
知的財産保護・活用推進事業
【２００（１５２）百万円】

対策のポイント
地理的表示の登録申請を支援する窓口の設置、知的財産の発掘・活用等に

よる新事業創出、知的財産マネジメントに関する普及活動と人材育成、知的

財産を活用した新たなビジネスモデルの構築、海外における知的財産の侵害

対策強化等の取組を支援します。

＜背景／課題＞

・地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物・食品の名称である「地理的表示」を

地域共有の知的財産として保護する「地理的表示保護制度」が平成26年６月に新たに

創設されたことから、産地が本制度を円滑に導入・活用できるよう、支援体制を構築

する必要があります。

・６次産業化の本格的な事業展開や「強み」のある産地の形成を推進するに当たっては、

地域におけるブランド産品の価値を十分に評価し、知的財産を活用した収益性向上を

目指す取組を一層強化することが重要です。

・一方、海外において、第三者による我が国の地名の商標登録出願や模倣品の販売とい

った事案が発生しており、諸外国における監視等を強化する必要があります。

政策目標

農林水産業の成長産業化を下支えする知的財産の保護・活用に

よる６次産業の市場規模拡大への貢献
（約１兆円（平成22年度）→３兆円（平成27年度）→10兆円（平成32年度））

＜主な内容＞

１．地理的表示保護制度推進事業［新規］ １０５（－）百万円

地理的表示保護制度の普及啓発に係る情報提供や、登録申請に係る産地からの相

談を一元的に受け付ける相談窓口を整備します。

２．知的財産発掘・活用推進等 ９５（１５２）百万円

（１）知的財産発掘・活用推進事業

全国各地の伝統野菜をはじめとする知的財産情報をデータベース化し、関係者

に広く情報発信してビジネスマッチングを図ります。また、ブランド化に関する

相談会、知的財産マネジメントに係る普及啓発及び研修等を行います。

（２）知的財産活用ビジネスモデル構築事業

① 知的財産総合活用事業

地域の農林水産物・食品について、育成者権や商標権等の知的財産を総合的

に活用したブランド化の取組を支援します。

［平成27年度予算の概要］



② 農業ＩＴ知的財産活用実証事業［新規］

熟練農家のノウハウをＩＴの活用によりデータ化し、農業資材とセットで販

売する等の新たなビジネスモデルを構築する取組を支援し、農家の貢献度に応

じた収益還元のあり方、データ化された知的財産の保護等、実用化に向けた課

題について検討を行います。

（３）知的財産を活用した国際展開の推進

農林水産・食品知的財産保護コンソーシアムを設置し、ジャパンブランド防衛

のため、海外における商標等の共同監視や国別相談窓口の設置、知的財産保護に

係る地方セミナーの開催等を行います。

また、海外への輸出を図る農産物のＤＮＡ品種識別技術及び産地判別技術の実

用化に取り組み、品種保護を図る取組を支援します。

＜事業実施主体＞ 民間団体等

＜補 助 率＞ １、２（１）、２（２）②の事業：定額

２（２）①の事業：１／２以内

２（３）の事業：定額、１／２以内

＜事業実施期間＞ 平成25年度～平成27年度

お問い合わせ先：食料産業局新事業創出課

１、２（１）、２（２）①、２（３）（ＤＮＡ品種識別技術を除く）の事業

（０３－６７３８－６４４２）

２（２）②の事業 （０３－６７３８－６３１５）

２（３）（ＤＮＡ品種識別技術）の事業 （０３－６７３８－６４４４）

［平成27年度予算の概要］



知的財産保護・活用推進事業 

地域ブランド産品などの各地の地域資源等を知的財産として保護・活用 

地理的表示保護制度 
推進事業 

地理的表示保護制度への登録・申請
等を支援するための相談窓口を整備。 
○制度に係る情報提供 
○登録・申請等に係る相談受付 

知的財産発掘・活用推進事業 

各地に埋もれている伝統野菜・食品等の
知的財産情報の収集、データベース化
による情報発信、知的財産マネジメント
の普及啓発等を実施。 
○知的財産情報の収集、データベース化 
○ビジネスマッチング 
○知的財産マネジメントの普及啓発 

