
 

 

 

 

 

 

 

第３回 

知的財産戦略検討会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産省食料産業局 

 



第３回 

知的財産戦略検討会 

議事次第 

 

 

            日時：平成２７年３月１８日（水） 

             １５：００～１７：００ 

            場所：農林水産省共用第10会議室 

 

 

  １．開 会 

  ２．挨 拶 

  ３．議 事 

  （１）農林水産省知的財産戦略の骨子案について 

  （２）その他 

  ４．閉 会 
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午後３時００分開会 

○坂新事業創出課長 それでは、定刻になりました。ただいまから第３回の農林水産省知

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。どうぞよろしくお願いいたします。 

 委員の皆様におかれましては、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。よろしくお願いします。 

 本日、当省を代表いたしまして、食料産業局長、櫻庭は出席させていただく予定でござ

いましたが、急用によりまして遅れておりますので、かわり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 食料産業局次長の岩瀬です。よろしくお願いします。 

 第３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、年度末の御多忙の中、御出席を賜りまして、心から感

謝を申し上げます。 

 これまで２回の検討会を通じて、改めてこの知財というものの重要性を認識したところ

です。すなわち、クローズにすべき技術、ノウハウをオープンにしてしまうということが

ありますが、そこには特許を取得すれば、必ず守れるとこういう誤解もあります。あるい

は、例として出てましたけれども、種苗産業などの農業関連産業が、技術、ノウハウを一

生懸命保護しようとしている一方で、農業現場が外国人を受け入れるといった際に、適切

なノウハウ管理がなされていなかったといったようなこともあるということです。さらに、

食品メーカーは必死で守っていても、例えば食品の製造機械から知財が漏れてしまうとい

うように、日本は知財を守ることに対して、まだまだ無防備な、ちぐはぐな状況があるの

ではないかということが懸念されているわけであります。 

 こうしたことから、いま一度、１次産業、２次産業、３次産業の関係者、そして公的な

関係者のみならず、広く国民全般に対しまして、この検討会を通じて知財が重要であると

いうメッセージをぜひ発信していただければと考えております。 

 本日は、戦略の骨子について御議論いただくことになっておりますが、これまでの２回

の検討会での皆様の御意見を受けとめまして、事務局案を作成しております。もちろんま

だまだ物足りない部分もあろうかと思いますが、ぜひ現行の戦略の枠にとらわれることな

く議論を深めていただければ幸いです。 

 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
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お願い申し上げまして、私の挨拶といたします。 

○坂新事業創出課長 続きまして、出席委員の御紹介に移らせていただきます。 

 本日、滑川委員におかれましては、急遽御都合がつかなくなったということで、御欠席

でございます。その他の８名の各委員の皆様には御出席をいただいております。 

 農林水産省からは、先ほど申し上げました局長の櫻庭、用事終了次第来させていただき

ますけれども、次長の岩瀬、それから私担当課長の坂でございます。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。 

 次に、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。今回は、資料

が１、２、３の３点ございます。資料１が今回御議論いただきます農林水産省知的財産戦

略の骨子案でございます。それから次に資料の２といたしまして、これまでの会合におけ

る議論の概要がまとめてございます。それから、最後に資料３といたしまして、今後の予

定に関するスケジュールの１枚紙が入っておりまして、それにプラスして参考資料でこの

検討会の開催要領をつけてございます。 

 もし、不足などございましたら、随時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、ここからの議事の進行を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、始めたいと思います。 

 皆さん、こんにちは。これからまた２時間近くですけれども、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 それでは、今日は自由闊達な議論をして、この戦略をさらに詰めていきたいと思ってい

ます。まず、議事を進めてまいりますけれども、戦略骨子について、これを都築総括から

御紹介いただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○都築総括 それでは、御説明させていただきます。 

 資料の１を御覧ください。戦略の骨子の案でございます。これまで、検討会に提出させ

ていただいた資料、それからいただいたプレゼンテーションや御意見等をまとめたもので

す。 

 本日、時間も限られていますので、簡潔に御説明させていただきたいと思います。 

 まず、大きな項目のⅠ番、現状認識から、１、知的財産戦略を改定する必要性。冒頭こ
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の食料産業という言葉がございますけれども、この骨子では農林水産業、食品産業を包含

する言葉として食料産業と書かせていただいております。 

 この食料産業においては、さまざまな知的財産が生み出されてきており、今や知識産

業・情報産業というべきもの。 

 一般工業では、ビジネスモデルと知財マネジメントの関連付けの工夫が足りず、先進国

との競合や新興国の追い上げに苦戦。食料産業でも同様の状況が起こりつつあるとの認識。 

 それから、農林水産物食品の輸出促進及び訪日外国人の増加。 

 そして、地理的表示保護制度や食品の新たな機能性表示制度等の新たな制度の創設。 

 これらを踏まえて、食料産業を総合的に一段の高みに持ちあげる新たな戦略が必要とい

うことでございます。 

 それから２つ目、戦略改定の経緯。これまで、平成19年、そして平成22年に知財戦略を

策定いたしました。現行戦略の実施期間において、政府全体の方針でございます６次産業

化及び食産業のグローバル展開を柱とする農林水産業・地域の活力創造プランが策定され

ました。 

 ３、戦略の実施期間。現行と同様５年ということでございます。 

 ２つ目の柱、知的財産の活用による新たな価値の創出。 

 まず、消費者価値についてです。消費者目線で産品の魅力を明確化し、それを適切に提

案するとともに、消費者にとってその産品が手に入りやすい購買環境を工夫し、消費者価

値の創出を進展。 

 地理的表示の名称保護を通じた消費者価値の創出。 

 さまざまな知的財産、ブランドの類型化とそれに応じた保護・活用手法を整理し、それ

を活用した消費者価値の創出。 

 以上のような消費者価値の創出が、事業者価値へ連動するようにビジネスモデルと知財

マネジメントを工夫。 

 技術の秘匿化及び権利化の適切な組み合わせを通じたビジネスモデルと、ページをめく

っていただきまして、それを支える知的財産マネジメントに関する知見を調査・研究・普

及・啓発し、それを活用する事業者の事業基盤を強化。 

 消費者・事業者等の国民全般に、広く知的財産リテラシーを普及・啓発ということです。 

 第Ⅲの大きな項目、対応方向。７つの項目を書かせていただいております。 

 まず１つ目、戦略的な知的財産マネジメントの推進。 
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 巨大外国企業による業界横断的なビジネス戦略や、ビジネスの上流から下流までの囲い

込みへの我が国食料産業の対応を政策的に支援。 

 特に、バイオテクノロジーやＩＣＴ、人工知能を駆使した食料産業の最先端の動きが出

遅れている状況を挽回するために、知的財産マネジメントとしても積極的に対応。 

 規模は小さいが日本のブランド価値を高める農芸品・食芸品と産業規模が大きな農産業

品・食産業品について、それぞれの切り分けと関連づけを行いつつ、適切な知的財産マネ

ジメントを推進できるような産業政策を推進。 

 機能性食材の産業的展開を積極的に進められるよう、研究開発の進展と知的財産マネジ

メントの連動を啓発。 

 技術マネジメントに関しては、工業分野における流出や模倣品・海賊版等の被害経験と

その対策事例等を踏まえ、食料産業関係者が一体となって知財マネジメントのあり方を学

習し、その普及啓発を推進。 

 ブランドマネジメントに関しては、商標権等の保護をさらに進展させるとともに、商標

権、特許権、育成者権、地理的表示などの知的財産制度や食品の新たな機能性表示制度等

のそれぞれの特徴を生かした組み合わせ等によって、ブランド力向上のための知的財産マ

ネジメントを関係者が学習し、その活用を推進するということでございます。 

 それから２つ目の項目、知的財産の保護・活用による海外市場開拓。 

 （１）番、知的財産の活用による収益拡大。 

 １つ目、かつて世界を席巻したメイドインジャパン、それからKawaiiに代表されるクー

ルジャパンに続く、第３のブランドとして日本の農と食を訴求するジャパンブランドの構

築を企画・推進。 

 今後10年で倍増が見込まれる世界の食市場の戦略的な獲得に向け、①世界の料理界で日

本食材の活用促進、②日本の食文化・食産業の海外展開、③日本の農林水産物・食品の輸

出の取り組みを官民連携により一体的に推進。 

 これらを通じて、知的財産による海外からのロイヤルティー収入の拡大も目指す。 

 ３ページに移りまして、日本食・食文化の魅力を発信するため、日本食魅力発信アクシ

ョンプラン10（日本食普及親善大使の制度の創設、日本食文化サポーター制度の創設、教

育・資格認定制度の創設等）に取り組む。 

 （２）第三国を経由する模倣品の顕在化及びこれを踏まえた対策。 

 極めて巧妙化するとともに、商標登録されたマークに関して商標登録のない国でマーク
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を貼り、第三国へ輸出する等これまでにない模倣品に対し、官民連携のコンソーシアムを

通じたアジア諸国における調査への支援・対策強化の働きかけ等の対応を強化。 

 （３）地名の商標登録への対策。 

 地名のブランド力、地名の財産性をわかりやすく伝えることが必要であり、海外におい

て地名が第三者によって商標登録出願がなされる問題に対し、コンソーシアムを通じた対

応を強化。 

 ３つ目の項目、国際標準への戦略的対応です。 

 （１）番、市場参入の促進への標準の活用。 

 国内においてＨＡＣＣＰ等の安全性を向上させる国際的な基準・規格の普及を図り、我

が国の農産物・食品については国際的に信頼されるブランドの構築を進めるとともに、そ

れをうまく活用する知的財産マネジメントを啓発。 

（２）番、国際的に通用する規格の策定及び国際規格化の推進。 

 日本発の国際的に通用するＨＡＣＣＰをベースとした食品安全管理に関する規格や認証

の仕組みの構築等を推進。 

 ４つ目でございます。伝統や地域ブランド等を生かした新事業の創出。 

 （１）から（４）まで４項目掲げております。 

 まず１つ目、地理的表示保護制度の活用によるブランド化の推進。 

 新たに導入される地理的表示保護制度について、産地における制度の認知度向上や地域

のブランド戦略に応じた商標制度との選択・組合せによる活用方法の紹介により、制度活

用を促進。 

 登録された産品の価値が消費者へ適切に伝わるよう、生産者とも連携しながら制度や登

録産品についての広報を実施。 

 ４ページに移らせていただきまして、地理的表示マークの活用や輸出先国での適切な保

護に向けた枠組みづくりにより、輸出促進に向けた環境整備を実施。 

 （２）番、伝統野菜等地域食材を活用した日本食・食文化の普及。 

 和食の世界文化遺産登録や時代のニーズが追い風となって、伝統野菜に着目する気運が

高まっていることから、その魅力を発信、普及啓発。 

 消費者ニーズに対応した米の新たな需要創出の推進。 

 農林水産・食品分野におけるブランドの位置付けについて、生産者から消費者に至るま

で情報の発信、教育、啓発。 
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 （３）番、景観、伝統文化等の地域資源の活用。 

