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高倉委員、長澤委員、日覺 委員、土生委員、 林委員、原山委員 、宮島委員、山
本委員、渡邉委員、正木委員 代理
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武重企画調査官
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【事務局】住田局長、永山次 長、川嶋次長、小 野寺参事官、仁科 参事官

１．開会

２．「知的財産推進計画２０ １７」各施策に関 する関係府省の主 な取組状況
（１）地方・中小企業による 知財活用
（２）「攻め」の農林水産業 ・食料産業を支え る知財活用・強化
（３）知財・標準化戦略の一 体的推進

３．意見交換

４．閉会
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○渡部座長

ただいまから 「検証・評価・企 画委員会（産業財 産権分野会合）」 第２回を

開催させていただきます。
本日は、御多忙中のとこ ろ、また、年末に 差しかかるところ を御参集いただき まして、
まことにありがとうございま す。
本日は「知的財産推進計画2017」の施策のうち「（１）地方・中小企 業による知財活用 」
「（２）『攻め』の農林水 産業・食料産業を 支える知財活用・ 強化」「（３）知 財・標準
化戦略の一体的推進」。こ の３つの取り組み 状況について検証 ・評価をし、議論 を行うこ
ととしております。
なお、本日、五神委員に つきましては、所 用のため、また、 山田委員は、急な 事情で御
欠席ということでございます 。
それから、小林委員も、 本日は所用のため 、御欠席されてお られますけれども 、代理で
正木泰子様に御出席いただい ております。
また、宮島委員につきまし ては、所用のため14時ごろにおくれ て到着と伺ってい ます。
委員会に先立ちまして、住 田局長から御挨拶 をいただければと 存じます。
○住田局長

本日も年末の お忙しい中、お集 まりをいただきま して大変ありがと うござい

ます。
きょうからは、少し各論 のお話ということ で、中小企業、農 業、知財・標準化 というこ
とでございまして、よろしく お願いをしたいと 思います。
実は、先般も申し上げま したように、中長 期をにらんだ新し いビジョンづくり というも
のに関しましては、先週、 専門調査会という のが新たに発足を いたしまして、本 日、第１
回の会合が夕方に予定され ておりますので、 また、そちらの議 論のほうも随時、 こちらの
ほうでも紹介をさせていた だいたりしながら 議論を進めていか せていただければ と思いま
す。
よろしくお願いいたします 。
○渡部座長

ありがとうござ いました。

それでは、事務局から、ま ず、資料の確認を お願いしたいと存 じます。
○仁科参事官

参事官の仁科 でございます。

冒頭で大変恐れ入ります けれども、局長の 住田のほうは、他 の公務がございま すので、
ここで一旦退席をさせてい ただきまして、ま た、後ほど戻って まいります。よろ しくお願
いいたします。
それでは、資料の確認のほ うに移らせていた だきます。
お手元にございます資料 のクリップどめを 外していただきま して、上から議事 次第、資
料１、２、こちらは事務局の 資料になります。
資料３－１から５まで、各 省のプレゼン資料 がございます。
さらに、参考資料の１から ５、こちらは事務 局からの参考資料 でございます。
参考資料６が、経済産業省 から御提出いただ きました資料。
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参考資料７が、荒井委員か ら御提出いただき ました資料となっ ております。
不足がございましたら、 挙手をいただけれ ば、事務局のほう で対応をさせてい ただきま
す。
○渡部座長

よろしいでしょ うか。

それでは、知財推進計画2017の取り組み状況の検証というこ とで、今後のスケ ジュール
及び本日取り上げる項目及び 論点についての説 明をお願いいたし ます。
○仁科参事官

早速でござ いますが、先ほど 御紹介させていた だきました資料の 資料１を

参照ください。
こちらに本年度の検討事項 、産業財産権分野 につきまして、ま とめてございます 。
本日は、第２回でござい まして、先ほど、 座長から御紹介い ただきました３つ の論点に
つきまして御審議いただきま す。
第３回でございますが、 ２月５日でござい ます。こちらでは 「（１）知財教育 ・知財人
材育成の推進」に関する事項 。
「（２ ）産学・産産連携 の推進、ベンチャー支援 」に関しまし て扱う予定でござ います。
第４回、３月29日でございますが、こちら では、本日分の説 明にもございます 、知財関
連法の改正事項につきまして 、まとめて扱う予 定でございます。
また、産業構造審議会特 許制度小委員会に おける議論の内容 につきましても、 こちらで
御紹介をいただく予定でござ います。
第５回でございますが、 ３月中旬から４月 下旬で予定してお ります。こちらは 、産業財
産権分野とコンテンツ分野合 同開催を予定して おります。
昨年度、知財事務局のほ うで新たな情報財 の検討会というの を開催してまいり まして、
AI創作物の取り扱いですと か、データの保護 につきまして議論 してまいりました が、こち
らのフォローアップをさせて いただく予定でご ざいます。
また、先ほど、住田から 御紹介がございま した、本日から議 論がスタートいた します、
知財戦略ビジョンにつきま して、検討状況等 をこのタイミング で御報告させてい ただく予
定でございます。
最後、第６回でございま すが、本部会合を 前にしまして、推 進計画2018の素案を御提示
しまして、皆様に御審議いた だく予定でござい ます。
続きまして、資料２に移 らせていただきま して、本日取り上 げます項目、論点 につきま
して簡単に説明をさせていた だきます。
資料２の１ページ目でご ざいますが、本日 の第１番目の論点 でございます、地 方中小企
業における知財の活用でござ います。
（１）番に記載の事項は 、基本的に、前回11月の第１回会合 で説明をさせてい ただいて
おりますし、また、この後 、各省庁のほうか ら詳細な説明がご ざいますので、省 略をさせ
ていただきます。
（２）番に移りまして、 第１回委員会ある いは有識者の方か らいただきました 意見をま
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とめさせていただいておりま す。
簡単に御紹介させていた だきますと、まず 、最初の御意見で ございますが、イ ノベーシ
ョンの加速により生じる、 地域格差の拡大へ の対応という視点 も必要ではないか という御
指摘をいただいております。
また、中小企業の特許料減 免というような御 指摘もいただいて おります。
また、地域団体商標の支 援や産学連携の取 り組みについては 、さらに力を入れ るべきで
はないかという御指摘。
また、地域経済の活性化 やイノベーション の創出に向け、も う一歩踏み込んだ 施策が必
要ではないか。
さらには、中小企業対策 として金融機関の 取り組みの重要性 が高まっていると いったよ
うな御指摘をいただいており ます。
下の枠囲みでございます が、本日の会合で 論点となりそうな 事項として、事務 局が想定
しておりますことをまとめて ございます。
まず、最初は、地方中小企 業を支援していく 上で、さらに取り 組むべき事項は何 か。
２番目が、中小企業を支 援する人材、機関 をサポートするた めにさらに取り組 むべき事
項は何か。
３番目が、金融機関や支 援機関など、これ らの関係者の方と して取り組んでい ただくべ
き事項は何かというあたりが 論点になるのでは ないかと考えてお ります。
ページをめくっていただ きまして、２番目 の議題でございま す、農水産関係に 関する知
財の活用・強化の議題でござ います。
こちらも（２）番から説明 をさせていただき ます。
第１回の委員会での委員の 皆様からの御指摘 をまとめてござい ます。
まず、最初でございます が、農業分野では 、知財の管理の問 題は、まだ依然と して大き
な問題であるという御指摘を いただいておりま す。
また、知財の重要性の普 及啓発という観点 から、農業をやっ ていれば必ずアク セスする
ような窓口にフックをかける ことが有効ではな いかという御指摘 。
また、農業従事者に知財 活用に関する「気 づき」を与えるよ うな取り組みが重 要である
というような御指摘もいただ いております。
さらに、単に農産品を輸 出するだけではな く、現地で食の安 全をつくるといっ たような
世界観も意識しておくべきと いうような御意見 もいただいており ます。
事務局で想定しております 本日の会合での論 点、下に四角囲い でまとめてござい ます。
まず、最初でございます が、地理的表示、 植物品種について の支援策あるいは 知財総合
支援窓口の設置等、現在、 行われている取り 組みにつきまして 、さらにその取り 組みとし
て行うべき事項は何かという 論点が１つ目。
２番目が、農業従事者に 知財の活用に関す る「気づき」を与 えるために、取り 組むべき
事項は何か。
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３番目が、GI法の改正、JAS法の改正を受けまして 、その実効 性を高めるために さらに取
り組むべきことは何かといっ たあたりが論点に なろうかと考えて ございます。
最後は、３ページ目でござ います。「知財・ 標準化戦略の一体 的推進」でござい ます。
（２）番のところに、先 ほどと同様、第１ 回の委員会で、委 員の皆様からいた だいた御
意見をまとめてございます。
まず、冒頭、標準化に 関しましては、Society 5.0を視野に入れまして、もっと 広い産業
界に広げていく活動ですと か、経営者の皆様 への啓発に取り組 むべきだというよ うな御指
摘をいただいております。
また、標準化につきまし ては、世の中の仕 組みをつくるとい う意識が重要だと いう御指
摘。
さらに、新市場創造型標 準化制度につきま して評価をいただ いているところで ございま
すけれども、まだまだ地方中 小企業には浸透を してきていないと いうような御指摘 。
また、ケース教材を使い ましたセミナーは 大変有益ですけれ ども、これについ ても地方
で開催すべきだというような 御意見をいただい ております。
下のほうに、本会合での論 点として考えてい る事項をまとめて ございます。
３つございますが、まず 、冒頭としまして 、国際標準化を進 めていく上で、官 民の標準
化体制はどうあるべきか。 特に国の研究機関 の活用をどう行っ ていくべきか、み たいなと
ころも論点になろうかと考え ております。
また、２番目としまして 、欧米、新興国の 積極的な標準化活 動に対しまして、 我が国と
してどういった形で人材を確 保していくのかと いう論点。
最後でございますが 、JIS法の改正を受けまし て、その実効性 を高めるためにさ らに取り
組むべきことは何かというと ころが論点になる かと考えてござい ます。
私からの説明は、以上でご ざいます。
○渡部座長