知的財産活用ビジネスモデル 
構築事業 

知的財産を活用した新たなビジネスモ
デルを構築。 
＜知的財産総合活用事業＞ 
 育成者権や商標権等の知的財産を総合的 
 に活用したブランド化の取組を支援 
＜農業ＩＴ知的財産活用実証事業＞ 
 熟練農家のノウハウをＩＴの活用によりデー 
 タ化し、農業資材とセットで提供する等の 
 取組を支援するとともに、データ化された 
 知的財産の保護等の課題について検討 

知的財産を活用した 
国際展開の推進 

ジャパンブランド侵害対策のため、海
外における商標の共同監視、海外現
地調査、国別相談窓口の設置等を実
施。 
［農林水産・食品知的財産保護コンソーシア
ムを設置］ 
○中国等における商標の共同監視 
○知的財産保護に係る地方セミナーの開催 
○海外現地調査 
○国別相談窓口の設置 

知的財産の保護・活用による６次産業の市場規模拡大への貢献 

ノウハウと資材 
とのセット販売 

データ蓄積 

匠の技 

☆☆りんご 

知的財産の創造 知的財産の活用 知的財産の保護 

高度な農法 



地理的表示保護制度推進事業

生産者 生産者団体 

市町村 実需者 

（例）地域ブランド協議会 

ＧＩ登録を希望する産地 

指導・相談 

○ＧＩ制度導入支援相談窓口の設置 
  （アドバイザー等の設置） 

○学識経験者（知財担当） 
○弁理士 
○コンサルタント など 

民間団体等 

外部専門家 

外部専門家の招聘 

アドバイザー 

Ｂ社 Ａ社 

Ｃ社 Ｄ社 

（例）食品加工業者の団体 

ＧＩ登録を希望する産地 

指導・相談 

GI：Geographical  Indication 
    （地理的表示） 

（例） 
・産品の特性と地域との結びつき 
・産地の地理的範囲の特定 
・生産行程管理業務規程の策定 等 



 
・全国の６次産業化プランナー、流通
業者、コンサル業者、広告業者、地方
自治体、旅行会社、マスコミ(ＴＶ局)、
弁理士等を対象にアンケートや聞き取り
調査 
 
 
 
  

知的財産発掘・活用推進事業

・１年間で2,000件超 ・ホームページで公表 

・検索機能(品目、地方等)  

・専門家の紹介コメント付 

知的財産発掘・活用 
全国協議会 

○ 農林水産業・食品産業分野において、古くからある伝統野菜等の植物品種、動物の遺伝資源、地域ブランド、食文化・伝統文 
 化、生産・製造技術等の権利化されていない知的財産も対象に、それらの発掘・保護・活用を通じて、地域活性化、新事業創出 
 を推進する。 
○ 農林漁業者や食品産業関係者における知的財産マネジメントの普及や人材の育成等を図るため、知的財産研修の開催や 
 事業者向けの知的財産管理マニュアル作成等を行う。 

○データベースの整備  
 
専門家による講演、地域情報の収集 
＜参加者＞ 
・生産者団体  ・地方食品スーパー 
・ホテル、旅館  ・タウン誌会社 
・タクシー会社  ・行政関係者 等 
 
 
 

全国協議会委員の専門家の知見を活用し、産品・技術の
事業化可能性、産品の魅力の発見・紹介、意匠や実用新
案の取得可能性や取得に向けたアドバイスといった視点か
ら新たな知的財産の発掘も行う 