 景観や伝統文化等の地域資源を保護・継承する観点から、景観や伝統文化、豊かな自然

や食等の地域資源を活用した地域の取り組みやそのブランド化を支援。そして都市と農村

の共生・対流や地域経済の活性化を総合的に推進し、農林水産業及びその基盤となる農村

漁村の振興を図る。 

 （４）番、家畜の遺伝資源の保護対策、育種改良の促進。 

 我が国の和牛は、長年にわたり公的機関や生産者が携わって育種改良してきた成果であ

り、適切な保護・活用を図ることが重要。 

 効率的な育種改良を行う観点から、ＳＮＰ情報を活用した遺伝的能力評価を推進すると

ともに、遺伝資源の多様性確保のための取組も推進。 

 和牛精液の適切な管理のための取組を引き続き推進。また、食肉販売事業者等が消費者

にわかりやすい表示を行うよう、和牛表示の自主的な取組を促す。 

 ５つ目、ＩＣＴによる農林水産業の知の抽出と財産化、及びその活用による新事業の創

出。 

 （１）番、農林水産分野の知的財産の保護及び活用に関する啓発の推進。 

 特に農業者は、自分が生み出したノウハウが知財になることを意識することが必要。 

 普及組織を初めとした農業関係者は、農業者のノウハウは公共財、全てオープンにすべ

きという考え方を改める必要。このため、農業者、農業指導者等の農業関係者に対し、知

的財産の保護・活用について啓発するとともに、戦略的な知財マネジメントについて啓

発・普及。 

 （２）番、農林水産分野におけるＩＣＴ活用の拡大及び促進。 

 ５ページに移りまして、篤農家の匠の技をＩＣＴによりデータ化し、集積・解析してそ

の成果を農業者にフィードバックするとともに、新規就農者等に円滑に継承する手立てと

して活用。さらに、農業周辺産業への活用等を支援し、産業全体としての収益向上に貢献。 

 篤農家の技術に限らず、農業関連のさまざまなデータがＩＣＴの活用とともにビッグデ

ータとなり知的財産として活用できることの啓発を行うとともに、それが海外へ無防備に

流出していくことの予防的対応を推進。 

 ６項目が種苗産業の競争力の強化でございます。 

 ２つ書いてあります。 

 １つ目が植物新品種の保護強化で、その①が、品種登録審査の国際調和と着実な推進。 
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 育成者が国内外において育成者権を取得しやすい環境を整備。近年増加傾向にある新規

植物、新しい特性等に対応する審査基準の作成、年間1,000件以上の品種登録審査を着実

に推進。 

 ②権利侵害対策の強化。 

 国内外で育成者権の侵害が疑われる事案が生じた場合に、より迅速な対応を講ずること

ができるよう、DNA品種識別技術の開発等を支援し、税関における水際差止や種苗管理セ

ンター等で利用可能な品目の拡充を図る。証拠品となる品種登録時の植物体の保存体制を

強化。 

 それから、種苗管理センターの品種保護Ｇメンによる権利侵害対策支援業務の充実・強

化。 

 それから③、東アジア植物品種保護フォーラムの積極的な推進。 

 我が国の品種が海外でも適切に保護されるよう、UPOVとの連携を強化し、UPOVへの加盟

が遅れているアジア各国において、UPOV条約に基づく植物品種保護制度の整備を推進する

とともに、制度運営が不十分な国のレベルアップを図るため、意識啓発、人材育成の協力

活動を実施。 

 アジア地域での品種登録審査の迅速化を図るため、各審査基準及び審査技術の国際標準

化・相互調和を推進。 

 それから、種苗の安定供給体制の確立及び海外の遺伝資源の確保。 

 種苗企業が中心となる野菜の種子について、我が国の産業構造は、個々の事業規模が小

さく多様な主体が共存する状況にございます。これら共通の問題の解決を可能とする総合

的な取組体制の構築に向けて、必要な環境整備を推進。特に、海外バイオメジャーの技術

動向を注視し、それへの事前的対応を推進。 

 また、例えば稲については、化学メーカーによる外食企業と結びついたＦ１稲品種の開

発・普及の取組等の多様な主体による種子供給の取組を支援。林業種苗については、成長

に優れた種苗や無花粉スギ等の開発を促進し、これら優良な種苗の安定供給を推進。 

 生物多様性条約の名古屋議定書等の国際的枠組みを踏まえた遺伝資源確保対策を推進。 

 ７つ目が研究開発における知的財産の取扱いでございます。 

 委託プロジェクト研究等の実施については、研究成果を誰に活用してもらうのが適当か、

活用する側にどのような形で知的財産を渡すのが適当かなど、商品化・事業化に有効な知

的財産戦略を研究開発の企画・立案段階から描き、研究開発を効果的・効率的に推進。 
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 所管の国立研究開発法人に対しては、発明時における権利化・秘匿化・公知化や権利化

後の特許等の開放あるいは独占的な実施許諾等の多様な選択肢を視野に入れ、事業の成功

を通じた研究成果の社会還元を加速する観点から、最も適切な方法が採用されるよう、知

的財産マネジメントを指導・支援。 

 また、所管国立研究開発法人においては、知的財産部局の体制強化や外部の技術に関す

る目利き人材及びビジネスモデルや知財マネジメントがわかる人材との連携等を図ること

によって、商品化・事業化に取り組む民間企業との共同研究等を積極的に進め、研究成果

の社会還元を促進。 

 最後の項目が戦略の推進方策でございます。 

 外部の有識者の参画を得て定期的に検証、必要に応じて戦略及び政策・施策の見直し、

軌道修正（ＰＤＣＡサイクル）を実施するということでございます。 

○妹尾座長 ありがとうございます。今説明のありました骨子について、今日は議論を深

めていきたいと思いますが、御欠席の委員からコメントを頂戴しています。その御紹介を

まず最初にしたいと思います。 

○都築総括 骨子案への意見ということで、リビング新聞滑川委員から２点御意見いただ

いております。 

 対応方策の１つ目の御意見が、日本食・食文化の魅力を発信するため、日本食魅力発信

アクションプラン10についてということで、日本食・食文化の魅力を一般の生活者が海外

でどこまで語れるか。特別な外国人向けの日本食、資格をとって学ぶ日本食ももちろんあ

って良いのですが、誇るべき文化としての日本人自身の和食力のボトムアップがなければ、

その魅力自体が将来的にしぼんでいくのではないでしょうか。食文化はお蔵の中で代々受

け継ぐ骨董のつぼではなく、生活に根差すものであってほしい。アクションプランの中に、

国民の和食力アップと個による魅力発信の推進というような明示ができるとよいと思いま

した。 

 背景を少し御説明しますと、リビング新聞で「和ごはんのススメ」という家庭の普段の

御飯で和食をつくって食べようというキャンペーンを１年間展開しており、和食の専門家

などに取材をしてきました。その全ての方が強い危機意識を家庭における和食の衰退に対

してお持ちでした。日本食をどこまで広く考えるか、料理だけなのか、行事も含めるのか、

挨拶や箸の使い方などマナーも含めるのか。恵方巻きやおにぎらずのように変化する食ス

タイルと食ニーズの中で、生活者が自分たちの文化として本当に大切にし、世界に発信し
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たいと実感できるリアルなもの、ことについて、別の場面で行うべきではありますが議論

が必要とのことです。 

 それから２つ目、地理的表示保護制度の活用によるブランド化の推進に対する意見でご

ざいます。既に多くのマーク、地域ブランドが存在している中で、他のマーク、ブランド

とのすみ分けや整理、定義付けとそのことをわかりやすく消費者に伝える情報提供、これ

が必要。消費者にとってお墨つきのマークの価値はその認定のハードルの高さによって決

まる部分が大きいと考えられる。狭き門になればなるほど、より選ばれた者としての価値

が相対的に高く感じられる。 

 逆にいえば、認定の基準となる商材の品質を裏付ける生産方法や、地域特性がいかに特

別かをどれだけ一般化して伝えられるか、またＰＲできるか、その特別さによってマーク

自体の認知や信頼感も高まり乱発も防げるのではないかと。時間はそれなりにかかるが、

透明性のある厳しい審査によって、ブランド化に結び付くマークの権威イコール消費者に

とっての付加価値が生まれてくると考えるという御意見をいただいています。 

○妹尾座長 ありがとうございます。 

 滑川委員からこのような御指摘をいただいています。これも含めて、後で御議論をして

いただきたいと思います。 

 今から、約１時間半ありますので、皆さんと議論を深めていきたいのですが、そのやり

方について御提案をさせていただきたい。あっち行ったりこっち行ったりしてしまうと議

論が拡散するので、この骨子の順番に沿って議論してはいかがかと思います。単純にいう

と１項目10分弱程度ですけれども、あくまでこれは目安でして、そこで大体の議論をして

いきたいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 では、そのように進めさせていただきます。 

 最初に、資料１の第Ⅰ、現状認識のところですけれども、ここはどうでしょう。皆さん

のほうから、いやいや現状認識はそうではないのではないかとか、あるいはもっとつけ加

えるべきだといった御意見があれば賜りたいと思います。 

 いかがでしょうか。 

 生越委員、どうぞ。 

○生越座長代理 既に書かれているかなとは思うんですが、可能であれば追記していただ

きたいという趣旨が１点ございます。 
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 今、農林水産技術会議の会議に出てきたばかりなのですが、改めて日本の農林水産の研

究レベルは世界最先端であって、世界中がその成果を狙っている。ここを認識しなきゃい

けないというところがニュアンスとして追加していただければと思います。 

 いろんな研究をされているんですけれども、世界的に工業分野と同じで、農林水産分野

も本当に最先端であることを研究者の方に特に御認識いただきたいということで、現状認

識に追加していただければと思います。 

 ２点目は、妹尾座長への宿題みたいになって恐縮ですが、知識産業、情報産業という言

葉は、1960年ぐらいに梅棹忠夫さんやフィリップ・マハループさんが言われた言葉なので、

今2015年でこの言葉を使うとちょっと古いかなという感じがするので、さらに進んだ言葉

があれば良いかなというのが座長への宿題でございます。 

 以上です。 

○妹尾座長 まさか私が宿題をいただくとは思っていなかったんで、すごい会議になりま

した。 

 マハループの議論もあれば、当時梅棹忠夫先生の議論もあったんですが、ただ農林水産

業としては認識が今まで余りなかったところなので、知識産業・情報産業とあえて言って

おります。この場合、２つの意味があります。知識産業ということは、だから知的財産を

きちっとしなくてはいけないというニュアンスが１つあります。 

 もう一つは、情報産業と言っている意味は、非権利化知財と私は呼んでいますけれども、

いわゆるデータだとかビッグデータアナリシスの時代に入ってくると、情報自体が極めて

知的財産的な意味を持つということなので、あえて情報産業という言い方をしました。確

かにほかの分野では手あかがついた言葉かもしれませんが、そこにいきなり飛ぶか、地道

に一歩進めるか、ここら辺は事務局と考えさせていただきたいと思います。良い御指摘を

いただきました。ありがとうございました。 

 日本の農林水産技術はすごいと確かにそうだと思うんですけれども、この間、例えば

加々美委員から御指摘いただいたように、バイオメジャーがもっとすごいことを進めてい

る。だからつまり、いわゆる農林水産の従来的なものについては、日本はすごくきめ細か

く良いけれども、バイオだとかＩＴだとかが入ってくると、ここについては日本は結構遅

れているという認識も片方であると思うんです。だからそこら辺は、書き分けたほうが良

いですかね。あるいは、全部について進んでいると言ってしまうと何か安心感が漂ってし

まう感じもあるし、難しいなと思うんですけれども。 

 11 



○生越座長代理 バイオについてもイネゲノムを初め、いろいろ解析については日本はか

なり進んでいますし、品種改良も進んでいます。もちろんモンサントさんとか進んでいる

ところはいっぱいあるとは思うのですが、日本特有の技術もいっぱいありまして、単純比

較ではないと思うんです。ただ、モンサントさんは公開しないからわからない。日本の場

合は、公開するケースが多い。だからそこら辺踏まえて、非常に最先端なのだということ

を改めてうたったら、重要性に気がつく研究者がひとりでも出れば良いと思います。そこ

で、現状認識に入れたらどうかというふうに考えた次第です。 

○妹尾座長 ここら辺、加々美さんどうですか。この前御指摘があった、モンサントだと

かシンジェンタだとか、あの辺すさまじい勢いですね。 

○加々美委員 そうですね。私は気候変動プロのイネゲノム育種のアドバイザリー委員を

やっておりますが、日本の技術開発力に問題がないかというと、私の言葉で言うと、ちょ

っと厳しい言い方かもしれませんが、「遜色ない」ということだと思います。首ひとつ抜

きん出ているかというと、やはり競争は厳しいので研究者は切磋琢磨している状況にある。

だから油断すれば乗り遅れる。では、日本が遅れているのかというと、そういうことはな

く、ぱっと浮かぶ表現としては、「遜色ない」ということだと思います、さらに力強く、

今後も首ひとつ抜きん出るようなことを期待、推進するような表現を盛り込まれるのが宜

しいのではと思います。危機感は、もちろん持ったほうが良いと思います。 

○妹尾座長 そうするとトップレベルではあるけれども油断はできないというニュアンス

ですね。片方で自信を持とうと、片方で油断は禁物だという、事務局の作文能力にお願い

をするところですね。 

○生越座長代理 あと１点だけ。イネのゲノムとかそうなんですけれども、海の状態を調

査したりとか、それもゲノムでやったりされたりしているんですね。そういった意味で幅

広く、海洋技術も持っていらっしゃいますので、もうちょっと広めな表現を事務局にして

いただければと思います。 

○妹尾座長 なるほど、はい。ということがありましたので、この辺はさらに工夫をして

いこうということかと思います。 

 はい、田中委員、いかがですか。 

○田中委員 今のように日本が海外と比べてというところも、もちろんその分野、分野に

よってあるということは認識しているのですが、現場ではそれ以上に海外の、例えばそう

いうものに比べて突出した人だとか、もしくは、そうではない人という、例えばＩＣＴに
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しても生産のノウハウ、技術にしても、人にかなり落ちている部分があると思いますので、