ありがとうござ いました。

それでは、第１番目の課 題の「地方・中小 企業による知財活 用」につきまして 、特許庁
及び金融庁から説明をいた だいた後に意見交 換ということで進 めさせていただき たいと思
います。
まず、特許庁から御説明を いただければと思 います。
○武田課長

特許庁普及支援 課でございます。 資料３－１をごら んください。

まず、昨年のこの委員会 で御報告をさせて いただきました地 域知財活性化行動 計画、１
年たちましたので、進捗状況 を簡単に御説明し たいと思います。
基本方針は、大きく３つ からなってござい ます。全国レベル の取り組み、地域 レベルの
取り組み、それからKPIの設定、PDCAサイクルの確立と いうことでござい ます。
３ページになりますが、 全国レベルの取り 組みということで は、全国で行って おります
巡回特許庁の取り組みを28年度の６都市から 、今年度は14都市において開催をさ せていた
だいております。
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既に12月現在 では、10都市 での開 催が済 みまし て、32のイベ ントを 行いまし て、3,000
人の参加をいただいておりま す。
アンケート調査によりま すと、80％以上の方は満足という御 回答をいただいて いるとこ
ろでございます。
中身につきましては、知 財の活用、金融、 それからブランド といったようなセ ミナーを
実施しているというところで ございます。
続きまして、４ページ、INPIT-KANSAI、INPITの近畿 統括本部の設置で ございます。
本年７月にJR大阪駅の北側 にございます、グ ランフロントの中 に設置してござい ます。
INPIT-KANSAIが提供するサービスにつきま しては、資料にご ざいますとおり、 出張面接
審査のサービスやテレビ面 接審査のサービス 、それから、４名 の知財戦略エキス パートを
常駐させておりまして、中 堅企業への専門性 の高い支援という ことで、海外展開 や営業秘
密、それから知財戦略の策定 ・推進の支援を行 っているところで ございます。
続きまして５ページでござ います。
農林水産分野との連携の 強化ということで 、これも農林水産 省との連携を進め てまいり
まして、
先ほど申 しました巡回特許 庁のイベントの中 で、地域ブ ランドセミナーの 中では、
GI制度の説明について 、農林水産省 にお願いをしてや っているというと ころでございます 。
また、農林水産省主催の 農林水産分野にお ける知財研修に関 しましては、各経 済産業局
知的財産室の職員や知財総 合支援窓口の支援 担当者、それから 、弁理士、弁護士 の専門家
の方や、自治体担当者や、 商工会議所の経営 指導員等も参加し て実施していると いうとこ
ろでございます。
６ページのほうは、KPIでございますが、これは、 都道府県ごとの窓 口による相談件数 、
専門人材による支援件数、 よろず支援拠点と の連携件数の目標 を設定、これは、 昨年の12
月に設定してございます。
７ページのほうは、知財 総合支援窓口の相 談件数でございま すが、平成23年度に窓口を
設置して以来、毎年相談件数 は増加してござい ます。
31年度には、先 ほど申しました目 標で９万5,000件というところを目指している ところで
ございますが、昨年度は８ 万6,000件を超える相談件 数、今年度10月末では５万7,000件ぐ
らいという件数になってござ います。
窓口にお越しになる方の 新規とリピートの 方の件数というこ とでございますが 、新規の
方は、毎年２万件弱の推移 ということで、そ の方々が次回から はリピートという カウント
となりますので、リピート数 は毎年着実に伸び ております。
９ページのほうは、中小 企業による特許出 願の推移というこ とで御紹介させて いただき
ます。
窓口の相談が直接つなが るというわけでは ございませんが、 毎年、特許の新規 の出願者
の数、出願件数は 伸びておりまして 、昨年１ 年間の新規の出願 件数は2,407件、出願者数に
しますと、1,825者 でございました。
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また、10ページのほうでございますが、窓 口における専門家 の活用数の推移で ございま
すが、こちらも着実に 伸びておりまして 、昨年度では １万4,314回の専門家の活用 というこ
とで、31年度の目標に向か いまして、これも 着実に件数が伸び ているという状況 でござい
ます。
11ペー ジの ほう は、 よろ ず支 援拠 点と の連 携で ご ざい ます が、 これ は31年度 の目 標を
1,500件と設定いたしましたけれど も、昨年度、もう 既に1,600件と目標数値を超 えており
ます。これも着実に、今後も 進めてまいりたい と考えてございま す。
また、窓口における支援 事例でございます 。「権利取得」「 海外展開」「営業 秘密・ノ
ウハウ」「知財経営・社内 体制」といった支 援事例も続々と出 ておりまして、こ ちらのほ
うでは、知財ポー タルHPにて公表をしておりまして 、現在 、523件の支援事例を御 紹介させ
ていただいております。
これは、資料の後ろのほ うに具体的にポー タルサイトに載っ たものを掲載させ ておりま
すので、後ほど、ごらんいた だければと思いま す。
13ページでございますが 、こちら は、先ほ どのKPIのほかに、都道府県ごとに地 域の特色
を踏まえたKPIとい うことを設けさせ ていただいており ます。
先ほどの数値は、全国共 通の目標でござい ますが、こちらは 、それぞれ各県の 自治体の
産業政策と沿った形あるい は重点産業分野等 を支援していくと いった、それぞれ 自治体ご
との目標ということにさせて いただいておりま す。
主な目標のテーマは、こ ちらに御紹介させ ていただいている ものでございます が、多く
のものでは、自治体の計画 とのリンクや重点 産業分野、それか ら、農林水産業、 食品加工
業への支援といったものがあ ります。
少ないですけれども、営 業秘密や情報管理 、それから、金融 との連携、また、 人材育成
は、まず、県の職員から人 材育成をしようと いったような目標 もございます。細 かな目標
につきましても、同様に資 料の後ろに添付を してございますの で、ごらんいただ ければと
思います。
続きまして、支援策の中 で、知財金融支援 と外国出願支援に ついて御紹介させ ていただ
きます。
知財金融支援につきまし ては、平成26年から金融機関向けに 知財ビジネス評価 書を作成
し、提供するという事業を行 ってございます。
こちらのほうは 、16ページをごらんいただければと 思いますが 、平成28年度末までには、
351件の評価書を作成いたしました 。うち、融資 を実行した金融機 関は、全国で30機関（42
件）でございます。
融資の金額は、数千万円か ら１億円までとい うことになってご ざいます。
今年度は、127の金融機関に対し まして、約200件のビジネス評価書の作成を実 施してい
るというところでございます 。
また、あわせて金融機関 職員向けのマニュ アルの作成やセミ ナーを実施、また 、知財金
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融シンポジウム等を巡回特許 庁等の場で実施し ているというとこ ろでございます。
17ページには、実際にビ ジネス評価書を活 用した金融機関の 一覧を掲載させて いただい
ております。
18ページは、外国出願支援 のほうでございま す。
こちらは、JETROと各都道府県にございま す、中小企 業支援センターを 通じまして 、平成
26年から実施しております。
本事業のフォローアップ 調査をいたします と、なか なか補助事業を御 存じない方 、また、
応募期間が間に合わないと いったような御意 見もありまして、 認知度不足や期間 の柔軟性
において課題があるという認 識をしてございま す。
これらの課題の解決とい うことでございま すが、JETRO主催のセミナーを活用するなど 、
関係機関とも連携を行いま して、引き続き認 知度の上昇を目指 していきたいとい うことで
ございます。
それから、期間の柔 軟性につきまして は、中小企業 支援センターとJETROの募集期間を分
けるほか、一部地域では、 二次募集、三次募 集まで行うという ことで、ユーザー が応募で
きる期間を可能な限り長く 確保できるように 関係機関と調整し ていこうと考えて ございま
す。
そのほか、予算の単年度 主義の原則から、 現状では公募期間 の制約が生じてし まうわけ
でございますけれども、さ らに柔軟な公募期 間を実現すべく、 予算要求を含めた 新たな事
業スキームについて引き続き 検討しているとこ ろでございます。
簡単ではございますが、私 からは以上でござ います。
○渡部座長

