
2018年度 2019年度

第１．第４次産業革命時代の知財イノベーションの推進

1 ○

デジタル・ネットワーク時代の
著作物の利用への対応の必
要性に鑑み、新たなイノベー
ションへの柔軟な対応と日本
発の魅力的なコンテンツの継
続的創出に資する観点から、
柔軟性のある権利制限規定
について、次期通常国会へ
の法案提出を視野に、その
効果と影響を含め具体的に
検討し、必要な措置を講ず
る。また、柔軟性のある権利
制限規定に関連して、予見可
能性の向上等の観点から、
対象とする行為等に関するガ
イドラインの策定等を含め、
法の適切な運用を図るため
の方策について検討を行う。
（短期・中期）

文部科学省

2 ○

サイバーセキュリティに関連
する産業の発展に向け、著
作権法におけるセキュリティ
目的のリバースエンジニアリ
ングに関する適法性の明確
化について、制度的な対応
の可能性も含め具体的な検
討を行う。（短期・中期）

文部科学省

デジタル・ネットワーク時代に対応した柔軟な権
利制限規定等の在り方について、事業者等から
示された著作物等の利用ニーズも踏まえつつ、
権利保護と活用促進のバランスがとれたものと
なるよう、制度がもたらす効果や影響を考慮しな
がら、文化審議会著作権分科会等において具
体的に検討。

左記の取組を踏まえ、必要な措置を実施。

左記の取組を踏まえ、必要な措置を実施。

イノベーション促
進に向けた権利
制限規定等の検
討

１－１．デジタル・ネットワーク化に対応した次世代知財システムの構築

 （附表）「知的財産推進計画２０１6」（案）工程表

項目
番号

2016本文
掲載施策

項目名 施策内容 担当府省
短期 中　期

2016年度 2017年度

著作権法におけるセキュリティ目的のリバース
エンジニアリングに関する適法性の明確化につ
いて、具体的な措置を含め検討。

資料３
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3 ○
著作権者不明等
の場合の裁定制
度の更なる改善

権利者不明著作物等の利用
を円滑化するため、著作権者
不明等の場合の裁定制度に
おける補償金供託について、
一定の場合に後払いを可能
とすること等の見直しについ
て内容を検討し、次期通常国
会への法案提出を視野に、
必要な措置を講ずる。また、
利用者による権利者探索コ
スト低減のための民間団体
の取組に対する支援の在り
方について2016年度中に検
討を行い、必要な措置を講ず
る。（短期・中期）

文部科学省

権利者不明著作物等のほ
か、著作権管理団体が管理
していない著作物を含めて、
大量に著作物を利用する場
合への対応の観点から、拡
大集中許諾制度の導入につ
いて、我が国における集中管
理の状況や実施ニーズ、法
的正当性、実施する団体及
び対価の在り方等に係る課
題を踏まえ、検討を進める。
（短期・中期）

文部科学省

文部科学省

経済産業省

集中管理による契約スキー
ムやワンストップ窓口となる
「音楽集中管理センター」（仮
称）等、民間におけるライセン
シングのための環境の整備・
構築に係る取組に対して、そ
の具体化に向け、必要な支
援を行う。（短期・中期）

文部科学省

コンテンツのローカライズ・プロモーション支援を
実施し、これらの支援を受けたコンテンツの権利
情報の集約化等を通じて権利許諾が円滑に行
われる環境を整備。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

左記の検討を踏まえ、必要な措置を実施。

左記の検討を踏まえ、必要な措置を実施。

権利処理手続を円滑化し、コ
ンテンツの活用を促進するた
め、コンテンツ等の権利情報
を集約化したデータベースの
整備を官民が連携して分野
ごとに進めていく。（短期・中
期）

左記の取組を踏まえ、必要な措置を実施。円滑なライセンシ
ング体制の整備・
構築

○4

円滑なライセンシング環境の整備・構築に向
け、権利の集中管理等、契約処理のスキームを
発展させるための民間における取組が促進され
るよう、必要に応じ支援。

左記の取組を踏まえ、必要な措置を実施。

著作物等の権利情報を集約したデータベースの
構築に向けて、データベースの機能や集約する
権利情報の範囲、運営体制等に係る検討等を
官民連携して実施。

拡大集中許諾制度の導入について、法的正当
性や実施ニーズ、我が国における集中管理の
状況等を踏まえ、課題の整理を行うとともに、必
要な措置を検討。

著作権者不明等の場合の裁定制度における補
償金供託の在り方について具体的に検討。ま
た、裁定制度における権利者捜索コストを軽減
するため、民間団体の取組にどのような支援が
可能かなどについて検討。
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文部科学省

経済産業省

デジタル化した教材の円滑な
利活用やオンデマンド講座等
のインターネットを活用した教
育における著作権制度及び
ライセンシング体制に関する
課題について検討し、必要な
措置を講ずる。（短期・中期）

文部科学省

デジタル教科書・教材の位置
付け及びこれらに関連する教
科書検定制度の在り方につ
いて、2016年中に導入に向
けた検討を行い、結論を得
て、必要な措置を講じる。当
該検討を踏まえつつ、関連す
る著作権制度等の在り方に
ついても併せて検討を行い、
速やかに結論を得る。（短
期・中期）

文部科学省

文部科学省

総務省

左記の実施状況を踏まえ、必要な措置等について継続的に検討。

クリエーターへ適切に対価が
還元され、コンテンツの再生
産につながるよう、私的録音
録画補償金制度の見直しや
当該制度に代わる新たな仕
組みの導入について、文化
審議会において検討を進め、
結論を得て、必要な措置を講
ずる。（短期・中期）

デジタル教科書・教材の位置付け及びこれらに
関連する教科書検定制度の在り方について、有
識者会議において専門的な検討を行い、2016
年中に取りまとめ。当該検討を踏まえつつ、関
連する著作権制度等の在り方について文化審
議会著作権分科会等において検討。

クラウド技術の活用による、学校間、学校と家庭
が連携した指導方法や、教材・指導実践事例等
の共有などに資する研究を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な措置等について継続的に検討。

6 ○
教育の情報化の
推進

5 ○

持続的なコンテン
ツ再生産につな
げるための環境
整備

関係府省と連携しながら、クリエーターへの適切
な対価の還元という観点から、私的録音録画補
償金制度について、文化審議会著作権分科会
において引き続き制度の見直しを行うとともに、
必要に応じて当該制度に代わる新たな仕組み
の導入を含めて検討。

左記の取りまとめを踏まえ、必要な取組を実施。

教育分野におけるＩＣＴ利活用を促進するため、
クラウド等の最先端の情報通信技術を活用した
教育ＩＣＴシステムの実証研究を実施。

デジタル化した教材の円滑な利活用やオンデマ
ンド講座等のインターネットを活用した教育にお
ける著作権制度及びライセンシング体制等に関
する課題について、文化審議会著作権分科会
等において検討。

教育現場においてICTを利用
するに当たり、学校間、学校・
家庭が連携した新たな学び
を推進するための指導方法
の開発、端末やシステムの
設置にかかるコスト、教材・
学習履歴の保存・活用の在り
方等の課題の解決に資する
ため、クラウド技術等を活用
した実証研究を引き続き実施
する。（短期・中期）

左記の検討を踏まえ、必要な措置を実施。

クリエーターへの対価還元がなされ、コンテンツ
の再生産につながるサイクルを生み出すための
方策について、諸外国における類似制度の状
況や関係団体等の意見を踏まえた上で、関係
府省と連携しながら検討。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

左記の取組を踏まえ、必要な措置を実施。
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総務省

経済産業省

8

インターネットに
おけるコンテンツ
の自由な利用の
促進

クラウドネットワーク、ソー
シャルサービスといったメディ
アの進展、ユーザーが作成
するユーザー・ジェネレイテッ
ド・コンテンツの拡大などを踏
まえ、インターネットを活用し
たユーザーが作り出す新た
なコンテンツの創造と自由な
利用の促進を図る観点から、
クリエイティブ・コモンズ・ライ
センスといったパブリックライ
センスの普及などについて検
討を行い、非営利目的での
利用のみならず産業利用も
含めたコンテンツ利用の促進
に必要な措置を講じる。（短
期）

文部科学省

7
電子書籍の本格
的な普及促進

オープン型電子出版環境を
実現するため、電子書籍交
換フォーマットの標準化や国
内外への普及促進を図る。ま
た、電子出版のプラットフォー
ムとなる次世代ブラウザに関
して、縦書き文化の継承と世
界への日本文化の発信を進
めるべく、日本語に対応した
縦書きレイアウトの国際標準
化活動への参画などの取組
に対する支援を行う。加え
て、電子書籍に高精度の音
声読み上げ機能を付与する
など、視覚障害者・高齢者等
が容易に出版物にアクセス
することができる環境を整備
する。（短期・中期）

「意思表示システムの在り方に関する調査研
究」の結果などを踏まえ、クリエイティブ・コモン
ズ・ライセンスといったパブリックライセンスにつ
いて、広報等普及のための取組を実施。

次世代ブラウザにおける縦書きテキストレイア
ウトやルビなど日本語特有の表現に関連する仕
様の国際標準化の推進及び普及促進を図る。

また、情報アクセシビリティに配慮した電子書籍
の規格標準化等の推進や普及促進のための仕
組み作り等を実施。

関係府省・関係団体と連携し、電子書籍交換
フォーマットのJIS化を進めるなど標準化や普及
促進を図る。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。
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内閣府

関係府省

現行の知財制度では権利の
対象となっていないＡＩ創作物
など新しい情報財と知財制度
の関係について、国際的な
議論を惹起する観点から、我
が国における検討状況の海
外発信に努める。（短期・中
期）

内閣府

内閣官房

関係府省

公正取引委員会

経済産業省

データの共有・利
活用に関する環
境整備

○10

個人に関するデータも含め、
多種多様なデータを社会全
体で有効に共有し、活用する
環境を整備する必要性に鑑
み、データ流通の効用に対す
る社会意識の醸成、企業等
におけるオープンデータのよ
うな取組の一定の範囲内で
の促進、個人が自らの意思
で本人のデータを蓄積・管理
し活用するための仕組み等
について検討を行う。（短期・
中期）

円滑なデータ流通環境の整備に向け、データの
取得・提供に関する風評リスクとその解決方法
について参考となるユースケースの収集・分析
や、個人が自らの意思で本人のデータを蓄積・
管理、活用するための仕組みの在り方等につい
て、技術面、制度面の動向等を踏まえつつ検
討。

左記の実施状況を踏まえ、必要な措置を実施。

オンライン関連事業者に関する共同ヒアリング
調査を実施。

データ集積等における優位
性が固定化される可能性が
懸念されるプラットフォーマー
などオンライン関連事業につ
いて、競争環境の実態把握
を進める。（短期）

データ利活用の一層の促進のため、データベー
スの知的財産保護の在り方と、それに対応する
制度の在り方を検討。

左記の取組を踏まえ、必要な措置を実施。

AI創作物について、人工知能技術の進展やＡＩ
創作物の実用化・具体的な事例の状況等を踏
まえ、知財保護の必要性や在り方について具体
的に検討。

左記の実施状況を踏まえ、必要な措置を実施。

左記の取組を踏まえ、必要な措置を実施。

9 ○

人工知能によっ
て自律的に生成
される創作物・3D
データ・ビッグ
データ時代の
データベース等に
対応した知財シ
ステムの検討

ＡＩ創作物や３Ｄデータ、創作
性を認めにくいデータベース
等の新しい情報財について、
例えば市場に提供されること
で生じた価値などに注目しつ
つ、知財保護の必要性や在
り方について、具体的な検討
を行う。（短期・中期）

経済産業省

ＡＩ創作物や３Ｄデータに対する産業財産権とし
ての保護の必要性について、調査研究を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な措置を実施。
次世代知財システム検討委員会の報告書の翻
訳版を作成するとともに、海外出張の機会等に
おいて情報発信を適宜実施。
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内閣府

関係府省

内閣府

関係府省

研究データの再利用による
研究リソースを最大化するた
め、研究データシェアリング
のプラットフォーム構築につ
いて検討を進める。（短期・中
期）

文部科学省

12 ○

産業構造の変化
に対応した産業
財産権制度等の
構築

ＩｏＴ・ビッグデータ・人工知能
などに代表される第４次産業
革命時代において、グローバ
ルなイノベーションの創出に
つなげていくための産業財産
権制度等の在るべき姿を総
合的に検討する。（短期・中
期）

経済産業省

IoT等による産業構造変化やそれに伴う企業の
特許戦略の変化などの動向を踏まえて、産業財
産権システムの在り方等について、外部有識者
による委員会を設置するなどして検討。

左記の検討状況を踏まえ、必要な取組を実施。

公的研究資金による研究成
果のうち、論文のエビデンス
としての研究データ及び当該
データを格納するデータベー
ス構築と情報サービス提供
に向けた考え方について、
オープンサイエンス推進に係
る我が国の取組や国際的な
動向等を踏まえつつ引き続き
検討を行う。（短期・中期）

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

昨年度の「オープンサイエンス推進に関するフォ
ローアップ検討会」における有識者や関係機関
による議論を踏まえ、本年度も、同検討会にお
いて、有識者や関係機関を交え、国際動向を踏
まえたデータの著作権の考え方、データ共有に
係る契約の在り方やインセンティブの提供など
に関する議題等について議論。

オープンサイエン
スに対応する知
財システムの検
討

研究データシェアリングのプラットフォームの構
築及び効果的な運用に必要な技術的・制度的
な整備について検討。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

公的研究資金による研究成
果や研究データのオープン
化と利活用を促進するため、
データの著作権の考え方、
データ共有に係る契約の在り
方やインセンティブの提供な
どについて具体的な検討を
行う。（短期・中期）

昨年度の「オープンサイエンス推進に関するフォ
ローアップ検討会」における有識者や関係機関
による議論を踏まえ、本年度も、同検討会にお
いて、有識者や関係機関を交え、国際動向を踏
まえたデータの著作権の考え方、データ共有に
係る契約の在り方やインセンティブの提供など
に関する議題等について議論。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

○11
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リーチサイトを通じた侵害コ
ンテンツへの誘導行為への
対応に関して、権利保護と表
現の自由のバランスに留意し
つつ、対応すべき行為の範
囲等、法制面での対応を含
め具体的な検討を進める。
（短期・中期）

文部科学省

オンライン広告対策に関し実
態調査を行うとともに、それ
を踏まえつつ、悪質な知財侵
害サイトに対するオンライン
広告への対応方策について
具体的な検討を進める。（短
期・中期）

経済産業省

内閣府

関係府省

ネットワーク関連発明につい
て、海外に置かれたサー
バーから我が国ユーザーを
対象にサービスが提供され
る場合等の国境を跨いで構
成される侵害行為における
知財の適切な保護の在り方
について、調査研究を行う。
（短期）

経済産業省

インターネット上の知財侵害
対策の実効性を高めるため、
プラットフォーマーとの連携の
促進に取り組む。（短期・中
期）

総務省

インターネット上の著作権侵
害への対応に関する具体的
な事例に即した実践的な権
利者向けセミナーを新たに開
始する。また、海賊版対策の
ための普及啓発活動や権利
行使に資する情報の整理・提
供に引き続き取り組む。（短
期・中期）

文部科学省

デジタル・ネット
ワーク時代の知
財侵害対策

○

左記の実施状況を踏まえ、引き続き、インター
ネット上の著作権侵害への対応に関する必要な
取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な措置を
実施。

左記の実施状況を踏まえ、必,要な措置を実施。

左記の調査研究の結果を踏まえ、必要な取組を
実施。

13

リーチサイトを通じた侵害コンテンツへの誘導行
為への対応に関して、リーチサイトによる侵害の
実態等も踏まえ、法制面での対応を含め検討。

左記の取りまとめを踏まえ、必要な取組を実施。

オンライン広告に関する実態調査を実施すると
ともに、必要に応じて、悪質な知財侵害サイトに
対するオンライン広告への対応方策について具
体的に検討。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

インターネット上の知財侵害
に対する諸外国におけるサイ
トブロッキングの運用状況の
把握等を通じ、その効果や影
響を含めて引き続き検討を行
う。（短期・中期）

インターネット上の知財侵害に対する諸外国に
おけるサイトブロッキングの運用状況について
調査研究等を通じて実態を把握し、我が国に導
入した際の効果や影響を含めて検討。

ネットワーク関連発明における、国境を跨いで
構成される侵害行為に対する適切な権利保護
の在り方について、外部有識者による委員会を
組織するなどして検討を行う調査研究を実施。

インターネット上における不正コンテンツの流通
抑止に向け、放送局、プラットフォーマー等の関
係者による今後の対応策を検討。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

インターネット上の海賊版対策に関する著作権
者向けのセミナーを実施するとともに、侵害実態
調査や、権利行使に資する情報の整理・提供に
取り組む。また、海賊版対策のための普及・啓
発活動を推進。
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経済産業省

消費者庁

内閣府

経済産業省

総務省

警察庁

消費者庁

14

インターネットを利用する消
費者への模倣品・海賊版被
害の発生・拡大防止のため、
消費者への注意喚起を行う
ほか、検索結果から違法サ
イトの表示抑止要請、模倣
品・海賊版を扱うサイトにお
いて広告出稿の抑止要請、
銀行等と連携した決済処理
対策、セキュリティソフト等を
通じた注意喚起などの取組
を行う。（短期・中期）

各国の取締機関やインターネット配信事業者な
どと連携し、海賊版の取締りやオンライン上の
侵害コンテンツの削除を推進するとともに、オン
ライン侵害対策の強化に資する権利者とセキュ
リティソフト開発会社や課金事業者等との連携
に向け、必要に応じて支援。

海外著名ファッションブランドの権利者等と連携
し、模倣品販売が確認されたサイト等の悪質な
海外ウェブサイトの公表を推進。

模倣品販売に関する消費者トラブル等につい
て、消費者に対して必要な情報を提供。

インターネットを利用したオー
クションや電子商取引におけ
る模倣品・海賊版対策とし
て、インターネットサービスプ
ロバイダ（ISP）と権利者等と
の連携による自主的な削除
対応など、民間での取組を促
進する。（短期・中期）

インターネット知的財産権侵害品流通防止協
議会（CIPP）等民間が実施するインターネット上
の模倣品・海賊版対策について、関係府省と連
携しつつ必要に応じた措置を実施。

電子商取引等に関連する法令の解釈を示す
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」
において、商標法や著作権法等の解釈に係る
論点を含めた整備を行い、民間における適切な
ルール形成を支援。

インターネットサービスプロバイダと権利者等に
よるコンテンツ侵害対策に関する自主的な取組
を支援。

ウイルス対策ソフト事業者等と連携し、海外の
偽ブランド品販売サイトによる消費者被害の拡
大防止に向けた取組を実施。

CIPP等民間が実施するインターネット上の模倣
品・海賊版対策について、関係府省と連携しつ
つ必要に応じた措置を実施。

インターネットを
通じた知財侵害
への対応

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

左記の実施状況等を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

引き続き取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。
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2018年度 2019年度

15 ○
産学共創プラット
フォームによる共
同研究推進

我が国のオープン・イノベー
ションを加速するため、産業
界との協力の下、大学等が
知的資産を総動員し、産学に
よる技術・システム改革シナ
リオの共同作成、そのシナリ
オ実現に向けた活動・体制の
企画、産学共同研究・人材育
成を実施する。（短期・中期）

文部科学省

16 ○
地域イノベーショ
ン・エコシステム
形成プログラム

地方創生に資する日本型イ
ノベーション・エコシステムを
形成するため、地域の技術
シーズの掘起しや域外から
の優れた技術シーズの取込
みを行い、地域中核企業等
への事業計画の提案や地域
中核企業等との共同研究の
組成を行う事業プロデュース
チームを地域大学に設置す
る。（短期・中期）

文部科学省

17 ○
ベンチャー創出
支援強化

アントレプレナー教育を実施
するとともに、基礎研究段階
から技術シーズの用途仮説
を構築し、顧客へのヒアリン
グを通じて用途仮説の検証
を行うことにより、実用化へ
の意識醸成を行い、起業や
大学発新産業創出プログラ
ム（ＳＴＡＲＴ）等のイノベー
ション創出支援事業への移
行を促進する。（短期・中期）

文部科学省

項目
番号

2016本文
掲載施策

項目名 施策内容 担当府省
短期 中　期

2016年度

左記の実施状況等を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の実施状況等を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の検討等を踏まえ、必要な取組を実施。

「産学共創プラットフォーム共同研究推進プロ
グラム」を実施することで、大学における知的
資産マネジメントを強化するとともに、非競争領
域における産学共同研究及び人材育成を推
進。

地域の成長に貢献しようとする地域大学に事
業プロデュースチームを創設し、地域の競争力
の源泉（コア技術等）を核に、地域内外の人材
や技術を取り込み、事業化計画を策定し、地域
の成長に資するプロジェクトを推進。

国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）
の支援を受けて創出された技術シーズについ
て、研究代表者や若手研究者、事業化経験者
や投資家からなるチームを編成し、そのチーム
にアントレプレナー教育等を実施した上で、技
術シーズの用途仮説を立て、徹底した顧客ヒア
リングを通じた用途仮説を検証。