この分野は進んでいるとか、進んでいないとかではなく、こんな進んでいる人もいるし、

そうじゃない人もいるというような、どちらかというと今、人の中に財産がどんどん来て

いるので、その人たちを押さえないと、その人たち次第で守ることもできれば、どんどん

出ていくことも起こってしまうんではないかなというふうに現場ではとても今、感じてい

ます。 

○妹尾座長 ここはなるほど御指摘のとおりで、特に農芸品、食芸品と呼んでいるという

ようなところは人に依存するところが極めて大きい。どうですか。 

○田中委員 私の個人的な見解では、篤農家でも言葉を持つ篤農家と、持たない篤農家が

いると思うんですね。ノウハウを持つ篤農家と、要するに再現性を持つ篤農家と、持たな

い篤農家がいて、これはどちらが優れているか、いないかではなく、もし知的財産という

部分であれば、実は伝統産業的な、この人じゃなきゃできないというのではないノウハウ

を持っている人たちのほうが、実は知的財産を持っているのではないか。常に自分がやっ

ても、もしくは自分が育てた人がやっても、仲間にその技術やノウハウを教えてもできる

ような人たちというのは、やっぱりこれは一つの知的財産の塊じゃないかなというふうに

思います。 

○妹尾座長 ごめんなさい、私が申し上げたかったのは、農芸品・食芸品ではなくて、農

産業品・食産業品ということになると、これは人に依存するということが大きければ大き

いほどかえって産業競争力はなくなるという部分があります。だから、片方では篤農家の

ように全身センサーみたいな方がいらっしゃるのをいかに外在化するかが重要ですし、そ

れを標準化する部分とブラックボックス化する部分がすごく必要です。そういう議論をき

っちり書き分けたほうが多分良いかなというふうに思います。 

○田中委員 全く同感の部分と、ただ、なかなかそれが標準化できない。暗黙知が形式知

に何年やってきてもならない部分と、既に形式知になっている人たちがいて、この人たち

をどういうふうにしていくかというのは議論が必要かなと思います。 

私たちも現場でどこまでこれからこの情報とかノウハウに対して、この中にもまさに

書いてありますけれども、公共財じゃないよとたしかどこかにあったかと思いますけれど

も、本当にちょうど今その過渡期だなという課題認識は持っております。 

○妹尾座長 ありがとうございます。 

それではほかに、この現状認識のところで皆さんのほうから何か。 

 13 



はい、村山委員、お願いします。 

○村山委員 ２つ目の、工業分野でのときと同じことが食料産業でも起こりつつあるとあ

りますので、これは今回の検討の中でいろいろ話が出た内容のことかと思います。 

簡単に言うと同じ過ちを繰り返さないということが大事なので、そのために、では、

何するのというところでは、過去の失敗例とか教訓というのを体系立てて整理して共有す

ることが重要かなと思うので。特にカテゴリーが違うと、こんなのこの世界では当たり前

のことだよということがわからないということがあるかと思うので、その辺を具体的にす

ることが重要かなというふうに感じました。 

○妹尾座長 ありがとうございます。 

そうですね、工業分野でも細かくやると、「何だ、それＩＴ分野の話じゃないか、俺た

ちは違うよね」と言っていたら、みんな全滅とは言わないけれど、次々にばたばた倒れて

いるという状況です。同様に、農林水産、食料産業も違うよねと言っていたらだめなので、

学べというところを明確にしようということだと思います。おっしゃる通りだと思います。

ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

 はい、山根委員、お願いします。 

○山根委員 すみません、ちょっと視点が別なのですが、現状としてたびたび産地偽装が

起こったり、あと昨年メニューの表示の問題等々もありました。こういったことが消費者

への誤った情報提供ということで、これは消費者にとってはもちろん、また生産者、食品

事業者にとっても大変悪い影響を与える大きな問題なのだろうと思っています。 

そのあたりの背景も確認しておく必要はあるだろうと思いまして、ただそれをどうい

うふうに文章として入れるかどうかまでは御提案できないのですが、ちょっと御検討いた

だければと思います。 

○妹尾座長 なるほど。これは後で、ブランドだとか、そういうところでもまた御指摘を

いただければと思います。ありがとうございます。 

ほかにいかがでしょうか。 

私からの質問なんですけれども、最初のところで「食料産業（農林水産業含む。以下

同じ。）」というのは、現状認識の項目にのみ適用されるんですか。 

○都築総括 食料産業局で日頃使っている用語を骨子でも使ったもので、全体的につなが

るつもりで書かせていただいた。 
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○妹尾座長 これは、農水省的に良いのでしょうか。というのは、農林水産品は大部分は

食料産業に提供されるけれども、必ずしもそうでないものもある。工業的用途に使われる

原料もたくさんある。それを食料産業といっても大丈夫なのでしょうか。 

○都築総括 それについては宿題にさせて下さい。 

○妹尾座長 わかりました。というのは、例えば農産品から出ているアミノ酸の一部につ

いては工業用途ですごく今、使われるとかいうところがあります。それが、その先の工業

として使われるならともかく、例えば先端的な食料産業が、一事業として電子材料までお

つくりになっているところがあるぐらいの話です。ですので、そこをどうカバーするのか、

あるいはこれでそれも含むという見方にするのかだと思います。 

 それではまた、いけないというところがあれば戻っていただいても結構ですので、まず

は次へ進みたいと思います。 

第Ⅱの知的財産の活用による新たな価値の創出という項目ですが、ここはいかがでし

ょうか。 

はい、村山委員お願いします。 

○村山委員 このタイトルにある知的財産の活用による新たな価値の創出とある、この新

たな価値は、誰にとってというのは、お客様にとってというのが一番だというふうに思い

ます。 

１番目のポツにあります、手に入りやすい購買環境を工夫して、消費者価値の創出を

進展と書いてありますが、生み出される新たな価値というのは、今、申しあげましたよう

にお客様にとっての価値でなければならない。なので、必ず消費者視点というのを盛り込

むことというのが重要かなと思います。 

あと６番目にあります、国民全般に広く知的財産リテラシーを普及・啓発とあります

が、ここもすごく重要かなと思います。日本は知的財産で生き残らなればいけない、もし

くは成長していかなきゃいけない国じゃないかと個人的には思います。なぜならば資源が

豊富にある国ではないので。ということをみんなが認識することから、知的財産を生み出

そうとか、守ろうとか、活用しようという機運が生まれるんじゃないかなと思うので、こ

この部分はすごく重要かなと感じます。 

○妹尾座長 ありがとうございます。 

実際これ文章に展開していくときは、この知的財産リテラシーは何を指すのかが書か

れなければいけないので、そこのところはまた重要だと思います。 
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知的財産リテラシーって何というのは、これはだいぶ前ですが、私が内閣の知財専門

調査会長のときに、知財民度という言葉をつくって、知財民度の向上ということを申し上

げました。そのときの知財民度とは何をいうかというと、通常は使ってはいけないという

言い方をまずしてしまうんですね。そうすると子供たちはだめ、だめで育ってしまう。そ

れに対して、ひと工夫しようよ、それが知的財産を生むでしょという、プラスプラスの側

面を強調したかったのです。つまり、両方あります。知的財産リテラシーの普及は、村山

委員がおっしゃるとおりなんですが、これの書きぶりをまたさらに工夫をしていただけれ

ばというふうに思います。ありがとうございます。 

ほかにいかがでしょう。 

 田中委員お願いします。 

○田中委員 書きぶりというようなところでの意見というか、感想なんですけれども、知

的財産によって価値を高めていこうというのはもっともなんですが、農業現場のすごく大

きな課題の一つとして、自分たちが受ける情報やサービスはただだと思っていて、そんな

のただだろうと。でも自分たちが生み出すものは、これから価値があるのだからもっと高

く買えというのは絶対に成り立たないんじゃないかなと思います。 

事業者等にも広く普及・啓発することが書いてありますけれども、やはりフェアでな

ければブランドはできていかないでしょうし、そういう意味で農業界全体がやはりより高

くなっていくようなことを戦略の中に書いていただけると、農業がまた成長していく産業

になっていくように思います。農業者以上の農業界にはならないというようなことをすご

く感じていますので、何かそこもセットで、農業者、事業者が利益を得るだけではなく、

自分たちが与えられたものに対して対価が払えるような産業になったときに、本当にこう

いう戦略が実行できる気がしています。ちょっと個人的な意見ですけれども感想を述べさ

せていただきました。 

○妹尾座長 ありがとうございます。 

それは田中さん、知財リテラシーとも関係しますね。とかく我々研究者の知恵はただ

で提供されるものだと皆さん思われがちですが、コンサルフィーはたくさんとりたいとこ

ろで、非常に賛成したいです。 

 今の話にちょっと関連してなんですけど、１ページの一番下のところ、技術の秘匿化と

権利化の適切な組合せを通じたビジネスモデルと書いてあると、何か守り一辺倒に聞こえ

ます。 
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実は、最近の知財を守るということに対して、知財で攻めるということは何を意味す

るか。まず、知財を他人にオープンにすることによって味方を増やす。これをＮ対１対Ｎ

の構造と私は呼んでいますけれども、１は守るんだけれども、ほかのレイヤーのＮに対し

ては提供をするということでウィン・ウィンの関係を成り立たせるということです。シェ

アードビジネスという言い方を最近ではしていますけど、そこの部分がもう少し書いてあ

ると良いなと今、改めて思いました。 

秘匿化で守る、権利化で守るだけではなくて、例えば公開化だとか、ライセンスだと

かで他人に提供する。提供すると味方が増える。味方が増えると仲間づくりができていけ

る。そうすると、今、田中さんがおっしゃったみたいなウィン・ウィンの関係が生じると

いうところも恐らく書いていったほうが良いでしょうね。ありがとうございます。 

 ほかにいかがですか。 

はい、生越委員。 

○生越座長代理 今のところに関連してなんですが、秘匿化と公開化がありますね。権利

化は使わせないということではなくて、権利化して無償で使わせてもオーケーですので、

そこら辺のニュアンスが出れば良いかなと思いました。 

あと６つ目のポツ、２ページ目に移るんですが、消費者・事業者等のと書いてあるん

ですけれども、生産者は事業者に入るのかなと思いながら、もっと出したほうが良いかな

ということと、あと研究者ですね。育成者権の出願人が、個人が４分の１とかいうことを

考えると、研究者でとどまっている方もいらっしゃると思います。事業をしていらっしゃ

る方が多いとは思うんですけれども、明示的に研究者なども書いておいたほうが良いかな

という感じがいたしました。 

 以上です。 

○妹尾座長 はい、なるほど。多分ここは、生産者は事業者の中に含めているんだろうと

思いますが、御指摘のとおり、事業をやらないで消費者でもない方が研究者、確かにそう

ですよね。これも確かに加えたほうが良いですね。独法で頑張っている方なんか、抜けて

しまっているので、確かにそうです。 

ほかにいかがでしょうか。 

よろしゅうございますか。 

では、いよいよ対応方向のほうに進んでいきたいと思います。 

対応方向の中で、これは全部で７つあります。それからその次に戦略の推進方策とい
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うのがありますけれども、対応方向、これは割と具体的なものが入っておりますので、皆