ありがとうござ いました。

続きまして、金融庁からお 願いいたします。
○日下室長

金融庁で地域 金融機関を担当し ております、日下 と申します。どう ぞ、よろ

しくお願いいたします。
資料３－２に従いまして御 説明をさせていた だきます。
１ページ目をご覧くださ い。先ほど、知財 金融支援の取り組 みにつきまして、 平成26年
度以降、知財ビジネス評価書 等の取り組みがあ ったと御説明がご ざいました。
金融庁においても、平成25事務年度において 、金融機関の健全 性の評価を行う資 産査定
について、各金融機関の判 断を極力尊重する ことといたしまし た。さらに、26事務年度以
降は、地域金融機関が事業 を適切に評価して 、企業の活性化に いかに取り組んで いるかに
ついて、金融機関と対話を 行うという方針に 転換を図っており 、金融仲介機能の 質の向上
といった問題に鋭意取り組ん でいるところでご ざいます。
２ページ目をご覧くださ い。現実問題とし て、地域金融機関 の取引先である中 小企業に
つきましては、従来から言 われておりますと おり、自ら有する 知財に必ずしも気 づいてい
ないという問題がございます 。
従いまして、我々といた しましては、まず 、地域金融機関が 目利き力を発揮し て、企業
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が有している知財をきちん と評価することに よって、企業側に 気づきを与えるこ とが重要
であると考えています。
具体的事例としては、資 料にも記載してお りますように、企 業が有する加工技 術であり
ますとか独自の製法がござ います。企業は、 自らが有する知財 が独自のものだと いう感覚
をお持ちではないケースも ございますので、 いかにそれが特殊 で優れているかと いうこと
について、企業と対話をして いくことが金融機 関には求められて いると考えており ます。
次のフェーズが、いよい よ知財の活用とい うことになります 。金融機関は、従 来であれ
ば、融資を行った後は企業 自身が知財を活用 して、自ら販路を 開拓するというこ とが当た
り前だったかもしれません 。しかしながら、 現在においては、 地域の活性化のた めに、金
融機関自らが企業の側に赴 いて、コンサルテ ィングを行うとい った動きが広がる ように、
我々としても何とかしたいと 考えております。
具体的には、金融機関が コンサルティング によって企業にア ドバイスしたこと に対して
手数料を取るということも 長年認めてきてお ります。金融機関 が、十分なサービ スを提供
することによって企業から 満足を得ると、企 業の側も一定の手 数料を払ってもい いという
声も聞こえてきております ので、そういった コンサルティング フェーズもしっか りと活用
して、マーケティングのア ドバイス、広報あ るいは販路開拓と いったものを拡大 できたら
よいと考えております。
さらに、当然のことなが ら、企業の知財活 用のためのファイ ナンスは、従来以 上に積極
的に促して参りたいと思い ます。その結果と して、中小企業に おける知財を活用 したビジ
ネス化、すなわち企業価値 の向上が見られま したら、金融機関 には手数料だとか 、利息収
入が入ってくるというよう に、金融機関の知 財に対する目利き 力が企業価値の向 上に貢献
するという好循環をつくって いきたいと考えて います。
３ページ目、４ページ目を ご覧ください。具 体的な事例を２つ 持って参りました 。
まず、３ページ目の事例 についてご説明い たします。本件で は、従来のメインバ ンクが、
皮革製造業者が設備を拡充 する設備投資のた めの融資は行って いたのですけれど も、皮革
製造業者が有する動物の皮 の「なめし」の技 術がどの程度優れ ているかというこ とに必ず
しも気づいていませんでし た。そこに、いわ ゆるメインバンク ではない別の銀行 が現れ、
この会社の「なめし」の技 術に着眼し、メイ ンバンクの肩代わ り融資によるリフ ァイナン
スを実施し、年間返済額の 圧縮を行いました 。その結果、皮革 製造業者の資金繰 りが安定
し、老朽化した設備の更新 であったり、生産 性の向上に向けた 前向きな投資を新 たに行う
ことができるようになりまし た。
金融機関の役割として、 企業のキャッシュ フロー、すなわち 年間返済額という ものを金
融機関が調整することによ って、自由に使え るお金というもの をしっかりと確保 して差し
上げるということができる わけですけれども 、この銀行の場合 は、先ほど申し上 げました
ように、従来は、融資の返 済に資金繰りが充 てられていたもの を、年間返済額を 抑えるこ
とによって、自由なキャッ シュフローが生み 出せるような支援 を行ったという事 例であり
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ます。
４ページ目の事例につい てご説明いたしま す。本件では、工 事におけるコンク リートの
ひび割れ防止、軽量化の特 許を出願中の土木 ・建設業者に対し て、金融機関には 当該技術
の評価が困難であるという 課題がございまし た。そこで 、知財の価値評 価を行う「公社 」、
知財評価書類の提供を行う 「知的財産評価機 関」と連携し、当 該特許技術を評価 するため
の事業性評価スキームを構築 したという事例で す。
本件においては、金融機 関のみならず、公 社と土木・建設業 者にも資金調達手 段がない
という課題があったわけで すけれども、金融 機関側が、こうし た課題を解決する ためのネ
ットワークを構築すること で、公社・知財評 価機関による知財 に対する評価が、 金融機関
によるファイナンスにつな がり、その後、土 木・建設業者は順調 な成長を遂げてお ります。
５ページ目をご覧くださ い。こうした金融 仲介機能を促進す るために、金融庁 としまし
ては、昨年度、金融仲介機 能のベンチマーク というものを各金 融機関に示し、金 融仲介機
能に係る自己評価を行うよう 依頼しております 。
自己評価の項目として55項目を掲げており まして、この中に 、事業性評価に基 づく融資・
与信先数・融資額・全与信先 に占める割合が自 行ではどうなって いるかでございま すとか、
事業性評価の結果をお客様 に示して対話をし た取引先数がどれ だけあるかといっ た項目が
ございます。こうした項目 について、各金融 機関において自己 評価していただき、例えば、
昨年に比べて今年はどうな のかといったよう な問題を自己チェ ックしていただく とともに 、
自らの金融仲介機能の向上に 役立てていただき たいと考えており ます。
約 １年 半こ うし た取 組み を実 施し てき た結 果、 ベ ンチ マー クに 基づ く金 融仲 介機 能の
PDCAが高まってきているとい う意見もございま す。
一方で、少し課題も見え てきておりまして 、お客様である顧 客企業に金融仲介 の取組み
を見ていただくということ が必要なのですけ れども、それをど うするかという意 見が出て
きております。
ただし、金融庁としては 、各金融機関がベ ンチマークに基づ いて取引先の事業 性を評価
した融資をどのように行っ ているかというこ とについて、相当 程度、自身を見つ め直して
いると思っております。従 いまして、こうし た取組みが、これ からますます、金 融機関の
取引先企業に対する事業性 評価、すなわち知 的財産を含む事業 の将来性をしっか りと見た
融資につながっていくことを 期待してよいので はないかと考えて おります。
説明は、以上でございます 。
○渡部座長

ありがとうござ いました。

それでは、ただいまの御説 明に対して意見交 換に移りたいと思 います。
意見交換の時間は、各項 目ごとに20分ということで、できる だけ多くの委員の 方に御発
言いただけますように、１ 回当たりの御発言 時間、また、いつ ものことではござ いますけ
れども、２分以内とさせてい ただきたいと存じ ます。
恐縮でございますけれど も、１分半でベル が鳴って、また、 ２分で２回ベルが 鳴るとい
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う形でやらせていただきたい と存じます。
それでは、御意見のある 方は、名札を立て ていただければと 思いますが、いか がでしょ
うか。
では、荒井委員からお願い いたします。
○荒井委員

商工会議所と して、議題１の関 連で要望を申し上 げたいと思います 。参考資

料の７にお配りしてあります ので、これに沿い まして説明させて いただきます。
要望の１は、今回、中小 企業向けの特許料 金の一律半減制度 が導入されるとい うことで
大変高く評価しております し、感謝しており ます。これで、ア メリカや中国に比 べて遜色
のない仕組みになることを希 望しております。
要望の２、そのためには 、ぜひ、特許申請 のいろいろな手続 が大変なものを簡 素化して
いただきたいという希望を 強く持っておりま して、これが実現 して、初めてアメ リカや中
国並みになるということでご ざいます。
①にございますのは、書 類を一括にすると か、②にございま すのは、中小企業 がしっか
り宣誓するというような方式 にしていただきた いということでご ざいます。
２ページの要望３は 、今、金融庁からもいろ いろお話がござい まして感謝してお ります。
こういう形で金融機関が変 わっていただくこ とが、ぜひ、中小 企業にとっても期 待してい
るわけでございます。
そういうことで、一部御 説明にもございま したが、実際に知 財を使った融資金 額がふえ
るようにしていただきたい 。これは、中小企 業もせっかく特許 を取ってもなかな か実際の
融資にはつながっていない という意見がござ いまして、何のた めに特許を取って いるのか
わからないというような意 見もございますの で、ぜひ、実際に 融資金額がふえる ようにし
ていただきたい。あるいは 、今、御説明があ りましたようなこ とについて、でき るだけ融
資金額も含めてマクロで結 構ですから説明を していただくとあ りがたいと思って おります 。
要望の４は、外国出願支 援制度につきまし て、先ほど、でき るだけ柔軟にした いという
お話がございましたので期 待をしております が、例えば、出願 の手続は、受付だ けはいつ
でも受け付けていただいて 、予算が通ったら 実行するとか、何 かそういう方式に 変えてい
ただきたい。中小 企業は、応 募期間をいつもフ ォローしていくわ けにはまいりませ んので、
こういうような仕組みで柔軟 にしていただきた いと思っておりま す。
３ページの要望の５は、 特許でいい発明を して、お金を借り て事業をすると同 時に、自
分の権利がしっかり守れる ようにしていただ きたいということ です。知財の訴訟 で中小企
業は、余り守ってもらえな いという不満もご ざいますので、こ の点についても何 とかしっ
かり守れるようにしていただ きたい。
要望の６は、損害賠償額 が、中小企業にと っては非常に低い わけで、裁判所に かけるお
金あるいは弁護士に払うお 金、これすらカバ ーできないという ようなことになっ ておりま
すので、ぜひ、賠償額の引き 上げもお願いした いと思います。
以上です。
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○渡部座長