※ﾏｯﾁﾝｸﾞの拡大 
※独自製法の転用 
※観光の増加  

地域活性化・新産業育成 

○調査 

○協議会の運営 

○地方相談会の開催 連携 

発
掘 

発掘 
隠れた知的財産 
等の情報提供 

・知的財産の活用機会の増加 
・ファンド、6次化支援の利用 

活用 

【事業実施主体】 民間団体等  

・知的財産研修の開催 
・事業者向けの知的財産管理 
 マニュアル更新     等 
             

地域協議会 

 
・発掘し、
データベース
に整備された
産品の普及・
活用を図るた
めの展示・商
談会を開催 
 
 
 
  

○展示・商談会 

○知的財産に関する人材育成 

活
用 

隠
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た
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産
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用
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  地域ブランド産品を活用した 
  ○ 食品産業や観光産業等の振興 
  ○ 外国人観光客の誘致等の国際展開 

  

知的財産活用ビジネスモデル構築事業のうち  知的財産総合活用事業 

 ○ ６次産業イノベーションの推進に当たっては、農山漁村の持つ知的財産として地域ブランド産品の価値の 
  十分な評価が必要。 
 ○ このため、地域ブランド産品を始めとする知的財産を総合的に活用し、地域活性化を進める新たなビジネス 
  モデルの構築を通じて新たな需要を創造。 

【事業実施主体】 民間団体等  
商標権 

育成者権 

意匠権 

古くからある 
植物品種 

食文化 
伝統文化 地域ブランド 

動物の 
遺伝資源 

実用新案権 

  

 育成者権や商標権等の知的財産を総合的
に活用した地域産品のブランド化戦略の策定 
                                   

 

 育成者権や商標権等の知的財産を総合的に活用し、地域ブランド産品の国内外における価値を最大限
に高め、これを活用した地域振興を図る新たなビジネスモデルを構築する際に必要な、地域における協議、
市場調査、専門家への相談等の取組を支援します。 

期待される効果 



平成26年6月に閣議決定された「世界最先端IT国家創造宣言」に掲げられた、熟練農家のノウハウをＩＴの活用により

データ化し、農業資材とセットで販売する等の新たなビジネスモデルを構築する取組を支援し、農家の貢献度に応じた
収益還元のあり方、データ化された知的財産の保護等、実用化に向けた課題について検討を行う。 

ＡＩシステムにより集積した匠の技データを活用した農業周辺産業の活性化 

保護のあり方は？ 
誰の所有物？ 
どの範囲で共有？ 

収益の還元方法は？ 

ＡＩシステムを搭載
した新商品開発を
モデル的に実証す
ることにより、ＡＩを
活用した事業の収
益が篤農家に還元
される新たなビジ
ネスモデルを提示 

篤農家のノウハウを活用し、各種資材の販売等を促進 
 ・施設園芸における温湿度等の管理 ・露地カンキツ等における養水分管理 
 ・土地利用型作物における農作業効率化 等 

 知財の価値や取扱に関する認識が不十分 

篤農家 

データ（ノウハウ）の提供 

収益の還元 

ＡＩシステム 

・農業分野への自律的なICT導入の推進 
・篤農家の匠の技の継承を促進 
・農家の所得向上（知財で稼ぐ） 

匠の技（ＡＩシステム） 

匠の技データ
の権利化 
（ノウハウ含む） 

篤農家への収益還元 

保護 

創造 活用 

 
① AIシステムと商品・サービスとのマッチング 
    篤農家の栽培管理技術を、AIシステム搭載 
  商品が再現 
  （商品開発においては、データのインターオペラ 
   ビリティやポータビリティにも要配慮！）  
 