さんがコメントしたくなる部分がたくさんあると思います。１番目、戦略的な知的財産マ

ネジメントの推進、ここのところはいかがでしょうか。 

 村山委員、御遠慮なくどうぞ。 

○村山委員 この１番目のところで、まず３個目の規模は小さいけどというところで、日

本にしかないもの、こととなるようなきらりと光る一品というのが、恐らくイメージリー

ダーみたいになって、日本の食産業の価値を高めるのではないかと思います。それをどう

やって発掘して知らしめていくかというのがすごく重要な戦略で、これが一つ大きな柱か

と思います。 

片や、効果が大きいので目が行きがちになりそうな産業規模が大きいものと、当然、

戦略が大きく変わると思うので、それを整理しましょうということが書かれているかと思

うので、この部分すごく大事かなというふうに思いますので、そういう表現になると良い

なと思います。 

あと６番目のところで、知的財産マネジメントを関係者が学習し、活用の推進という

ところは、一般の人たち、いわゆる生産者の方、農家の方々は、複雑難解な制度というの

は正直なかなか理解できないというのがあるので、やっぱりその制度、せっかく生産者の

ためにつくった制度というのと、生産者をつなぐ仕組みというのが本当に重要かなという

ふうに思うので、仕組みなのか、人なのか、この部分はしっかりやっていく必要があるか

なというふうに思います。 

○妹尾座長 ありがとうございます。 

そうですね、わかっていただく方策も含めて述べなきゃいけないですね。ありがとう

ございます。 

ほかにいかがでしょうか。 

はい。ごめんなさい、田中委員、タッチの差。 

○田中委員 すみません２点ございます。まず１点、２番目のところですけれども、ＩＣ

Ｔや人工知能を駆使した最先端の部分で、知的財産マネジメントを積極的に対応すると。

全くここには賛同なのですが、ただ一方で、現場での視点が入らなければ、例えば今、現

状を、私たちが施設園芸を考えた場合に、施設園芸協会が40年前の指針を今、参考にしな

がらやっている中で、食産業全体ではなく、ある特定の分野の人たちで物事が決まってい

ったときに、例えば施設をつくる人たちは良いのでしょうけれども、現場で闘えるだけの
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水準まで落ちてこないということがあります。 

具体的には、例えばオランダでヘクタール当たり１億5,000万円でつくれるものが、日

本だとそういったいろいろな基準によって４億円を超えるようなことが起こってしまって

いる。40年前の指針でいけば、がっちりつくればつくるほど雪にも風にも強いというよう

なところがまだ残っているというふうに個人的にはいろいろ見ていくと感じているんです

けれども、その中で本当にＩＣＴや人工知能、これからの最先端のところが現場で本当に

使えるものになっていかなければ、農業が本当の夢のある成長産業にはなっていかないん

ではないか。 

こういう言葉は良いかどうかわかりませんが、一般的に言われていることで、農学が

栄えて農業が滅ぶとか、農業関係の人たちが栄えて農家が滅ぶとか、いろいろな言われ方

を一般的に、誤解があったら怒られますけれども、そういう中でどうやって食産業として

のバリューチェーンを川上から川下まできちんとバランスよくつないでいくかというのは、

これから大きな課題ではないかなというふうに感じています。 

当然ながらＩＣＴ、バイオテクノロジーなんかも含めて、その分野の専門家の方々が

いろいろな部分でリードをされていくんでしょうけれども、そのときにきちんと現場とつ

ながったマネジメントになっていただきたいと感じています。これが１点目です。 

 もう一つ、一番上の部分なんですけれども、この文章にここも全く賛同する部分ではあ

るんですけれども、片方で、我が国の食料産業を守っていくという中で、例えば、ある意

味差別化をする価値づくりをしていく中で、実は私たちも、まさに今、出てきたようなメ

ジャーのところから、実は日本の中の独占品種として自分たちが契約をさせていただいて、

非常に日本のマーケットの中で価値あるものとして今、認められるような品種を導入して

います。これも一つの戦略だというふうに思っていて、それによって農家が、私たちだけ

ではなく、連携する農家が非常に今、高い収益が見出せそうだというような部分がありま

す。 

本当に国内と国外の海外の企業だけということで線を引いて良いのか。農業の現場に

対してどうなのか。マーケットに対してどうなのか。その辺のところの整理も一緒に議論

をしていただけると、私たちは余り差別化できずに選ばなきゃいけなくなってしまうのも、

またこれ農業経営をしていく中では戦略として非常に不自由だなというふうに思う部分が

あります。 

もちろん日本の食産業がどういうふうに発展をしていくのかということは、もう真っ
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先に考えるわけですけれども、その中でそういった側面もちょっと問題提起としてさせて

いただきたいというふうに思います。 

○妹尾座長 ありがとうございます。 

２つ目のほうなんですけれども、恐らく産業構造のレイヤーの全部で勝とうとするの

は難しい。どのレイヤーの人たちが勝つときに、海外との提携だとか、ウィン・ウィンが

できるのだろうかという問題と、チェーンのステージ、バリューチェーンとサプライチェ

ーンのステージのどこで勝負かけるかというのがあるでしょう。工業でもすごく悩んでい

て、パソコンは勝っているけれども、実際のチップはインテルだし、ＯＳはマイクロソフ

トだしみたいな世界ができてしまったわけです。 

重要なことは、どこを使えば、全部で勝つではなくても、全体を牛耳られないように

できる。それが恐らくポイントだろうと思います。だからその中で、あるレイヤーは海外

が良いのであれば、それを導入しようもありだけれども、全体を支配されるという主導権

は勘弁ねというようなニュアンスでいくしかないのかなと思います。つまり閉鎖的な市場

をつくるという意味では恐らくないはずなので、そういう意味ではここのニュアンスを、

今、田中委員が言われたようなことを解釈して、事務局には頑張ってもらいたいと思いま

す。 

 それから１番目のほうについては、恐らく施設園芸では、昔のオランダのフェンローと

いう段階ではなくなってきていますものね。例えば、プリバはもうハードウェアカンパニ

ーを捨てました。プリバはハードウェアカンパニーではなくて、ソフトウェアカンパニー

と自称を始めているぐらいですから。さらにそのうちクラウドカンパニー（さらにはサー

ビスカンパニー）ということになるかもしれない。 

そういうときに、ここでのバリューチェーンの話や、ＩＣＴの話はどうなのというの

は先行させないといけないんですが、知財的には恐らく情報系、データ系をどう扱うかと

いうことが問題ですね。今、例えば高度大規模施設園芸を後押ししているけれども、そこ

のデータ系は農水省的にはほとんど手つかずですよね。あれではちょっとまずいんじゃな

いかと僕は思うんですけど、どうですか。 

○田中委員 やってはいらっしゃいます。ただそのスタートの時点が違うので、まだ差が

あるということだと思いますけれども。 

○妹尾座長 我々心配していますけれども、そういうところを含めてやってもらいます。 

それでは、ほかにいかがですか。 
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はい、生越委員お願いします。 

○生越座長代理 先ほど村山委員が御指摘された６番目のポツのところなんですけれども、

地理的表示制度ができて、これを生産者のためにもつくられた制度なのでどう生かすか。 

二、三日前に日経の夕刊に記事が出て、その後、十何本メールが来まして、何を聞か

れたかというと、商標と育成者権と地理的表示の関係がわからないというメールがかなり

殺到しました。ですからここで書いてあるように、知的財産マネジメントを学習して活用

する。具体的にはやっぱり具体的な事例ですよね。それを示してあげて、この５年間でど

うやって成果を出すかがポイントだと思いますので、積極的に習熟する機会もつくるとい

うことが重要だと思います。 

 今までは、釈迦に説法ですけど、商標と育成者権でよくわからないというので、「あま

おう」とか、「とちおとめ」の事例がよく出たんですが、これに加えて地理的表示が入る

と、ますますわからなくなっちゃうというのが、普通の方の目線だと思いますので、ぜひ

対応をよろしくお願いします。 

○妹尾座長 ありがとうございます。 

御指摘のところはまさに前回、だいぶ例を出されたので、あれをもっともっと展開す

るものをおつくりいただきたいですよね。ぜひそれはよろしくお願いします。 

知財のこの戦略の中にどこまで書き込むかというのは、これは別ですけれども、資料

で付くとか、あるいは今後そういうのを充実させるという方針を書いていただくとか、そ

ういうことにしたいですね。はい、ありがとうございます。 

これはぜひすっきりしたやつをつくっていただきたいなというふうに思います。 

 それではいかがですか、１番目のところで。よろしいですか。 

 それでは２番目に移りたいと思います。知的財産の保護・活用による海外市場開拓とい

うところですが、これは（１）（２）（３）と括弧書きがあります。どこでも構いませんけ

れども、まず（１）から行きますか。知的財産の活用による収益拡大。 

この辺いかがでしょうか。 

山岡委員、お願いします。 

○山岡委員 すみません、まず１つ目のポツのところなんですけれども、「メイドインジ

ャパン」、「クールジャパン」、あと「日本の農と食」という並びになっているんですけれ

ども、個人的には何となくちょっと違和感があります。 

「かつて世界を席巻したメイドインジャパンの工業製品」、もう何かこれ完全に左前に
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なっちゃったような感じもする。ただしやはりメイドインジャパンであり、ジャパンブラ

ンドの工業製品というのは、依然として支持を得ているというのは一つはある。 

あとクールジャパンもあるんですけど、クールジャパンのほうは若干まだ途上のとこ

ろもあるというのが私の個人的な認識なんですけれども、それに続く第３のブランドで農

と食というふうに出てくるというのが、限定し過ぎなのではないかなという、そういう感

じがするんですけれども。 

工業製品、それからソフトパワーに続いて、いわゆる新しい食というのがつながると

いうのはわかるんですけれども、ここは少し書き方を整理したほうがもっと美しいかなと

いう感じがします。 

あと２つ目のポツなんですけれども、一番最後の③のところなんですけれども、農林

水産物・食品の輸出というふうに書いてあるんですけれども、基本的にこれはバリューチ

ェーン全体という話になるのではないかなと。要するに六次産業ということも含めて、そ

ういった形で、むしろバリューチェーンというふうに広めに認識したほうがよいのではな

いかなという感じがしております。 

３ページ目のところなんですけれども、例が幾つか書いてあるんですけれども、アク

ションプラン10というふうな形で、キャッチーな形で持ち出すというのは非常に良いこと

だと思うんですけれども、この10というのが先走って幾つかすごく良い取り組みがあるの

に、ちょっとその取り組みと並べていうとちょっと落ちるなみたいなのが出てくるような

ことも考えると、10が良いのか５が良いのかとかという話もあるかなという感じがいたし

ます。 

○妹尾座長 確かにおっしゃるとおり、これメイド・イン・ジャパン、クールジャパンに

続いて第３のジャパンブランドをつくろうねという、実はこれ私の責任なんですけれども。

これ私、ＮＨＫスペシャルの中でしゃべったことなので、これをちょっと入れてもらった

んです。確かにかつて世界を席巻したと言われると、今は工業製品だめだよねと言ってい

るようなもので、この書きぶりは大変失礼だということに今気がつきました。確かにそう

ですよね。 

 ただ、このKawaiiに代表されるクールジャパンは、主としてコンテンツ分野、ただし、

クールジャパンの中には食も入っていますから、そこのところの切り分けがちょっと大胆

になり過ぎている嫌いもあるので、そこのところは書きぶりを少し考えてみましょう。 

 いずれにしろ、農と食に関してジャパンブランドはやっぱり打ち出したいねという思い
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はありますので、そこのところをどうするかというお話だと思います。 