ありがとうござ いました。

近藤委員、お願いします。
○近藤委員

御説明ありがと うございます。

時間がないので手短に。 特許庁様の資料の ８ページ目で、昨 年も要望させてい ただいた
件で、新規の件数をあらわし ていただいてどう もありがとうござ います。
これは、全体なので地域 別に見ると、地域 によっては全然ふ えていないところ があると
か、ないとかという目で見 ると、少し競争も 出てくるのではな いかと思いますの で、そう
いった試みもあるかなと思い ます。
それから、同じ資料の10ページ目なのです けれども、どんど ん専門家の数がふ えている
というのは、非常にすばら しいことだと思い ますけれども、緑 のところ、企業OBというの
が少し減っているようにも 見えるので、ここ は何か要因でもわ かれば教えていた だきたい
ということです。
最後なのですけれども、 金融庁様の資料で 、いろいろな支援 の対策をしていた だいてい
ることで心強いのですけれ ども、これは、や はり、目利き力を 金融機関が持つと いうのが
大前提だと思うのですが、 この目利き力アッ プは、金融機関に お任せ切りなのか 、あるい
は支援策をされているのか どうか。金融庁様 として、今のまま で十分なのか、も しくはも
っと早く中小企業を支援で きるようにするに は、そういう人材 育成の支援が要る のか、そ
ういうようなところの意見が ございましたら、 お聞かせいただき たいと思います。
以上です。
○渡部座長

ありがとうござ いました。

省庁からのあれは、後でま とめていたします 。
佐田委員、お願いいたしま す。
○佐田委員

山口大学の佐田 でございます。

中小企業の知的財産の振 興策というのは、 どのグラフを見ま しても右肩上がり で、特許
庁さんのきめ細かな産業政策 、行政指導のまさ にその賜物だろう と思います。
ところで、先般、本学で 知財の授業をして いましたところ、 １人の学生が新聞 を提示し
ながら、こんな質問をしてき ました。
日本は資源が乏しくて、 そのために知恵や 工夫で世界と勝負 するという知的財 産立国を
標榜している。この知恵の コアになるものが 、すなわち特許で あり、その振興策 を国全体
で取り組んでいるという説 明を聞いたと 。(これは、定 番として 、学生達に教えて いるもの
です。)
ところが、今回 、12月８日に新聞記事には特 許出願において中 国がトップで134万件だと。
次いでアメリカが61万件と、 世界全体で313万件で、昨 年より8.3％増となっている 。
ところで、その中で日本 は32万件と、中国の４分の１以下に 減ってもいるとい ったこと
が紹介されています。
以前、先生は、知財では 、日本はトップラ ンナーを目指すと いうお話をしてい たと思い
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ますが、現状はどうなのです かと、こういった ことのやりとりが ありました。
知財においても、中国あ るいはアメリカが 中心になるのでは ないですかと学生 からなか
なか厳しい質問がありまし た。確かに2001年は年間44万件と、日本はトップの位 置を走っ
ていたところ、16年間で32万件と30％の減となっています。た だ、出願件数だけ を云々す
べきではないということは 当然わかっていま すが、この現状を どのように分析さ れている
のかをお尋ねしたいところで ございます。
この質問は事前に通知を していませんでし たので恐縮なので すけれども、今わ かる範囲
でお願いできればと思いま す。もし、後日と いうことであれば 、機会を設けてい ただいて
お考えをお示しいただければ と思います。
この問題は、知的財産推 進計画に示されて います国民全てが 「一億総クリエー タ」、モ
ノづくりで言えば発明人口 を増やすとかの基 本的な路線にも関 係する問題ではな いかと思
いますので、どうか、よろし くお願いしたいと 思います。
以上です。
○渡部座長

ありがとうござ います。

日覺委員、お願いします。
○日覺委員

経団連の知財委 員の日覺でござい ます。

まず、Society 5.0で言っているところのスマ ート社会の実現の ためには、１つ の技術領
域で課題を達成するのは困 難だと思います。 やはり、分野の異 なる技術の連携、 融合が必
須になると考えています。
そのために重要な取り組 みとしては、やは り、オープンイノ ベーションにより 知恵を活
用し合うことが非常に重要だ と思っています。
したがって、大企業にと りましても、地方 中小企業は、この オープンイノベー ションの
パートナーとして重要な存在 であると思ってい ます。
これは、御参考ですけれ ども、東レも北陸 の地場の繊維企業 と組んで革新的な 新商品の
開発を目指す、東 レ合繊クラスター という仕組みを2004年につくりまして、現在 、100社近
くの企業が参画しておりま す。この中で、知 財の活用について の支援、啓蒙活動 を行って
いるということです。
また、資料にありますよ うに、中小企業支 援には、地域金融 機関との連携が欠 かせない
と思います。知財を担保に お金を借りる知財 金融の取り組み、 これをさらに進め ていただ
きたいと思っています。
現在、知財事務局で、知 財価値評価のあり 方を検討しておら れると聞いていま すが、精
力的な検討をぜひお願いした いと思います。
さらに、将来的には、企 業の中で使われず に眠っている特許 、これをベンチャ ーや中小
企業が活用する仕組みをつ くれないか、こう いった点もあわせ て御検討をいただ ければと
思っています。
以上です。
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○渡部座長

ありがとうござ いました。

土生委員、お願いします。
○土生委員

昨日資料を拝 見したときに、ど こを指摘しようか なと考えたりしな がら、昔

のことを思い出したのです けれども、知財総 合支援窓口ができ る前の状況、それ から、始
まったころのことを考える と、今年も各地の 事業のお手伝いを している中で、劇 的に変わ
っているなと、窓口の存在 感というか、窓口 があることを前提 に様々な取組みが 可能にな
っており、その存在はすご く大きいので、も ちろん、まだいろ んな問題点はある と思うの
ですけれども、この５年で すか、６年ですか 、この間の進捗と いうのは間違いな く各地域
の知財意識を変えるのに大 きな貢献をしてい る。それは、各地 の知財支援の事業 に携わっ
ている人間として、まず、 この場で皆さんに ちゃんとお伝えし ておく必要がある と思うこ
とが１つです。
そうした中で、特に窓口 が存在感をしっか り出せているなと 思う地域は、やは り、人で
す。窓口というより何々さ んという名前が、 いろいろなところ でよく出るみたい なところ
があるので、やはり、窓口 で活躍している人 を大切にするとい うか、彼らが動き やすい形
を、これからもしっかりつく っていただく必要 があるということ を感じております 。
あと、今年も各所でヒア リングをした中で 、１点気になった ことがあったので 、複数の
中小企業から言われたこと なのですけれども 、最近、行政から 製品開発を頑張れ とか、特
許を取れとか、新規事業に 挑戦しろとか、開 発費や知財関連の 補助金など、いろ んなこと
で応援をしてくれる。
そういう意味では、もの づくりとか新しい ことをやりやすい 環境ができてきた のだけれ
ども、でき上がった後どう かということにな ったときに、特に 医療や建設など規 制の厳し
い分野の企業から耳にした のですが、開発し た製品を行政に持 ち込むと、なかな か認可が
下りないとか、新しいもの はだめだといって はねられるとか、 ある意味、行政で 施策とし
て、作れ作れとあおられる 一方で、でき上が ったら新しいから とだめだといって なかなか
認めてもらえない。この入 り口と出口のギャ ップに挟まれると 、先行投資でお金 が出てい
くのに、回収のタイミング がどんどんずれて しまう状況になっ てしまう。持ち上 げるだけ
持ち上げておいて、その後 はなかなか先に進 ませてくれない。 こうした意見を複 数カ所で
聞いたので、もちろん、き っちりやらなけれ ばいけない業種で あるということは よくわか
るのですけれども、全省庁 で意識を共有して 、許認可であると か、政府の購買と か、開発
後のサポートについても考え ていくべきテーマ ではないかという ことを感じました 。
以上です。
○渡部座長

ありがとうござ いました。

原山委員、お願いします。
○原山委員

先ほどの金融 庁の御発表の中で 、地方の金融機関 の能力を、目利き 、それか

らコンサルまで広げていく ということなので すが、現時点で見 たときに、こうい う能力を
持っている人材が既存の組 織の中にいるかと いうと、やはり、 育てなければいけ ないとい
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う認識です。
そういう視点から考えた ときに、資料３－ ２の５ページのベ ンチマークの項目 で「事業
性評価結果等を提示した取 引先数」等はいい のですけれども、 やはり、もう一歩 踏み込ん
だ形で、どのような形でビ ジネスデザインの 能力を高める、あ るいはコンサル能 力を高め
るという自助努力をしてい るか、あるいはそ ういう形のサポー トをしているかと いうとこ
ろまで確認していかないと 、これを実際に役 に立つものにする ためには、かなり ギャップ
があると思うのです。その 辺をどういうふう に考えていらっし ゃるかということ を聞きた
いと思っております。
○渡部座長