2017年度

１－２．オープン・イノベーションに向けた知財マネジメントの推進
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地域の技術シーズを活用し
て新規事業創出につなげる
ため、事業プロデューサーを
地域に派遣し、地域の技術
ニーズと技術シーズを掘り起
こしつつ、金融機関、専門家
等のネットワークを構築・活
用しながら、事業プロデュー
ス活動を実施する。（短期・中
期）

経済産業省

国立研究開発法人科学技術
振興機構（JST）のネットワー
クによって集積した全国の膨
大な大学発シーズと、地域の
企業ニーズとをマッチングプ
ランナーが結び付け、共同研
究から事業化までを支援す
る。（短期・中期）

文部科学省

支援人材の人脈等を活用し
て、地域中核企業候補が新
分野・新事業等に挑戦する取
組を支援し、その成長に資す
るよう、大学、協力企業、金
融機関等の外部リソースとの
マッチングによる体制整備等
を支援する。また、支援人材
のノウハウ等を活用して、地
域中核企業の更なる成長の
ため、新事業展開に向けた
事業化戦略の立案／販路開
拓等を支援する。（短期・中
期）

経済産業省

内閣府

経済産業省

文部科学省

橋渡し・事業化支
援人材の連携

事業プロデューサー間で情報共有等を行う場
に、マッチングプランナーなどの橋渡し・事業化
支援人材の参加を要請。

橋渡し・事業化支
援機能の整備

事業プロデューサー、マッチングプランナーな
どの各省庁の事業を通じて派遣されている橋
渡し・事業化支援人材の相互連携を促進。

18 ○

19

事業プロデューサー、マッチ
ングプランナーなどの橋渡
し・事業化支援人材の知見を
共有し、相互の連携を促す。
（短期・中期）

○

「地域中核企業創出・支援事業」により、支援
人材のノウハウや人脈等を活用し、地域の中
堅・中小企業の中から、優れた技術等を有し地
域経済を牽引する企業の発掘やパートナー企
業や大学等との連携体制の構築、また、事業
化戦略の立案や販路開拓等を支援。

「地方創生のための事業プロデューサー派遣
事業」により、事業プロデューサーを地域に派
遣し、地域の技術ニーズと技術シーズを掘り起
しつつ、地域のネットワークを構築・活用しなが
ら、事業プロデュース活動を実施。

引き続き、左記の取組を実施。

国立研究開発法人科学技術振興機構（JST)
が、目利き人材（マッチングプランナー）を派遣
し、地域中小企業のニーズを掘り起こして、当
該ニーズ解決のために最適な技術シーズを全
国の大学等から見つけ出してマッチングさせ、
共同研究から事業化を目指す段階まで支援。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

左記の実施状況等を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

左記の実施状況等を踏まえ、必要な取組を実施。

引き続き、左記の取組を実施。

マッチングプランナーなどの橋渡し・事業化支
援人材の相互の連携を推進。
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20

知財人材による
コンサルティング
を促進するため
の環境整備

中小・ベンチャー企業の知財
マネジメントを経営の視点も
含め総合的に支援するため
のネットワークを構築すべく、
研修の場などを通じて、弁理
士と中小企業診断士との連
携を強化する。（短期）

経済産業省

21 ○
「知の集積と活用
の場」における知
財戦略の強化

農林水産分野の新たな産学
連携研究を推進するための
仕組みである「知の集積と活
用の場」において、農林水産
分野の新たなイノベーション
創出や既存ビジネスの問題
解決に向けて、適切な知財マ
ネジメントを実施する。（短
期・中期）

農林水産省

中小企業との知財ビジネス
マッチングに積極的に取り組
む大企業を後押しするため、
知財功労賞等の表彰制度を
活用するとともに、各地で行
われている知財連携の好事
例を共有する機会や手段を
活用し、これらの取組を広く
周知する。（短期・中期）

経済産業省

知財ビジネスマッチングをは
じめとする中小企業と大企業
との知財連携に関する取組
の拡大に向けて、業界団体
の協力の下、業界ごとの取
組を促す。（短期・中期）

経済産業省

23
中小ものづくり革
新のための知財
活用基盤整備

地域の中小企業が、中核企
業や大学・公設試等と連携し
た研究開発を行う場合に、中
核企業と長期的なパートナー
関係を築くため、技術流出を
防止できる開発環境を構築
する。（短期・中期）

経済産業省

22

弁理士の継続研修の一つとして、中小企業診
断士と連携した研修を実施し、弁理士に対する
受講を促進するとともに、日本弁理士会と中小
企業診断協会の協定に基づいて、地方支部間
の覚書の締結を一層進める等更なる連携を推
進。

中小企業との知財ビジネスマッチングに積極
的に取り組む大企業を後押しするため、知財
連携により地域・中小企業の活性化を支援して
いる大企業の取組について、各種媒体やイベ
ント等を通じて広く周知するとともに、その取組
を重点評価すべく、知財功労賞等の表彰制度
を積極的に活用。

知財ビジネスマッチングなどの知財連携に関す
る取組事例を業界団体に紹介し、かつ、業界
団体から会員企業に対して、知財マッチング等
を通じた中小企業との連携について積極的に
取り組むよう依頼。

大企業の取組の
後押し

中小企業の技術流出防止に配慮した開発環境
構築を支援。

左記の実施状況を踏まえ、引き続き必要な取組を実施。

引き続き、左記の取組を実施。

「知の集積と活用の場」においては、参加者間
で秘密保持契約を交わすこと等により適切な
情報管理を徹底し、研究開発の開始前に必要
な知的財産の権利調整の方針を明確にしつ
つ研究開発に取り組むなど、参加者が事前に
知的財産に関する情報の取扱いを十分に理
解した上で、新たなビジネスモデルが効果的
に創出されるように活動を実施。

引き続き、左記の取組を実施。

引き続き、左記の取組を実施。
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24
開放特許情報
データベースの
充実・活用

企業、大学、研究機関等の
開放特許をインターネット上
で一括して検索できる開放特
許情報データベースを充実さ
せるよう、企業、大学、研究
機関等に開放特許の拡大を
要請するとともに、同データ
ベースと橋渡し・事業化支援
人材との連携を図る。（短期・
中期）

経済産業省
引き続き、左記の取
組を実施。

25 ○
大学の知財マネ
ジメントの強化

大学全体の知財マネジメント
の高度化・自律化を促進する
ため、知財戦略・知財活用方
針の策定、技術移転活動を
積極的に行っている大学に
対して、重点的に出願支援等
を行う。（短期・中期）

文部科学省

26 ○
一気通貫の知財
マネジメントの普
及

マーケティングを実践し、研
究開発段階から事業化段階
までを一気通貫で行う知財マ
ネジメントの普及・発展を目
指し、先進的な大学・ＴＬＯ等
と全国の大学等との連携強
化の促進等を通じて、大学等
において高度な知財マネジメ
ントを実践できる体制強化を
促進する。（短期・中期）

文部科学省

経済産業省

文部科学省

○27
産学連携機能評
価による活動改
善の促進

大学・ＴＬＯの産学連携活動
の実態を踏まえて策定された
「大学における産学連携活動
マネジメントの手引き」（2016
年３月）の普及により、各大
学において自己の目標に応
じた自主的な産学連携改善
活動を行うことを促す。また、
各大学・ＴＬＯから産学連携
活動の評価指標に係るデー
タを原則一元的・継続的に収
集・分析し、その結果につい
ても各大学・ＴＬＯへのフィー
ドバックを行う。（短期・中期）

先進的な大学・ＴＬＯ等と全国大学等との連携
を強化するための仕組みの構築等を通じて、
各大学等においてマーケティングを含めた一気
通貫の知財マネジメントを実践できる体制強化
を促進。

開放特許情報データベースの効果的な活用と
いう観点から、開放特許の拡大に向けた適切
な要請先及び橋渡し・事業化支援人材との連
携について検討するとともに、必要に応じ、順
次、開放特許の拡大の要請と橋渡し・事業化
支援人材との連携を開始。

左記の検討・実施状況を踏まえ、必要に応じ、
開放特許の拡大の要請とともに、橋渡し・事業
化支援人材と連携。

知財戦略・知財活用方針の策定、技術移転活
動に対する各大学の取組強化を促進するとと
もに、これら取組を積極的に行っている大学に
対して、重点的に出願支援等を実施。

引き続き、左記の取組を実施。

引き続き、左記の取組を実施。

引き続き、左記の取組を実施。

引き続き、左記の取組を実施。

産学官連携活動に関するデータを関係府省と
連携して一元的・継続的に収集し、各機関が自
主的に分析し得る環境を醸成するとともに、一
層の評価指標の活用促進に向けた取組を実
施。

大学・ＴＬＯが評価指標を活用してそれぞれの
産学連携活動を自ら検証し、改善活動を行うこ
とができるようにするための「大学における産
学連携活動マネジメントの手引き」（2016年３
月）の普及を図るとともに、評価指標に係る
データについては関係府省と協力しながら原
則一元的・継続的に収集・分析。
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28 ○

産学連携機能強
化に向けた大学
の内部評価力の
強化

大学が産学連携機能におけ
る自らの強み・弱みを把握
し、適切な戦略を策定して実
行するために、客観的かつ
定性的な情報に基づいて大
学の産学連携活動に係るパ
フォーマンスの見える化を行
い、大学自身による内部評価
力を高めることで産学連携機
能の強化を促進する。（短
期・中期）

経済産業省

29 ○
大学における知
財活用の推進

大学における事業化を見据
えた産学連携プロジェクトに
対し、知的財産の権利化等
に関する支援や知財戦略の
策定等の知財マネジメントの
支援を充実する。（短期・中
期）

経済産業省

文部科学省

経済産業省

31 ○
概念実証に向け
た支援策の整備

大学の研究成果を中小企業
の事業化に結び付けるため、
新たな研究アイディアの実現
可能性を検証する概念実証
（ＰＯＣ: Proof of Concept）の
実施について支援する。（短
期・中期）

文部科学省

30 ○
共同研究成果取
扱いの在り方

大学等と企業との共同研究
契約における特許出願と契
約の在り方の検討結果を関
係者に周知し、本格的な産学
官連携の実現に向けて、研
究成果の柔軟な取扱いを含
めた共同研究契約の実現を
促進するとともに、経営レベ
ルでの産と学の対話を通じて
産学双方のパートナーシップ
を強化していく。（短期・中期）

大学が産学連携機能における自らの強み・弱
みを客観的かつ定性的な情報に基づいて把握
し、適切な戦略を策定して実行できるように、
大学自身による内部評価力を高め、産学連携
機能の強化を促進するための取組を実施。併
せて、大学関係者等の有識者で構成された検
討委員会において、大学自身による内部評価
の在り方について検討。

大学における事業化を見据えた産学連携プロ
ジェクトに対し、産学連携知的財産アドバイ
ザーを派遣。

引き続き、左記の取組を実施。

左記の実施状況等を踏まえ、必要な取組を実施。

引き続き、左記の取組を実施。

大学と企業間での共同研究契約について、大
学の知財活用の促進と個別状況に合わせた柔
軟な対応の実現を促進するとともに、経営レベ
ルでの産学の対話を実践することでパートナー
シップ強化を促進。

大学等と企業との共同研究契約における特許
出願と契約の在り方の検討結果を大学等の関
係者に周知。

国立研究開発法人科学技術振興機構（JST)
が、目利き人材（マッチングプランナー）を派遣
し、地域中小企業のニーズを掘り起こして、当
該ニーズ解決のために最適な技術シーズを全
国の大学等から見つけ出してマッチングさせ、
共同研究から事業化を目指す段階まで支援す
る取組を実施。また、大学等の研究成果から、
シーズ顕在化、実用性検証、製品化に向けた
実証試験という各研究開発フェーズの特性に
応じた支援を実施。

左記の実施状況等を踏まえ、必要な取組を実施。

引き続き、左記の取組を実施。
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内閣府

33 ○

農林水産関係国
立研究開発法人
における知財戦
略の強化

農林水産分野の研究開発の
中核的な役割を担う国立研
究開発法人の研究成果を効
果的・効率的に事業化・商品
化に結び付けるため、農業・
食品産業技術総合研究機構
などの農林水産関係国立研
究開発法人において、2016
年４月の法人統合を契機とし
て人材育成も含めて知財マ
ネジメントの強化を図る。（短
期・中期）

農林水産省

内閣府

35 ○

農林水産分野と
異分野との連携
協調における知
財マネジメント

農林水産分野における地域
活性化及び産業競争力強化
を技術面から支援するため、
事業化・商品化を意識した知
財マネジメントの下、農林水
産分野においてＩＣＴやロボッ
ト技術等の異分野との連携
協調による研究開発を推進
する。（短期・中期）

農林水産省

関係府省

関係府省

34 ○
国の研究開発プ
ロジェクトの知財
戦略強化

「委託研究開発における知的財産マネジメント
に関する運用ガイドライン」を参考にしつつ、関
係府省で研究開発プロジェクトにおける知財マ
ネジメントの在り方を検討。

32 ○

優れた知財・標準化戦略の
策定・実践を進めている公的
研究機関（例えば国立研究
開発法人産業技術総合研究
所）等の取組を参考にしつ
つ、公的研究機関における
知財・標準化戦略の在り方を
検討し、必要な措置を講ず
る。（短期）

優れた知財戦略の策定・実践を進めている公
的研究機関等の取組を参考にしつつ、公的研
究機関における知財戦略の在り方の検討を促
進。

国の研究開発の成果を最大
限事業化に結び付け、国富
を最大化するため、日本版バ
イ・ドール制度の運用等につ
いて策定された「委託研究開
発における知的財産マネジメ
ントに関する運用ガイドライ
ン」（2015年５月　経済産業
省）も参考にしつつ、引き続
き、国の研究開発プロジェク
トにおける知財マネジメント
の在り方を検討し、必要な措
置を講ずる。（短期）

公的研究機関の
知財・標準化戦
略強化

農業・食品産業技術総合研究機構等の国立研
究開発法人において、知財マネジメント体制の
充実を図るため、知財マネジメントについて理
解し活用できる実践人材の育成等を推進。

事業化・商品化を意識した知財マネジメントに
取り組みつつ、ICTやロボット技術を組み合わ
せた新たな省力的な生産技術等、異分野との
連携協調による研究開発を推進。

引き続き、左記の取組を実施。

引き続き、左記の取組を実施。

左記の取組状況を踏まえ、引き続き必要な取組を実施。

左記の取組状況を踏まえ、引き続き必要な取組を実施。
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36 ○

社会システム分
野や先端技術分
野における国際
標準化

第４次産業革命時代を見据
え、今後の世界的な成長が
期待され、経済波及効果が
大きいＩｏＴ等の社会システム
分野や我が国の優位性を発
揮できるロボット等の先端技
術分野について、他国に先
んじて国際標準を獲得するた
め、研究開発段階からの一
体的な標準化を推進するとと
もに、国立研究開発法人が
有する知見等を活用して標
準化推進体制を強化する。
（短期・中期）

経済産業省

中堅・中小企業等の優れた
技術・製品の標準化を推進
するため、国内外の標準化
事例やその意義、支援機関
などについての周知を進め
る。（短期・中期）

経済産業省

融合技術や先端技術に係る
標準化に対応する「新市場創
造型標準化制度」の活用や、
自治体や産業支援機関、金
融機関、認証機関等の幅広
い関係者と連携して中堅・中
小企業等の技術・製品の標準
化を推進する「標準化活用支
援パートナーシップ制度」の活
用・拡充、地方創生推進交付
金の活用などによる地域の優
れた技術・製品が有する性能
などの地域ぐるみの標準化の
支援により、案件発掘から標
準策定や認証取得に至るき
め細やかな支援体制を強化
する。（短期・中期）

経済産業省

37 ○
中堅・中小企業
等の標準化の推
進

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、更なるパートナー機関の活用・拡充など必要な取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

「新市場創造型標準化制度」、「標準化活用支
援パートナーシップ制度」、地方創生推進交付
金の活用等を通じて、地域における案件発掘・
標準策定・活用支援を行うとともに、地域の有
望企業の標準化案件を面的に発掘するため、
パートナー機関を2016年末までに全国47都道
府県に拡大。

標準化の重要性について、引き続き企業経営
者等への普及・啓発を実施するとともに、産業
技術総合研究所を始めとする国立研究開発法
人が国際標準化の取組を牽引することとし、そ
の具体的な案件を特定するなど、国際標準化
を推進する体制を政府主導で本年中に整備。

「標準化活用支援パートナーシップ制度」にお
けるパートナー機関等と連携し、中堅・中小企
業等向けの標準化に関する戦略的活用につい
てのセミナーを行い、標準化の意義や標準化
の戦略的な活用事例を紹介するなど啓発活動
を実施。
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38 ○
中堅・中小企業
等の海外認証取
得支援

中堅・中小企業等の海外展
開に際して、現地規制への対
応に必要な試験データ・認証
の取得に関する支援を行うた
め、ＴＰＰ協定を契機とした中
堅・中小企業の海外展開支
援を行う「新輸出大国コン
ソーシアム」への認証機関の
参加や、試験・認証機関が独
立行政法人日本貿易振興機
構（ＪＥＴＲＯ）の相談窓口とも
連携して行う個別相談への
対応などを推進する。（短期・
中期）

経済産業省

国際標準化のための国際会
議において、国際幹事や議
長を担える人材や、国際標準
化実務の遂行能力に加え、
交渉力とマネジメント力を備
えた人材を育成するための
若手人材の研修、標準化を
ビジネスツールとして戦略的
に活用することができる人材
を育成するための管理職、営
業職等を対象とした人材育
成プログラムを引き続き実施
する。（短期・中期）

経済産業省

企業が標準化をビジネスツー
ルとして戦略的に活用するた
め、標準化に関する全社的
な戦略の推進を担う最高標
準化責任者 ＣＳＯ (Chief
Standardization Officer)の設
置等、企業内体制の強化を
促す。（短期・中期）

経済産業省

一般財団法人日本規格協会
（ＪＳＡ）と連携して、標準に関
する資格制度の創設に向け
た検討を開始する。（短期・中
期）

経済産業省

39 ○
標準化を担う人
材の量的・質的
拡充

国際標準化機関（ＩＳＯ/ＩＥＣ)で国際幹事や議
長等を担う専門人材を育成するため、若手を
中心とする人材を対象としたヤングプロフェッ
ショナル研修制度を引き続き実施。

事業・経営の一部として標準化戦略を企画・立
案できる人材を育成するため、管理職、営業職
等を対象とした人材育成プログラムを引き続き
実施。

関係機関と連携し、企業経営層に対する説明
会等を通じ、CSO設置や戦略的な標準化を全
社的に活用する取組（事業戦略、研究開発戦
略及び知財戦略と一体となって標準化戦略を
進める社内体制の構築等）の働き掛けを実
施。

一般財団法人日本規格協会（JSA）と連携し
て、標準に関する資格制度の創設に向けた検
討を開始。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

必要に応じて「新輸出大国コンソーシアム」の
枠組も活用しつつ、試験・認証機関が独立行
政法人日本貿易振興機構（JETRO）とも連携し
ながら海外認証制度の情報提供や海外認証
取得に関する個別相談への対応等を実施。
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総務省

経済産業省

引き続き左記の取組
を実施。スマート工場
については、ISO又は
IECへの国際標準提
案を実施。

41 ○
食料産業分野に
おける国際標準
化戦略の推進

ＨＡＣＣＰ（Hazard Analysis
and Critical Control Point(危
害要因分析・重要管理点)）
に関する研修の実施など我
が国におけるＨＡＣＣＰ普及
のための支援体制の充実を
図るとともに、日本発の国際
的に通用するＨＡＣＣＰをベー
スとする食品安全管理に関
する規格や認証の仕組みの
構築と、その国際規格化に
向けた取組等について、官民
が連携して推進する。（短期・
中期）

農林水産省

42 ○
伝統医療の国際
標準化における
取組

我が国の伝統医療の国際的
な活用を見据え、伝統医療
の国際標準化について、国
際会議等において各国の取
組を把握しつつ、標準作成等
の研究を行うなど必要な対応
策を講ずる。（短期・中期）

厚生労働省

運営主体において、食品安全管理に関する認
証の仕組みの運営を開始。併せて認証の範
囲の拡大を検討し、これを国際的に通用する
認証としていくため支援。

伝統医療の国際標準化の各国の取組を国際
会議において把握しつつ、標準作成等の研究
を行うなど必要な対応策を講ずるとともに、必
要な取組について検討。

大規模データの収集・蓄積・処理技術の高度
化等、IoTの進展等に必要な技術の確立とその
活用を推進するとともに、スマート工場に関す
る先進システムの実証を開始し、また、自動走
行地図及び生活支援ロボットの安全規格につ
いて2016年度中に国際標準化提案を行うな
ど第４次産業革命時代を見据えたＩｏＴサービ
ス、スマート工場、自動走行システム、ロボット
等の分野において、産学官等が連携して国際
標準化に対する取組を推進。