 ほかに１のところでいかがですか。 

 はい、田中委員。 

○田中委員 これは現場からの御要望になるところですけれども、今、私たちもベトナム

にＪＩＣＡの調査事業なんかの採択を受けて調査を進めているんですけれども、やっぱり

農産物そのものもしくは流通そのものが小さい段階では、全く信用されていない。ただ、

イオンさんのような大きな販売業者さんになると、ローカルのマーケットに比べて国内の

農産物に比べて２倍から３倍で現実に売れていて、かつそのニーズが非常に高い。どこが

ブランドを担保するかというところが特にアジアを中心としたところに関しては非常に大

きいなというふうに感じています。これから世界を目指す中でも、アジアを少し通ってい

く部分というのはきっと農水省さんでも据えている部分だと思いますので、そういった傾

向を見た中で、例えばニュージーランドの観光の戦略のように、大々的に国が前面に立っ

てジャパンブランドというのを少し推し進めていただくことが非常に効果があるのではな

いかなというふうに感じています。 

 ここでは当然官民連携によりということもあるんですけれども、ある意味ブランディン

グのところに関しては、国が前面に出てどんどん引っ張っていただくことも一つ非常に大

きな手段になるのではないかと思います。現地の調査をしても、日本なんかは全く違って、

マスメディアによる繰り返しの広告が非常に信頼を得るような段階にあるという調査も出

ていますので、ぜひそういう部分では、今例えばベトナム・ダラットにも何十社も今これ

から農業者がどんどん仲間たちも出ていこうとしています。１つの生産現場がやっとこれ

からかなえそうになってきていますし、それを物流の人も販売をする人もみんないよいよ

だなというところに来ていますので、よりジャパンブランドの価値をつくるところで、ぜ

ひそういった道を開いていただくような御支援をいただくのがとてもありがたいなと思い

ますし、それが有効ではないかというふうに現場で感じております。そんな御要望、意見

を述べさせていただきました。 

○妹尾座長 ありがとうございます。 

 生越委員、お願いします。 

○生越座長代理 知財戦略本部でクールジャパンの議論をしているときに農林水産省さん

から「おいしい」というロゴマークが説明されたことがあったんですけれども、おいしい

で世界にブランドとして売っていくのかなと思ったら、最近は余り使われていらっしゃら
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ないようです。ミラノ万博のいろんな資料とかを見ていると、そういったマークは出てき

ていなくて、だから申し上げたいのは、ジャパンブランド、農林水産のブランドを何でい

くかを早く決めて、徹底的に使い尽くす、それが大事じゃないかなというふうに感じてい

ます。 

○妹尾座長 コンテンツ系はKawaiiで押しました。食はOishiiで押している。 

○生越座長代理 おいしいのロゴをつくられて。 

○妹尾座長 今のも含めてですけれども、（１）のところでちょっと私も発言をさせてい

ただきたいことがあります。特に食市場の獲得で、田中委員がおっしゃったみたいにアジ

アの件なんですけれども、実は先週私ずっとインドネシアへ行ってきて、コールドチェー

ンの可能性をちょっと探ってきました。これは農水省と経済産業省ががっちり頑張ってい

ただければ良い話ですが、コールドチェーンがいければ、そのパイプラインを通じて日本

の一番良い農産品と食産業品が徹底的に流れる話で、これそろそろもう手をつけて良い時

期かなという気がしますよね。 

 そうすると、コールドチェーンについての日本のノウハウが徹底的にお役に立つし、そ

れをもってウィン・ウィンの関係が築ける。生活基盤の向上と公衆衛生の向上のためには、

そういうのもあるということで、コールドチェーンについては食産業の話としてやるんで

すが、知財的にどうかということで、ちょっと今度の中には入らない、入りにくいなとい

うふうに思っています。 

 それからもう一点、日本食・食文化の魅力発信のために、これアクションプラン10とい

うのは、私はよく必ずしも知らないんですが、ジャパンの漫画やアニメを活用したフード

コンテンツのアワードをやりましたよね。去年やりましたね。銀の匙の実写版の放映会が

ここではありましたし、私、林大臣と隣になりながら見ましたけれども、ああいうのがも

っと継続的に出て、それから、例えば日本のコンテンツが食文化あるいはもう少し広い意

味での健康のキャラクターとして使えるみたいなのがあると。先ほどのKawaiiはKawaiiだ

けではなくて、Kawaiiは実はOishiiにつながるとかというような総合的な関係ができるの

で、そういうようなものもあって良いのかなというふうに思います。 

 それから、日本のこういう食文化をもっと広めるという意味では、これは食料産業局の

ほうに去年、おととしかな、御提案しましたけれども、ゲーミフィケーションをもっと使

っても良いんじゃないのという話をしていました。例えば箸の使い方なんていうのは、あ

れはスマホ１個あればできるんですよね。スマホ１個あって、箸をこっち側で使っている
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のをここで撮影しておけば、世界中のクラウドで、全部がコンペティションでゲームがで

きるとか、そういうような発想が次々に出てきます。あるいは日本の食マナーをそういう

ふうにみんなに広めるみたいなのがあっても良い。もっともっと我々はそういうものを利

用して良いんじゃないかなという感じがあります。これもコンテンツの利用という意味で、

知財的あるいはブランディングということになると思います。 

 それでは、２番目と３番目、（２）及び（３）、この辺はいかがでしょうか。 

 村山委員、お願いします。 

○村山委員 すみません、ちょっと１番にも絡んでしまうことなんですけれども、海外市

場開拓というのは２パターンあるんじゃないかなというふうに思っています。１つは日本

に来ていただく外国人に向けてどうしていくのかというところで、僕らが海外に行ったと

きに日本人向けとされても多分喜ばないと思うんですよね。やっぱり現地の人が楽しんで

いるものを自分も楽しみにいきたいというところがあると思うので、外国人の方向けに特

別なことをするんじゃなくて、日本人が楽しんでいる文化を旅行者の方々もしくは外国の

方々がストレスが少なく楽しむことができるように、そのコンテンツの接点を整備すると

いうことがすごい重要じゃないかなというふうに思います。このことで、全てのアイテム

がインバウンド向けに変化することにもなるんじゃないかなという視点は必要じゃないか

なというふうに思っています。 

 ２番目は、これが多分ここでの一番主力なんでしょうけれども、海外における日本の食

というところで、日本のもの・こと・技術を海外で売っていこうという話かと思いますけ

れども、これも日本のもの・こと・技術をそのまま使ってくれということではなくて、海

外のライフスタイルに合わせる仕組みにまで思いをはせて行動に移すというのが日本人な

らではのメンタリティーじゃないかなと。そこまですることで、すごく使ってみたいな、

楽しんでみたいな、活用してみたいなというような優位性が生まれるんじゃないかなとい

うふうに思います。プラス輸出に関するさまざまなハードルを下げる努力をすることが重

要じゃないかなというふうに思います。 

 これは物産展みたいなものをイメージしていただけるとわかると思うんですけれども、

北海道の人が北海道物産展をやって、自分のものを他府県で売りたいと思ったときに、そ

こで売ることだけを考えて自分たちのものを押しつけるんじゃなくて、やっぱりそこの人

たちに合うような企画に合わせたり、あとはそこで売ることだけじゃなくて、自分たちの

場所にも来てもらって楽しんでいただくというようなところが実際北海道というところが
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例えばですけれども、発展していくきっかけになるんじゃないかなと。同じように日本も

海外で市場を開拓していくためには、その両面というのを考える必要があるんじゃないか

なというふうに感じます。 

○妹尾座長 わかりました。ありがとうございます。インバウンドに関しては、日本と同

じものを経験していただく状況をつくれ、アウトバウンドについては、カスタマイズとロ

ーカライズをきちっとやろうね、そういう御提言ですよね。そういうお話がまた知財的に

はちょっと難しいところもありますけれども、それを工夫するということですね。 

 ほかにいかがでしょう、（２）、（３）。 

 五十嵐委員、お願いします。 

○五十嵐委員 （２）の最後のところで、アジア諸国における調査への支援とあるんです

けれども、ここで説明されているのは外々の話ですが、弊社の場合も中国から中東、中国

からアフリカという形で模倣品が出回っているということがありますので、この調査の対

象がアジア諸国で良いかというところを少し御検討いただければと思いました。 

○妹尾座長 ありがとうございます。外々は何もアジア圏内だけの外々じゃないですもの

ね。この問題というのは数年前、私中国に行って、向こうのトップとかなり交渉をやった

記憶がありまして、この問題は当時、私は知財ロンダリングと呼んだんですね。知財ロン

ダリングが行われている状況をどうするんですかというので、相当なやりとりをやった記

憶があります。私が専門調査会長のころです。これが今や相当広がっている、工業品だけ

ではなくて、こういうところでも広がっているということで、手をどうやって打つか。お

っしゃるとおり調査はそこも含める、アジア諸国だけではないということの御指摘ですね。

ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 では山岡委員、お願いします。 

○山岡委員 この２のところは、知的財産の保護・活用による海外市場開拓ということで、

（１）が多分活用中心に書いてあると思うので、（２）はむしろこの辺の第三国を経由す

るというところも知財保護という切り口でタイトリングされたほうがよいのではないかな

という感じがします。 

 あと、今まさにアジア諸国におけるというところは、まさに私も同じことを考えていた

んですけれども、多分これは農林水産省知財保護コンソーシアムの活動の範囲に少しかぶ

っているということなのかなというふうに思うんですけれども、実際今、例えば在外公館
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でも知財担当者みたいな人が置かれていますし、ＪＥＴＲＯも自治体とか企業の皆さんに

対して、いろんな個別のサービスをたくさんしているので、ここは対象の組織を１つだけ

に限らず、もうちょっと幅広くとって、いろんなところと協力してできる可能性を少し探

ったほうがよいのではないかなという感じがします。 

○妹尾座長 ありがとうございます。その辺の核というか、これは文書化していくときに

いろんなものが入ってくるから、そういうときに配慮いただくということかと思います。

ありがとうございます。 

 それでは、よろしければ次へ移ってよろしいですか。ちょっと時間が押してしまいまし

たので、３、４、５、６とまだまだありますので、進めたいと思います。 

 では、３番目、国際標準への戦略的対応、これは１、２共通して御意見を賜りたいです。

いかがでしょう。よろしいですか。 

 はい、生越委員。 

○生越座長代理 つけ加えが可能であればという点ですけれども、近年、レギュラトリー

サイエンスという言葉が普及してきて、具体的には発がん性物質をどうやって検出するか

というような技術をまじめに研究したものの集積だと思うのですが、この研究成果は、日

本の食品が安全であるということのブランドを担保する技術にもなる、そこの視点でＨＡ

ＣＣＰだけではなく、レギュラトリーサイエンスで生まれてくる技術を標準化するとか世

界に発信する、この視点をもっと強く出したほうが日本の食が安全であるということが証

明できるのではないかと思います。 

 反対に中国がいろいろ言っていますけれども、日本のほうが言われる筋合いではないと

思いますので、私はもっと使うべきだというふうに考えております。 

○妹尾座長 ありがとうございます。今、生越座長代理が言われたのは、実は私も指摘を

させていただこうと思っていたところで全く同感です。特に国際標準的に言うと、ＩＳＯ

がＨＥＳとくっつき始めたというのがありますよね。ＨＥＳ、これ人によって呼び方は違

うんですけれども、Health、Environment、それからSafety、ＨＥＳ規制とくっついてＩ

ＳＯで今議論が相当行われている。これ化学物質のおっしゃるとおりのもので、これは欧

州圏内の標準になるとどうなるかというと、日本への大変な影響になりますよね。日本側

からの参入障壁になるし、それが新興国で欧州との関係の深いところに入ってくると、参

入障壁になるだけだと。ところが、日本がこのＨＥＳに関しては意外とまだまだ甘いので、

外国から、結構大変なものがたくさん入ってきてしまっているということであります。 
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 御存じのとおり、食品を乗せる例えばトレイがありますよね。唐揚げを乗っけるトレイ、