山本委員、お願 いします。

○山本委員

金融庁の日下 室長に質問という か、お願いがある のですけれども、 資料３－

２の３ページと４ページの 事例は、非常にお もしろいなと思う のですが、いかん せん社名
もなくて、どこの金融機関 がどうしたかとか 、誰がアドバイス をしたかという、 最初のほ
うにある、まず、金融機関 の目利き力は、誰 が働いているのか というのが全然わ からなく
て、もちろん秘密情報とか もあるのかもしれ ませんが、いい事 例なので具体的な 例を出し
てほしいなと。
どうしても池井戸潤とか の世界だと、金融 機関は、知財は理 解していないし、 技術はわ
かっていないし、何か悪者 になりがちなので 、いい例をちゃん とアナウンスして ほしいな
というのと、もしかし たら、金融機 関から見た知財活 用中小ベスト100みたいなものを出し
て、
そこがどうい うふうに金融機関 が役割を果たした のかというような 観点で見ていくと 、
最初の取っかかりとして、 知財とか技術に対 する、そこから融 資まで、あるいは 事業発展
までというところの関心が 高まるのではない かと思っていて、 そういうところも 出してい
ただくとおもしろいのかなと 思いました。お願 いです。
以上です。
○渡部座長

ありがとうござ います。

相澤委員、お願いします。
○相澤委員

金融庁さんが 出席されています が、金融庁さんが 規制緩和に向けて 少しずつ

動かれている象徴している と理解はしていま す。引き続き努力 をしていただきた いと思い
ます。
さらに、融資が行われる ためには、知財の 評価がきちんとな されなければなら ないわけ
でして、そのためには、知 的財産が財産とし て取引がされてい るということが必 要である
と思います。
アメリカでは、知的財産 の取引が、日本に 比べれば非常に頻 繁に行われていま す。これ
からマーケットを形成する ためには、特許権 がきちんと保護さ れることが必要で あると思
います。特許権の法的な保 護が、いわば価値 のボトムラインを 形成します。これ だけの価
値で実現されるのだという ことになれば、こ れは金融を行うの に好ましい方向に 行くと思
います。
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○渡部座長

ありがとうござ います。

江村委員、お願いします。
○江村委員

資料２で少し 論点の話がありま して、地域経済の 活性化とかイノベ ーション

の創出というのが、知財よ りもっと上位にあ るかなと思ったと きに、先ほど日覺 委員もお
っしゃっていましたけれど も、やはり、イノ ベーションのエコ システムというこ とを考え
るのが重要だと思うのです。
そのために、中小企業が 必要な人たちとマ ッチングするとか 、そういう施策が セットに
なってこないといけないと感 じます。
そういうふうに思ったと きに、知財のとこ ろは、いろんな指 標がよくなってき ていると
いうデータはあるのですけ れども、ほかの施 策とのリンクとい うのがどうなって いるかと
いうのをわかる範囲で教え ていただきたいの と、その辺にどう いう意識を持たれ ているか
ということをお聞かせいただ きたいと思います 。
○渡部座長

ありがとうござ います。

最後、長澤委員、お願いし ます。
○長澤委員

他の産業界の 方と意見は似てい ますけれども、ま ず、知財総合支援 窓口の相

談件数が増えているという ことは非常にいい ことだと思います し、やはり、意識 の底上げ
には大きな貢献を果たしてい るのだなと思いま す。
この資料で、件数が増え ていることはわか るのですが、成功 事例が作れている かが見え
にくいと思います 。平成23年度からのデータが記載さ れていますが 、その頃から比 べると、
だんだん世の中は変わって きつつあります 。、IOTやAIという言葉が頻繁 に聞かれ 、ネット
ワークが普及する中で、特 許の数が減ってい るという話もあり ました。しかし、 これは日
本の産業が、どちらかとい うと、BtoB、高級志向になるとする と、ある意味自然 な現象で
はないかと思うわけです。
その状況の中で、特許だ けではなく、いわ ゆる知財ミックス を駆使して経営上 、攻守バ
ランスのいい知財戦略を実 行するには、その 産業が持っている 、もしくはベンチ ャー、中
小が持っている技術的強み について、その技 術を評価できて、 それがコアコンピ タンスに
なるのか否かを理解しなけ ればなりません。 もし、技術がコア コンピタンスでな い場合、
ビジネスのコンピタンスは 何なのかを、しっ かりと理解するこ とが必要です。そ うするこ
とで初めて、それを営業秘 密で守るのか、不 競法で守るのか、 やはり特許で守る のかを地
方の中小企業が考えられると 、この強みを生か せると思うのです 。
今、よろず相談窓口や、 知財総合窓口が非 常に普及してきて 、非常にいい傾向 だと思う
のですが、
相談窓 口の方々の知見が これから更に重要 になってくるだろ うと思っています 。
ある程度、経営目線の視点 と知財目線の視点 との両方を持って いて、しかも人的 なコネク
ションがあって、適切な弁 護士さん、弁理士 さんも知っていて 、経営者も知って いるとい
うような方を少しずつふやし ていくのがいいか なと思います。
その中で、成功例がもう 少し紹介されてい ると、どういうシ ナリオで、どうい う人を置
16

くという案も出てくると思う ので、もし、あれ ば紹介をしていた だければと思いま した。
以上です。
○渡部座長

ありがとうござ いました。

一通り御意見を伺えたか と思いますが、こ ちらに関して、い ろいろ御指摘とか 、御質問
がございましたが、省庁の ほうから、金融庁 、特許庁、いかが でしょうか、コメ ントはご
ざいますでしょうか。
どうぞ。
○武田課長

まず、近藤委 員から御指摘の地 域別の新規の件数 というのは、これ は、今後、

分析していきたいと思いま すので、また、件 数等がわかりまし たら御報告をさせ ていただ
きたいと思います。
それから、専門 家の中で企業のOBが減ってきている というところでご ざいますけれども 、
私が承知している中では、 企業のOBを窓口が専門家として掲げ てはいたのですが 、その専
門家を今度、窓口の相談員 として別の形態で 雇用したというこ とでございまして 、専門家
というよりは、直接的な相 談員ということに 変えたということ でございますので 、実質、
中身は、人がかわっていると いったようなこと ではないと承知し てございます。
それから、佐田委員から の御指摘の出願件 数の減少について は、これもまた確 認をいた
しまして、また別途の機会で 御紹介をさせてい ただきたいと思っ ております。
全体の件数は、減っては いるのですけれど も、中小企業の出 願件数は、ここ５ 年間で３
割ぐらい伸びているという こともございます ので、また、そう いったことも含め て御紹介
をさせていただきたいと思っ ております。
それから、成功事例の紹 介というお話をい ただきました。ま だ、なかなか分析 ができて
いない面もございます。一 応、きょう、窓口 がそれぞれ成功事 例として取り上げ たものを
資料には添付をさせていた だいておるのです けれども、もう少 し分析をして、ま た、御紹
介をさせていただければと思 います。
それから、江村委員から の御指摘のマッチ ング、それから、 他の施策とのリン クという
ことでは、我々特許庁のほ うでも、知財の政 策だけでは、なか なか中小企業の支 援はでき
ないということで、中小企 業庁の行っている 施策とリンクをし ていこうというこ とで、ま
ず、よろず支援拠点との連携 というところから 始めさせていただ いております。
窓口への相談に来られる 方は、知財だけで はなくて、その裏 には必ず経営の問 題等があ
るということを相談員、指 導員には伝えてご ざいますので、必 ずそういった面も 掘り下げ
て相談に乗るようにというこ とにしております 。
その際には、よろず相談 窓口や関係機関へ の連携を図ってつ ないでいくといっ たような
ことをしているところでござ います。
以上でございます。
○渡部座長

では、日下室長 からお願いします 。

○日下室長

地域金融機関 の知財活用に関す る現実を申し上げ ますと、御指摘の とおり、
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まだまだ目利き力が十分では ないと考えており ます。
資料の３ページ目と４ペ ージ目の事例です けれども、３ペー ジ目のケースは、 金融機関
の職員が「なめし」の技術 に気づいたという こともさることな がら、若者からの 人気が高
まっているというマーケッ トサイドの情報に 感づいてアプロー チをしたという、 情報に対
する感性もあったというケー スでございます。
実は、
４ページ 目の事例こそが現 在の地域金融機関 にとって必要かな と思っております 。
自ら知財を評価する能力が ない以上は、自ら が地域ネットワー クの中心になって さまざま
な関連機関を結びつけるこ とで知財を評価す る能力を補完し、 最終的には企業の 支援に当
たっていくという方法もある と考えております 。
金融庁としては、こうした ２つのアプローチ によって好事例を 増やしていきたい と考え
ております。
現実問題で申し上げます と、既に知財が活 用され、地域でそ れなりに活躍して いる企業
と地域金融機関との関係と いうのはうまくい っていると思いま す。一方で、知財 が眠って
いて、それがまだ具現化さ れていないが故に 、その企業の価値 が高められていな い、ある
いはファイナンスがないと いう状況において は、これを改善し ていかなければい けないと
考えております。
現在、地域金融機関にと って極めて収益状 況が苦しくなって おります。こうし た中で、
地域に眠る知財をいかに掘 り起こし、自らの ビジネスにつなげ ていくかというこ とが地域
金融機関にとっての存在意 義であり、自らが 生き残っていくと いうことになりつ つありま
す。こうした意味からする と、現在のように 地域が人口減少で 苦しんでいる時こ そ、彼ら
の本当の意味での潜在能力 を発揮できるチャ ンスが訪れている のではないかと考 えており
ます。
事例の３ページ目にござい ますように、メイ ンバンクではなか った取引先企業が 有する
知財に気づき、自らがメイ ンバンクとなって 企業の成長を支え ることによって、 最終的に
は金融機関自身の利益も高 まっていくと思っ ていますので、そ ういった動きが、 今後広が
っていくように、我々とし てもベンチマーク などの対話を通じ て、促して参りた いと考え
ております。
以上です。
○渡部座長

