では、地理的表示と地域団体商標制度について議論が進んだところがあって、大

変勉強になりました。また、先生からいただいた資料をちょっと、今日は及ばなかったの

で、また次回オープン＆クローズのお話をお聞かせいただければと思いました。ありがと

うございました。 

○妹尾座長 生越先生。 

○生越座長代理 やはり地理的表示は新しい制度ですので、先ほど御指摘のあったように、
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どうやって消費者の方に伝えるかが非常に重要な課題だと思います。地域ブランドをみる

と、地域団体商標を取っているものもあれば、取っていないものもあったり、県のマーク

だけがついていたりとかいなかったりとか本当に地名の活用にはいろいろな形態やステー

ジがあります。この観点で、私は「地名は財産である」とあちこちで言っているんですけ

れども、地名のブランド力、地名の財産性、これをもっと日本の方にも分かりやすく伝え

る努力をしないといけないなと改めて思ったところです。 

 以上です。 

○妹尾座長 地名の財産性、いいですね。 

 加々美委員、お願いします。 

○加々美委員 既にお話ししました通り、いかに権利をとるか、いかに秘匿するか、オー

プン・クローズといった仕掛けが重要で、日本は、これまで、物づくり、メイド・イン・

ジャパンできましたが、今後も、それにすがって行けるかということが問題で、やはり作

るだけでなく、先ほどの地域マーク作りの話しもそうですが、いかに売っていくかという

戦略やマーケティングが重要と思います。先ほどのマーク作りは先にも話された通り、守

るためのものかもしれませんが、守るは一歩裏返せば攻めに使えるわけで、民間の人間ゆ

え、いかにして売り、いかに利益回収するか、すぐそこに行ってしまいますが、守ると攻

めるをうまく組み立て、売りに繋げるということを、今後の議論の中で論じられればと思

います。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。 

 田中委員、お願いします。 

○田中委員 ２点ですね。先ほど、そのGIと地域団体商標のところですけれども、現場的

にはNPOが入って、やはり地域の牽引をしている、例えば農業生産法人が入れないのはや

はりちょっと寂しいなと、個人的に思います。やはりそこで活躍している人たちがなかな

か入れないというのは、農林水産業の中で、特に農業の場合、牽引をしていく人たちにも

う少しチャンスが与えられると、守るということと売るということで、突破できるんじゃ

ないかなというのは先ほども感じたことで、改めて今思いました。 

 ２つ目ですけれども、加々美委員からあった発表、種の部分から話を聞いていましたけ

れども、モンサント等の標準化をしたバリューチェーンが作られる、それでいてサカタさ

んの営業秘密がノウハウなんだというところは、実はやはりバリューチェーンである以上、

もう少し生産現場の人間も一緒になってこれを考えないと、もっと漏れてしまうなという
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危機感をとても感じました。留学生が来て持ち帰るなどと言うと、生産現場は、とんでも