あれの問題なんかも随分出ていますよね。日本製で日本の流通の大手さんはしっかりあれ

をちゃんとしたものでやっていますけれども、安いトレイが外国から入ってきていて、唐

揚げのあの油を伝わって全部溶けたものがぴゅっと上に上がっちゃうという指摘が随分さ

れています。そういうことも含めてＨＡＣＣＰだけではなくて、今のレギュラトリーサイ

エンスだとかＨＥＳの問題だとか、少し目を入れておいたほうが良いですね、ここに確か

に。おっしゃるとおりだと思います。 

 それでは、よろしければ４に移りますけれども、よろしいですか。 

 では４番、伝統や地域ブランド等を生かした新事業の創出というところですが、いかが

でしょうか。 

 では加々美委員、お願いします。 

○加々美委員 意見ですが、この４番は、伝統と地域ブランド、具体性があって非常に良

いメッセージになっていると思うのですが、一方で、先の２番にもあったとおり、ジャパ

ンプロダクツというものを推し進めようというとき、今後の事はわかりませんが、これま

で通り伝統だけで日本が今後も魅力としてアピールし続けられるのか？それと地域という

とやっぱりローカルになりがちであり、この戦略ではオールジャパンレベルでの話もして

おりますゆえ、できればこの中に伝統や地域ブランドを越える次のブランドを生み出す取

り組みを支援するとか、それと田中さんの会社が最近どのような仕事を展開されているか

わかりませんが日本も南北に長く産地をリレーして、ある商社なりカンパニーなり生産者

なりが自分たちなりのクオリティーレベルをもってブランドを創り海外に出るというよう

な取り組みも多分に考えられると思うのですね。そういうことまでは、この内容ではちょ

っとカバーし切れていないので、できればジャパンレベルで大きなブランドを創出するよ

うな取り組みを推進するコメントを載せたら如何かというのが１点。 

 もう一点、例えば、我々、種苗産業ですと、原種コンクールというのが日種協主催で行

われており、最終的に青果物をブラインドで評価をし農林水産大臣賞や生産局長賞を頂く

という取組があるのですが、農産物でも、例えばデパートに行けば、フランス製ですとチ

ーズなどにはゴールドとかシルバーメダルとかが貼ってあり、ブランディングとは別にグ

レーディングの取り組みですかね。例えば、和牛でも３Ａ云々とかあるわけですね。これ

が国際基準云々というところとどういうふうに整合性をとるのかはわかりませんが、ジャ

パンプロダクツでも、そういうグレーディング付けにより更に品質をアピールする取り組
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みを認知させて、世界に売っていくというようなアイデアも多分あるのではないかという

ようなことを考え、このようなアイデアも何か盛り込めれば宜しいのではという気がしま

した。 

○妹尾座長 ありがとうございます。今の話、２つありましたけれども、１つのものは、

恐らく今のこの話の前提になっているコンセプトはローカルで、かつスタンドアローンだ

と。それについてローカルは、ローカル同士が相互に関係するネットワークをつくると良

いよね、それをどういうふうに知財的に見ようかというのが１つ目ですよね。 

 それから、もう一つがローカルだけではなくてナショナルレベルでどうするかという話、

だから、ローカルネットワークとナショナルが同じものか違うものかわからないけれども、

そういうような視点も必要じゃないかというのが御指摘ですよね。２つ目についてはグレ

ーディングですから、これを知財的にどうやるかというと、多分１つの関係は、認定認証

の話とくっつけるということでしょうね。知財マネジメントの非常に大きいところは認定

認証ですから、それがどういうことになるか。この施策そのものが今回ぱっと出せるかど

うかは難しいので、でも、そういう方向性について考えようということはできますね。 

○加々美委員 そうですね。今回はちょっと網羅しきれておりませんが、そういったアイ

デアも多分オプションとしてはありえるのではと感じました。 

○妹尾座長 ありがとうございます。そういうアイデアも生かしていきたいですね。 

 ほかにはいかがでしょうか。１番だけではなくて、２番、３番、４番もこの際一緒にや

ってみましょうか。 

 村山委員、お願いします。 

○村山委員 骨子自体の文言は全然問題ないのですが、戦略というか戦術というか思いを

伝えたいなというところで、伝統野菜とかそういった日本の食・食文化の普及というのは

本当にすごく重要なことだと思います。なぜならば、失われたものというのはもう戻らな

いから、すごく重要だと思います。 

 このためには、自分は３つの努力というのが必要だなと常日ごろ感じています。１つは

守る努力、これは受け継ぐ努力とも言いますし、攻めの守りとさっき話がありましたけれ

ども、そういう部分もあるのかなと思います。生産環境を整えることで守ることにつなげ

ていくと。受け継がれてきた文化と生産者をつなぐ仕組みというのを具体的にはつくりた

いと。例えばこんな野菜をつくりたい、この伝統野菜をつくりたいけれども、種が手に入

らないとか、もうどこか行ってしまっている。でも、どこかにその種を持っている人がい
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ると。その人たちをつなぐことで、その文化というのが守られるということもあるんじゃ

ないかなという守る努力。 

 ２番目が消費者とつなぐ努力というのが必要だと思います。なぜならば、幾ら良いもの

であっても、趣味ではないので食べてくれる人がいないと続けることができないからだと

思います。これはものだけじゃなくて、食文化として取り組むことが重要だと思っていま

す。食べ方として例えば生産者ならではの食べ方があったり、その地域ならではの食べ方

があったり、プロが引き出す新しいその素材の魅力であったりというところも含めて伝え

ると、知的財産にするということが重要かなと。さらに、この（３）にあるように、その

土地で食す魅力というのも重要じゃないかなというふうに思っています。 

 ３番目がただ受け継ぐだけではなく、進化させることも必要かなというふうに思います。

伝統というのは、進化したことによってつながってきたのかなというふうに感じています

ので、これはいろんな接点をつくることで進化というのが生まれるんじゃないかなと思う

ので、ぜひそういった具体的に施策にするときに、このような要素をぜひ盛り込んでいた

だきたいなというちょっと御意見を述べさせていただきました。 

○妹尾座長 ありがとうございます。この食文化の背後に食文化の継続と進化と創出、こ

の３つがありそうですよね。それをやった上でこれが出てくるという形がありますね、確

かに。ありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 はい、五十嵐委員、お願いします。 

○五十嵐委員 地理的表示の保護制度のところですが、前に御案内いただいた資料の中で

海外での保護のところについては、同じような制度を持つ国との間で相互保護を実現した

場合には保護されるとありまして、この海外のほかの国で同じような制度を持っている国

との交渉の状況というのは私存じ上げないのですけれども、そこについてもし働きかけみ

たいなことを進めておられるのであれば、そのあたりも加えてはというふうに思いました。 

○妹尾座長 ありがとうございました。この辺で何か、生越委員から何か御発言ありそう

ですか。 

○生越座長代理 交渉の状況については事務局にお伺いしないとわからないと思いますが、

今いろんな国の地理的表示制度を調べていますと、非常に細々と違うというところで、交

渉が非常に大変じゃないかなというふうには個人的に思っています。タイとかインドとか

地理的表示法という独自の法律があって、商標とはまた別に規定されていたり、そこら辺
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の関連性を踏まえて、ぜひ交渉を前向きにしていただければと思います。 

○妹尾座長 地理的表示に関しては、日本でどうそれを使い分けるの、組み合わせて使う

のというのは先ほどのお話のように今後いろいろ啓発資料をつくっていただくというのは

あるのですが、確かに海外へ出るという意味では、そういう海外での違いも整理して、ガ

イダンスとして出てくると、日本の食産業は非常に助かりますね。今後の宿題ばかりで僕

が勝手に承っていますけれども、逆にそこのところを機会にしていただければと思います。 

 ほかにいかがでしょう。 

 では、生越委員、お願いします。 

○生越座長代理 （４）の３番目のポツですけれども、和牛の表示についてです。国内で

は、和牛ということで十分大丈夫だと思うのですが、アメリカルートでニュージーランド

に渡った牛が今、ＷＡＧＹＵ（わ ぎゅう）表示で中国とか世界中席巻していますよね。

このＷＡＧＹＵ（わ ぎゅう）とどうやって明確に区別するか、それを戦略的に立てる時

期ではないかと思うので、この和牛ブランド戦略ですか、ここもあわせて検討すべきだと

思います。 

○妹尾座長 そうですね。これ向こうは「わ ぎゅう」と読むんですね。日本は「わぎゅ

う」と読みますけれども、向こうは「わ ぎゅう」と読むんです。これはＮＨＫスペシャ

ルで取り上げさせてもらいました。あのときに１つあるのは、ローカルブランドの乱立、

共倒れというのが日本でいろんなところで起こるんですよね。これに則して言えば神戸で

えいっとやったり松阪をえいっとやってみたりするけれども、それをやると実は小さいか

ら共倒れを起こしやすい。ジャパンビーフ（神戸）とか（松阪）とかいうようなことがで

きれば良いのですが。これは実は観光でもそうですよね。日本のローカル地域はみんな手

を挙げて、わっと中国に来てねとやるけれども、そうすると、実はそれがうまく協力にな

らないので、共倒れを起こしちゃうと。だから、そこも今後は農産物もそうでしょうね、

恐らく。和牛に限らずいろんな野菜、果物、うちがおいしいよと皆さんおっしゃるけれど

も、その意味ではジャパンブランドのある種のアンブレラが要るのかもしれませんね。あ

りがとうございます。 

 ほかにいかがでしょう。４ポツに全体として何か。よろしいですか。 

 それでは、ちょっと先へ進ませていただきます。５のところです。ＩＣＴによる農林水

産業の知の抽出と財産化、及びその活用による新事業の創出ということですが、これも

（１）、（２）とありますが、一緒にやりたいと思います。いかがでしょう。 
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 田中委員、お願いします。 

○田中委員 （１）のところですけれども、「特に農業者は」、しようがないですね。何ら

反論できるところはありませんけれども、片方でここ数年非常に感じているのは、農業経

営の実態数値が余りにも無防備に出回り過ぎている。これは例えば省庁からもそうですし、

何とか総合研究所が何とか事業を受託して調査をします。先生たちが論文のために書きま

す。例えば他産業だったら信用調査をするのにも帝国データバンクやいろいろなところで

なかなかとれない情報を、とれないはずのクローズのものが農業なのだからそんなの出す

のは当たり前だろうと。いろいろ情報がなくて大きなトレンドを捉えたりとかという国と

しての基礎調査をするのはわかるんですけれども、その情報が例えば守秘義務契約もＮＤ

Ａも何もなく、すごく無防備にやられ過ぎているというのもこれとても問題じゃないかな

と思っているんですね。 

 確かに一方で生産現場のノウハウやこういったものには注目されがちですけれども、日

本の農業の情報が大きな情報から区別なく入り込んでくるわけですね。簡単なアンケート

１枚で、これノウハウなのに何でこんなのが簡単に返信用封筒が入って送ってくるんだろ

うと、すごく銀行にいた経験がずっとあるので、非常に不思議に思うんですね。だから、

うちの場合は当然返さないんですけれども。とても違和感がある部分で、これが先ほどち

ょっと申し上げた農業界をもう一度違う成長産業にする場合に、そういった文化そのもの

からやっぱり見直すようなことが１つ戦略の中に例えば書いていただけたら、多分これ農

業者も当然ここに書いてあるように「特に農業者は」というのもわかりますけれども、そ

れを書く周りのほかの産業の皆さんもそういう見方で見て、既成概念のようなものを持っ

て農業のその情報をただの扱いをしていませんかと、そんなことを感じる機会がずっと多

くありますという感想をお伝えさせていただきます。 

○妹尾座長 なるほど。ありがとうございます。この話は、私は存じ上げなかったんです

けれども、そういうものなんですか。 

○田中委員 大学もそうですし、研究者の人もそうですし、研究機関でもそうですし、団

体もそうですし、あとはやっぱり銀行でもそうですし、あらゆる国がということだけでは

なくて、農業に関しての。 

○妹尾座長 なるほど。そうすると、農業者はやって当たり前だろうみたいな感じで来る

んですか。 

○田中委員 もともとここにもありますけれども、オープンなものだろうということが前
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提には間違いなくあるとは思います。特に産業として法人化が始まったりして、大きく過