ありがとうござ いました。

追加で、特許庁の武重さん 。
○武重企画調査官

先ほど 、荒井委員から御 紹介のありました 中小企業の特許料 金半減の

件につきましては、次期通常 国会に提出を予定 しております。
そのため、本委員会にお いても、適切なタ イミングで、今後 御報告をさせてい ただきた
いと考えております。
その予定されている内容 ですが、全ての中 小企業を対象に審 査請求料、特許料 、これは
１年目から10年目になりますけれども、特許 料の部分、それか ら、国際出願関連 手数料を
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半減する制度を特許法で措置 する予定にしてお ります。
国内からの特許出願件数 の占める中小企業 の割合は15％にとどまっておりまし て、中小
企業の知財活動は十分ではな いと認識しており ます。
また、現在の中小企業向 けの特許料金の軽 減制度は、赤字企 業などが対象でし たが、知
財を積極的に活用している 黒字の企業が対象 になっていないと いうことで、対象 が非常に
限定的でありました。
また、提出書類も多くて 、手続も煩雑であ りましたので、こ れが十分に活用さ れていな
いという状況になっており ました。全ての中 小企業を対象に軽 減措置を講ずるこ とにより
まして、軽減手続が簡素化 され、中小企業の 知財活動がより一 層促進されること となり、
このことは中小企業の生産性 革命にも寄与する ものと考えており ます。
以上です。
○渡部座長

ありがとうご ざいました。よろ しいでしょうか。 ほかの御意見は、 事務局の

ほうで、また受けとめさせて いただくというこ とかと存じます。
それでは、次のセッションに 移らせていただき たいと思いますが、次 は「（２）『攻め』
の農林水産業・食料産業を 支える知財活用・ 強化」ということ で、農林水産省か らの説明
をいただいた後に意見交換と いう形で進めさせ ていただきます。
それでは、農林水産省さん 、お願いします。
○杉中課長

農林水産省の知 的財産課長の杉中 でございます。

知財計画2017では、非常に包括的に農業関 係の知財を取り上 げていただきまし たので、
そのフォローアップ、制度面 も含めて検討状況 等について御説明 をさせていただき ます。
幅広いものを10分というこ となので、資料は 飛ばしながら説明 をさせていただき ます。
まず、資料の３ページをご らんいただきたい と思います。
地理的表示でございます けれども、海外と の相互保護という ことで知財計画に も書いて
おります。
日EU・EPA、これは、12月８日に最終的な 包括合意に至りまし たけれども 、その中で 、改
正GI法に基づいて、日本の 農林水産物48産品、EUの71産品について相互保護する というと
ころで合意をしたところでご ざいます。
さらにルール面で 、より高いレベ ルでGIを保護するということで合意 をしたところです 。
具体的には、産品につい て全ての使用、い わゆる表示だけで はなくて、広告・ インター
ネット等、サービス分野にお けるようなGIの使 用についても保護 の対象とします。
また、先使用につき まして、EPA発効７年間のみに限定をする というような内容 で合意を
いたしました。
これを踏まえまして 、いわゆる日EU・EPA協定の担保法として 地理的表示法を改 正すると
いうことで作業をしたいと思 います。
改正内容は、今、ご説明 したとおり、規制 の範囲を、いわゆ る表示規制から使 用規制に
拡大する。あと、先使用が 認められる期間の 上限を設定すると いうようなことを 中心にGI
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法制度の見直しを行いたいと 考えております。
飛んでいただきまして７ ページ、いわゆる 種苗制度について もさまざまな御指 摘をいた
だきましたので、いろいろ検 討しております。
まず、日本の種苗が海外 に流出し、それが 栽培されることが 日本の輸出の阻害 になって
いるということについて、 海外で育成者権を 取得して、そうい ったことに歯止め をかける
べきだという指摘をいただい ております。
それにつきましては、平 成28年度補正予算から、海外での育 成者権取得を支援 する対策
を進めております。
今年度の補正、また来年 度の当初予算でも 、同様の対策を行 っていきたいと考 えていま
す。
次に８ページをごらんくだ さい。
知財計画で、育成者権の 保護対象の明確化 、これは、内容が 複雑なので説明を させてい
ただきますと、いわゆる育 成者権の保護に対 して重要な判決が 平成27年に知財高裁で出ま
した。これは、いわゆる「 なめこ事件」と言 われるものですけ れども、育成者権 者が育成
者権の侵害に対して提訴を 行いました。それ に対して、育成者 権の侵害を立証す るために
は、品種登録を行ったとき の種苗、その現物 を育成して、それ と侵害疑義品を比 較して、
同じであるということを証 明して、初めて育 成者権の侵害を証 明できるのだとい う内容の
判決が出されました。
ちなみに、この「なめこ 事件」につきまし ては、品種登録の ときに保存してい た種菌は
あったのですけれども、そ の保存の仕方が悪 く、いわゆるきの こに成長しなかっ たため、
同じものだと証明をできな かったということ で、原告 が敗訴したという ものでございます 。
これにつきましては、現 物主義によってし まうと、「なめこ 事件」のように、 植物自体
が時間がたつと変種すると いうようなものと か、保存 上の問題があるこ とを踏まえまして 、
育成者権の保護の権利をど ういうふうに決め るのか。あと、権 利侵害の立証をど のように
やるのか、あと、挙証責任 をどうするのかと いうようなことも 含めて、より育成 者に使い
やすい制度にするという観 点から、種苗制度 のあり方も含めて 、今、検討を進め ていると
ころでございます。
続きまして９ページをごら んください。
自家増殖をより制限すべ きということにつ いても、2017に書いております。自 家増殖と
いうのは、種苗を買ってき て、それを農業者 が自分で増殖をし て、次年度以降の 自分の農
業生産に充てるというもの で、我が国の種苗 法上、自家増殖は 一定の制限のもと 原則自由
となっておりますけれども 、国際的なUPOV条約上は、原則禁止 されております。 自家増殖
については何点か問題があ って、１つは、自 家増殖を認めると 、果実などは１本 苗がある
と永久に自分で増殖できる ことになり、なか なかビジネスの対 象になりにくいと いうこと
なので、自家増殖が認めら れている分野につ いては、民間の参 入が非常に阻害さ れるとい
うのが、まず、１点。
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あと、自家増殖を認める と、権利に基づい て増殖をしている のが誰か非常にわ かりにく
いということがございます ので、いわゆる権 利関係が不明確に なって、先ほど言 ったよう
に海外流出の要因となってい るのではないかと 考えております。
あと、自家増殖は、一部 省令によって禁止 することができる のですけれども、 対象は栄
養繁殖体のみであって、種 子というのは禁止 の対象外になって いるというような 問題もご
ざいますので、さらに自家 増殖の原則例外の あり方も含めて、 検討を進めていき たいと考
えています。
３点目に、これは、種苗 法と商標法の関係 ですけれども、い わゆる追越問題と いうのが
ございます。種苗法と商標 法については、先 願関係というのは 明確ではないので 、種苗法
の出願があって、いわゆる 仮保護のための官 報公示、公告を行 いますけれども、 それを見
て第三者が商標を出願する という事例が時々 見られます。特に 、県等で大規模に 品種名の
公募を行ったというような ものについて、そ の結果を見て商標 出願をするという 例もあり
ます。
種苗の場合は、どうして も栽培試験を経て 新種かどうかの審 査をする必要があ り期間が
かかるため、先に商標が登 録されてしまい、 品種の登録の出願 があった名前を、 その後、
変えなければならないという 事態が生じます。
今は、それを防ぐために 、品種登録の出願 者には、商標出願 と品種登録の育成 者権の出
願を両方行っていただいて 、まず、商標権を 取得した上で、さ らに育成者権を取 得した後
に、商標の取り下げを行う と、そういうこと をやっていただい ておりますけれど も、民間
の事業者に、そういった過 大な負担をかける という運用を強い ているという実態 でござい
ますので、
そのあ たりについては 、両制度の調 整をうまくできな いかと考えており まして、
農水省としても検討をして おり、今 後、特許庁 とも相談をしてい きたいと考えてお ります。
２点目、12ページをごらん ください。
標準化の推進でございま すけれども、今年 度JAS法の改正をいたしま して、JAS制度とい
うのは、今まで食品の品質 を表示する制度と いう側面が強かっ たのですけれども 、今回の
改正で、生産・流通プロセ ス、もしくはマネ ジメント、試験方 法、あと用語、そ ういうも
のについても規格の対象に するということで 、日本の農林水産 の食品の強みをア ピールす
るような規格を今後つくって いきたいと考えて おります。
その一環として13ページをごらんいただき たいのですけれど も、JASについても、公的機
関が主としてつくるという ことではなくて、 民間の提案によっ て規格を制定する というこ
とも可能にしておりまして 、今、農水省とし て、いろんなとこ ろに働きかけをし て、民間
から新しい規格の提案をして もらおうというこ とを考えておりま す。
それを踏まえまして、14ページでございま す。どうしても、 特に日本の農林水 産分野に
ついては、国際的な規 格化というものの 取り組みが遅れて おりましたので 、JAS法を活用し
て国際規格化を推進していく ことについても進 めていきたいと考 えております。
引き続き16ページをごらんいただきたいの ですけれども 、今、政府全 体でIoTの推進とい
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うことでデータの利活用の 推進をしておりま すけれども、農業 分野におきまして も、高齢
化や農業就業人口の減少が 進んでいますので 、IoTの活用というのは非常に重要だ と考えて
おります。
そういった、いわゆるデ ータの利用を推進 するために、効率 的に、特にオープ ンデータ
を集めたようなプラットフ ォームを政府がつ くるということで 、「農業データ連 携基盤」
というものについて、まず 、プロトタイプを 本年中に作成して 、業者がデータを うまく活
用できるような場をつくりた いというふうに考 えております。
さらにそれを推進するた めに、19ページをごらんいただきた いのですけれども 、データ
を連携した農業を推進する ためには、特に異 なるメーカーの機 器の連携を進めて いくとい
うことが非常に重要になっ ておりますけれど も、そこで重要に なるのは、いわゆ る標準化
的なものでございます 。いわゆるAPIとかのほかに、農 作業の名称とか 、農産物の名 称とか、
そういうものがメーカーご とに取り扱いが違 うと、異なるメー カー間の接続がで きないと
いうことになりますので 、低コスト でIoT農業を推進するため 、そういっ た名称であるとか 、
APIであるとかを標 準化するためのガ イドラインをつく っていきたいと考 えています。
この作業は、農水省、総 務省、IT総合戦略室が合同で行って おりまして、さら には、民
間が保持して拡充していく という観点から、 先ほど紹介しまし た、こういったガ イドライ
ンに基づく用語等のJAS規格化も進め たいと考えていま す。
最後20ページになります けれども、今、経 産省を中心といた しまして、データ を利活用
した場合の、データの知財 的な保護、その他 の検討を行ってお りますけれども、 そういっ
た取り組みについて、農業 分野でも適切に適 応していくという ことが大変重要だ と考えて
おります。
そういった観点から、今 、データについて は契約のひな形づ くりというのを経 産省を中
心に進められており、今後 またさらに見直さ れるという方向で 聞いておりますけ れども、
これについても、農業の現 場で使いやすいも のが必要です。特 に中小企業と農業 の場合で
は、データの共有の範囲と か、そういうのが どうしても異なり 、過去の営業秘密 の例があ
りましたけれども 、なかなか農業現 場ですぐに使える ものではないと考 えておりますので 、
農業現場で使えるような形 のガイドラインづ くりというような ものをやりたいと 考えてい
ます。
この中で、契約のひな形 のガイドラインと して農業で使える もの、もしくは今 後不競法
等のガイドラインで、それ を農業分野でどう いう形で活用でき るのかというよう なことも
含めて検討したいと考えてい ます。
それについても、一部補 正予算の中で要求 をしておりますの で、できるだけ早 期に、そ
ういった検討を開始したいと 考えております。
以上、知財計画2017に基づいて、多方面で の検討を同時並列 的に行っておりま すので、
その内容をさらに踏まえて知 財計画2018にさら に反映させていけ ればと考えており ます。
以上でございます。
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○渡部座長