40 ○

第４次産業革命
時代を見据えたＩ
ｏＴサービス等に
関する国際標準
化戦略の推進

膨大な数のＩｏＴ機器を迅速か
つ効率的に接続する技術等
の共通基盤の確立や実証等
を推進するとともに、セン
サー等で集めた工場内の
データ等を共有・活用するス
マート工場に関する先進シス
テムの実証を2020年までに
全国50か所で実施し、また、
自動走行地図及び生活支援
ロボットの安全規格について
2016年度中に国際標準化提
案を行うなど、第４次産業革
命時代を見据えたＩｏＴサービ
ス、スマート工場、自動走行
システム、ロボット等の分野
において、産学官等が連携し
て国際標準化に対する取組
を推進する。（短期・中期）

多様なＩｏＴサービスを創出するため、膨大な数
のＩｏＴ機器を迅速かつ効率的に接続する技術
等の共通基盤技術の開発を行うとともに、産学
官連携による推進体制の下、先進的な社会実
証を実施し、国際標準化に向けた取組を強化。

引き続き、左記の取組を実施。

引き続き、左記の取組を実施。

引き続き、左記の取組を実施。

引き続き、左記の取組を実施。
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43 ○
秘密情報の保護
ハンドブックの普
及・啓発

秘密情報保護に関する包括
的対策を示す「秘密情報の
保護ハンドブック」が策定され
たことを受け、産業界等への
普及・啓発を実施する。（短
期・中期）

経済産業省

44 ○

「大学における秘
密情報の保護ハ
ンドブック」の策
定と普及

「大学における営業秘密管理
指針作成のためのガイドライ
ン」を改廃し、大学が学生と
雇用契約を締結する等に
よって企業等との共同研究で
取り扱う秘密情報を適切に管
理することを明記した「大学
における秘密情報の保護ハ
ンドブック」を作成し、その普
及に取り組む。（短期・中期）

経済産業省

45 ○
営業秘密管理の
ワンストップ支援
の拡充

営業秘密管理を含む知財戦
略の相談窓口及びポータル
サイトにおいて、引き続き
ホームページ上での情報発
信及び全国各地でのセミ
ナー開催、eラーニングコンテ
ンツの提供等、中小企業を念
頭に置いた普及啓発を実施
する。（短期・中期）

経済産業省

46 ○
営業秘密情報の
保管システムの
構築

営業秘密流出事件等におけ
る営業秘密や先使用権の保
有の立証を円滑にするため
の手段として、企業等におい
て秘匿管理される技術ノウハ
ウ等の電子文書に付された
タイムスタンプ情報を長期保
管するシステムの開発を進
め、2016年度内に完成させ
る。（短期・中期）

経済産業省

47 ○ 官民連携の促進

官民の実務者間において、
営業秘密の漏えいに関する
最新手口やその対応策に関
する情報交換を緊密に行う
場として、「営業秘密官民
フォーラム」を開催するととも
に、普及・啓発のため、情報
提供を行う。（短期・中期）

経済産業省

秘密情報保護に関する包括的対策を産業界等
へ周知するため、「秘密情報の保護ハンドブッ
ク」の普及・啓発を実施。

引き続き、左記の取組を実施。

引き続き、企業における総合的知財戦略の取組に対する支援を着実に実施。

システムの利用促進を図りつつ、システムの運用を着実に実施。

引き続き、左記の取組を実施。

引き続き、左記の取組を実施。

官民フォーラムを開催するとともに、普及・啓発
のため、情報共有を実施。

タイムスタンプ保管システムの開発において、
年度内にシステム開発を含め準備を完了し、
サービス提供を開始。

大学が学生と雇用契約を締結する等によって
企業等との共同研究で取り扱う秘密情報を適
切に管理できるようにするため、「大学におけ
る秘密情報の保護ハンドブック」を作成し、その
普及に向けた取組を実施。

企業における総合的知財戦略の取組を支援す
るため、全国各地でのセミナーを開催するとと
もに、ポータルサイトにおける情報をより充実。
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経済産業省

警察庁

法務省

財務省

経済産業省

50 ○
総合知財戦略構
築支援を可能と
する人材育成

ビジネスモデル検討段階から
訴訟対応等の権利行使段階
までを視野に入れた上で、知
的財産に関する法律的な知
識や海外情報等も踏まえた
事業戦略と連携した知財マネ
ジメント戦略に関する知見を
包括的に提供できる場の整
備により、中小・ベンチャー企
業において、特許・意匠・商
標・ノウハウ等を考慮した、
総合的な知財マネジメント構
築を支援できる人材の育成
を引き続き強化・実施する。
（短期・中期）

経済産業省

51 ○

世界を舞台に活
躍できる知財人
材等を育成する
ための場の整備

政府が中心となって世界を舞
台に活躍できる知財人材を
育成するため、企業の経営
者等を対象とした知財人材
育成プログラムを開発し、そ
の活用を促進する。（短期・
中期）

経済産業省

49 ○
営業秘密侵害品
に係る水際措置
導入

営業秘密侵害品に係る水際
措置の導入について、2016
年３月に関税定率法等の一
部を改正する法律が成立し
たことを踏まえ、６月の施行
に向け必要な措置を講ずる。
（短期）

事例を用いた実践的な研修プログラムの開発
を進め、中小・ベンチャー企業において、総合
的な知財マネジメント戦略の構築を支援できる
人材を育成。

48 ○
捜査当局等との
連携

「営業秘密官民フォーラム」
の開催等を通じ，経済産業
省、警察庁・都道府県警察、
公安調査庁、独立行政法人
情報処理推進機構（IPA）等
の連携の強化を進め、産業
界に対する意識啓発を実施
する。（短期・中期）

営業秘密侵害品に係る水際措置の導入につ
いて、2016年３月に関税定率法等の一部を改
正する法律が成立したことを踏まえ、６月の施
行に向け必要な措置を実施。

関係府省等と連携して「官民フォーラム」を引き
続き開催し、意識啓発を図るとともに、都道府
県警察等と連携し、全国でセミナーを開催する
など現場の事業所レベルでの技術窃取に対す
る抑止力を向上。

また、「営業秘密１１０番」における警察庁への
つなぎ機能を引き続き強化。

左記の完成した教材等及び研修プログラムについて、民間セクターでの活用を促進。

引き続き、左記の取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

研修内容を見直すとともに、引き続き教材等を
開発し、これらの教材等を用いた研修を実施。
その後、本事業を通じて開発した教材等及び
研修プログラムを完成。
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2018年度 2019年度

次期学習指導要領の方向性
に沿って、各学校において知
的財産に関する資質・能力を
育む中核的な教科を明確に
する等した上で、創造性の涵
養及び知的財産の保護・活
用とその意義の理解の増進
に向けた教科横断的なカリ
キュラム・マネジメントの実現
を図る。（短期・中期）

文部科学省

先進的な理数教育を実施す
る高等学校等に対し、今後
は、大学や企業等の知見を
活用しながら、原理や法則等
の知識を実社会と関わり得る
形にまで具現化することがで
きる、「創造性の発展」を目指
し、その資質・能力が将来的
な知財の積極的活用・事業
化へとつながる取組を併せて
実施する。（短期・中期）

文部科学省

52 ○
小中高等学校に
おける知財教育
の推進

項目
番号

2016本文
掲載施策

項目名 施策内容 担当府省
短期 中　期

2016年度

創造性の涵養及び知的財産の意義の理解等
に向けて、小中高等学校において、次期学習
指導要領の方向性を踏まえ、発達段階に応じ
た系統的な知的財産に関する教育を推進。

2017年度

２－１．知財教育・知財人材育成の充実

先進的な理数教育を実施する高等学校等を
スーパーサイエンスハイスクールとして指定
し、引き続き支援する中で、「創造性の発展」
を目指した取組についても支援。

引き続き、左記の取組を実施。

引き続き、左記の取組を実施。
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文部科学省

経済産業省

大学等の教員養成学部にお
いて、小中高等学校において
創造性の涵養や知財の意義
の理解等の観点から教育を
実施できる教員の養成を自
主的に進めていくことを促
す。（短期・中期）

文部科学省

標準化を担える人材基盤の
拡大に向けて、大学において
は、１回限りの標準化講座の
みならず、文科系・理科系を
問わず、学期を通した講座の
導入を推進するなど標準化
に係る教育の拡充を図る。
（短期・中期）

経済産業省

知財戦略が経営の一環を担
うことに鑑み、法科大学院や
経営系専門職大学院におけ
る知財教育を充実させる。
（短期・中期）

文部科学省

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実
施。

引き続き、左記の取組を実施。
知財に関する知識を有する教員養成を自主
的に進めていくことができるよう、知財教育に
関する情報を大学等に周知。

53 ○
大学等における
知財教育の推進

知的財産に関する科目の必
修化を採用し、教育関係共同
利用拠点にも認定された大
学での取組の事例、あるい
は先進的な取組を展開する
高等専門学校の事例等を参
考にしつつ、知的財産及び標
準化に関する科目の開設等
の自主的な取組を進めていく
ことを促す。（短期・中期）

先進的な取組を展開する工業高等専門学校
の事例又は知的財産に関する科目の必修化
を採用し、教育関係共同利用拠点にも認定さ
れた大学での取組等の知財教育の事例を適
宜収集し、良い事例について大学等に周知。

法科大学院における知財教育について公的
支援見直し加算プログラムを通じて支援。ま
た、経営系専門職大学院について教育の基
本となるコアカリキュラムを策定する際、知財
を含めたコア科目の在り方について検討。

知的財産教育に関して、全国の大学で活用で
きる質の高い体系的な研修カリキュラム・研修
教材の開発及び研修会を実施する大学を、教
育関係共同利用拠点として認定。

高等専門学校において導入を進めている「モ
デル・コア・カリキュラム」（本格実施に向けた
取組を平成30年度までをめどに実施）に知財
教育が位置付けられていることも踏まえ、先
進事例を参考にしつつ、各高等専門学校にお
いて知財教育の自主的な取組を進めていくこ
とを促進。

引き続き、左記の取組を実施。

大学・大学院における複数コマ及び学期を通
した標準化講座の新設・拡充の取組を推進す
るとともに、カリキュラム作成や職員派遣など
を通じて支援。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。
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内閣府

文部科学省

関係府省

内閣府

経済産業省

文部科学省

内閣府

文部科学省

関係府省

経済産業省

文部科学省

知財教育に関わる教員を支
援するため、開発された教材
の各地域で実施される教員
向け研修等での活用を促進
する。（短期・中期）

文部科学省

知財教育推進コンソーシアム（仮称）を活用
し、各地域における知的財産に関する教育の
実践の好事例を収集・周知。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

54 ○
知財教育推進コ
ンソーシアム（仮
称）の構築

55 ○
地域コンソーシア
ム（仮称）の形成

教育現場における創造性の
涵養とともに、知的財産の保
護・活用とその意義の理解に
関する学習を支援するため、
産学官の関係団体等の参画
を得て、地域社会と一体と
なった知財教育を展開するた
めの「地域コンソーシアム（仮
称）」の構築を促進する。（短
期・中期）

知財教育推進コンソーシアム（仮称）を活用
し、モデルとなる地域コンソーシアム（仮称）構
築地域の決定及び地域コンソーシアム構築に
向けた働き掛け・支援等を実施。

地域・社会との協働のための
学習支援体制の構築を支援
するため、関係府省、関係団
体、教育現場、企業等から構
成される「知財教育推進コン
ソーシアム（仮称）」を2016年
度中に構築する。（短期・中
期）

地域コンソーシアム（仮称）を支援する場とし
て「知財教育推進コンソーシアム（仮称）」を構
築し、地域コンソーシアムにおいて実施すべき
事項と地域コンソーシアムに対して支援すべ
き事項の検討等を実施。

著作権教育連絡協議会の場を活用するなど
して、著作権教育に資する教材の在り方等の
検討及び著作権教育向け・普及啓発教材の
制作を行うとともに、各種講習会・セミナーや
ホームページ等を通じて普及を促進。

56 ○ 教材等の充実

産業財産権のみならず、不正競争防止法、著作権法、標準化等に関する最新の話題も考慮
しつつ、知財教育に資する教材等の在り方を検討した上で、知財教育向けの教材を開発。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実
施。

産業財産権のみならず、不
正競争防止法、著作権法、
標準化等に関する最新の話
題も考慮しつつ、知財教育に
資する教材等の在り方を検
討した上で、知財教育向けの
教材を開発・普及する。（短
期・中期）

開発された知財教育に係る教材について、教
員等を対象とした会議などで周知。

引き続き、左記の取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

知財教育推進コンソーシアム
（仮称）を活用し、各教科等で
活用可能な知的財産に関す
る話題も含め、教育現場に提
供できる知財教育に関連す
るコンテンツを幅広く集約し、
広く周知する。（短期・中期）
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国際的な素養を身につける
ため、英語による知財関係科
目の充実を促すとともに、留
学生の派遣・受入れを通じた
双方向の交流を推進する。
（短期・中期）

文部科学省

我が国の知財システムをグ
ローバルに展開するとともに
世界の優れた知財人材を確
保すべく、海外の学術・研究
機関等と連携して英語による
知財教育プログラムを開発
し、この知財教育プログラム
を着実に実行する体制を整
備すべく検討し、必要な措置
を講ずる。（短期・中期）

経済産業省
左記の実施状況を踏
まえ、必要な取組を実
施。

58 ○
国民への普及・
啓発、資格制度
の活用

知的財産に関する国民の理
解の向上を図るため、啓発
活動を推進するとともに、例
えば知的財産管理技能検定
等、知財関連資格の取得を
推奨する。（短期・中期）

関係府省

59 ○
未成年発明の保
護環境の整備

教育現場において未成年者
により創作されたいわゆる未
成年発明について、プライバ
シーの保護及び未成年者に
よる創造活動の更なる活性
化の両方の側面から、特許
公報における住所、法定代
理人等の記載の在り方につ
いて検討する。（短期・中期）

経済産業省 左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

プライバシーの保護及び未成年者による創造
活動の更なる活性化の両方の側面から、特
許公報における住所、法定代理人等の記載
の在り方について検討。

引き続き、左記の取組を実施。
知財管理技能士の検定等を実施する機関の
取組を関係機関等において周知する等の協
力を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

57 ○
知財教育プログ
ラムの国際化

英語による知財教育プログラムの開発及び当
該知財教育プログラムを着実に実行する体制
の整備に向けて、英語知財教材及び英語知
財研修プログラムの開発を着実に実施。

左記の取組の成果を人材育成機関等に周
知。

知財科目における英語を取り入れた授業の
実施について、大学等関係者が集まる会議等
で呼びかけるなど各大学等の取組を促すとと
もに、大学等の海外留学支援制度の充実や、
優秀な外国人留学生の戦略的な受入れを通
じ、国際的な素養を身に着けたグローバル人
材を育成。
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2018年度 2019年度

知的財産に馴染みのない地
域中小企業に対して戦略的
に知的財産の普及を図るた
め、知財総合支援窓口によ
る積極的な普及活動を実施
するとともに、地方公共団
体、金融機関、中小企業診
断士、商工会・商工会議所等
の中小企業支援関係者に対
する知財の普及啓発を全国
的に行うことを通じて、中小
企業の知財の活用を推進す
る。（短期・中期）

経済産業省

中小企業からのビジネス相
談に潜在する知的財産に関
するニーズを更に発掘してい
くため、よろず支援拠点の周
知活動を強化するとともに、
知財相談に対応できる人材
を追加配置する。（短期・中
期）

経済産業省

地域中小企業の知財活動の
普及の障害の一つとなってい
る知財支援人材の不足を解
消するため、中小企業に対し
て知的財産の普及活動を担
う人材育成を推進する。（短
期・中期）

経済産業省

地域中小企業及びその支援
者の知財意識を高めることに
より知的財産への適切な取
組を促すため、知的財産管
理技能士資格の取得を奨励
する。（短期・中期）

経済産業省

２－２．地方、中小企業、農林水産分野等における知財戦略の推進

各よろず支援拠点によるセミナーの開催やパ
ンフレットの配布等を通じた周知活動を行うと
ともに、知的財産に関連する人材の追加配置
を実施。

知財総合支援窓口において、独立行政法人
工業所有権情報・研修館（INPIT）を活用する
ことにより支援対象を中堅企業まで拡大し、よ
り多くの企業に支援を実施するとともに、窓口
における普及啓発活動の更なる拡充を図る。
また、各中小企業支援関係者に対して、セミ
ナー等を通じて知財制度や関連する支援施
策を普及を図る。

中小企業向けの「グローバル知財マネジメント
人材育成プログラム」により、必要な教材等の
開発を実施。

開発した教材類の効果的な活用を図る。

60 ○
戦略的な知的財
産の普及活動

引き続き、左記の取組を実施。

左記の取組状況を踏まえ、必要な措置を検討・導入しつつ、継続的に実施。

引き続き、左記の取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、引き続き必要な取
組を実施。

知財管理技能士の検定等を実施する機関の
取組を、知財総合支援窓口等の関係機関や
金融機関向けセミナー、シンポジウム等にお
いても周知する等の協力を実施。

2017年度

項目
番号

2016本文
掲載施策

項目名 施策内容 担当府省
短期 中　期

2016年度
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経済産業省

経済産業省

文部科学省

62 ○
先導的・意欲的な
地域の知財活動
の促進

地域における知財支援力の
向上を図る活動を全国へ展
開すべく、意欲的な地域の中
小企業支援関係者による先
導的な知財支援活動に対す
る支援を強化する。（短期・中
期）

経済産業省

63 ○
地域中小企業の
知財活動支援の
強化

地方創生に資する中堅・中
小・ベンチャー企業に対する
支援を強化するため、地域の
中小企業等との接点となる
知財総合支援窓口を担当す
る独立行政法人工業所有権
情報・研修館（ＩＮＰＩＴ）を活用
し、包括的な特許情報分析
やＳＷＯＴ分析を始めとする
知財競争力分析等による事
業展開力向上に関する支援
を実施する。（短期・中期）

経済産業省

地域における知財支援力の向上を図り他の
地域にとってのモデルとするため、「地域中小
企業知的財産支援力強化事業」予算を増額
し、意欲的な地域の中小企業支援関係者によ
る先導的な知財支援活動の支援を強化。

ＩＮＰＩＴを活用し、包括的な特許情報分析やＳ
ＷＯＴ分析を始めとする知財競争力分析等に
よる事業展開力向上に関する支援の強化を
検討。

左記の取組状況を踏まえ、改善を図りつつ、継続的に実施。

左記の実施状況及び検討を踏まえ、実施。

引き続き、左記の取組を実施。

よろず支援拠点に対しマッチングプランナー
の取組について情報共有し、マッチングプラン
ナーがよろず支援拠点から中小企業等の紹
介を受けた際には、支援の可能性等について
の検討を促す。

61 ○

ビジネスにおける
知財活用に関す
る相談機能の強
化

中小企業からの技術相談に
対し、適切な橋渡し・事業化
支援人材事業につなぐことに
よって産産連携及び産学連
携を活性化させるため、よろ
ず支援拠点と各種の橋渡し・
事業化支援人材との連携を
進め、相談体制を強化する。
（短期・中期）

関連する相談があった際には、適切な橋渡
し・事業家支援人材につなぎ、その後の支援
状況についてのフォローアップを行うよう促
す。

左記の取組状況を踏まえ、必要な措置を検討・導入しつつ、継続的に実施。

よろず支援拠点に対し事業プロデューサーの
取組について情報共有し、よろず支援拠点か
ら中小企業等の紹介を受けた際には、事業プ
ロデューサーに事業化支援の可能性等の検
討を促す。

引き続き、左記の取組を実施。
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64 ○
中小企業におけ
る知的資産経営
の推進

中小企業の知的財産を含む
無形資産の「見える化」を促
進するため、関連する会計制
度等の関係にも留意しつつ、
企業における知的資産経営
報告書の自主的な作成を促
すとともに、その効果的な活
用に向けた普及・啓発活動
の検討を行う。（短期・中期）

経済産業省

経済産業省

金融庁

66 ○
デザイン・ブランド
を活用した事業
化支援の強化

地域の中小企業等による商
品・サービスの高付加価値化
及び新市場の開拓を支援す
るために、デザイン・ブランド
を更に活用し、付加価値の高
い商品開発、自社ブランドの
構築、新分野の開拓や地域
ブランドの創出等、事業化に
向けた支援を一層強化する。
（短期・中期）

経済産業省

経済産業省

内閣府

左記の取組状況を踏まえ、改善を図りつつ、継続的に実施。

企業における知的資産経営報告書の自主的
な作成及びその効果的な活用に向けた普及・
啓発活動について検討。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。65 ○
融資における知
財活用の促進

金融機関による企業の事業
性評価における知財活用を
促進するため、「知財ビジネ
ス評価書」について、利用者
たる金融機関の意見を踏ま
えつつ使いやすくするなど、
その作成支援を強化するとと
もに、産業財産権専門官によ
る金融機関への個別訪問や
金融機関の職員等を対象と
した知財セミナーの開催、知
財金融シンポジウムの開催
などの包括的な取組につい
て一層の拡大を図る。また、
知財ビジネス評価書を活用し
た融資事例などを収集分析
したマニュアルを作成し、金
融機関へ配布する。（短期・
中期）