渡期の中だから特にそれが起こるのだろうとは思っておりますけれども。 

○妹尾座長 データがほしいというのは確かでしょうけれども…… 

○田中委員 されるべきだと。 

○妹尾座長 ただ、そこでも一定の倫理と仁義はあるはずだということですね。 

○田中委員 社名まで出て、何でこれが公開されているのかというのは当然ありますね。 

○妹尾座長 それはびっくりですね。 

○田中委員 そういうところまで見て、そこの農業と産業の文化としてちょっとそこまで

何かあるとありがたいなと現場で感じました。 

○妹尾座長 なるほど。わかりました。しかも、ここで公共財でありオープンというのは、

これ公共財、これ軸が実はイコールじゃないんですよね。公共財だからオープンというこ

とではなくて、公共財でもクローズしなくちゃいけない部分もあるし、私的財産であって

もオープンにしたりクローズにしたりというマトリックスに恐らくなるはずなので、そこ

のところを整理しなくちゃいけないというのが１点目。もう一つは、考え方を改める必要

があるというときに、どう改めたら良いかというところも書き込まなきゃいけないので、

そこのところは非常にしっかり書きたいという部分ですね。ありがとうございます。 

 ほかにいかがですか、このＩＣＴ。 

 村山委員、お願いします。 

○村山委員 ＩＣＴの活用というのは、目的じゃなくて手段だと思います。何かつい、こ

ういうものは目的化にしてしまいがちなので、幾ら本とかＤＶＤを見てもそのスポーツが

できるようになったりしないのと一緒で、例えばすばらしい生産者の方がＦ１ドライバー

だとすれば、初めて車を運転する人がその技術を見て何を学ぶのかというところもあるの

で、やっぱりレベルの差とか求めるものとの接点というところも大事だと思うので、ＩＣ

Ｔの活用の仕方というのもすごく重要だと思いますので、そういった要素はぜひ具現化す

るときには盛り込んでいただきたいなというふうに思います。 

○妹尾座長 ありがとうございます。いかがでしょう。 

○田中委員 先ほどの続きにもなってしまうんですけれども、５ページ目の一番上のとこ

ろなんですけれども、篤農家の匠の技をＩＣＴによりデータ化し、集積・解析し、もちろ

んその後成果を農業者にフィードバックするとともに、ここら辺がやっぱりいつも現場で

結局何か僕らの誰かの優れた人のものはほかの人のものになるべきなのかというようなと
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ころもあって、ここはやっぱり非常に難しいなというふうに思う部分です。 

○妹尾座長 ここのところは先ほどの（１）の丸ポツと微妙に矛盾する話なんですよね、

これ。だから、微妙に矛盾する話をどういうふうに整合性をとらせるかということがあり

ます。特にＩＣＴ技術に関しては、例えば田中委員がおやりになっているのは施設園芸に

対して匠の側からＡＩで強大なパラメータを全部同定しておいて、こっちに持ち込むかと

いうＩＣＴのＡＩ農業みたいな話が一方であるんですけれども、もう一方で完全閉鎖系の

ところで徹底的に実験をやっておいて、パラメータを同定して徹底的に絞っておいて施設

園芸に出していくというアプローチと、それから、大規模施設園芸で最初から取り組むと

いう３つのアプローチがあります。これらについては僕も論文を書いていますけれども、

そういう３モデルがあって、ＩＣＴが篤農家の匠の技を出すだけだというと、下手をする

と第５世代コンピュータのエキスパートシステムと同じ話に舞い戻っちゃうので、ここは

実はそれと時代が違うので、これの使い方はすごく難しいですよね。 

 特にクラウドの状況が入ってきて、ビッグデータアナリシスができるようになってきて、

この話をどうするのというのがあります。ただし、農芸品と農産業品は違う、食芸品と食

産業品はかなり違うんですよね。なので、ここのところがちょっと匠の技、農家中心主義

でここは書かれているけれども、その下のほうがそれ以外と書かれている。これはちゃん

と切り分けておいたほうが産業上は良いように思うので、ちょっとここら辺は議論と工夫

をしていったほうが良いかなという気がします。 

 それからもう一点、すみません、ついでに先ほどのちょっと補足を少し前にして戻るん

ですけれども、公共という概念は公と共に分かれるんですよね。公に対しては私、共に対

しては個というふうに分かれる。公と共でできる象限が公共で、こっち側が個のインディ

ビデュアルと私のプライベートなんですね。そうすると、特に農協的なり共同体的なもの

は共と私がくっつく部分ですから、ここのところの知財をどうするのという具合に、実は

議論は３つあるんですね。公で個というのは皇室以外ないので、日本の場合はそれしかな

いんですけれども。いずれにせよ、そこのところを少し分けて考えたほうが恐らく良いだ

ろうなというふうに思います。 

 ５番目のＩＣＴに関してほかにいかがでしょうか。 

 はい、田中委員。 

○田中委員 ここには全然書いていないことですけれども、普段実際にこういうデータ面

での農業経営をしていて感じる部分ですけれども、確かにプリバやホーヘンドールンやそ
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ういったもの、情報が全部海外に例えば吸い上げられるというのは、これは大きなリスク

だということは全く同感です。ただ、ある意味生産者としてその使い方いかんによっては、

海外のほうがまだ真摯であったり、逆に日本のメーカーのほうがそうじゃなかったりとい

うこともあるので、やはり一概に海外と国内でという議論が起こることがあると、そうい

った限られた限定の今お話をちょっとさせていただいておりますけれども、そこら辺のと

ころも今後やっぱり課題になるだろうなというふうに思いますし、もう一つどうしても力

関係としてデータを使える機能、ソフトを提供する側とそれを入力する農家側では差がや

っぱり出てしまいます。 

 例えば自分たち、農家側が守るためにデータがきちんとどこに行くかわからない契約だ

と、これは使わないよなんていうことは現実的には不可能だと思うんですね。それをどう

やってたてつけとして、産業として守っていくのか。食産業としたら一体だから良いんで

しょうけれども、生産と例えば加工販売と流通と、そこにシステムベンダーさんが来たと

きに、そのシステムベンダーさんが商売をするのにどんどん使われていってしまうかもし

れない。それがいつの間にか自分たちのノウハウを守ろうねと言っていたのに、何か国内

でもっと使われてしまっているみたいなこともやはり起こりかねない。ここは非常に気に

なる部分で、それだったら海外のほうが安心だよねという考え方をしている生産者も若い

人たちはいるわけですね。今後、だからこの辺の整理も含めて議論ができていくと良いな

というふうに普段感じております。 

○妹尾座長 なるほど。ありがとうございます。今の指摘はオプト問題、工業というか通

信情報産業で言われているものですね。オプトインでいくかオプトアウトでいくか。とこ

ろが、日本はオプトインもオプトアウトもはっきりしないまま進んでいるというところが

最大（の問題）ですよね。 

 欧州とアメリカは全くオプトの考え方は違うんですけれども、つまり情報で何か問題が

あったら言ってねというのがアメリカのスタイルで、問題がある前に全部防ぎましょうと

いうのがヨーロッパの考え方。日本はそれを曖昧なまま進んでいって、あるとき突然とん

でもないという騒ぎになるというのがある。なので、このＩＣＴの問題はこのオプト問題

と切り離しては考えられないので、そこのところを少し明確にしておきたいですね。ただ

し、今回それを明確にするわけにはいかないので、そういう論点があるね、このＩＣＴを

やればやるほど実は出てくるぞ、という話として、ちょっとそこは先出しをしておいたほ

うが良いかもしれないのですね、これ５年の問題ですからね。それが１点目。 
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 それから、もう一つの話は、皆さんが御指摘になったところと関係するものです。私が

もう一つ申し上げておきたいのは、ＩＣＴの活用というのは垂直統合的な活用の仕方と、

それから水平的な活用の仕方が恐らくあるかと。垂直統合的な活用というのは、これ加々

美委員が前回おっしゃったみたいに、バイオメジャーだとかそういうところは、種だとか

農薬だとか肥料だとかというものを全部バリューを垂直統合的にするというデータの使い

方にきている。まず、その解析がありますよね。その場合、解析をさらに進めるとリバー

スジェネリックみたいな話になっちゃって、そこから全部やられちゃう。そうすると、農

薬も肥料も何もかにも全部垂直統合的にいくよねというデータの使い方があるわけです。 

 もう一つ、水平的には何か。ここで書いてあるのは、あくまでやっぱり農業生産のその

場だけですよね。ところが食料産業というふうに考えたら、恐らくその前の段階から、今

言ったような段階から、コールドチェーンから何から進んでいって、食卓へ届くというと

ころまでのデータ管理が全部あるはずです。そうすると、水平に行くバリューチェーンと

サプライチェーンのデータは一体どういうふうにするのというところまでいくわけです。

食料産業的には本来このチェーン全部かかってくるんですけれども、何となく農家の話だ

けでここ、終わっちゃっている。そこが、ちょっと５年のレンジで見るとすると物足りな

いところなので、そうですよね、村山さん。結局最終消費者のところへ行く、そこのとこ

ろまでやっぱり行かないと、このＩＣＴの活用というのは食料産業的には意味がないので、

そのときに消費者になったらオプトの問題というのは必ず出てくるから、そこのところで

すよね。そこまで少し広げてこれを見ておかないと、５年の長期には難しいかもしれない

ですね。 

○妹尾座長 続いて６番、いかがでしょう。種苗産業の競争力の強化。これはちょっと長

いですけれども、全体を通していかがですか。 

 加々美さん。 

○加々美委員 ここに書かれているとおりのことが実行されれば万々歳だと思います。文

章的にはこれで宜しいのではと思うのですが、例えば６の（１）の品種保護の部分に権利

取得を促進するとともにとシンプルな表現ですが、この中身として実際には種苗法による

品種登録という方法より今やもう特許でということですので、心の中では（ここに書

かなくても良いですが）特許庁と連携し権利取得云々という方法論を日本の中でも整

備してもらいたいという思いがあります。 

 あと一番最後の生物多様性の部分、国際的取り組みをと書かれておりますので、その心
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として、これは国対国の交渉ですので、民が出てきてどうのこうのという次元ではないの