なく無防備だなと思いますし、生産技術というところまでが今後知財になっていく、生産

行程管理やその生産のデータ、特に今はどんどんICTの戦略も進んでいますけれども、漏

れてしまう状態ですので、ここを含めてどういうふうに農業界全体で、食産業としてバリ

ューチェーンの中でどう守っていくかという、またその先の議論がないといけないでしょ

うし、我々農業者がもっとやはり啓発されたり教育されたりしながら、自から学びながら

一緒になって取り組まないと、これは片方ですごく守って攻めているんだけれども、裏で

はもうだだだだっと漏れていくというようなことが起きそうだなと、改めて今日は感じま

した。 

○妹尾座長 ありがとうございます。 

 滑川さん、お願いします。 

○滑川委員 すみません、先ほど大体思っていたことはお話ししてしまったんですが、さ

ほどハードルは低くないというお話がございましたけれども、どういう価値でその商品が

登録されて選ばれたのかということが、消費者に分かりやすく情報を開示されるというこ

とも一つ大事かなというふうに思っております。 

 以上です。 

○妹尾座長 村山委員、お願いします。 

○村山委員 ちょっと、先ほどの話に補足をさせていただきたいなと思います。 

 まず、戦略の検討会ということなので、どちらかといえば守ることよりも攻めることに

重きを置いたほうがいいかなと思って、さっきみたいな発言をさせていただきました。も

ちろん、守ることも大切なんですけれども、その中で７つほど申し上げましたけれども、

４つのことが特に重要だなと自分では思っています。 

 まず、失われつつある知的財産の減少を食いとめるというお話をしたと思うんですけれ

ども、それはなぜかというと、今後生み出すことができないから重要だと考えます。例え

ば、在来種みたいなものとか伝統野菜みたいなものは、一度失われるとなかなか復活する

ことができないので、こういうものの減少を食いとめるというのはすごく大事なことでは

ないかなと思います。 

 次に、新しい知的財産を生み出すということもすごく重要なことだと思っています。な

ぜならば、資源が少ない国なので、資源を生み出すということは難しいので、知的財産と

して、そういった資本を生み出していくことが大事ではないかなというふうに考えていま

 37 



す。 

 次に、知的財産から生み出されたコンテンツの魅力を知らしめるということも大切だと

思います。なぜならば、支持をされないと継続することというのは何事もできないと思う

ので、どんなにいいことでも慈善事業ではないので、やはり支持されることが大事かなと

いうふうに考えます。 

 最後に、消費と生産者の接点を作って、知的財産自体を進化させていくことも大切かな

と思っています。これによってよりよいものが生まれて、それぞれに気持ちが高まってい

く、モチベーションが高まるかなというふうに考えます。 

 消費の現場でいくと、知的財産そのものはお客様は価値を認めてくださることはなかな

かないと思います。知的財産から生み出されるものやことが、お客様にとって価値を生む

のだと思います。その上で、そういう生み出せる仕組みを作ったときに、その知的財産が

生み出した価値を目減りしないようにするということが保護の観点になるのかなというふ

うには、自分なりには考えておりますので、そういった形で進めていくと、もっと攻めと

いうか戦略という形に近づいていくのではないかなと個人的な感想として持っています。 

 以上でございます。 

○妹尾座長 ありがとうございます。 

 では、山岡委員お願いします。 

○山岡委員 今日、お三方のお話、本当に参考になりました。 

 まず、サカタの加々美さんのお話は、例えば新種の開発を中南米でやっているとか、先

日もテレビで放映しておりましたけれども、そういう意味で、種苗の世界でも外国という

のがやはり非常に重要なところだと、今日また、先ほどの留学生のお話も含めて、海外と

の関係がやはりこの世界でもあるんだなと感じております。 

 それから、味の素の五十嵐さんのお話で、中国というのは戦略を練っていく上で、我々

やはり念頭に置く外国の国の一つだなということだと思います。 

 片や、中国のほうは、工業製品の分野でいうと、ここ10年以上、かなり知財でいろいろ

な手を尽くしてきたと、もう自分たちはかなり成果を上げたよと、今後は中国の後をつい

てくるような国に、むしろ中国が知財を教える立場なんだと言っているらしいのですが、

そういう状況も踏まえながら、適切に中国に対応していかなければいけないという感じが

いたしました。 

 あと、不二製油の西元さんのお話、海外売り上げを全体の５割にしていこうというよう
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なことで、農林水産食品でも、いわゆるマニュファクチャリングに近い分野に行けば行く