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

地域の中小企業等による商品・サービスの高
付加価値化や新市場開拓を支援するため、
地域の特性に応じたデザイン・ブランドを活用
した事業を実施するとともに、地域団体商標
の海外展開支援を強化。

67 ○
地域の知財支援
体制の強化

各県の知財活動の活性化・
レベルアップを促すため、地
域知財戦略本部を活用して
地方自治体を中心とする地
域の関係機関との連携及び
地方自治体同士の広域連携
を更に押し進める。（短期・中
期）

全国９地域に設置されている地域知財戦略本
部を活用して地方自治体を中心とする地域の
関係機関との連携及び地方自治体同士の広
域連携をさらに押し進め、優れた取組事例を
共有して横展開を図るなど、各県の知財活動
の活性化・レベルアップを促す。

「知財ビジネス評価書」について、金融機関を
対象に説明会を開催し、当該評価書に関する
理解を深めるとともに、金融機関の意見を踏
まえてその作成支援を強化。

産業財産権専門官の金融機関訪問、金融機
関の職員等を対象とした知財セミナーやシン
ポジウムの開催、また、金融機関職員向けの
知財金融マニュアルの作成を引き続き実施
し、「知財金融」の周知活動を強化。
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地域の中小企業等の知的財
産の権利化及び活用を支援
するために、出張面接・テレ
ビ面接・巡回審判を充実させ
る。（短期・中期）

経済産業省

地域の中小企業等の知財活
用を促進させるため、巡回特
許庁の回数を増やし、各地域
において知財制度や知財支
援策等の周知を強化する。
（短期・中期）

経済産業省

69 ○
手続の簡素化等
の支援策や特許
料等の検討

2016年４月から施行された料
金制度（特許関係料金・商標
関係料金の低減、及び国際
出願に係る国際調査手数料
等の改定）を広く周知すると
ともに、中小企業等に対する
特許等の出願拡大に向け
て、手続の簡素化等の支援
策や特許料等について検討
を行う。（短期・中期）

経済産業省

中堅・中小企業等の優れた
技術・製品の標準化を推進
するため、国内外の標準化
事例やその意義、支援機関
などについての周知を進め
る。（短期・中期）

経済産業省

融合技術や先端技術に係る
標準化に対応する「新市場創
造型標準化制度」の活用や、
自治体や産業支援機関、金
融機関、認証機関等の幅広
い関係者と連携して中小企
業等を支援する「標準化活用
支援パートナーシップ制度」
の活用・拡充、地方創生推進
交付金の活用などによる地
域の優れた技術・製品が有
する性能などの標準化の支
援により、案件発掘から標準
策定や認証取得に至るきめ
細やかな支援体制を強化す
る。（短期・中期）

経済産業省

左記実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

左記実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

引き続き、中小企業等に対する特許等の出願拡大に向けて、手続の簡素化等の支援策や特
許料等について検討。

37に記載

37に記載

再掲 ○
中堅・中小企業
等の標準化の推
進

68 ○
地域における知
的財産の権利
化・活用支援

新規に開始される弁理士会によるテレビ面接
に関する研修に協力するなど、出張面接・テ
レビ面接・巡回審判の周知を図り、その機会
を充実。

巡回特許庁について、開催地として2015年度
に対象とした近畿・中部に加え、新たに中国・
九州も対象とするとともに、出張面接・巡回審
判や知財活用促進のための事業（シンポジウ
ム等）等と組み合わせて実施することにより、
知財制度の裾野拡大・利活用を促進。

2016年４月から施行された料金制度につい
て、料金パンフレットを10万部程度作成し、
各都道府県に設置している知財総合支援窓
口や各商工会等を通じてパンフレットを利用
者に配布すること等により、広く周知を実
施。併せて、中小企業等に対する特許等の
出願拡大に向けて、手続の簡素化等の支援
策や特許料等について検討。
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中小企業が知財紛争に要す
る費用の問題に対応するた
め、中小企業が利用可能な
知財分野を含む訴訟費用保
険の一層の整備に向けた民
間の取組の普及や支援につ
いて具体的に検討を進める。
（短期）

経済産業省

中小企業の知財紛争に係る
人的リソースに関する問題に
対応するため、よろず支援拠
点において、相談員に対して
アドバイス等を行うために全
国本部に設置しているサ
ポートチームに弁護士等を加
え、各拠点の相談員が行う知
財紛争に関する相談対応を
バックアップする体制を整備
する。（短期・中期）

経済産業省

法務省

経済産業省 左記の取組状況を踏まえ、必要な措置を検討・導入しつつ、継続的に実施。

地方における知財専門家へ
のアクセスを支援するため、
関係団体と連携し、地方にお
いても知財紛争処理に精通
した専門家に依頼できるよう
な体制の充実を図る。（短
期・中期）

70

中小企業が利用可能な知財分野を含む訴訟
費用保険の普及や、保険制度の一層の整備
に向けた民間の取組への支援について、関
係団体と連携して検討。

引き続き、左記の取組を実施。

○

知財紛争処理の実績の有無から弁理士を検
索する方法を含め、日本弁理士会の提供する
弁理士ナビを地方の中小企業等に向けて周
知する活動を実施。

知財紛争処理に
関する支援

全国本部に設置しているサポートチームに弁
護士等を加え、各拠点の相談員に対してアド
バイス等を行う体制を整備。

日本司法支援センターにおいて、国民からの
問い合わせに対し、弁護士会、日本弁理士会
等の関係機関を紹介する等の協力を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の取組状況を踏まえ、必要な措置を検討・導入しつつ、継続的に実施。
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知的財産とビジネスの両方
の視点に立って中小・ベン
チャー企業の知財戦略構築
を支援できる弁理士の育成
の強化を図るため、中小企
業のみならず大企業も含ん
だ産業界との意見交換等を
実施し、その意見を研修カリ
キュラムに反映する等によ
り、弁理士向けのコンサル
ティング研修の充実を図る。
（短期・中期）

経済産業省

弁理士が「知的財産に関する
専門家」として、オープン＆ク
ローズ戦略等の標準化や営
業秘密としての秘匿化も含め
た知的財産の保護・活用の
支援を行っていくための環境
整備として、同内容に関する
弁理士向けの研修を一層充
実させるとともに、出願業務
に依存した収益構造の見直
しに向けた取組の強化を図
る。（短期・中期）

経済産業省

72 ○

ＴＰＰ協定を契機
とした中小企業の
海外展開に向け
た知財支援の強
化

ＴＰＰ協定を契機とした中小
企業の海外展開を知財面か
ら支援するため、中小企業の
保有する知的財産の権利取
得から権利行使・権利活用ま
で一気通貫の支援の更なる
強化を図る。（短期・中期）

経済産業省

中小企業の外国出願に要する費用の助成、
海外での模倣品対策、冒認出願等で海外で
外国企業から訴えられた場合の訴訟費用等
の助成、有望な知財を保有する中堅・中小企
業の海外における事業化のための支援を引
き続き実施。

2016年度からは、冒認商標に対する異議申
立や無効・取消係争に要する費用を支援を開
始するとともに、模倣品対策等、中小企業の
海外展開のための知財面での一気通貫支援
の支援内容の拡充を図る。

左記の取組状況を踏まえ、必要な措置を検討・
導入しつつ、継続的に実施。

71

弁理士の継続研修の一つとして、実践的な知
財経営に関する研修を実施し、弁理士に対す
る受講を促進。

同研修の充実を図るべく、日本弁理士会にお
ける産業界との意見交換の実施及びその結
果を踏まえた研修カリキュラムの検討を促す。

引き続き、弁理士の継続研修の一つとして、
実践的な知財経営に関する研修を実施し、弁
理士に対する受講を促進。研修実施にあたっ
ては、左記の検討結果に基づき、研修カリキュ
ラムに産業界の意見を反映することを促す。

弁理士の継続研修の一つとして、オープン＆
クローズ戦略等に関する研修を実施し、中小
企業から依頼を受けている弁理士等、戦略的
な知財相談を実施する蓋然性の高い弁理士
に対する受講を一層促進する取組を促す。

出願業務に依存した弁理士の収益構造の見
直しに向けて、戦略的な知財相談を実施する
能力育成のための研修実施とあわせて、必要
となる施策（業務マニュアルの充実、弁理士
業務の周知等）を検討。

引き続き、弁理士の継続研修の一つとして、
オープン＆クローズ戦略等に関する研修を実
施し、弁理士に対する受講を促進するととも
に、左記の検討結果に基づき、必要となる施
策を実施。

左記の取組状況を踏まえ、必要な措置を検討・
導入しつつ、継続的に実施。

○
戦略的な知財活
用を支援できる弁
理士の育成

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。
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経済産業省

法務省

外務省

74

新興国等におけ
る在外者の弁理
士へのアクセス
支援

グローバルな企業活動を促
進するため、関係機関と連携
しつつ、新興国も含めた外国
へ弁理士を派遣するなど、在
外者の我が国弁理士へのア
クセスを支援することにより、
外国において我が国企業等
を知財面で支援する体制の
整備を図る。（短期）

経済産業省

75
国際化に対応で
きる弁理士育成
の強化

我が国の知財法制の海外発
信、海外知財情報の取得等
を視野に入れ、国際化に対
応できる弁理士の育成を強
化・促進する。（短期）

経済産業省

弁理士の継続研修の一つとして、外国の弁理
士と連携する等により、海外の知財制度・実
務に関する研修を実施し、弁理士に対する受
講を促進。

左記の取組状況を踏まえ、必要な措置を検
討・導入しつつ、継続的に実施。

73 ○
専門家の海外派
遣

海外において我が国企業等
を知財面で支援する体制の
整備や特に中小企業等が知
財を武器に海外展開する際
の有用な情報提供のため、
弁理士及び法曹有資格者を
海外に派遣し、必要に応じて
「新輸出大国コンソーシアム」
の枠組みを活用するなど、現
地大使館や独立行政法人日
本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）
等関係機関と連携することに
より、在外における支援体制
や取組の強化を図る。（短
期・中期）

左記取組の成果や実績を分析し事業拡充も
検討する。また，「新輸出大国コンソーシアム」
などへの参画も含め在外公館の取組の強化
を図る。

引き続き、左記の取組を実施。

弁理士をＪＥＴＲＯの海外事務所（タイ、インド）
へ派遣するとともに、在外の弁理士を日本弁
理士会の窓口とすることにより、現地の知財
情報の収集や日系企業への知財の支援等を
実施。

在外者の我が国弁理士へのアクセスを支援
するため、日本弁理士会が新たに提供を開始
した英語版弁理士ナビについて、海外での普
及活動とあわせて、利便性の向上に向けた取
組を促す。

2015年度に開始した「在外公館における外部
専門家を活用した日本企業支援」事業を実
施。（2015年度は６公館→2016年度も引き続
き６～８公館を検討）

法曹有資格者を海外に派遣し、現地在外公
館やＪＥＴＲＯ等関係機関と連携の上、現地の
法制度や現地当局による法執行の実情等を
調査し、これらの問題点を収集・分析するとと
もに、調査結果を一般に公開。

引き続き、左記の取組を実施。

引き続き、左記の取組を実施。

ＪＥＴＲＯの海外事務所において当該国の情
報提供を継続的に実施。

弁理士をＪＥＴＲＯの海外事務所へ派遣し、現
地の知財情報の収集や日系企業への知財の
支援等の実施を図る。
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再掲 ○
中堅・中小企業
等の海外認証取
得支援

中堅・中小企業等の海外展
開に際して、現地規制への対
応に必要な試験データ・認証
の取得に関する支援を行うた
め、ＴＰＰ協定を契機とした中
堅・中小企業の海外展開支
援を行う「新輸出大国コン
ソーシアム」への認証機関の
参加や、試験・認証機関がＪ
ＥＴＲＯの相談窓口とも連携し
て行う個別相談への対応な
どを推進する。（短期・中期）
（経済産業省）

経済産業省

76 ○
農林水産分野に
おける知財戦略
の推進

農林水産分野における知財
戦略を推進するため、「農林
水産省知的財産戦略２０２０」
（2015年5月）に基づき、知財
戦略を着実かつ強力に実施
するとともに、定期的な検証
を行い、必要に応じて戦略及
び施策の見直しを行う。（短
期・中期）

農林水産省

77 ○

農林水産物・食
品等の地理的表
示（ＧＩ）の活用促
進

農林水産物・食品等の地理
的表示（ＧＩ）保護制度の活用
促進のため、引き続きＧＩの
登録申請に係る相談を受け
付ける窓口を整備するととも
に、制度の普及・啓発、理解
促進、制度の活用による地
域ブランド産品のビジネス化
の支援を図るほか、海外にお
けるＧＩ産品を含めた我が国
農林水産物・食品等に対する
知財侵害対策を推進する。
（短期・中期）

農林水産省

農林水産省

経済産業省

引き続き、左記の取組を実施。

地域ブランドに関するセミナーにて地理的表
示及び地域団体商標の両制度について周知
を図る。また、地方農政局、経済産業局及び
知財総合支援窓口にて両制度の活用につい
て連携を図る。

2016年度の補助事業「地理的表示等活用総
合対策事業」を通じて、昨年度に引き続き登
録支援窓口を通じた申請支援を実施するほ
か、ＧＩの普及啓発、理解促進、ＧＩの活用によ
る地域ブランド産品のビジネス化の支援及び
海外におけるＧＩ産品を含めた我が国農林水
産物・食品等に対する知財侵害対策を推進。

地方農政局等と独立行政法人業所有権情
報・研修館の知財総合支援窓口との連携や
中小企業支援施策の活用等を推進。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

引き続き、左記の取組を実施。

引き続き、左記の取組を実施。

78 ○
農林水産分野で
のブランド化の促
進

農林水産分野でのブランド化
の促進のため、「地理的表示
保護制度」及び「地域団体商
標制度」の両制度を活用した
ブランド支援策について、セミ
ナー等を通じて普及・啓発を
行う。また、各制度の地域相
談窓口間の連絡体制など、
両者の協力に向けた環境整
備を行う。（短期・中期）

38に記載

戦略の実施状況について、取りまとめ・検証
を実施。
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79 ○
日本産酒類のブ
ランド価値向上

日本産酒類のブランド価値向
上のため、酒類の地理的表
示（ＧＩ）制度の周知を徹底
し、制度の活用促進を図ると
ともに、酒類のＧＩ制度を導入
している国との間で、適切な
保護に向けた枠組み作りを
進めることにより、日本産酒
類の輸出促進に向けた環境
整備を実施する。（短期・中
期）

財務省

80 ○
農業関係者に対
する知財マネジメ
ントの普及・啓発

農業関係者が技術流出を防
ぎ、知的財産を活用したビジ
ネスモデルを構築し、それを
支える戦略的な知財マネジメ
ントを実行するため、知的財
産の保護・活用について普
及・啓発を図る。（短期・中
期）

農林水産省

81 ○
種苗産業の海外
展開支援の充実
強化

種苗産業の海外展開の推進
に向け、我が国で開発された
品種の海外での保護を強化
するため、海外への品種登
録出願を促進するなど総合
的な対策を実施する。（短期・
中期）

農林水産省

82 ○
自家増殖に育成
者権の効力が及
ぶ範囲の拡大

育成者権者の正当な利益を
確保することで、新品種開発
を促進するため、種苗法にお
いて原則として育成者権の効
力が及ばない農業者の自家
増殖について、農業生産現
場への影響に配慮しつつ、育
成者権の効力が及ぶ植物範
囲の拡大を図る。（短期・中
期）

農林水産省

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

酒類製造業者へのＧＩ制度の周知及びＧＩの指
定を希望する産地に対して適切な支援を実
施。

海外において日本産酒類のＧＩが保護される
よう国際交渉等を通じた各国への働き掛けを
実施。

農業者の自家増殖に関する検討会において
決定した「自家増殖に育成者権の効力を及ぼ
す植物の基準」に従い、育成者権の効力が及
ぶ植物候補を選定し、植物範囲の拡大を検
討。

優れた新品種の保護・活用のため、品種登録
の際には外国での出願について情報提供。ま
た、農業者等に対し種苗の適正な利用を普
及・啓発。

農業関係者が知的財産を活用したビジネスモ
デルを構築し、それを支える戦略的な知財マ
ネジメントを実行するための、戦略的知財活
用マニュアル等を用いた普及・啓発を実施。

普及指導員等の知的財産に関する知識の向
上を図るため、普及指導員等研修において、
知的財産権に関する研修を実施。

我が国で開発された品種の保護を強化するた
め、海外での育成者権取得に向けた出願マ
ニュアルの作成、相談窓口の設置等の総合
的な対策の実施を検討。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。
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83 ○
権利侵害対策支
援業務の充実強
化

独立行政法人種苗管理セン
ターにおいて実施しているＤ
ＮＡ分析による品種識別サー
ビスの対象作物に登録品種
数が多いカーネーションが追
加されたことを受け、侵害時
に迅速に対処できるようカー
ネーションの登録品種の遺伝
子型データベースを作成す
る。（短期・中期）

農林水産省

84 ○
品種登録審査結
果の海外提供の
無償化

我が国の植物品種の海外に
おける品種登録を促進する
ため、我が国における品種登
録審査結果を海外審査当局
に無償で提供する体制を整
備する。（短期・中期）

農林水産省

85 ○
海外における適
切な保護

海外において品種保護が可
能となるよう、「東アジア植物
品種保護フォーラム」の下、
各国が必要とする意識啓発
セミナーや審査技術研修等
の協力活動を実施する。（短
期・中期

農林水産省

東アジア各国の品種保護制度の整備・充実とその国際調和を図るため、各国の政策決定者
による「東アジア植物品種保護フォーラム」会合を開催するとともに、ＡＳＥＡＮ諸国の政府高
官の、品種保護の重要性への認識向上のための日本への招へいツアーや審査技術研修等
の協力活動を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な協力を検討
し、実施。

カーネーションの登録品種（保存品種）につい
て、DNA抽出及び遺伝子型の解析を進め、遺
伝子型データベースを構築。

植物新品種の保護に関する国際条約
（UPOV）加盟国に対し、日本における品種登
録審査結果の無償提供に係る覚書締結の働
き掛けを実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。
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2018年度 2019年度

第３．コンテンツの新規展開の推進

内閣府

総務省

外務省

財務省

文部科学省

３－１．コンテンツ海外展開・産業基盤の強化

我が国のアニメ・マンガ、映
画などのコンテンツと非コン
テンツが一体となって海外展
開することにより、地域経済
の活性化、海外における日
本ファン、訪日観光旅客の増
加など、期待される様々な分
野への波及効果を 大限発
揮させるため、「クールジャパ
ン官民連携プラットフォーム」
におけるマッチングフォーラ
ムの開催等を通じて、官民や
異業種間の連携を促進す
る。（短期・中期）

本年秋を目途に、クールジャパン官民連携プ
ラットフォームにおいてマッチングフォーラムを開
催。また、マッチングフォーラムで成果をあげる
ことができるよう、それまでの期間、民間等が開
催するイベントに協力し、異業種連携に向けた
機運を醸成。

地域経済の活性化、訪日観光旅客の増加な
ど、様々な分野への波及効果を発揮させるた
め、他分野・他産業（観光業、地場産業等）の関
係者が幅広く協力し、海外に日本の魅力を紹介
する放送コンテンツを制作・発信等する取組を
支援。

在外公館等を活用し，他省庁等との連携にも努
めつつ、日本の多様な魅力を発信。

日本産酒類の海外展開を推進するため、和食
など異業種との連携を図り、日本産酒類の特性
や魅力を効果的に発信。

国際的に通用する実演家やアーティストの人材
育成及び日本の魅力あるロケ地情報や我が国
のアニメ等のメディア芸術の優れた作品の国内
外への発信を実施。

文化財の英語での情報発信に対する支援を行
い、地域の魅力を国内外に発信。

2020年オリンピック・パラリンピック東京大会に
向けて全国各地で開催される文化プログラム等
の取組により地域活性化及び地方への誘客を
図るとともに、文化プログラムの情報等について
ポータルサイトを構築し国内外に発信。

86 ○

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

左記の実施状況を踏まえ、継続して必要な取組を実施。

左記の結果を踏まえ、引き続き必要な措置を実施。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

項目
番号

2016本文
掲載施策

項目名 施策内容 担当府省
短期 中　期

2016年度 2017年度

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

多様な分野との
連携促進
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農林水産省

経済産業省

国土交通省

環境省

関係府省

海外の主要都市における日本食普及イベントや
日本料理講習会の開催、海外メディアを活用し
た日本食・食文化の魅力発信、海外シェフによ
る日本産食材を活用した料理の提供等により世
界の食市場の開拓に向けた取組を実施。

平成28年4月1日に創設した海外における「日本
料理の調理技能認定制度」及び「日本産食材サ
ポーター店認定制度」を推進し、日本食・食文
化、日本産食材の魅力の海外発信を強化。