ありがとうござ いました。

農林水産・食品関係につい て御意見をいただ ければと思います 。いかがでしょう か。
では、渡邉委員からお願い します。
○渡邉委員

日本弁理士会の 渡邉でございます 。

推進計画の2017で初めて農林水産関係が大 きく取り上げられ まして、日本弁理 士会とし
ても非常に興味深く見ており ます。
この分野ですけれども、 最近結構採用され るようになってい ますブランド戦略 、それか
ら、育成技術ですとか、そ れにまつわる装置 等だけではなくて 、先ほど御紹介い ただきま
したような標準化戦略、そ れからデータ、こ れから我々がやっ ていかなければな らないだ
ろう分野はかなりいっぱいあ ります。
そういうことを考えると 、我々も積極的に この分野に関与し ていきたいと思っ ているの
ですが、歴史的にどうも我 々は工業分野との お付き合いが深い もので、農林水産 分野の組
織との付き合いが少し薄いと いう弱点がありま す。
そこで、我々が動きやす いように、そうい う組織との関係を 調整していただけ れば非常
にありがたいということと 、我々が活動しや すい環境を整えて いただけると非常 に助かる
なと思っております。
それから、農林 水産分野の方々に 、知財がい っぱいあるという のに気づいてもら うのは、
なかなか難しくて、今、日 本弁理士会も知財 広め隊を組織して 、いろいろ中小企 業相手に
知財を知ってもらう努力を しているのですが 、セミナー等が中 心になるのですが 、セミナ
ーをやるだけではなかなか 難しい。ですが、 セミナーをやって 集まっていただい て、そこ
で情報収集をすると、びっ くりするような情 報が入ってくるの です。これからこ ういう方
向もやらなければいけない とか、そういう情 報が入ってくるの で、セミナーも１ つの手段
だと思うのですが、それと 同時に情報収集を やるようなプラン ニングをしていた だけると
効率的な広め方ができるので はないかと思って おります。
以上でございます。
○渡部座長

ありがとうござ いました。

長澤委員、お願いします。
○長澤委員

農林水産分野 については素人な ので、以 下１点のみ発言さ せていただきます 。

データ活用に関して、今、 かなり総花的に様 々なデータがあり 、それを活用しま しょうと
いう話なのですけれども、 やはり、ビジネス 設計といいますか 、つくる農作物に よって戦
略が異なってくると思って います。例えば、 ただ単にコストを 下げるだけだった ら中韓は
ともかく欧米にも勝てないか もしれません。
ただ、先ほどのJAS規格と組み合わせて、日 本品質のものとい うのを一番安くつ くれるの
は、やはり、この分野だ、 というような経営 戦略が必要です。 私は、やはりこの 国が一番
得意なのは、プレミアム農 産物だと思ってい るので、先ほど言 ったマイクロクラ イメート
等のデータ、それから、土壌 のデータ、これら が価値を持つと思 うのです。
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工業的な生産で日本品質 のものをつくるも のと、データも違 うでしょうし、必 要なデー
タセットも違うであろうと 思うので、その辺 を今後、いわゆる 産、学、農、省庁 、それか
ら企業も含めてプランニン グできたらいい成 果が出るのではな いかと思いました ので、次
回は、ぜひそういうことを考 えていただければ と思います。
以上です。
○渡部座長

ありがとうござ います。

高倉委員、お願いします。
○高倉委員

ありがとうござ います。

２点ほど、意見、感想を 申し上げさせてい ただきたいのです が、１点はGIです。これま
で48品目登録されて、非常に 数に順調にふえて きていると思いま す。
ただ、日本のGIは、EUのような著名なもの を登録するという のと違って、むし ろ、これ
をきっかけに地域における ビジネス化を進め ると、そのきっか けというところも 大きいと
思います。
したがって、登録されて 、表彰されてよか ったということで 終わりではなくて 、むしろ
これをきっかけにどうやっ てビジネス化をし ていくのかという ところが非常に重 要だと思
います。
少量で高付加価値でいく のか、大 量に使って 、場合によっては 海外生産も展開す るのか、
あるいは素材そのもので勝 負するのか、製品 化していくかの、 サービスもするの か、こう
いう農業と経営の観点から、 ぜひ農林水産省と しても応援をして もらいたい。
特に、特許庁の地域にお ける知財総合支援 窓口のようなもの 、これも工業と農 業の垣根
を越えて、ぜひ活用してもら うように特許庁と の連携も深めても らいたい。
特に、これは、もう既に 計画の中に書き込 まれていることと は思いますので、 今後進ん
でいくと思うのですが、具 体的な成功例を全 国に向けてアピー ルしてもらいたい という点
でございます。
２点目は、地域における 研究の推進と、そ の成果の活用につ いてなのですが、EUでは、
いわゆる共通農業政策 、CAPの見直しの中で、地域における研究 の支援とビジネス 化の応援
をやっていますが、その核 となっているのは 、地域の大学とか 、地域の公的機関 とか、企
業とか、農家とかなのです が、実は、その調 整役をやっている のは、日本で言う と、経営
コンサルタントのような方 たちが中心になっ てやっていて、そ ういう人件費もEUの資金か
ら提供されているというこ とも聞いたことが ありますので、い ずれにしても経営 コンサル
タントが農業と経営という 観点から研究成果 のビジネス化をや っていくというこ とは非常
に重要だと思いますので、 ぜひEUが具体的にどういうことをや っていて、どうい う問題点
があるのかというところも 研究されて、いい ところは、ぜひ我 が国においても活 用したら
どうかなと思います。
以上です。
○渡部座長

ありがとうござ います。
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佐田委員、お願いします。
○佐田委員