ほど、海外での売り上げというのが今後大事になってくるというところだと思いますので、

そういう意味で、前回、農水分野の知財というのは従来「内-内」だったという話があり

ましたけれども、外が絡んでくる事象が増えるということを念頭に置いて知財も考えなけ

ればいけないのかなということを改めて感じました。 

 以上です。 

○妹尾座長 ありがとうございました。 

 山根委員、お願いします。 

○山根委員 まず、お三方のお話、大変興味深く伺いました。特に種のお話は関心を高く

持ちまして、種を制するものは世界を制するとも言われるようなんですが、巨大グローバ

ル企業が牛耳るようにはならないようにしてほしいというのが率直な感想です。 

 それと、地理的表示に関しましては、消費者にとりましては、品質の確かな安心感の持

てる適切な産地情報が届けられるということはよいことだというふうに思います。そして、

それが地域の振興とか農業の振興になれば大変いいことだと思いますし、また食品全体で、

食べ物の原産地情報を初め、食品の成り立ちの積極的な公開ということのきっかけにもな

ってほしいなと思っています。 

 それと、別の件ですけれども、TPPが今、合意が近づいているというふうにも言われて

いますが、昨日、団体向け説明会というのが開かれまして、それにも参加をしてきたので

すが、中身が秘密ということでなかなか具体的には分かりませんが、知財の分野が一番交

渉が難しいと、困難を極めているというような説明はありました。著作権の保護の期間で

あるとか、医薬品のデータ保護期間、この地理的表示等についても、一生懸命議論を行っ

ているというお話だったんですが、この地理的表示、お互いの国の表示を守る協定とする

ように前向きに協議をされているんだろうと思いますけれども、そのあたりも注視をして

いきたいと思いました。 

 以上です。 

○妹尾座長 ありがとうございました。 

 どうでしょう、西元さんも何か御感想ありましたら。 

○西元氏 では、一言ですね、私のところでちょっと御指摘いただきました、製造ノウハ

ウを含めた営業秘密の防衛の問題ですが、確かに最近はグローバル展開していく上で、当

社は技術を海外に持っていって、現地で作って現地で売るというようなことを基本的なや
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り方で進めているんですけれども、やはり問題点は、現地の従業員が定着しないという問

題がございまして、結局、ノウハウを伝えたキーマンがどこかに行ってしまうというよう

な問題がありまして、その辺に対する防衛策が非常に大きな頭の痛い問題でございます。 

 最近はその辺への積極的な防衛策としては、単純に日本の技術を持っていくのではなく

て、現地で使う技術は現地で開発するというような形で、開発のシステムも含めて、工夫

すべき時代に来ているのかなということで、その辺を防衛策として、営業秘密の防衛とい

うところにつなげていきたいなと思っております。 

○妹尾座長 ありがとうございます。 

 それでは、最後に私のほうから何点か申し上げさせてください。 

 前回、私はここで強調させていただいたことの一つは、もう農林水産業は知識産業、情

報産業じゃないか、こういう点だと思います。知識産業、情報産業としての農林水産業だ

から、知的財産をきちんと見ようよと、こういうお話をさせていただきました。 

 そのときに、知財の保護・活用については、従来、農林水産業は「内-内」で動いてい

た。国内、相手も国内。国内で生んで国内と。それが「内-外」が出てきたこと、それか

ら「外-内」型が出てきた。しかし、今、西元さんのお話にもあるように、「外-外」も出

始めたわけですね。ですから、知財戦略が従来の「内-内」志向の知財戦略から、今の４

象限全部を含めた知財戦略に変わるべきではないかというふうに申し上げたわけでありま

す。 

 今日、お三方のプレゼンテーションを聞いて、やはり知識産業であり、そして「内-内」、

「内-外」、「外-内」、「外-外」の皆さんお仕事をされていると、それでやられているとい

うことが非常によく分かったと思います。 

 そこで、私、３点ほど今日はお話をさせていただきたいのが、１つは、知的創造サイク

ルがあります。知財を創出して保護権利化して活用をする、これは2002年に小泉内閣のと

きに知財基本法ができたときの基本モデルであります。これだけではだめだというのが私

の主張で、私が内閣の知財戦略本部の専門調査会長のときに、昨年までやっていましたけ

れども、これだけではないもう一つのモデルを徹底的に加えてくれということで、変えま

した。変えたというのは両輪にしました。それは何かというと、事業創造サイクルという

ものです。先ほどの知的創造サイクル、知財を創出して保護権利化して活用する、これは

いわば技術王道というものでありまして、例えば下村先生がオワンクラゲのこういうもの

をやったら、30年後にメディカルの世界ではほとんどそれが使われるようになったと、こ
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ういうことですね。これは技術王道です。サイエンスベースの場合は確かにそうです。 