で国と国との間に国交の橋を架けるような活動を期待したいと思います。 

 この文章で書き加えられればと思った点としては、先ほどの４の項目（４）家畜遺伝資

源と育種改良の促進という段の真ん中でぽつんとＳＮＰ、スニップス情報を活用した技術

開発のことが書いてあるのですが、今の６番目の種苗産業の競争力の強化という観点で、

新たな品種開発技術、ＳＩＰで行っているＮＢＴなどがこれに該当すると思いますが、こ

ういった国産の新たな品種開発技術（これも知財を生み出す技術なのですが）の発

展と促進みたいな表現がどこかに込められるとありがたい。４の（４）のところに織り込

むべきか、それとも大題「種苗産業の競争力の強化」の６のところだとちょっと落とし込

む場所がなさそうですが、「国産の新たな品種開発技術の発展を促進」みたいなことをど

こかに込められたらありがたいと思いました。 

○妹尾座長 ありがとうございます。良かったと思うのは、これが全部できたら万々歳だ

という御意見をいただいたことなんですけれども、それがいくためには、今おっしゃった

ような官民連携だけじゃなくて国内における官官連携だとか、そういうものも含めなけれ

ばならない。そういうことから始まって、それから国の協力その他、今おっしゃったよう

なところまで含めなきゃいけないというお話だと思います。 

 どうでしょう、ほかに、この項目で何か。あとは加々美さんが良いと言ったら良いみた

いな話になるとあれですけれども。 

 ここのところでは、非常に知財実務的な話が一方であって、一方でやっぱりそれこそ海

外バイオメジャーの技術動向に対してどうやるかという、知的財産を創出する科学技術政

策と関係する部分もあって、その意味では幅広いところなんです。そこのところの整備は

これから大変になると思いますけれども、ぜひしっかり書いていただければと思います。 

○田中委員 参考までに①のところで、「取得しやすい環境整備」と書いてあるんですけ

れども、1,000件以上の登録だと、今、現状ってどのくらい審査が行われているものなん

ですか。 

○妹尾座長 どうでしょう。 

○坂新事業創出課長 大体、年間1,000件以上というのが平均して品種登録の審査実績で

す。 

○妹尾座長 ①に書いてあるということになります。 

 これはスピードの問題というのは何かありますか。例えば工業的には審査日数の問題で
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いろいろ大変だったんですけれども、この場合はどうなんでしょう。 

○都築総括 前回の戦略で、2.9年ぐらいかかっていたところを2.3年まで縮めるという目

標を掲げさせていただいて、おおむね達成できる状況になっております。どうしても栽培

試験を行っている関係上、２年を切るというのはかなり難しい状況にはなっているんです

が。 

○妹尾座長 なるほど。栽培試験だとすると、これはやはり農業独特の期間がいるという

ことですね。 

 それでは、いよいよ最後の７番目、研究開発における知的財産の取扱いについてですが、

いかがでしょうか。 

 生越委員から。 

○生越座長代理 一点だけ簡単に。 

 ７ポツにおいて、まだ論文のほうが先に発表されて、特許を出さないケースがいろんな

研究成果でまだ多発していますので、是非是非ここの改善を願っております。 

○妹尾座長 ありがとうございました。 

 そうなんですよね。これは本文の中でそういうのも書き込んでいただくと良いですね。 

 山根委員、すみませんでした。 

○山根委員 ７番、最後ですけれども、「知的財産マネジメントが分かる人材との連携等

を図る」とここに出てきますし、この中のところにも出てくるわけですが、こういった優

秀な人材が足りているのかなというのをちょっと質問でもあるんですが、心配もしていま

す。これからどんどんこの分野、きっとニーズが増えるんだろうと思って、そういう意味

で、もしまだまだ必要だというのであれば人材育成みたいなこともうたって良いのかなと

いうふうに思いました。 

○妹尾座長 ありがとうございます。 

 本当にそうですよね。本当に足りていないんです、これ。おっしゃっていただいてうれ

しい限りです。 

 実はこれ、工業系もそうなんですけれども、ビジネスモデルと知財マネジメントの関連

付けでデザイン、特にプリデザインが必要なんですけれども、この人材が本当に枯渇して

います。実は目利き人材に対してビジネスモデルと知的財産マネジメントがわかる人材は、

俗に事業の見巧者と呼ぶんです。見巧者というのは御存じのとおり、古典芸能で使われる

言葉です。「よっ、何とかや！」とこう言える人たちを見巧者と呼ぶんですけれども、技
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術は目利き、事業は見巧者と呼びます。そういう人たちが本当に必要になるなということ

だと思います。おっしゃるとおりで、人材育成をぜひ施策としては長期にわたってやって

ほしいですね。１日２日でできるものではないので、すそ野をつくりながら、そういう人

材を育成するという、これは大変良い御提案だと私も思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 あわせて、これ、そうですよね、事業者側が書いてありますけれども、山根さん、例え

ばブランドについて、さっきのいろんな消費者の方々が理解しやすいようにする、そうい

うことを解説できる方とか、あるいはそういう講習ができる方とか、そういう人材も要り

ますよね。 

○山根委員 はい、顔が見える関係づくりみたいなことも随分昔から言われてきましたけ

れども、まだまだそういう意味では足りていないので、こういったときに合わせて消費者

と生産者を結ぶ何かというようなことも進んでいけばというふうに思います。 

 それと、ついでに知的財産マネジメントのところでお話しいただけてよかったんですけ

れども、農業者が知的財産のほうを理解をしてということもとても大事だという、この４

ページの５のあたりに出てきましたよね。そこのあたりにおきましても、マネジメント力

のある優秀で、しかも業者に理解を正しくさせる、そういう心の思いやりもある、そうい

う人材がそういったところでも力を発揮していただきたいという思いがございますので、

そういう意味でも、単にビジネスとして発揮をするというだけにとどまらず、さまざまな

伝統文化の普及までも理解ができるような人材が農業者のそばに指導者としていていただ

きたいというような思いもあって述べましたということです。 

○妹尾座長 どうもありがとうございました。 

 その意味では、そうかもしれないですね。サイエンス系だと文科省がやっているような

サイエンスコミュニケーターという制度がかなり充実していますよね。例えばお台場の科

学未来館なんかでたくさんサイエンスコミュニケーターが育成されていますけれども、同

様にフードビジネスコミュニケーターみたいな方がいると、良いのかもしれないですね。 

 ということと、もう一つこれは勝手に私が今思いついたということなんですけれども、

どれもやっぱり人材の話は極めて重要なので、人材をこの中で一つ柱建てをつくるという

可能性もあるかもしれないですね。これは検討していただくということで、そうすると人

材育成を少しもう一回改めて書く。再掲の形で柱建てにするか、あるいは別途独立させる

かは別にして、何かそういうことをちょっと強調しても良いかもしれません。 
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 ありがとうございました。ちょうど時間的にはもうちょいなので、次のⅣ、戦略の推進

方策、こちらに移りたいと思いますが、ここのところはいかがでしょうか。 

 つまり、５年でぽんとやっておいて、あと知らないよではなくて、定期的かつ適宜に検

証して必要に応じて、戦略及び政策・施策の見直し、軌道修正を実施するということです

が、いかがですか。 

 これは大変良いことだと思います。これをがっちりやっていただくと、その都度、これ

は１年に一回が良いのかどうか、またありますけれども、少なくとも国の知財戦略、知財

計画は１年ごとに確実にローリングをするという形になっています。それと呼応してこち

らでやるのか、あるいは別の形があり得るのか、その点は事務局が多分、検討してくださ

ると思いますが、それとあわせてここのところをやっていっていただきたいということだ

と思います。よろしいですか。 

 では、以上、本当に皆さん、ありがとうございました。熱心なコメントあるいは御提言

をありがとうございました。これ、大変なのは、これだけ受けて事務局、御苦労が山のよ

うにあるなということがあるんですけれども、逆に事務局に頑張っていただいて新しい戦

略ができるのが楽しみだと、こういうことだと思います。もちろん戦略が結論ではなくて、

戦略はスタート地点をつくっていただくということになると思います。 

 この本文作成、今日は骨子ですから、それが本文作成になるので、今回本文で書き込め

ることと、本文で今後検討するというふうに頭出しをしていただくこと、それぞれの区分

けがあると思います。担当の部局と事務局が調整しながら進めますけれども、委員の皆さ

んにはぜひお願いをしたいのは、今日、そう言えばあれを言い損ねたとか、考えてみたら

あそこはこうだったねというのがもしあれば、なるべく早い時期にメールで結構ですので、

私と事務局のほうにお寄せいただければと思います。ちょっとできれば早目にいただける

と助かります。この次の会合のときに、わっと大きいのが出てくると、これちょっと収拾

できなくて、できれば９回裏になってからマウンドに立つのではなくて、ちょっと早目に

立って投げていただくと良いなというふうに思っています。それでは、それをよろしくお

願いしたいと思います。 

 それでは、ちょうどぴったし予定の時間のとおりに入ると思います。議事その他につい

て私、ここで終えたいと思います。どうもありがとうございました。 

 それでは、マイクを事務局のほうにお戻しします。よろしくお願いします。 

○都築総括 最後に、事務局から今後の予定について御説明させていただきます。資料の
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３にございますように、次回の検討会は第４回、平成27年４月23日、内容といたしまして

は、知的財産戦略改定版の本文について、素案をうちのほうから出させていただいて、御

検討をお願いしたいと思います。 

 それから、妹尾座長からお話のございました追加の御意見でございますけれども、妹尾

座長と事務局の両者宛てに、来週23日月曜日正午までにお願いしたいと思います。お送り

いただく先のメールアドレスは後ほど個別に御連絡さしあげたいと思います。様式につい

ては特に定めませんので、自由に出していただければと思います。 

 以上です。 

○妹尾座長 そっと僕だけに内々に言いたいという方は、ぜひ私のメールアドレスを差し

上げます。 

 局長から最後に何か、よろしいですか。 

○櫻庭食料産業局長 国会等の関係で遅れて来まして申しわけございませんでした。 

 非常に濃密な議論をいただきましてありがとうございます。５年に一回とはいえ、やっ

ぱり日本の食あるいは農業が成長産業化するためには、この知的財産というのをどうする

かというのは避けて通れない問題だと思います。 

 先ほど、田中さんのほうからもありましたけれども、今までの日本の技術というのは平

準化、つまりみんなで同じものを同じような行動をして、同じような資材を使って、それ

で同じようにして刈り取ってやると、それで産地づくりをしてきたというのが実際だと思

います。それによって病害虫の防除とかリスクを減らしてきたというのがある。それから、

産地化して市場においてブランドを確立していくということ。これは事実としてあったん

ですけれども、これから、法人あるいは個としてどうしていくのかという話もあります。

ある意味では先ほど議論になったところで、篤農家から海外へと飛んでいたので、ちょっ

とその中を例えばあるエリア、地域、産地という形でやっても良いだろうし、あるいは会

社、法人の中という中での間に一つステップを置いて、そこの中で完結するというやり方

もあるのかなというのは、今日ちょっと感想として思いました。 

 それからあと、特許庁との話も、やはり各省庁と連携していかなきゃいけないし、特許

庁だけじゃなくて外務省もあるだろうし、いろんなところと連携していくことです。以前、

御説明したと思いますけれども、やはり育成者権、いずれは切れますので、特許権も。そ

うすれば商標とどうやって組み合わせていくのかとか、いろんな組み合わせパターンを今

後使っていく。そのうちまた地理的表示制度も組み合わせられると非常にありがたいなと
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思っておりますので、そういったものをやっていって、海外とは関税とかそういう話ばか

りではなくて、知財とかそっちのほうの争いが―争いといったら余り良い表現じゃな

いですけれども―競争がその国を左右するような時代にもう入っているという認識で

我々も進めたいと思いますし、また、そういった意味で今後とも皆さんの御議論、御意見

を賜れればと思います。 

 本日はどうもありがとうございました。 

○妹尾座長 今、局長がおっしゃった知財制度間競争とか知財政策間競争というのは全体、

工業のほうでは圧倒的に始まっちゃっていますから、これがいよいよこちらでもというこ

とだと思います。 

○都築総括 最後に、本日の議事も公開でございますので、これまでの会合と同様、早々

に私どものほうで議事概要をつくらせていただきまして、御発言いただきました内容を確

認いただきたいと思います。その上で公開させていただきますので、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 ５時００分閉会 
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