内閣府と連携し、関係府省として官民や異業種
間の連携の促進を支援。

関係府省等と連携を図り、各海外市場における
出展事業などにおいて、クールジャパン及びビ
ジット・ジャパンが連携し、効果的な日本ブランド
の発信を実施。

9月に開催される「ツーリズムEXPO」へのブース
出展や、環境省ホームページ上での情報発信
により、国内のエコツーリズムの取組状況のPR
を実施。

国立公園を始めとする日本の美しい自然を国内
外にPRするため、国立公園ウェブサイトにおい
て、滞在やアクティビティに関する情報の充実を
図る。

関連する議論の動向を踏まえ、必要に応じ関係
府省において検討。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

引き続き、左記の取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

引き続き、左記の取組を実施。
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内閣府

総務省

文部科学省

農林水産省

経済産業省

国土交通省

関係府省

コンテンツ以外の見本市にお
いて、コンテンツを活用したプ
ロモーション活動を促進する
ことにより、ファンやバイヤー
等への日本コンテンツの発信
機会を拡大する。（短期・中
期）

経済産業省

コンテンツを核とした海外展
開や地域振興等の事業を行
う企業・業種を拡大する観点
から、海外の我が国企業・現
地子会社を含めた非コンテン
ツ産業に対し、コンテンツと
の連携に関する実施事例や
効果の発信等を効果的に行
うための方策を検討する。(短
期）

経済産業省

○

87

クールジャパン資源であるデザイン、食、コンテ
ンツ等の各分野における情報の集積・発信機能
を有する拠点の構築を目指す民間の取組につ
いて、効果的な情報発信が可能となる方策を検
討。

関連する議論の動向を踏まえ、必要に応じ関係
府省において検討。

コ・フェスタを通じ、国内外で開催する各種イベ
ントの連携促進及び一体的な情報発信を行い、
日本コンテンツの海外展開を促進。

同プラットフォームの下、アニ
メなどのポップカルチャーか
ら文化芸術等までの幅広い
我が国の魅力を効果的に発
信するとともに、文化産業を
含めた新たなクールジャパン
関連産業を創出する観点か
ら、羽田空港跡地等における
クールジャパン拠点の構築を
目指す民間の取組を後押し
するとともに、こうした拠点間
のネットワーク化に取り組
む。このため、拠点に必要な
機能の明確化、拠点間の
ネットワーク構築等効果的な
情報発信が可能となる方策
を検討する。（短期・中期）

クールジャパン拠点の構築や、そのネットワーク
化に向けた方策に係る検討を目的として、民間
有識者や関係府省等を構成員とする検討会を
立ち上げ、本年末を目途に結論を得る。

関係府省等と連携し、羽田空港跡地における
「文化・アート産業拠点」の形成を目指す民間の
取組を後押し。

平成28年4月に創設した「日本産食材サポー
ター店認定制度」を推進し、日本産食材を積極
的に使用する海外の飲食店、小売店をサポー
ター店としてネットワーク化し、輸出促進の拠
点として活用。

検討会での議論を踏まえ、拠点構築等に向けた必要な取り組みを実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続
き実施。

JLOP事務局を通じ、コンサルティングサービス
やマッチングを実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

内閣府と連携し、関係府省として検討に参画。

内閣府と連携し、関係府省として検討に参画。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

引き続き、左記の取組を実施。
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経済産業省

総務省

海外における日本コンテンツ
と他産業との連携により総合
的な輸出拡大につなげるべ
く、クールジャパン機構による
リスクマネーの供給等の支援
を引き続き実施する。（短期、
中期）

経済産業省

一般社団法人放送コンテンツ
海外展開促進機構（ＢＥＡＪ）
を活用し、特に地方が主体と
なって海外に向けて地域の
魅力を伝えるコンテンツの制
作や継続的に発信する取組
を支援するほか、こうしたコン
テンツの制作技術や発信技
術の高度化を支援する。な
お、これまで事業を実施して
きたＡＳＥＡＮ諸国等以外の
欧米等の地域においても、ど
のような展開方策が有効か
検討する。（短期・中期）

総務省

特に地方が主体となって海
外に向け地域の魅力を伝え
るコンテンツのローカライズ、
プロモーションについてより
手厚く支援を行う。（短期・中
期）

経済産業省

地域の魅力をコンテンツを通
じて効果的に発信するため、
地域発の商品・サービスの需
要拡大や地方への観光客誘
致につながるようなコンテン
ツの制作、発信について支援
を行う。（短期・中期）

経済産業省

○

地域情報の発信

左記の実施状況を踏まえ、継続して必要な取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

コンテンツのローカライズ・プロモーション支援を
通じて、特に地方発コンテンツの海外展開を後
押し。

ものづくり・観光事業者等と連携して、広域展開
を念頭においたコンテンツづくりを行う取組への
支援を実施。

88

地域経済の活性化、訪日観光旅客の増加な
ど、様々な分野への波及効果を発揮させるた
め、他分野・他産業（観光業、地場産業等）の関
係者が幅広く協力し、海外に日本の魅力を紹介
する放送コンテンツを製作・発信等する取組を
支援。

ジャパンチャンネル整備事業を通じて、地域の
魅力の海外発信と併せて、物販の実施や日本
への観光ＰＲ等の機会を提供するとともに、展
開国を拡大。

株式会社海外需要開拓支援
機構（クールジャパン機構）
が出資するジャパンチャンネ
ル整備事業等を通じて、地域
の魅力の海外発信と併せ
て、物販の実施や我が国へ
の観光ＰＲ等の機会を提供す
ることで、多方面への波及効
果を狙う。（短期・中期）

左記の実施状況を踏まえ、引き続き必要な取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、継続して必要な取組を実施。

ジャパンチャンネル整備事業を通じて、地域の
魅力の海外発信と併せて、物販の実施や日本
への観光ＰＲ等の機会を提供するとともに、展
開国を拡大。

左記の実施状況を踏まえ、引き続き必要な取組
を実施。

BEAJをはじめとした関係機関とも連携しつつ、
他分野・他産業（観光業、地場産業等）の関係
者が幅広く協力し、海外に地域の魅力を紹介す
る放送コンテンツを制作・発信等する取組を支
援。

また、地方局を含む放送事業者等と連携し、イ
ンターネット技術を活用した放送コンテンツの海
外展開について、海外の需要等の調査や展開
に当たって必要な要素技術について検討。な
お、欧米等の地域においても、どのような展開
方策が有効か検討。
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地域におけるコンテンツ関連
産業の集積や我が国の伝統
文化との融合、海外からのク
リエーター等の招致等によ
り、世界に通用するコンテン
ツを創造する開発拠点を整
備し、海外に発信する自治体
や民間での取組を支援する。
（短期・中期）

文部科学省

映画の撮影促進と創造活動
の活性化を図るため、我が
国各地のロケ地情報を集約
し、各地域のフィルムコミッ
ションを紹介するとともに、引
き続き国内外へ発信する。
（短期・中期）

文部科学省

インバウンド観光促進の観点
から、地域の観光資源の取
材を通じて海外で我が国各
地の魅力が発信されるよう、
海外メディアの招へいを行
う。（短期・中期）

国土交通省

ロケを契機とする地域に根ざ
した観光振興を図るため、地
方自治体やロケに関わる民
間企業等で組織し、地域の
取組や課題の共有等により
ロケ支援サービスの一層の
向上を図る「ロケツーリズム
連絡会」について、円滑な運
営が図れるよう必要に応じて
支援を行う。（短期・中期）

国土交通省

内閣府

総務省

文部科学省

経済産業省

国土交通省

関係府省

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

ロケ撮影を契機と
する地域の魅力
の発信・観光誘
致

国際共同製作の促進や地域
の観光資源のコンテンツを通
じた発信等に資する観点か
ら、我が国におけるロケ撮影
の促進に向けた方策の在り
方について、検討を行う。（短
期・中期）

ロケ誘致に関する現状や諸外国における状況
を含め我が国におけるロケ撮影の推進に向け
た方策の在り方について検討。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の検討状況を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の検討状況を踏まえ、必要な取組を実施。

ビジットジャパン事業（訪日プロモーション事業）
として、日本各地へ海外メディアの招へいを実
施。

海外の優秀な若手クリエイター等を招へいして
研修・研究の機会を提供する取組を実施。ま
た、地方公共団体が行う文化芸術による地域活
性化・地域文化の国際発信事業を支援。

○89

今年度「テーマ別観光による誘客事業」を実施
するに当たり、ロケツーリズムがそのテーマとし
て選定された場合には、関係者間におけるネッ
トワーク構築に係る支援やネットワーク間で実
施するシンポジウムの開催、共通マニュアルの
作成等に対して支援。

左記の状況を踏まえつつ、引き続き必要な支援を実施。

映画の撮影促進と創造活動の活性化を図るた
め、日本各地のロケ地情報を集約し、各地域の
フィルムコミッションを紹介するとともに、引き続
き国内外へ発信。
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日本の文化、伝統、技術、産
業、地方の魅力などをわかり
やすく伝え、我が国の国家戦
略であるビジット・ジャパン、
クールジャパン、地方創生等
に寄与する観点から、ＢＥＡＪ
とも連携しつつ、日本の魅力
を伝えるコンテンツの制作
や、継続的に発信する取組を
支援するほか、こうしたコンテ
ンツの制作技術や発信技術
の高度化を支援する。なお、
これまで事業を実施してきた
ＡＳＥＡＮ諸国等以外の欧米
等の地域においても、どのよ
うな展開方策が有効か検討
する。（短期・中期）

総務省

クールジャパン機構を活用
し、我が国の生活文化の特
色を活かした魅力ある商品
又は役務の海外需要開拓を
行う事業の支援を通じて、日
本コンテンツの継続的な発信
を促進する。（短期・中期）

経済産業省

株式会社海外通信・放送・郵
便事業支援機構（ＪＩＣＴ）を活
用し、我が国の事業者による
海外での放送事業を支援す
ることを通じて、日本コンテン
ツの継続的な発信を促進す
る。（短期・中期）

総務省

ビジット・ジャパン事業（訪日
プロモーション事業）におい
て、放送コンテンツの海外展
開など日本コンテンツの普及
に資する事業を実施する。
（短期・中期）

国土交通省

○90
放送コンテンツの
継続的な発信に
よる浸透

左記の実施状況を踏まえ、継続して必要な取組を実施。

左記の状況を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の状況を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

「ビジットジャパン」、「クールジャパン」、「地方創
生」等に寄与する観点から、BEAJをはじめとし
た関係機関とも連携しつつ、他分野・他産業（観
光業、地場産業等）の関係者が幅広く協力し、
海外に日本の魅力を紹介する放送コンテンツを
制作・発信等する取組を支援。また、放送事業
者等と連携し、インターネット技術を活用した放
送コンテンツの海外展開について、海外の需要
等の調査や展開に当たって必要な要素技術に
ついて検討。なお、欧米等の地域においても、ど
のような展開方策が有効か検討。

クールジャパン機構を活用し、我が国生活文化
の特色を活かした魅力ある商品又は役務の海
外需要開拓を行う事業へのリスクマネー供給等
の支援を通じて、日本コンテンツの継続的な発
信を促進。

JICTを活用し、海外における放送事業等に対し
て出資等の支援を行うことで、放送インフラと日
本コンテンツのパッケージ展開を促進。

関係府省と連携を図り、海外市場における日本
の放送コンテンツの放映と連動した訪日プロ
モーションを実施。
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在外公館や独立行政法人国
際交流基金の海外拠点等が
現地での文化事業等の機会
を活用し、我が国の多様な魅
力を発信する日本コンテンツ
の普及に資する事業を実施
する。（短期・中期）

外務省

日本文化の発信と将来的な
商業展開への基盤整備のた
め、広範な層に対して影響力
のある映像コンテンツについ
て、相手国のニーズも踏まえ
つつ、外務省と独立行政法
人国際交流基金が主体とな
り、途上国等のテレビ局に対
し素材を提供し、テレビ放送
を実施する。（短期・中期）

外務省

日本コンテンツの海外展開、
コンテンツ産業とその他の産
業とを連携させた海外展開を
促進し、効果的な浸透を図る
ため、字幕付与や吹き替え、
現地文化を踏まえた修正等
のローカライズに対する支援
や国際見本市への出展、広
告出稿等のプロモーション支
援（ＪＬＯＰ事業）を継続的に
実施する。（短期・中期）

経済産業省

文部科学省

経済産業省

外務省

○91

○92

我が国と相手国の国際共同
製作映画に対し引き続き製
作費の支援を行うことで、映
画による国際文化交流の推
進及び海外における上映機
会の確保等を図るとともに、
国際共同製作協定等の取極
を含め、海外ニーズを踏まえ
我が国の映画製作を振興し
ていくための仕組みについて
検討を行う。（短期・中期）

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

海外展開のため
のコンテンツの制
作、発信、プロ
モーション

文部科学省と経済産業省による関連する議
論の動向を踏まえ、必要に応じ所要の検討を
実施。

ローカライズ・プロモーション支援によりコンテン
ツの海外展開促進を引き続き支援。

映画による国際文化交流の推進及び海外にお
ける上映機会の確保等を図るため、映画の国
際共同製作に対し引き続き製作費の支援を行う
とともに、海外ニーズを踏まえた映画製作を振
興していくための仕組みについて検討。

関係府省と連携し、国際共同製作の認定事業
への支援等を実施するとともに、映画関連イベ
ント等への支援を通じて国内外のコンテンツ産
業の交流を促進。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

市場性が低い国
における日本コン
テンツの露出

在外公館及び国際交流基金の海外ネットワークを活用し、伝統文化からポップカルチャーまで広
範な文化芸術分野において、公演や展示、演奏会、映画の上映会の実施等を通じて、コンテンツ
を含む日本の芸術作品の多様な魅力を海外に向けて発信。

国際交流基金を通じ、日本文化紹介の観点から、アニメーション、ドラマを含むテレビ番組を提
供。また、文化無償資金協力を通じ、開発途上国のテレビ局における日本の教育・ドキュメンタ
リー番組の整備を支援。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を
引き続き実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を
引き続き実施。
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クールジャパン機構が出資
する映像ローカライゼーショ
ン事業等を通じて、ローカラ
イズ、映像編集、販路開拓機
能を一括して提供する基盤を
整備し、世界各国での日本コ
ンテンツの放送・配信を促進
する。（短期・中期）

経済産業省

文部科学省

経済産業省

外務省

経済産業省

ＪＬＯＰ事業を通じて蓄積され
たノウハウも活用しながら、
海外展開を考えている企業
等へのコンサルティングサー
ビスや海外展開に対する知
見と実績を有するプロデュー
サーとのマッチング等を実施
する。（短期・中期）

経済産業省

再掲 ○

4に記載

4に記載

○

93

引き続き左記の取組を実施。経済産業省、JETRO等による取組を踏まえ，これと連携しつつ、在外公館の取組強化を図る。

世界各地から有力バイヤーが集まる主要な海
外見本市にジャパンブースを設置・運営し、中小
企業の海外展開を支援。

有力な海外バイヤーを日本に招へいし、中小企
業等に国内での商談機会を提供。

市場環境の変化に合わせ、 適な見本市やバイヤーの選定を行い、継続的に取組を実
施。

ＪＬＯＰ事業事務局に対して必要に応じて助言や
情報提供を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

海外展開のため
の権利処理の円

滑化

権利処理手続を円滑化し、コ
ンテンツの活用を促進するた
め、コンテンツ等の権利情報
を集約化したデータベースの
整備を官民が連携して分野
ごとに進めていく。（短期・中
期）

海外展開に関す
るコンサルティン
グ機能強化及び
商談機会の提供

独立行政法人日本貿易振興
機構（ＪＥＴＲＯ）、在外公館等
の在外機関を活用し、現地企
業、関係者の紹介や現地事
情の情報提供など、引き続き
相談対応を実施する。また、
ＪＥＴＲＯ等が中心となって、
海外展開を目指す中小企業
等に対し、海外見本市出展
及び海外バイヤー招へいに
よる商談機会の提供を引き
続き支援する。（短期・中期）

クールジャパン機構が出資する事業等を通じ
て、引き続き、日本コンテンツの現地化支援を実
施。

左記の実施状況を踏まえ、引き続き必要な取組を実施。
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総務省

経済産業省

文部科学省

経済産業省

総務省

経済産業省

外務省
○94

我が国のコンテンツ事業者と
海外のコンテンツバイヤーと
のマッチング強化のため、コ
ンテンツ提供プラットフォーム
であるＪＡＰＡＣＯＮと連携し
て、情報発信機能を整備す
る。（短期・中期） 左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

中核的な国際的フェスティバルとして東京国際
映画祭を支援するとともに、国際映画祭などの
国際芸術フェスティバルへの支援を通じて、日
本の優れたコンテンツの海外発信を促進。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。
海外のファンやバイヤー等に
対する我が国のコンテンツの
発信の機会を拡大すべく、東
京国際映画祭やジャパン・コ
ンテンツ・ショーケース（ＪＣ
Ｓ）等の国内で開催する国際
映画祭や国際見本市等の開
催を支援する。（短期・中期）

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。
コ・フェスタを通じ、国内外で開催する各種イベ
ントの連携促進及び一体的な情報発信を行い、
日本コンテンツの海外展開を促進。

日本のコンテンツ事業者と海外のコンテンツバ
イヤーとのマッチング強化のため、コンテンツ提
供プラットフォームであるＪＡＰＡＣＯＮと連携し
て、情報発信機能を整備。

日本コンテンツを分野横断的かつ国際的に紹介
するＪＡＰＡＣＯＮを活用し、データベースや管理
システムに関する民間の取組に対し必要に応じ
て助言や情報提供を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

海外市場情報の
共有

引き続き先の取組を実施。経済産業省、JETRO等による取組を踏まえ、これと連携しつつ在外公館の取組強化を図る。

海外市場のニーズに合致し
たコンテンツ海外展開を更に
促進するため、ＪＬＯＰやＢＥ
ＡＪ等支援を受けて行うコンテ
ンツ海外展開については、現
地市場について情報収集・分
析を行うとともに、情報提供
者が了承する範囲において
これらの情報を公開する。
（短期・中期）

左記の実施状況を踏まえ、継続して必要な取組を実施。

他分野・他産業（観光業、地場産業等）の関係
者が幅広く協力し、海外に日本の魅力を紹介す
る放送コンテンツを制作・発信等する取組を支
援するに当たり、現地市場について情報収集、
分析を行うとともに、これらの情報を公開する場
を設けることを検討。

これまで得られた知見を踏まえ、効果的な海外
発信の在り方について検討。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。
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総務省

経済産業省

関係府省

国際交流基金アジアセンター
が行う「文化のＷＡ（和・環・
輪）プロジェクト」等において、
東京国際映画祭でのアジア
映画の上映、アジアへの日
本映画の紹介、映画人の招
へい等芸術文化分野の事業
の実施を通じて、アジアとの
双方向の文化交流やネット
ワーク形成等を進める。（短
期・中期）

外務省

世界の人々の日本文化理解
の深化、芸術家・文化人等の
ネットワークの形成と強化を
図るため、芸術家、文化人等
を「文化交流使」に指名し、文
化交流使が海外に一定期間
滞在して我が国の文化に関
する講演や実演等を行う活
動や海外の芸術家等が国内
に滞在して制作活動や地域
と交流する取組（アーティス
ト・イン・レジデンス）等の国
際文化交流事業を実施す
る。（短期・中期）

文部科学省

○95

上記検討及び関連する議論の動向を踏まえ、
必要に応じ関係府省において所要の検討を実
施。

外務省・国際交流基金と連携し、欧米、アジア等
の各地域において、日本文化の魅力を発信する
多様な活動を実施。

活動終了後の文化交流使が活動内容の報告
や、各地でのニーズや文化状況を共有するため
の公開フォーラムを開催。

アーティスト・イン・レジデンス事業を支援し、国
内外の芸術家等との双方向の国際文化交流が
継続的に行われる状況を創出。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

コンテンツ海外展開による経
済効果を捕捉するため、民間
とも連携しつつ、把握の方法
について検討する。（短期・中
期）

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

双方向の文化交
流の促進

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を
引き続き実施。

東京国際映画祭等のコンテンツ関連イベントの開催を支援。

他分野・他産業（観光業、地場産業等）の関係
者が幅広く協力し、海外に日本の魅力を紹介す
る放送コンテンツを制作・発信等する取組を支
援するに当たり、その経済波及効果の分析につ
いて検討。

左記の実施状況を踏まえ、継続して必要な取組を実施。

業界団体とも連携しつつ把握の方法について検
討するとともに、必要な調査事業等を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。
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外務省

総務省

文部科学省

文部科学省

経済産業省

海外教育機関（フィルムス
クール）への留学、海外スタ
ジオでのインターンシップ等
の機会を提供することによ
り、共同製作等の担い手とし
て国際的に通用するプロ
デューサー人材の育成を支
援する。（短期・中期）