 しかし、スティーブ・ジョブズは全く逆のことをやりました。アップルに技術を生んで、

それを保護権利化して活用してiPhoneを作ったわけでは全くなくて、事業と社会に価値、

顧客のために価値をどうするかというワクワクづくりをやって、次に自分たちアップルが

主導権を握るための競争力デザインを行い、そして、そのために必要な技術を調達すると

いう、全く逆のサイクルを回したわけです。 

 この事業創造サイクルに近い形が今行われています。食料産業においても同様にそちら

も動き出した、それだけが動いているわけではないですけれども、そちらも動き出したと

いうことが実感されたのではないかなというふうに思います。 

 ２番目、従来、参入障壁として知財権が言われていました。これは先ほどの保護という

ことですね。ところが、権利だとか知財というのは、実は公開することによって参入促進

を促して、自分の味方を増やすことだということが一方ではあるわけです。それから、こ

れは標準もそうです。標準というのができたら、参入促進をするんだと思っているんです

が、実は標準や基準を作ると、参入障壁になるという話がありまして、先ほどの加々美さ

んの、攻守は裏表だよというのと全く同じ話だと思います。我々、知財戦略を議論すると

きに、ついついこれは参入、これはこれというふうに区分けしがちなんですが、それをい

かに使うかというところに戦略の焦点を合わせないとこれはまずいことになるかなと、こ

れは先ほど村山さんが言われたのと全く同じかなというふうに思います。 

 ３点目、今日大変理解が深まったと思うんですが、GIの問題です。このGIというのは地

域団体商標とともに非常におもしろい、農林水産特有のことかなというふうに思い始めま

した。それは何かというと、従来、（一般の工業系産業では）事業者サイドと消費者サイ

ドがお互いのブランドでつながるということがありました。農林水産の場合は、必ず間に

地域というものが入る。それによって、消費者と事業者の間のコミュニケーションが図ら

れる、その制度が今整備されつつあるんだと、こういうふうに思いたいと思います。すな

わち、事業者と消費者が共通のコミュニケーションを交わすプラットフォームとしてでき

始めたと。 

 この制度は出だしですから、いろんなことがあろうかとは思いますけれども、確実に、

着実に伸びてくれれば、これは事業者にとっても消費者にとってもプラスの話になるだろ

うということがあります。我々せっかくできたこの制度をいかに育てるかということに注

力をさせていきたい、それが戦略的な一つの意味だろうと、こういうふうに思うわけであ
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ります。 

 以上、私の感想を述べさせていただきました。 

 なお、先ほど、五十嵐さんに言っていただいた私の論文を読んでくださると、大変あり

がたいと思います。資料の４①、４②、４③とありますが、４①は、これは農林水産政策

研究所のレビューで書いたものです。なので、似たようなものを２つ持ってきましたが、

すみません、出所を書くのを私忘れていました。資料４②が、これが研究・技術計画学会

で報告したものです。それから、資料４③は、日本知財学会で報告したものです。もちろ

ん、私の研究のごく一部であります。これ以外にも幾つも農林水産関係の知財マネジメン

トについて論文書いていますが、あまりたくさんお渡しするのもあれなので、今日はクロ

ーズさせていただくということにしたいと思います。 

 それでは、時間が少し延びてすみません、私の進行が悪かったんですが、以上で今日の

第２回の議事を終えたいと思います。 

 それでは、マイクを坂課長のほうのお戻ししたいと思います。よろしくお願いします。 

○坂新事業創出課長 ありがとうございました。五十嵐委員、加々美委員、それから西元

室長、大変貴重な御発表いただきまして、ありがとうございました。それから、委員各位

の皆様、全体の話、それから地理的表示保護制度についてもコメントをいただきまして、

ありがとうございました。今後の検討に活かすとともに、地理的表示制度、６月に発足い

たしますけれども、特に国民の皆様にどういうふうに分かっていただけるかという点につ

きまして、意を砕いて、一人でも多くの方に理解いただけるように努めてまいりたいと思

っております。 

 事務的な御連絡でございます。最後に、資料５の今後の予定をもう一度御確認させてい

ただけますでしょうか。 

 １枚紙が後ろのほうに入っております。次回の会合でございますけれども、来月３月18

日でございます。このときに、知財戦略の改定版の骨子となるスケルトン、これを事務局

からお示しさせていただきまして、その項目ごとに御議論をいただくということを考えて

おります。それを踏まえまして、最終的に４月23日でございますけれども、こちらで本文

について御検討いただくというスケジュールを考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 それから、最後に、本日の議事も公開でございますので、第１回会合と同様、早急に議

事の概要を作成いたしまして、御発言いただきました皆様に確認をさせていただいた上で、
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公開させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日はどうもありがとうございました。 

午後 ０時０７分閉会 
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