② 開発した新商品・サービスにおけるAIシステム  
    導入効果の検証とシステム普及上の課題の抽出 

モデル実証事業 検討会の開催 
・普及啓発 

学識経験者、弁護士等に
より構成する検討会を設置
し、篤農家の貢献度に応じ
た収益還元、データ化され
た知的財産の保護等の課
題について検討 

知的財産活用ビジネスモデル構築事業のうち  農業ＩＴ知的財産活用実証事業 

ＡＩ：Agri Infoｒmatics （農業情報科学） 



我が国農林水産物・食品の知的財産面での取組強化によりジャパンブランドの海外展開を実現 

「農林水産・食品知的財産保護コンソーシアム」の事務局 （事業実施者） 

海外現地調査 
（市場調査を現地法律事務所に 
委託、現地邦人による調査） 

メンバー ●関心のある都道府県又は都道府県協議会 
・育成者権者としての立場 
・県内の農林水産物・食品の輸出関係者のとりまとめの立場   

●農林水産・食品業関係団体、ジェトロ、弁理士会等 
 

農林水産・食品知的財産保護コンソーシアム 

中国等における 
商標監視 

地方相談会 
（弁護士等派遣） 

※中国等での問題対応のための     
  地理的表示取得検討も支援 

【事業実施主体】 民間団体等 

国別担当者（相談窓口）
の設置 

（海外展開食品企業の 
知財ＯＢ等を配置） 

守り 

 育成者権と商標権等の知的財産をセットで保護することによりロイヤリティー収入を確保し、国際展開を目指
す新たなビジネスモデルを普及。さらに、セット化されている商標が海外において第三者に使用されないよう
監視 

 中国等における我が国の地名、品種名等の商標出願・取得や我が国の農林水産物・食品の高い評価に便
乗した模倣品・海賊版が増加しているが、ジャパンブランドの侵害対策として、海外での知的財産権取得、第
三者による商標出願に対する異議申立て等を行うためには情報把握と共同対応が不可欠 
 海外での農林水産物・食品の知的財産保護に関しては、現地邦人のネットワークを活用した監視や海外展
開の実績のある食品企業の知的財産担当ＯＢの専門的知見を活用することが有効 
  

攻め 

知的財産を活用した国際展開の推進のうち  国際展開推進事業

情報提供 



【事業実施主体】 民間団体等 

知的財産を活用した国際展開の推進のうち 

品種保護に向けたＤＮＡ品種識別技術等の実用化 

○ 海外へ輸出を図る農産物について、その品種をDNAレベルで識別する技術（DNA品種識別技術）の実用化を図る取
組に対し、一部助成を実施。 （補助率：１／２以内）   

○ＤＮＡ品種識別技術について、税関、(独)種苗管理センター等で広く利用可能となるよう技術の妥当性確認を支援す
る。（補助率：定額） 

○植物の無機成分組成や安定同位体比からそれが生産された産地を判別する技術（産地判別技術）の実用化を図る
取組に対し、一部助成を実施。（補助率：１／２以内） 

 

ＤＮＡ分析手法の検討 

①ＤＮＡ分析による品種識別技術の実
用化（補助率：１／２以内） 

○税関、種苗管理センター等で広く利用が可能と
なり、 権利侵害への適切な対応が可能 

○権利侵害への抑止効果 

○DNA品種識別と産地判別の組合せにより、育成
者権の実効性強化 

・我が国で育成された優良品種（オリジナル品種）が海外に流出し、産地化されたりする事例が顕在化。 

・こうした事態は、日本のブランドの信頼の低下につながるだけでなく、日本への逆輸入や、輸出先 
 のマーケットでの競合等の事態となる恐れがある。  

・我が国で育成された優良な品種について、保護を図り、権利侵害の場合に適切に権利行使が可能と 
 なる環境の整備を行う。  

 

第三者が別の施設で行って
も再現可能か確認 

②識別技術の妥当性確
認（補助率：定額） 

民間団体等 
（公益法人や農
業協同組合等） 

農産物の輸出促進
に取組む産地 

農産物の輸出を行っ
ている民間企業等 

 

科学的根拠に基づく判別技術の実用化 

③産地判別技術の実用化 
（補助率：１／２以内） 

微量元素組成分析 安定同位体比分析 

優良品種（オリ
ジナル品種）の
輸出が進まない 
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