経済産業省

実演家やアーティストについ
て、国際的に通用する人材と
して育成するために、海外に
派遣し、研修する機会を引き
続き提供する。（短期・中期）

文部科学省

クールジャパン機構が出資
する事業等を通じて、現地に
おける日本コンテンツの海外
展開を支える人材育成プラッ
トフォームを構築する。（短
期・中期）

経済産業省

96

○98
コンテンツ産業の
基盤となる人材
の育成

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

新進芸術家海外研修制度により、クリエーター
などを海外に派遣し、実践的な研修に従事する
機会を提供することにより、我が国の優れたコン
テンツを生み出す人材を育成。

クールジャパン機構が出資する事業等を通じ
て、引き続き、日本コンテンツの海外展開を支え
る人材育成支援を実施。

左記の実施状況を踏まえ、引き続き必要な取組を実施。

海外の政府機関や著作権集中管理団体の職員
等を対象に、集中管理団体制度の整備や強化
に資するセミナーや研修を国内外で実施。

我が国コンテンツの海外での権利保護に向け
て、現地の政府当局やコンテンツ流通事業者等
と我が国のコンテンツホルダーとの関係構築に
資する取組を支援・実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

米国の映画・映像製作関連の教育機関への留
学や、トップクラスの海外映画制作会社等での
実務研修（インターン）を支援する事業を実施す
るとともに、国際的なコンテンツ制作のノウハウ
などに関するセミナーを開催し、国際実務に精
通する関係者のネットワーク構築を推進。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

97
海外の権利処理
団体の育成支援

海外における権利収入を確
保し、我が国コンテンツ産業
のビジネスリスクを低減させ
るため、現地の著作権集中
管理団体や政府当局の著作
権制度実施に係る能力育成
を支援する。また、現地の政
府当局や民間企業等の関係
者等と我が国の政府及びコ
ンテンツ事業者等との交流を
促進し、海外における権利保
護を促進する。（短期・中期）

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

海外での外国番
組の規制等の撤
廃

海外において、外国製の映
画・放送番組・マンガ・アニメ
等のコンテンツの輸入や国内
放映に係る規制が存在する
ことを踏まえ、二国間や多国
間の官民による協議・交渉・
対話において、これらの規制
の緩和や撤廃を求め、我が
国のコンテンツの自由な流通
が実現されるよう引き続き働
き掛けを行う。（短期）

各産業界からの要望を踏まえ、二国間や多国
間の官民による協議・交渉・対話の場を活用し、
相手国における規制の緩和・撤廃を求める又は
日本のコンテンツの自由な流通が確保されるよ
う、働きかけを実施。

引き続き左記の取組を実施。

二国間や多国間の官民による協議・交渉・対話
において、コンテンツの輸入や国内放映にかか
る規制の緩和や撤廃を求め、我が国のコンテン
ツの自由な流通が実現されるよう必要に応じて
働きかけを実施。

各種国際会議や当局間協議の場を活用し、今
後の文化交流や協力の在り方に関する協議を
通じて、我が国の文化芸術に対する各国の理
解を増進。

左記の検討状況を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実
施。
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ＳＮＳ等を通じた日本コンテン
ツの発信を強化するため、留
学生を含む海外の日本コン
テンツファン等と協同した
マーケティングやプロモーショ
ン事業（留学生アンバサダー
事業）を実施する。（短期・中
期）

経済産業省

国際共同製作の促進等の観
点から、海外の放送局等を
対象に放送番組制作能力や
発信技術の向上のための研
修を実施する。（短期・中期）

総務省

アニメーション分野における
若手クリエーター育成のた
め、若手アニメーターを起用
した制作スタッフによるオリジ
ナルアニメーション作品の制
作を通じ、ＯＪＴによる育成を
支援するとともに、制作作品
による上映会等の発表機会
の提供を引き続き実施する。
（短期・中期）

文部科学省

アニメーション、マンガ、ゲー
ム等のメディア芸術分野のク
リエーターの育成のため、「メ
ディア芸術祭」等での優れた
作品の顕彰、海外メディア芸
術祭でのメディア芸術祭受賞
作品等の展示支援等を行う。
（短期・中期）

文部科学省

アニメーション、マンガ、ゲー
ム・ＣＧ分野など成長分野等
における中核的専門人材等
を養成するため、専修学校、
大学等と産業界が協働して
開発した標準モデルカリキュ
ラム等を基に社会人等が学
びやすい教育プログラムの
開発・実証を行うなど、企業・
業界団体等のニーズに対応
した人材育成を推進する。
（短期）

文部科学省

○99

専修学校、大学等が産業界等と協働して、地
域や産業界の人材ニーズに対応した社会人等
が学びやすい教育プログラムを開発・実証する
取組を推進。

若手クリエーター
の育成・発表機
会の提供

国際共同制作の促進等の観点から、海外の放
送局等を対象に放送番組制作能力や発信技術
の向上のための研修の準備を推進。

左記の状況を踏まえ、海外の放送局等を対象
に放送番組制作能力や発信技術の向上のため
の研修を実施。

アニメーション分野における若手クリエーター育
成のため、若手アニメーターを起用した制作ス
タッフによるオリジナルアニメーション作品の制
作を通じ、OJTによる育成を支援するとともに、
制作作品による上映会等の発表機会の提供を
引き続き実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

マンガ、アニメーション、ゲーム等のメディア芸術
分野のクリエーターの育成のため、「メディア芸
術祭」等での優れた作品の顕彰、海外メディア
芸術祭でのメディア芸術祭受賞作品等の展示
支援等を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

左記の実施状況を踏まえ、継続して必要
な取組を実施。

日本コンテンツファンの留学生・現地学生による
「コ・フェスタ・アンバサダー」を通じて、日本コン
テンツの魅力を効果的に発信。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続
き実施。
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クリエーターによる学校訪
問、巡回公演やワークショッ
プ、体験教室の開催を通じ
て、子供の頃からメディア芸
術を含む様々な文化芸術を
体験することにより、子供た
ちの発想力やコミュニケー
ション能力を養い、将来のク
リエーターの育成を図る。（短
期）

文部科学省

学校教育において、子供たち
に対する様々な学習・体験の
機会の提供や教職員の意
識・指導力向上などを通し
て、クリエーターを含めた多
様なキャリア形成に共通して
必要な能力や態度を身に付
けさせることと併せて、これら
の育成を通じて価値観、とり
わけ勤労観・職業観を自ら形
成・確立することができる子
供を育成するキャリア教育を
推進する。（短期）

文部科学省

公正取引委員会

総務省

経済産業省

総務省

文部科学省

100

102 ○

コンテンツ視聴環境の多様化やビジネスモデル
の変化に対応するため、インターネットを活用し
た放送コンテンツの提供サービスを実施する上
での課題について、関係者の議論の動向や意
見等を把握し、必要に応じて適切な対応を検
討。

インターネットを活用した放送コンテンツの提供
サービスを実施する上での課題について、関係
者の議論の動向、他省庁における検討状況等
を踏まえつつ、必要に応じて適切な対応を検
討。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

インターネットを
活用した放送コン
テンツの提供に
関する検討

コンテンツ視聴環境の多様化
やビジネスモデルの変化に
対応するため、インターネット
を活用した放送コンテンツの
提供サービスを実施する上
での課題について、関係者
の議論の動向や意見等を把
握し、必要に応じて適切な対
応を検討する。（短期・中期）

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

101 ○

コンテンツ制作現
場の環境の改
善・取引の適正
化

コンテンツ制作現場に適正に
ビジネス活動の利益が還元
される環境を整備し、取引の
適正化を図るため、独占禁
止法及び下請代金支払遅延
等防止法を厳正に運用する
とともに、クリエーター等の就
労環境の改善・向上の重要
性にも鑑み、取引適正化に
関するガイドラインの普及・
啓発を進める。（短期・中期）

コンテンツ制作における取引の適正化を図るた
め、独占禁止法及び下請代金支払遅延等防止
法に違反する行為が認められた場合には積極
的に対処。

放送コンテンツ分野における製作環境の改善及
び製作意欲の向上等を図る観点から、「放送コ
ンテンツの製作取引適正化に関するガイドライ
ン」の周知啓発を図る。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

コンテンツ制作における取引の適正化を図るた
め、アニメーション制作業界、印刷業界、広告業
界における下請適正取引等の推進のためのガ
イドラインの普及・啓発等を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

コンテンツ制作における取引の適正化を図るため、独占禁止法及び下請代金支払遅延等
防止法に違反する行為が認められた場合には積極的に対処。

「文化芸術による子供の育成事業」により、小学
校、中学校等において、一流の文化芸術団体に
よる実演芸術の巡回公演や芸術家を派遣する
ことを通じ、子供たちに対し質の高い文化芸術
を鑑賞・体験する機会の充実を引き続き図る。

小・中・高等学校における職場体験やインターン
シップ、社会人講話等の実施を促進するなど各
学校段階を通した体系的・系統的なキャリア教
育の実践に向けた取組を実施。

クリエーターの裾
野拡大
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103 ○
コンテンツ制作の
効率化

コンテンツ技術の高度化、制
作工程のデジタル・ネット
ワーク化等により、コンテンツ
制作の効率化を図る。（短
期・中期）

経済産業省

104 ○

コンテンツ産業関
連施策や経営相
談体制の普及・
啓発

コンテンツ産業に係る施策や
経営課題に関する相談支援
体制を普及・啓発するため、
広報資料の作成等により企
業に対し広く情報を発信す
る。（短期・中期）

内閣府

金融庁

経済産業省

関係府省

105

上記検討及び関連する議論の動向を踏まえ、
必要に応じ関係府省において所要の検討を実
施。

コンテンツ産業の基盤の強化
を図るため、資金調達に係る
課題、製作委員会方式に係
る課題及びその他課題につ
いて検討し、海外における公
的助成の状況も踏まえ、必要
な措置を講ずる。（短期・中
期）

制度的な課題等
についての検討

○

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

関係府省が実施するコンテンツ産業に係る施策
や経営課題に関する相談支援体制について情
報を集約し、ホームページ等を活用して一覧等
により情報を発信。

資金調達方法における課題について、関係者
等から実態やニーズを聴取した結果を踏まえ、
具体的に検討。

左記検討結果を踏まえ、必要な取組を実施。

コンテンツ産業の中長期的な発展に向け、諸外
国における状況や関係団体等の意見を踏まえ
た上で、今後の制度の在り方を検討。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

業界団体などと連携し、デジタル制作のための
環境整備など、コンテンツ制作の効率化に資す
る取組を支援。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。
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経済産業省

文部科学省

総務省

財務省

外務省

農林水産省
引き続き、左記の取
組を実施。

引き続き、左記の取
組を実施。

106 ○

侵害発生国における模倣品・海賊版対策を強化
するため、官民が一体となった相手国政府への
働き掛けや各国関係機関との定期的な情報交
換を行うほか、海外現地調査により発見した模
倣品等について、日本企業・関係団体等に対し
情報提供を実施。

引き続き左記の取組状況を踏まえ適切な施策を
実施。

海外における正規版コンテン
ツの流通拡大のための取組
を促進するとともに、政府間
協議や、官民一体となった相
手国政府への働き掛け等に
より、侵害発生国での模倣
品・海賊版対策を強化する。
（短期・中期）

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。
海賊版対策の実効性の強化に向け、関係団
体、関係企業等と連携し、ASEANにおける政府
機関とのネットワーク強化等を推進。

税関当局間協議等により、侵害発生国での模
倣品・海賊版の水際対策強化を要請。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

各産業界からの要望を踏まえ、侵害発生国との
協議やワーキンググループなどの場を通じ、関
係府省と連携しつつ、模倣品・海賊版等知財侵
害対策の強化や正規版の流通拡大に向けた取
組の支援を実施。

左記の取組状況を踏まえ、引き続き必要な取組を実施。

各産業界からの要望を踏まえ、日中間を始めと
する政府間交流の場や知的財産保護官民合同
代表団の派遣を通じ、模倣品・海賊版や冒認商
標出願といった知財侵害について、インターネッ
ト上を含め、その対策強化に向けた要請や協力
を実施。

各国の取締機関やインターネット配信事業者な
どと連携し、海賊版の取締りやオンライン上の
侵害コンテンツの削除を推進するとともに、オン
ライン侵害対策の強化に資する権利者とセキュ
リティソフト開発会社や検索サービス提供事業
者等との連携に向け、必要に応じて支援。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

権利者・関係団体からの要望を踏まえ、日中著
作権協議・日韓著作権協議を始めとする交渉・
協議の場を通じて、著作権侵害対策の強化に
向けた要請や協力を実施。平成24年度からは
対象国を拡大し、インドネシア、マレーシア、タ
イ、ベトナムとも協議を実施。相手国の対策状
況をフォローし、以後の働き掛けに活用。

「一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構
（CODA)」の活動の支援、「国際知的財産保護
フォーラム（IIPPF）」による官民合同ミッションへ
参加。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

正規版コンテンツ
の流通拡大と一
体となった模倣
品・海賊版対策
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財務省

経済産業省

文部科学省

法務省

侵害発生国・地域における著
作権保護の強化や違法コン
テンツ流通の防止に向け、現
地の集中管理団体制度の整
備等、著作権法制面での権
利執行の強化を支援するた
めの調査、フォーラム及びセ
ミナーを実施する。（短期・中
期）

文部科学省 左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

相手国政府との関係を強化
し、海外での取締体制の支
援を促進するため、取締機関
職員を対象にした真贋判定
セミナーや各種研修等を通じ
て人材育成を行うとともに、
日本招へい等において関係
機関との意見交換を行う。
（短期・中期）

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

途上国・新興国税関に対し、知的財産侵害物品
の水際取締能力の構築を目的とした人材育成
を支援するため、技術協力を実施。実施に当
たっては、国際機関（世界税関機構等）や産業
界との積極的な協力も推進。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

各産業界からの要望や相手国政府からの要請
等を踏まえ、侵害発生国の政府機関職員等を
対象にした知財保護セミナーや真贋判定セミ
ナーを開催。

侵害発生国の政府機関職員等を日本へ招へい
し、日本の政府機関や産業界との意見交換の
場を設置。

侵害発生国における模倣品流通の抑止に向
けて、当該国政府と日本政府及び日本企業等
が協力し、共同事業の実施に向けた意見交換
を実施。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

侵害発生国・地域の取締機関職員等を対象とし
た日本コンテンツの真贋判定セミナーを実施。

当該国・地域における法制面での権利執行の
強化を支援するための著作権法制担当者や取
締機関職員等を対象としたフォーラムやセミ
ナー、訪日研修を実施。

模倣品・海賊版への対策には刑事罰等による
担保が重要であるところ，ＪＩＣＡ「ミャンマー法整
備支援プロジェクト」を通じて，ミャンマー連邦法
務長官府及びミャンマー連邦最高裁判所の司
法関係者等を対象とし，知財裁判制度の構築に
向けた本邦研修を実施。

日弁連知財センター等と連携し，知財裁判制度
設置に向けた現地セミナーを開催するととも
に，大学教授，元裁判官等有識者で構成され
る支援委員会を通じ，知財裁判制度設立に向
け継続的に支援を実施。

左記の実施状況を踏まえ，必要な取組を実施。

侵害発生国・地域の著作権に係る権利執行の
ための法的枠組み・執行状況・侵害実態等の調
査を実施するとともに、当該国・地域の著作権
法制担当者や集中管理団体職員等を対象に、
集中管理団体制度の整備や強化に資するセミ
ナーや研修を国内外で実施。
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海賊版対策を含め著作権制
度の環境整備を進めるため、
世界知的所有権機関（ＷＩＰ
Ｏ）及び二国間協力の枠組み
を活用し、著作権集中管理制
度整備のための研修やセミ
ナーの実施、著作権セミナー
などの普及・啓発活動を推進
する。（短期・中期）

文部科学省

経済産業省

文部科学省

外務省

財務省

警察庁

世界知的所有権機関（WIPO)と協働し、アジアの
侵害発生国などの政府職員等を対象として、著
作権や著作隣接権に関するシンポジウムや研
修プログラムを実施。
また、侵害発生国政府と連携し、普及・啓発イベ
ント等を実施するなど、侵害発生国における著
作権の普及・啓発活動を支援するとともに、普
及・啓発活動を促進するための関係者間のネッ
トワーク・プラットホームの形成を支援。

我が国企業の海外における知的財産権保護を
支援するため、我が国企業の知的財産権の侵
害が多く発生しているアジア諸国を中心に、当
該国の知財制度及びその運用、法令改正の動
向、知的財産を巡る情勢や被害実態などを調査
し、 新の情報を模倣対策マニュアルの提供や
セミナー開催などを通じて提供。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

侵害発生国・地域の著作権に係る権利執行の
ための法的枠組み・執行状況・侵害実態等の調
査を実施。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

在外公館を通じた知財制度の調査を強化すると
ともに、各種協議などの場を活用して普及・啓発
などの取組を相手国側へ働きかけ。

権利者との連携強化や、全国の税関における
集中取締りの実施などにより知財侵害物品の水
際取締りを一層強化。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

サイバーパトロールや権利者との連携等によっ
て端緒情報の収集に努め、商標法違反事件及
び著作権法違反事件の取締りを推進。

ファイル共有ソフトを使用するといった悪質なイ
ンターネット上の著作権侵害事犯の取締りを強
化。

引き続き取組を実施。

海外における我が国企業の
模倣品・海賊版対策を支援
し、効果的な知的財産権保
護を促進するため、現地にお
ける知的財産権制度、被害
実態等に関する調査を実施
する。（短期・中期）

左記の状況を踏まえ、引き続き必要な取組を検討。

関係機関、権利者との連携
強化により、模倣品・海賊版
の違法な国内流通に対する
国内取締りや、小口化・分散
化が進む知財侵害物品の水
際取締りを一層強化する。
（短期・中期）
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財務省

警察庁

経済産業省

文部科学省

農林水産省

消費者庁

一般の国民、都道府県の著作権事務担当者、
図書館職員及び教職員を対象として開催する各
種講習会・セミナーやホームページを通じて、著
作権保護に関する普及・啓発を実施。

模倣品販売に関する消費者トラブル等につい
て、消費者に対して必要な情報を提供。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

模倣品・海賊版を容認しな
い、購入しないという国民の
知識と意識の更なる向上の
ため、各省庁、関係機関が一
体となった啓発活動を推進す
る。（短期・中期）

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

模造品・海賊版に対する国民の知識と容易に購入しないという意識の向上のため、各省庁、関係機関が一体となった啓発活動を推進。

引き続き取組を実施。

国民の意識啓発を促進するため、広報活動を
実施。

警察白書や警察庁ホームページにおいて知的
財産権侵害事犯の検挙状況、主要検挙事例に
関する情報を公表。

不正商品対策協議会が主催する「不正商品撲
滅キャンペーン」に協力し、知的財産権の保護
や不正商品の排除に向けた広報啓発を実施。

官民の普及・啓発活動と連携し、ファイル共有ソ
フトを使用するといった悪質なインターネット上
の著作権侵害事犯の抑止のための広報を実
施。

引き続き取組を実施。

知的財産権保護に対する消費者意識の向上を
図るため、国内における消費者を対象とした模
倣品・海賊版撲滅キャンペーンを実施。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。
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2018年度 2019年度

内閣府

国立国会図書館

文部科学省

総務省

経済産業省

107 ○
関係省庁等連絡
会及び実務者協
議会の開催

項目
番号

2016本文
掲載施策

項目名 施策内容 担当府省
短期 中　期

2016年度 2017年度

３－２．アーカイブの利活用の促進

アーカイブの利活用の促進
に向けた連携を図るため、デ
ジタルアーカイブの連携に関
する関係省庁等連絡会を開
催し、関係府省等間で情報
共有、意見交換を行う。ま
た、デジタルアーカイブ推進
に係る実務的課題に対応す
るため、関係府省、国立国会
図書館及び主要分野のアグ
リゲーター等を含めた実務者
協議会を開催し、デジタル
アーカイブ構築に係る課題、
アーカイブの利活用促進に
係る課題、その他人材育成
等の共有及び取組推進策の
検討を行う。（短期）

デジタルアーカイブの連携に関する関係省庁等
連絡会及び実務者協議会を開催し、アーカイブ
の構築及び利活用促進に向けた各種課題を整
理した上で、解決方策等について検討。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続
き実施。
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国立国会図書館

文部科学省

総務省

国立国会図書館

内閣府

関係府省

108 ○
統合ポータルの
構築 文化財分野については、デジタルアーカイブに関する関係省庁等連絡会及び実務者協議

会を通じ、国立国会図書館サーチとアーカイブ連携の実現に向けて具体的な連携方策に
ついて検討。

左記の検討状況を踏まえ、必要な取組を実施。

109 ○
利活用の推進の
ための連携

デジタルアーカイブ間の連携
の意義を周知するため、関係
省庁等連絡会や実務者協議
会等を通じ、集約・共有され
たコンテンツ及びメタデータ
の利活用事例や連携の効果
を示す事例の収集及び共有
化を図るとともに、利活用推
進のための具体的課題、対
応策を検討し、必要な措置を
講ずる。（短期）

関係省庁等連絡会及び実務者協議会におい
て、メタデータ等の利活用事例や連携の効果を
示す事例の収集・共有化を行い、アーカイブの
利活用推進のための具体的課題、対応策を検
討。

左記の検討状況を踏まえ、必要な取組を実施。

関係省庁等連絡会及び実務者協議会で調整を
行いつつ、国立国会図書館サーチと文化遺産
オンラインとの連携に向けて、文部科学省と協
力し、一部のメタデータの連携実験を行い、シス
テム改修について検討。

国立国会図書館サーチと他分野のアーカイブ
との連携については、連携のための課題抽出
を継続実施するとともに、具体的な連携の対応
策を検討。その際、統合ポータルとしての国立
国会図書館サーチの機能拡張についても検討。

国立国会図書館サーチと文化財分野との連携
においては、文化遺産オンラインとの連携に向
けたシステム整備に関する取組を実施。他分野
のアーカイブとの連携については、連携に係る
課題と対応策を整理した上で、実施可能なもの
から取り組むとともに、統合ポータルとしての国
立国会図書館サーチの機能拡張のためのシス
テム整備にも着手。

文化財分野については、デジタルアーカイブに
関する関係省庁等連絡会及び実務者協議会を
通じ、国立国会図書館サーチとアーカイブ連携
の実現に向けて具体的な連携方策について検
討。

放送番組センター及びＮＨＫと連携をとりなが
ら、放送コンテンツ分野のアーカイブと国立国会
図書館サーチを含む他のアーカイブとの連携に
ついて、連携のための課題抽出などについて検
討。

我が国における分野横断型
の統合ポータル構築のため、
国立国会図書館サーチと、
文化財分野における文化遺
産オンラインを始めとする各
分野のアグリゲーターが運用
している主要アーカイブとの
間でメタデータレベルでの
アーカイブ連携を進める。文
化財分野については、国立
国会図書館サーチと文化遺
産オンラインとの早期のアー
カイブ連携の実現に向けて、
2016年度中に、一部のメタ
データの連携検討等、連携
強化に必要なシステム整備
のための取組を開始する。他
分野についてはアーカイブ連
携のための課題抽出等を継
続し、国立国会図書館サー
チとの連携に向けて、アグリ
ゲーターの先行事例となる特
定の分野又は地方における
ポータルサイトの整備のため
の取組を進める。（短期・中
期）

左記の実施状況を踏まえ、国立国会図書
館サーチと各分野のアーカイブとの連携
が可能なところからシステム整備を実施。
連携が困難なところとは継続して連携に
係る課題と対応策を検討し、必要な取組
を実施。
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自治体が保有する情報を蓄
積する公共クラウドやふるさ
とデジタル図書館等の取組を
通じ、地方ゆかりの文化情報
等のコンテンツの収集や利活
用を促進する。（短期・中期）

総務省

国立国会図書館

内閣府

関係府省

国立国会図書館

文部科学省

総務省

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

左記の検討状況を踏まえ、必要な取組を実施。

110 ○
地方における
アーカイブ連携の
促進

書籍等分野については国立
国会図書館、放送コンテンツ
については放送番組センター
（日本放送協会（ＮＨＫ）と民
放局両方のコンテンツを取り
扱う）及びＮＨＫ(ＮＨＫのコン
テンツを取り扱う)、映画、
ゲーム、アニメーション等のメ
ディア芸術分野や文化財に
ついては中核的なアーカイブ
拠点がないため当面の間文
化庁において、収集対象の
選定やメタデータ形式の標準
化等のアーカイブ構築の方
針の策定等、分野内のアー
カイブ機関における収蔵資料
のデジタル化への協力、メタ
データの集約化を行う。（短
期・中期）

書籍等分野において、国立国会図書館サーチ
の連携拡張に係る実施計画に基づき、各図書
館等のデジタルアーカイブとの連携強化を推
進。

メディア芸術データベース、文化遺産オンライン
において、既に運用されているメタデータ形式に
基づき、デジタル化の推進、データの集約等を
実施。

放送番組センター及びＮＨＫと連携をとりなが
ら、放送コンテンツ分野のアーカイブのデジタル
化について、必要な検討を実施。

地方におけるアーカイブの構
築と連携促進のため、実務
者協議会等を通じ、地方にお
ける各機関の協力や連携の
在り方を検討する。（短期・中
期）

実務者協議会において、地方のアーカイブ連携
に関する課題を整理した上で各機関の協力や
連携の在り方を検討。

111 ○
分野ごとのアグリ
ゲーターによる取
組

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の検討状況を踏まえ、必要な取組を整理
し、連携の実現に向けた関係各所への働きかけ
を実施。必要に応じて課題等の検討を継続実
施。

左記の検討・取組状況を踏まえ、必要な
取組を実施。

公共クラウドやふるさとデジタル図書館における
登録情報の充実や更新の促進に取り組むととも
に、利活用を促進。
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国立国会図書館

文部科学省

国立国会図書館

文部科学省

国立国会図書館所蔵資料の
デジタル化に引き続き取り組
むとともに、デジタル化データ
の利活用の促進に向けた取
組を強化する。（短期）

国立国会図書館

2020年東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会に向け
て、文化財情報を海外に発
信するため、日本遺産を構成
する文化資源や国宝・重要
文化財以外の地域の文化資
源に関するデータの集約、画
像掲載率の向上、多言語化
を含め利活用に資する取組
を推進する。（短期）

文部科学省

全国の博物館・美術館等に
おいて文化財等のデジタル
アーカイブ化とそのデータの
利活用が促進されるよう、国
におけるこれまでの取組を踏
まえて、地方の博物館・美術
館等に対して必要な情報の
周知を図る。また、各館にお
ける紙媒体の収蔵品目録の
データベース化等、デジタル
アーカイブ化と利活用促進の
ための具体策を検討し、その
推進を図る。（短期）

文部科学省

全国博物館長会議等において、文化遺産オンラ
インについての情報提供を実施し、オンラインへ
の登録・画像の提供等を依頼。

また、デジタルアーカイブ化と利活用促進の具
体策については、デジタルアーカイブの連携に
関する関係省庁等連絡会及び実務者協議会に
おける検討に協力し、検討結果に応じて必要な
推進方策を検討。

引き続き、左記の取組を実施。

国立国会図書館と協力し、資料のデジタル化に関する研修を実施。また、図書館業務に関するそ
の他研修を利用した情報提供の実施。

引き続き、左記の取組を実施。

国立国会図書館と協力し、各種会議・研修等の場で資料のデジタル化に関する情報周知を実
施。

引き続き、左記の取組を実施。

資料デジタル化に関する研修を実施。また、
ホームページでの情報提供のほか、文部科学
省等と協力し、アーカイブ構築等に関する情報
の共有を推進。

公共・大学図書館等に対して国立国会図書館
サーチとの連携に必要な技術的な情報をホー
ムページ等を通じて提供。また、文部科学省等
と協力し、デジタル化等に関する情報を周知。

所蔵資料のデジタル化を継続実施。また、デジ
タル化データを活用した検索機能の拡張やデジ
タル化データの復刻・翻刻等の利用の促進に向
けた取組を推進。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続
き実施。

○ 文化財分野

○112

113

コンテンツの拡充に向けて、
公共・大学図書館等の所蔵
資料のデジタル化を促進す
るため、アーカイブ構築の手
順等についての研修等を行
う。（短期）

統合ポータルとの連携強化
のため、公共・大学図書館等
に対し、デジタル化した資料
へのメタデータ付与や外部連
携インターフェース（ＡＰＩ）を
付した形での公開を支援する
ための助言等を行うととも
に、所蔵資料のデジタル化及
びアーカイブ連携のための取
組を促進するため、必要な情
報の周知を図る。（短期）

文化遺産オンラインの画像掲載率の向上を図る
ため、画像の収集を進めるとともに、国指定文
化財の英訳を推進。

書籍等分野

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続
き実施。
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マンガ、アニメーション、ゲー
ム、メディアアート分野につい
て構築した「メディア芸術デー
タベース」の利活用を促進す
るため、適切な維持管理を行
うとともに、民間と連携した
データベースへの新たな情
報収集と登録促進、メディア
芸術データベースガイドライ
ン（手引書）における取組事
例の紹介を継続する。さら
に、メディア芸術データベー
スの利用実態調査結果を含
め、改善点等を検討するとと
もに、外部との連携を可能と
するためのシステム改修等、
更なる内容の充実化とその
利活用促進を図る。（短期）

文部科学省

東京国立近代美術館フィル
ムセンターにおいて、映画
フィルムの収集や保存のた
めのデジタル化を引き続き実
施する。（短期）

文部科学省

民間主体でのアーカイブ構築
を促進するため、デザイン等
のモデル分野における中核
拠点の形成を支援する。（短
期）

文部科学省

メディア芸術分野のアーカイ
ブ整備を進めるため、これま
でに整備した作品情報や所
蔵情報等の成果を踏まえ、
アーカイブ充実に向けた今後
の取組、映画フィルムやゲー
ムといった資料滅失等が課
題となっている分野に関する
取組を加速化させる。映画
フィルムについては、映像の
超高解像度化の進展等を踏
まえつつ保存の在り方を検討
する。（短期・中期）

文部科学省

114
メディア芸術等分
野

○

映画フィルムを長期にわたって安全に保全する
とともに、運用面での利便性を考慮するために、
著作権等の処理が必要でない作品、著作権者
の承諾を得た作品に限り、テレシネ等によるデ
ジタルマスターの作成を行うほか、劣化や損傷
が見られる映画フィルムについてデジタル技術
を活用した復元を実施。

デザイン等のモデル分野における中核拠点の
形成を支援し、当該分野のネットワーク化を推
進することにより、分野全体のアーカイブの構
築・運営や共同利用の促進等を実施。

「メディア芸術デジタルアーカイブ事業」により整
備した作品情報や所蔵情報等の成果を踏まえ、
今後の「メディア芸術データベース」の利活用に
ついて検討を行うとともに、映画におけるデジタ
ル保存等についての調査研究を実施。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実
施。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実
施。

メディア芸術作品を保存・活用するために必要と
なる「メディア芸術データベース」の運用を行う。
継続して、各関係団体の協力を得、メディア芸
術作品等の情報収集・登録を行う。また、「メディ
ア芸術データベース」の利用実態等を調査し、シ
ステムを改修。

「メディア芸術デジタルアーカイブ事業」の成果
を踏まえて制作した、「メディア芸術データベー
スガイドライン（手引書）」の公開により、メディア
芸術作品の収集・収蔵を目指す所蔵・研究機関
などの作品の目録作成等に寄与。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実
施。
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115 ○
放送コンテンツ分
野

放送コンテンツ分野のアーカ
イブの利活用を促進するた
め、放送コンテンツの学校に
おける教育目的や遠隔地で
の放送コンテンツの利用に関
する取組を引き続き実施す
る。（短期）

総務省

国立国会図書館

内閣府

関係府省

国立国会図書館

内閣府

関係府省

116 ○
メタデータオープ
ン化の課題と対
応策の検討

実務者協議会等において、
統合ポータルとの連携によっ
て集約されるメタデータの
オープン化の促進に向けた
課題の整理と対応策の検
討、サムネイル／プレビュー
の取扱いの検討、デジタルコ
ンテンツの拡充とその利用条
件の表示促進の検討を行
い、メタデータ及びコンテンツ
の流通促進を図る。（短期・
中期）

左記での検討を踏まえ、メタデータのオープン
化、サムネイル/プレビューの制度整備及びデ
ジタルコンテンツの利用条件表示の促進に向け
た取組を行う。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を
実施。

117 ○
集約されたメタ
データの利活用
の促進

統合ポータルからデータセッ
トを抽出する機能の普及等
の環境整備を進めるととも
に、統合ポータルで集約され
提供されるメタデータを活用
した目的別ポータルの構築
や利活用事例の共有に向け
た取組を行う。（短期・中期）

国立国会図書館サーチのデータセットを抽出す
る機能等の整備を進め、その普及を図る。ま
た、実務者協議会において収集するメタデータ
等の利活用事例を参考に、目的別ポータル構
築に有効な手段について検討。

メタデータ等の利活用事例の共有化のための
取組を行う。また、左記の検討状況を踏まえ、目
的別ポータルの構築を促進するための取組にも
着手する。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を
実施。

放送番組センター及びＮＨＫによる利活用の状
況を把握し、必要に応じて適切な対応を検討。

関係省庁等連絡会及び実務者協議会におい
て、メタデータのオープン化の促進、サムネイル
/プレビューの流通促進、デジタルコンテンツの
拡充とその利用条件表示の促進に向けた課題
及び対応策について検討。
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118

美術館等が所蔵する著作物
に関し、解説・紹介のために
当該著作物のデジタルデー
タの利用を可能とすることに
ついて具体的な制度の検討
を行い、必要な措置を講ず
る。（短期・中期）

文部科学省

再掲

権利者不明著作物等の利用
を円滑化するため、著作権者
不明等の場合の裁定制度に
おける補償金供託について、
一定の場合に後払いを可能
とすること等の見直しについ
て内容を検討し、次期通常国
会への法案提出を視野に、
必要な措置を講ずる。また、
利用者による権利者探索コ
スト低減のための民間団体
の取組に対する支援の在り
方について2016年度中に検
討を行い、必要な措置を講ず
る。（短期・中期）

文部科学省

文部科学省

経済産業省

119

デジタルコンテンツの利活用
を促進するため、実務者協議
会等と連携しつつ、国際標準
化機関（ＩＳＯ）における技術
委員会TC46の国内委員会に
おけるデジタルコンテンツの
二次利用を促進するための
権利表示の国際標準化に対
する取組等を推進する。（短
期・中期）

経済産業省
左記標準文書を国
際規格として制定。

左記活動を踏まえ、
必要な取組を検討。

経済産業省

文部科学省

120

再掲

デジタルコンテンツ二次利用を促進するための
権利表示に関する国際標準案について、
ISO/TC46における審議を推進。

アーカイブの構築
と利活用の促進
のための著作権
制度の整備

美術館等が所蔵する著作物に関し、解説・紹介
のために当該著作物のデジタルデータの利用を
可能とすることについて具体的な制度について
検討。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

美術館、博物館等の収蔵品の画像データに係
る権利処理に関し、アーカイブの利活用に係る
利用条件の明確化及び利活用に係る相談・権
利処理窓口機能の整備を促進。

○

デジタルコンテンツ二次利用を促進するための
権利表示に関する国際標準原案を開発し、
ISO/TC46に対して、当該標準原案の国際標準
化提案を実施。

権利処理手続を円滑化し、コ
ンテンツの活用を促進するた
め、コンテンツ等の権利情報
を集約化したデータベースの
整備を官民が連携して分野
ごとに進めていく。（短期・中
期）

3に記載

○

4に記載

4に記載

利活用の促進の
ための周辺環境
の整備

アーカイブの利活用に係る利
用条件の明確化、利活用に
係る相談・権利処理窓口機
能の整備、利活用促進に資
する実証的な取組等を促進
する。（短期・中期）

日本コンテンツを分野横断的かつ国際的に紹介
するＪＡＰＡＣＯＮを活用し、データベースや管理
システムに関する民間の取組に対し必要に応じ
て助言や情報提供を実施。

左記の検討を踏まえ、必要な措置を実施。
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国立国会図書館

文部科学省

総務省

デジタルアーカイブに関連す
る大学における司書や学芸
員の養成課程等において、
省令改正により、2012年度か
らデジタルアーカイブ関係の
内容を含む科目が新設され
たことを踏まえ、デジタルアー
カイブに関する専門的知識を
有する人材の育成がより充
実されるよう促していく。（短
期・中期）

文部科学省

総務省

文部科学省

経済産業省

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。
122

アーカイブに関す
る基盤技術の開
発等

デジタルアーカイブに関するガイドラインの普及
啓発やデジタルアーカイブの連携を検討する機
関に対する専門家の派遣等のデジタルアーカイ
ブ化の促進及び各アーカイブ間の連携実現に
向けた取組を実施。

アーカイブの記録・保存技術や分野横断的検索
技術などデジタルアーカイブを支える基盤的な
技術の研究開発を促進。

アーカイブ間の連携を実現す
る分野横断的検索システム
等のアーカイブを効果的に利
用可能とする技術や、アーカ
イブの記録・保存に係る技術
等、アーカイブを支える基盤
的な技術の研究開発を促進
する。また、各アーカイブ機
関における、アーカイブ間連
携に向けたデータの整備や
他のウェブサイトやアプリ
ケーション等からアクセス可
能にする外部向けインター
フェースの共通化と公開等の
取組促進のための環境整備
等を進める。（短期・中期）

121 ○
アーカイブ関連人
材の育成

これまでのアーカイブの構築
を通じて得られたノウハウや
成果を活用しつつ、アーカイ
ブの構築をけん引する人材
や利活用をサポートする人材
の育成を支援するため、美術
館・博物館、大学・研究機
関、民間施設の関係者に対
し、アーカイブの必要性や
アーカイブ人材の重要性の
認識を広めるためのシンポジ
ウム、研修開催等の取組を
実施する。（短期・中期）

資料デジタル化研修及びデジタル化等に関する
情報提供の実施に加え、デジタルアーカイブの
必要性・重要性を広く周知するためのイベントを
開催。

美術館・博物館、大学・研究機関、民間施設の
関係者に対し、アーカイブの取組を広めるため
のシンポジウムを開催。

デジタルアーカイブの連携を検討する機関に対
する専門家の派遣を始めとする支援など、デジ
タルアーカイブ化の促進及び各アーカイブ間の
連携実現に向け、各機関の職員の能力開発に
資する取組を実施。

引き続き、左記の取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

新カリキュラムに基づき実施される司書・学芸員資格養成課程等について、各大学等機関におい
て適切に実施されるよう、必要な支援を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を
引き続き実施。

複数のアーカイブの連携や分野横断的なアーカ
イブの検索技術として複数アーカイブを高速か
つ効率良く検索する技術の研究開発を促進。

引き続き、左記の取組を実施。

引き続き、左記の取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。
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2018年度 2019年度

訴え提起後の証拠収集手続
に関して、現行の書類提出命
令を発令しやすくするよう、具
体的態様の明示義務が十分
に履行されなかった場合に同
命令が発令されやすくする方
策や同命令と秘密保持命令
を組み合わせて発令できるよ
うにすることや、中立的な第
三者が被疑侵害者に対して
査察を行う制度（提訴後査
察）について、産業界を始め
とした関係者の意見を踏まえ
つつ、具体的に検討を進め、
2016年度中に法制度の在り
方に関する一定の結論を得
る。（短期）

経済産業省

訴え提起前の証拠収集手続
に関して、現行制度の利用例
の共有等を進めるとともに、
現行制度が活用されていな
い要因の分析及びその具体
的改善策の可能性について
検討する。（短期・中期）

経済産業省

４－１．知財紛争処理システムの機能強化

産業界や有識者を交えた審議会等において、
具体的に検討を進め、法制度の在り方に関す
る一定の結論を得る。

左記について、必要に応じて引き続き検討す
るとともに、検討結果に応じ、適切な措置を実
施。

項目
番号

2016本文
掲載施策

項目名 施策内容 担当府省
短期 中　期

2016年度 2017年度

123 ○
適切かつ公平な
証拠収集手続の
実現

産業界や有識者を交えた審議会等において、
現行制度が活用されていない要因の分析及
びその具体的改善策の可能性について検
討。

引き続き、左記について検討するとともに、検討結果に応じ、必要に応じ適切な措置を実施。
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現行特許法第102条第３項に
関して、通常の実施料相当
額を上回る損害額の算定が
より容易にできるようにする
ための考慮要素の明確化に
ついて、産業界を始めとした
関係者の意見を踏まえつつ、
具体的に検討を進め、2016
年度中に法制度の在り方に
関する一定の結論を得る。
（短期）

経済産業省

経済産業省

関係府省

内閣府

関係府省

産業界や有識者を交えた審議会等において、
具体的に検討を進め、法制度の在り方に関す
る一定の結論を得る。

左記について、必要に応じて引き続き検討す
るとともに、検討結果に応じ、適切な措置を実
施。

左記の検討結果を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の取組を踏まえ、引き続き必要な取組を実施。

124 ○

ビジネスの実態
やニーズを反映し
た適切な損害賠
償額の実現

最低保障額としての通常の
実施料相当額の認定の基礎
として活用できるようにする
ため、通常の実施料のデータ
ベース等の作成について、そ
の可否も含めて具体的に検
討を進める。（短期・中期）

通常の実施料相当額の認定の基礎となる資
料について、事案の多様性等による実態反映
の困難さ等の課題を踏まえつつ、その作成の
可否も含めて検討。

権利者が実態に基づき弁護
士費用等を請求する際の基
礎として活用できるようにす
るため、知財訴訟に必要な費
用のデータベース等の作成
について、その可否も含めて
具体的に検討を進める。（短
期・中期）

知財訴訟に必要な費用に関する実態把握を
行い、データベース等の作成に必要な基礎資
料を取りまとめ。
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専門官庁によるレビュー機会
の拡大としての侵害訴訟に
おける特許庁に対する求意
見制度や権利の逐次安定化
を図るための特許庁におけ
る有効性確認手続、侵害訴
訟における訂正審判請求等
を要件としない訂正の再抗弁
について、産業界を始めとし
た関係者の意見を踏まえつ
つ、具体的に検討を進め、
2016年度中に法制度の在り
方に関する一定の結論を得
る。（短期）

経済産業省

侵害訴訟における技術的専
門性を更に高める観点から、
公平性、中立性、透明性等
の課題を解消した上で、裁判
所における更なる技術的専
門性の向上や裁判所と特許
庁との連携強化に取り組む。
（短期・中期）

経済産業省

侵害訴訟等において権利の
有効性が推定されることを確
認的に規定するための明ら
か要件の導入の是非及び訂
正審判等の要件緩和等の是
非等について、産業界を始め
とした関係者の意見を踏まえ
つつ、具体的に検討を進め、
2016年度中に法制度の在り
方に関する一定の結論を得
る。（短期）

経済産業省

安定した質の高い特許を増
やしていく観点から、弁理士
や出願人といった特許の出
願側に一層の対応を促すとと
もに、特許庁における審査品
質向上のためのこれまでの
取組を更に進める。（短期・
中期）

経済産業省

産業界や有識者を交えた審議会等において、
具体的に検討を進め、法制度の在り方に関す
る一定の結論を得る。

左記について、必要に応じて引き続き検討す
るとともに、検討結果に応じ、適切な措置を実
施。

裁判所における更なる技術的専門性の向上
や裁判所と特許庁との連携強化に向けた取
組を実施。

125 ○

権利付与から紛
争処理プロセスを
通じての権利の
安定性の向上

産業界や有識者を交えた審議会等において、
具体的に検討を進め、法制度の在り方に関す
る一定の結論を得る。

弁理士側の一層の対応として、日本弁理士会
における必要な施策（明細書作成に関する研
修の充実や中小企業等に対する費用助成の
要件緩和等）の検討を促す。

出願人とのコミュニケーションの機会を利用し
て、安定した質の高い特許取得への一層の対
応を促す。

特許要件や記載要件等の判断を統一するた
めの審査官協議等、審査品質向上のための
これまでの取組を更に推進。

引き続き、左記の取組を継続的に実施。

左記の取組状況を踏まえ、日本弁理士会にお
いて必要な措置を検討・導入しつつ、継続的に
実施。
出願人に対しては、左記の実施状況を踏まえ、
必要な取組を実施。
審査品質向上のための左記の取組を継続的
に実施。

左記について、必要に応じて引き続き検討す
るとともに、検討結果に応じ、適切な措置を実
施。

左記の検討結果に基づき、日本弁理士会に
おける施策の実施を促す。
出願人に対しては、左記の実施状況を踏ま
え、必要な取組を実施。
審査品質向上のための左記の取組を継続的
に実施。
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内閣府

関係府省

中小企業が知財紛争に要す
る費用の問題に対応するた
め、中小企業が利用可能な
知財分野を含む訴訟費用保
険の一層の整備に向けた民
間の取組の普及や支援につ
いて具体的に検討を進める。
（短期）

経済産業省

中小企業の知財紛争に係る
人的リソースに関する問題に
対応するため、よろず支援拠
点において、相談員に対して
アドバイス等を行うために全
国本部に設置しているサ
ポートチームに弁護士等を加
え、各拠点の相談員が行う知
財紛争に関する相談対応を
バックアップする体制を整備
する。（短期・中期）

経済産業省

法務省

経済産業省

126 ○

知財紛争処理シ
ステムの一層の
機能強化に向け
た更なる検討

知財紛争処理システムの一
層の機能強化に向けた上記
以外の方策について、知的
財産を取り巻く国内外の状況
の変化を勘案し、引き続き検
討する。（短期・中期）

知財紛争処理システムの一層の機能強化に
向け、経済産業省における検討状況も踏ま
え、総合的に検討。

再掲 ○ 中小企業等支援

地方における知財専門家へ
のアクセスを支援するため、
関係団体と連携し、地方にお
いても知財紛争処理に精通
した専門家に依頼できるよう
な体制の充実を図る。（短
期・中期）

70に記載

70に記載

70に記載

70に記載

左記の検討状況及び国内外の状況の変化を勘案し、知財紛争処理システムの更なる機能強
化に向けた検討と、必要に応じ適切な措置を実施。
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127 ○
裁判外紛争解決
手続（ＡＤＲ）の拡
充・活性化

知財紛争を含む紛争の当事
者がその解決を図るのにふ
さわしい紛争解決手続を容
易に選択できるよう、裁判外
の紛争解決手続（ＡＤＲ）の拡
充及び活性化を図るため、知
財紛争のＡＤＲを取り扱う者
からの認証ＡＤＲ（愛称：かい
けつサポート） に関する相談
を通じて認証申請を促すとと
もに、適正な審査による認証
を行うことにより、認証ＡＤＲ
実施者の拡充を図り、また、
認証ＡＤＲ実施者に関する情
報をより広く周知し、認証ＡＤ
Ｒの利用の活性化を図る。
（短期・中期）

法務省

我が国の知財関係等の法令
の透明性を高め、我が国の
企業が知財を武器に国際的
な事業活動を円滑に行える
ビジネス環境を整備するた
め、我が国の知財関係等の
法令の高品質な英訳を迅速
に作成し、海外発信する。
（短期・中期）

法務省

知財紛争がグローバル化し
ていることを踏まえ、裁判所・
特許庁における解決、裁判
外紛争解決、当事者間の和
解等の知財紛争処理システ
ム全体について、他国におけ
る制度・実態等の調査を行
い、広く発信する。（短期・中
期）

法務省

128

知財関係法令の
海外発信及び他
国における紛争
処理の状況の調
査

○

特許権侵害訴訟やADRを始めとする知財関
係紛争処理システム全体を対象に、諸外国
（2016年はオランダを予定）の知財事件担当
裁判所やそこでの知財訴訟制度を中心に、我
が国の法体系の異同などを踏まえた所要の
調査を実施し、公表。

引き続き、左記の取組を実施。

日本の知財関係法令を始めとする日本法令
の高品質な英訳を迅速に作成して公開すると
ともに、その公開までの期間を短縮すべく、必
要な措置を可能なものから順次実施 。

引き続き、左記の取組を実施。

引き続き、左記の取組を実施。

認証申請を検討している者からの相談に適切
に応じることを通じて、知財紛争のＡＤＲを取り
扱う者からの認証申請を促すとともに、認証Ａ
ＤＲ実施者の増加を図るべく、適正な審査によ
る認証を実施。

また、認証ＡＤＲの利用の活性化を図るため、
インターネット広告等を活用した周知を実施。
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2018年度 2019年度

129 ○
特許審査の迅速
化と質の向上

世界最速・最高品質の審査
を実現し、その審査結果を国
内外へ早期発信し、世界を
リードするために、審査請求
から特許の「権利化までの審
査期間」（標準審査期間）と
「一次審査通知までの期間」
を、2023年度までに、それぞ
れ、平均14か月以内、平均
10か月以内にするとともに、
特許審査の質の維持・向上
を図り、「強く・広く・役に立つ
特許権」を付与するため、
審査官の確保等の特許審査
体制の更なる整備・強化を行
う。（短期・中期）

経済産業省

130
特許・意匠・商標
の品質管理

審査品質管理小委員会によ
る改善提言を踏まえた、「審
査の品質管理に関するマ
ニュアル（品質マニュアル）」
の改訂、適時・適切な品質監
査の充実、特許審査の質に
ついてのユーザー満足度調
査の拡充等の品質管理の体
制整備を通じて、一層質の高
い審査結果を国内外に発信
する。意匠・商標も特許と同
様の施策を実施する。（短
期・中期）

経済産業省

項目
番号

2016本文
掲載施策

項目名 施策内容 担当府省
短期 中　期

2016年度 2017年度

４－２．世界をリードする審査の実現によるグローバル事業展開支援の強化

引き続き、左記の取組を実施。

引き続き、左記品質管理の体制整備を実施するとともに、我が国特許庁が行っている審査の
質の維持・向上に関する取組を国内外に積極的に発信。（特許・意匠・商標共通事項）

審査請求から特許の「権利化までの審査期
間」（標準審査期間）と「一次審査通知までの
期間」を、2023年度までに、それぞれ、平均
14か月以内、平均10か月以内にする目標に
向けて審査の迅速化を進めるとともに、特許
審査の質の維持・向上を図り、「強く・広く・役
にに立つ特許権」を付与することにより、質の
高い審査結果を国内外へ早期に発信し、世
界をリードするため、審査官の確保等の特許
審査体制の更なる整備・強化を実施。

審査請求から特許の「権利化までの審査期
間」（標準審査期間）について平均16か月を切
り、「一次審査通知までの期間」について平均
11か月を切るとともに、特許審査の質の維持・
向上を図り、「強く・広く・役に立つ特許権」を付
与することにより、質の高い審査結果を国内
外へ早期に発信し、世界をリードするため、審
査官の確保等の特許審査体制の更なる整
備・強化を実施。

品質管理の体制整備を実施するとともに、適
時に実施する品質監査のシステムの開発に
関して、必要な措置を実施。（特許・意匠・商
標共通事項）
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131 ○
事業戦略に対応
するタイムリーな
権利保護

戦略的な知財マネジメントの
実践に向けて事業において
活用される知的財産権のタイ
ムリーな取得を支援するた
め、特許、意匠、商標に関す
る出願を一括して審査・権利
化する「事業戦略対応まとめ
審査」の更なる周知と利用の
促進を図る。（短期・中期）

経済産業省

132 ○
改訂審査基準の
周知

2015年の全面改訂後、請求
項中に用途限定のある食品
の発明が特許として認められ
るように更に改訂された特許
審査基準について、国内外
のユーザーに広く周知する。
（短期）

経済産業省

133 ○
新たな職務発明
制度の周知

新たな職務発明制度につい
て、昨年の法改正に基づき
策定されたガイドラインを広く
企業・従業者等に周知すると
ともに、企業等における職務
発明に関する契約・勤務規則
等の整備を支援する取組を
進める。（短期・中期）

経済産業省

134 ○
意匠制度・運用
の見直しの検討

我が国ユーザーによる意匠
制度の利用促進を図るた
め、利便性を向上させるべ
く、必要書類の電子的交換を
可能とするデジタルアクセス
サービスへの対応の検討を
進める一方、例えば、図面提
出の一部省略など、手続の
簡素化等に向けた検討を行
う。（短期）

経済産業省

新たな職務発明制度について、説明会等を通
じて、策定されたガイドラインを広く企業・従業
者等に周知するとともに、知財総合支援窓口
等を通じて、企業等における職務発明の社内
規程等の整備を支援。

引き続き、左記の取組の実施。

引き続き、左記の取組の実施。

引き続き、特許審査基準を国内外のユーザー
に広く周知。

意匠分野へのデジタルアクセスサービスの導
入や、手続の簡素化等について、意匠五庁会
合及びＷＩＰＯ関連会合等の場において国際
的な動向を見極めるとともに、課題の洗い出
しを行い、対応の方向性を取りまとめ。

全国で開催される実務者向け制度説明会や
業界団体・企業との意見交換の機会等を利用
して、事業戦略対応まとめ審査の更なる周知
と利用の促進を図る。

昨年全面改訂され、また、新たに食品の用途
発明が認められるように改訂された特許審査
基準及びその英訳について、全国で開催され
る実務者説明会、業界団体向け広報媒体、外
国の知財関連団体との意見交換会等を通じ
て、国内外のユーザーに広く周知。
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意匠の国際分類を定めるロ
カルノ協定を適切に運用しつ
つ、国際意匠分類を細分化し
た分類について、分類付与
のための定義を作成する。
（短期・中期）

経済産業省

我が国ユーザーによる中国
意匠公報等の調査効率を向
上させるため、国際意匠分類
を細分化した分類の中国意
匠公報等への付与について
引き続き検討する。（短期）

経済産業省

136 ○
商標審査基準の
改訂

社会情勢等の変化に対応
し、商標審査の予見可能性を
向上させるとともに、ユー
ザーにとって明確かつ分かり
やすい内容とする目的で改
訂された改訂商標審査基準
を英訳し、海外ユーザーへの
周知を図る。（短期・中期）

経済産業省

新しいタイプの商標の
審査内容についての
実態分析を行い、商標
審査基準等の改訂を
視野に入れて検討。

左記の検討結果を踏
まえ、商標審査基準等
を改訂。

また、商標審査基準が
改訂された場合、英訳
して公表し、海外ユー
ザーへの周知を図る。

137 ○
新興国等への我
が国知財システ
ムの普及と浸透

ＴＰＰ協定などを契機に一層
グローバル化する我が国企
業の活動を支援するため、我
が国の審査官を始めとする
知財人材の新興国等への派
遣、新興国等からの知財人
材の受入れ、他国への審査
協力等を通じて、審査基準・
審査実務・知財人材育成方
法などの我が国の知財シス
テムの普及と浸透を図る。
（短期・中期）

経済産業省

前年度に完成した定義を、出願動向を考慮し
ながら見直し、改訂。

ユーザーの要望・意見に基づいた前年度の商
標審査基準の検討・改訂結果も踏まえ、引き
続きその他の項目の改訂作業を進め、商標
審査基準を改訂。

また、改訂された商標審査基準については英
訳して公表し、海外ユーザーへの周知を図
る。

商標審査基準の改訂の結果も踏まえ、商標審
査便覧及び審査上の取決めを整理。

135 意匠分類の整備○

上記分類の作成状況を踏まえ、中国意匠公
報等への当該分類の付与について引き続き
検討。

我が国ユーザーの意見や審査官の意見を踏
まえ、国際意匠分類に日本意匠分類を整理統
合した分類案を引き続き作成するとともに定
義案を作成。

我が国ユーザーの意見や審査官の意見を踏
まえ、国際意匠分類に日本意匠分類を整理統
合した分類及び定義を作成（初版完成）。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

ＴＰＰ協定などを契機に一層グローバル化する
我が国企業の活動を支援するため、新興国の
発展段階やニーズに合わせて、知財人材育
成プログラムの提供、短期・中長期の審査官・
審判官派遣及び受入、審査結果・審査基準の
発信強化等、特許・意匠・商標を含めた審査・
審判に関するオーダーメードな連携・協力を強
化し、我が国の知財システムの普及と浸透を
図る。
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法務省

経済産業省

外務省

139 ○
特許審査ハイ
ウェイの拡充

海外展開を図る我が国企業
が各国で早期に特許権を取
得可能とするため、ユーザー
ニーズを踏まえ、引き続き、
特許審査ハイウェイの各知
財庁における運用の明確化
に向けた海外知財庁との協
力を進めるとともに、特許審
査ハイウェイの拡大を図る。
（短期・中期）

経済産業省

140 ○
特許審査におけ
る海外知財庁と
の連携の推進

2015年度開始された日米協
働調査試行プログラム（２年
間）について、着実に運用す
るとともに、更なる枠組みの
改善策について米国特許商
標庁との調整を進める。（短
期・中期）

経済産業省

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

引き続き、左記の取組の実施。

ユーザーニーズを踏まえて、二国間及び多国
間交渉の場を通じて、特許審査ハイウェイ（Ｐ
ＰＨ）の各知財庁における運用の明確化に向
けた海外知財庁との協力を進めるとともに、
二国間のPPH及び多国間のPPHへの参加を
促し、PPHの拡充を図る。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

2015年8月から開始された日米協働調査試行
プログラム（2年間）について、着実に運用する
とともに、更なる枠組みの改善策について米
国特許商標庁と調整。

引き続き、左記の取組を実施するとともに、試行プログラムの評価を行い、協働調査のあり方
について検討。

新興国等におけ
る司法の知財人
材の育成支援

新興国等における知的財産
の権利行使に関する法制度
の整備と運用を支援するとと
もに、効果的な司法手続を確
立するため、新興国等の司
法関係者等に対して研修を
行うなど、知財司法人材の育
成を支援する。（短期・中期）

インドネシア法務人権省法規総局幹部を招へ
いした共同研究を実施するほか、JICA「ビジ
ネス環境改善のための知的財産権保護・法的
整合性向上プロジェクト」を通じて、インドネシ
ア最高裁判所、同省を対象とした本邦研修を
実施。同プロジェクトの進展状況を踏まえ、関
係機関と連携しつつ必要な支援を実施。

JICA「ミャンマー法整備支援プロジェクト」にお
いて、大学教授、元裁判官等で構成する支援
委員会を軸に、日弁連知財センターなどとも
連携し、知的財産裁判制度設立に向けた支援
（人材育成を含む。）を実施。

新興国等の司法関係者等に対し、知的財産
の権利行使に関する法制度の整備と運用を
支援し強化する目的で研修を実施。

JICAにおいて、途上国における知的財産の保
護・活用のための包括的な知的財産行政の
円滑な運営及び執行(司法手続きの確立含
む。)に資するため、人材育成を中心に技術協
力を実施。

138 ○
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141 ○
国際調査におけ
る海外知財庁と
の連携の推進

特許協力条約（ＰＣＴ）に基づ
く国際出願の国際調査にお
いて、各庁審査官が協働して
審査を行う枠組みについて、
海外知財庁と協力して検討を
進める。（短期・中期）

経済産業省

142 ○
我が国の商標制
度の発信

我が国企業のグローバルな
ブランド戦略を支援するた
め、新しいタイプの商標に関
する制度の導入を予定してい
る国に対して、国別の受入研
修や意見交換等の機会を通
じて我が国における制度導
入の経験を共有する。（短
期）

経済産業省

外務省

財務省

経済産業省

文部科学省

総務省

法務省

多国間交渉の場を通じて、特許協力条約
（PCT）に基づく国際出願の国際調査におい
て、各庁審査官が協働して審査を行う枠組み
について、海外知財庁と協力して検討。

TPP協定締約国等新しいタイプの商標に関
する制度の導入を予定している国に対して、
受入研修や派遣研修といった各種の研修を
実施し、また様々な意見交換の場等を利用し

て、我が国の新しいタイプの商標の保護制度
導入時における課題やその解決方法等につ
いて共有を図る。

引き続き、左記の取組の実施。

引き続き、左記の取組の実施。

143 ○
通商関連協定等
を活用した知財
保護と執行強化

ＴＰＰ協定の実施のために必
要な知財制度の整備を行うと
ともに、今後の自由貿易協定
（ＦＴＡ）／経済連携協定（ＥＰ
Ａ）等の二国間・多国間協定
交渉において、知的財産の
保護強化、模倣品・海賊版対
策を積極的に取り上げ、ＡＣＴ
Ａ（偽造品の取引の防止に関
する協定）やＴＰＰ協定等の
高いレベルの国際協定の規
定を規律強化の基礎として有
効に活用しつつ、国際的に調
和した知財制度の整備と実
効的な法執行の確保に努め
る。（短期・中期）

農林水産省 ACTAに関し、協定を巡る国際情勢を踏まえつつ、既署名国を中心とした他国に対して、引き
続き批准・参加を働きかけ協定の早期発効を目指す。また、二国間の経済協議等において知
的財産の保護強化を積極的に取り上げるなど各国のエンフォースメント強化に向けた取組を
推進。

相手国の対応状況をフォローし、状況を踏まえ
つつ、継続的な働きかけを実施。

ＴＰＰ協定の実施のために必要な知財制度の
整備を行うとともに、今後のFTA/EPAや投資
協定等の二国間・多国間協定の交渉を通じ
て、我が国産業界の要望を踏まえつつ、交渉
相手国の知財制度の整備や実効的な法執
行の確保等を促し、ACTAやTPP等の規定を
基礎とした高い水準の知財保護が達成され
るよう、積極的に働き掛け。

我が国が既に要請した内容について相手国
の対応状況をフォローするとともに、新たに発
生した課題について産業界の要望も踏まえつ
つ、引き続きこれらの枠組みを活用して解決
を図る。

引き続き、左記の取組の実施。
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144 ○
特許情報発信の
強化

海外も含めた特許情報への
アクセスに関するユーザーの
負担を軽減するため、特許情
報プラットフォームから国内・
海外の特許出願・審査関連
情報を一括して提供可能とす
るなどのインフラの更なる整
備を進める。（短期）

経済産業省

145 ○
特許行政事務の
高度化・効率化

産業財産権を取り巻く環境の
多様化・複雑化や特許、実用
新案、意匠、商標を含む特許
行政事務の業務量の増加に
適切に対応していくため、人
工知能技術を活用した更な
る業務の高度化・効率化の
可能性を中長期的に検討す
る。（短期・中期）

経済産業省
左記実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続
き実施。

海外を含めた特許情報へのアクセスを改善す
るために、特許情報プラットフォームから国
内・海外の特許出願・審査関連情報を一括し
て提供可能とするなどのインフラの更なる整
備を実施。

前年度に引き続き、海外を含めた特許情報へ
のアクセスを改善するために、特許情報プラッ
トフォームの更なる整備を実施。

特許、実用新案、意匠、商標のそれぞれにつ
いて、人工知能技術を活用した業務プロセス
の更なる高度化・効率化の可能性の調査、及
び実証を行うための研究事業を実施。

2016年度の検討状況を踏まえ、より詳細な検
討を行うなど、人工知能を活用した特許行政
事務の高度化・効率化の可能性を引き続き検
討。
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