山口大学の佐田 でございます。

本学は、実は、知的財産 総合支援活動のほ うも少し関与して 、支援をさせてい ただいて
おります。
山口県は、99.9％ぐらいが中小企業で、特 に、農業、水産業 もかなり盛んとい うか、そ
れに頼っているというところ がございます。
県内をずっと知的財産講 習会や相談会等で 回っておりますと 、最近よく聞かれ るのが、
きょう御説明をいただいたよ うな農業の品種登 録だとか、あるい はGIマークとかで す。
それとあわせて商標や団 体商標とかの問題 です。団体商標、 商標は特許庁、品 種登録や
GIマーク、あるいはGAPだとかは農林 水産省となってい ます。
山口県の現場を見ますと 、相談はここに行 きなさいというと きに、総合支援窓 口はある
程度なじんでくれています が、残念ながらこ ういった農水関係 のところが、必ず しもワン
ストップになっていないの です。今回、特許 庁さんが示してい ただいたように、 先ほどの
資料の23ページにも地域中 小企業の支援体制 というのがあるの ですけれども、残 念ながら
農業関係は出ておりません。
今、ニーズはそういった ところにありまし て、先ほど御説明 いただきました特 許行政や
農林水産行政をミックスし た指導やサービス 体制が求められて おりますので、こ こ霞ヶ関
では皆さん方は、非常に盛 り上がって連携は 大事だと言ってお られるのですが、 地方の現
場では、その辺とギャップ があるということ を、ぜひ今後は解 消していただけれ ばと思い
ます。
以上です。
○渡部座長

ありがとうござ います。

江村委員、どうぞ。
○江村委員

データ連携基盤 のところで少しコ メントをさせてい ただきたいと思い ます。

この辺の議論というのは 、いろんなところ で起きているので すけれども、目的 を明確に
することが必要ではないかと 思います。
例えば、生産効率を上げ るとか、フードロ スを減らすとか、 その目的がはっき りしたと
きに、データを扱うときの オーナーシップだ とか、あるいはデ ータベースの共有 というの
が、ある意味で、競争領域 、協調領域みたい に、ビジネスモデ ルとリンクをして きて、ス
テークホルダーが明確にな ってくると思うの ですけれども、き ょうの絵だと、ど うしても
ゼネラルなイメージなので 、その辺のところ をもう少し研ぎ澄 ましていただくこ とが必要
ではないかということが１点 。
また、データ連携基盤と いうことで言うと 、テクノロジーの ことも含めて、今 、いろん
なところで議論がされてい るので、なるべく その辺が、重複と いう表現はよくな いのかも
しれませんけれども、国と してうまく連携し た活動になるとい いなと感じました ので、コ
メントをさせていただきます 。
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○渡部座長

ありがとうござ います。

荒井委員、お願いします。
○荒井委員

参考資料７の４ ページをごらんい ただきたいと思い ます。

ここに日本地図を掲げて ありますが、商工 会議所が各地域のJAとか、農業関係 者と協力
して、農商工連携を進めてき ております。
その際の有力な手段が地 域団体商標という ことで、地域団体 商標が2006年に発足してか
ら、約10年、600件あるわけですが 、そういうものが ちょうど10年で、商標ですから、今 、
見直しの時期が来ているわ けですが、各地で 起きている問題は 、せっかく地域団 体商標を
取ったけれども、売り上げの 増加につながって いないというよう なことがございま す。
さっき農水省の方あるい はほかの委員から もお話がございま したが、GIというのは、非
常にいいことだと思います し、GIの対象になっているのも、地 域団体商標を取っ ているの
もあるわけでございますが 、ぜひ、地域団体 商標でやっている ものが経済効果が 上がるよ
うにしていただきたい。特 にマーケティング だと思います。商 標を取って終わり ではなく
て、商標を取ったものがど のように実際に販 売の増加につなが るかということが 一番のポ
イントになりますので、ぜ ひ、そんな観点を 入れていただいて 農商工連携をもう 一遍見直
して強化をしていただきた い。農産物の高度 化あるいは攻めの 農業の関係で、い ろいろマ
ーケティングを支援していた だくということを 希望いたします。
一番下のところにござい ますが、地域の活力 、活用 、新事業を全国展 開ということで972
のプロジェクトをやってお ります。こういう ものが具体的な成 果につながるよう にする、
そうすると、農業関係者も 商工業の関係者も 知財を使うことが 意味のあることだ というこ
とが、初めてわかるわけで すので、そんな観 点も一段と強化を していただきたい というこ
とでございます。
以上です。
○渡部座長

ありがとうござ います。

相澤委員、お願いします。
○相澤委員

ありがとうござ います。

日本の地理的表示の国際 的な認知度も上が ってきていいます が、このブランド 力を維持
していくためには、品質管 理が極めて重要で ありまして、農業 大国フランスの品 質管理制
度というのは、世界で群を 抜くものではない かと思いますが、 品質管理制度とい うことに
ついても、これから留意をし てやっていただき たいと思います。
それから、やはりブラン ディングのために は、商品開発、農 産品の開発が大事 でありま
して、この育成者権の判決 では、開発をする 人意欲を削ぐこと になるので、、制 度をあき
らめることなく、改善に向 けて、判決とは異 なったあ結論にな るように改正の努 力をして
いただきたいと思います。
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○渡部座長

ありがとうござ います。

正木委員代理、お願いしま す。
○正木委員代理

少し視点 が異なることにな るかもしれません が、農業分野の知 財活用強

化という観点で意見を述べさ せていただきます 。
弊社の小林が理事長を務 めております産業 競争力懇談会、COCNにおいて、産官学協力の
もとで、合同検討で政策提 言を取りまとめ、 関連機関に働きか けて実現を図ると いう活動
が行われております。
この中で、農業分野につ いても研究テーマ 事例があり、企業 、大学等多数の団 体がコン
ソーシアムをつくって研究 成果を活用して、 例えば、工場シス テムを事業化する ために、
将来設立される新しい会社 からお客様の技術 ライセンスのスキ ームをつくるとい うような
取り組みなども行われており ます。
国の持続的な発展に向け て、今後、産官学 が、こうした大き な枠組みを使って 、合同で
強いビジネスモデルをつく り、その実現を図 る中で、知財活用 あるいは強化に向 けて合同
で行動していくということが 望ましいのではな いかと考えており ます。
以上でございます。○渡部 座長

ありがとうございます。

日覺委員、お願いします。
○日覺委員

EUと同じように、地理的指標GIを活用して、日本 の農産物のイメー ジアップ

を図ることが非常に重要だと 思っています。
それには、やはり、訴求 ポイントを明確に するなど、いわゆ るブランド力を向 上させる
取り組みというのが非常に重 要だと思っていま す。
一般的に、我々産業界で もそうなのですけ れども、品質等々 については、非常 に戦略的
にやるのですけれども、ブ ランド戦略という のが意外と弱いの で、こういったブ ランド戦
略というのをしっかりと取り 組んでいく必要が あるのではないか と思っています。
一方で、農業従事者がみ んな知財に明るい わけではないと思 いますから、農水 省所管の
地理的表示に類似する制度 として、いわゆる 特許庁所管の地域 団体商標といった 仕組みも
ありますから、農協などの 農業従事者が集ま る場所で、こうい った制度について の具体的
な活用の仕方、こういった ことをわかりやす く説明する取り組 みが必要ではない かと思っ
ております。
以上です。
○渡部座長

ありがとうござ います。

林委員、お願いします。
○林委員

ありがとうござい ます。

まず、先ほど３－３を使 って杉中課長から 御紹介いただいた とおり、今、農水 省を中心
として、物すごい勢いで検 討が進んでいます 。現物主義や自家 増殖、商標追い越 し問題、
JAS規格認証の国際化、そ してデータ利活用 といった形で 、冒頭の別の御 説明で、知財総合
支援窓口においては、人が 何々さんと呼ばれ るような人がと、 すごく重要だとい うお話が
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ありましたが、このところ の農水省の動きと いうのは、非常に 画期的なものでは ないかと
思います。
十数年来、農水省でも確 かに知財の横断的 な普及支援者向け のe-learningテキストをつ
くったりとか、いろんなこ とをなさっていて 、私も実は関与を してきたのですが 、いろん
なものをつくってあるので すけれども、活用 されていなかった ということなので 、今回の
取り組みは非常に重要である と思います。
２点目ですが、政府横断 的な取り組みが必 要というお話がご ざいました。平成25年から
規制改革会議においては、 攻めの農業改革と いうことで、いろ いろな改革を打ち 出してお
ります。
その中では、農林水産業 の再生の最後のチ ャンスとして、今 、問題に挙がって いるよう
な論点を挙げておりまして 、平成28年10月に日弁連と弁護士知 財ネットでも全国 横断的な
農水法務支援チームという のをつくりまして 、来年の春３月ま でには、省庁横断 的な農水
法務のテキストも出版される 予定になっており ます。
３番目ですが、課題とし て挙がっておりま したデータ利活用 についてです。こ れは、今、
経産省のほうでも、各種の 取り組みが進んで いるところであり ますが、特に契約 につきま
しては、入り口のところで 何か事を始める前 にデータオーナー シップという、つ まりは、
利用権についての合意をあ らかじめしておく ことの重要性、こ れがことしの５月30日に経
産省が出した契約ガイドラ インでも盛り込ま れているところで すが、さらに、も う一つ、
これから重要になってきま すのは、データ移 転がBtoC、BtoBで行われるときに、 ライト・
トゥ・デリート、削除する 問題です。これを どういうふうに捉 えるかと、これも 現時点で
は、契約の中で処理してい くしかない問題で すので、今後、こ ういった取り組み をさらに
契約の高度化と呼んでおり ますが、進めてい かなければならな いという問題意識 を持って
おります。
以上です。
○渡部座長

ありがとうござ いました。

原山委員、お願いします。
○原山委員

私もデータ連携 基盤に関してです 。

これからの大きな課題と して、分散型のデ ータセットという ものをいかに相互 乗り入れ
して活用的にしていくかと いうのがテーマで あって、これは全 分野にかかわって くる話で
す。
今、内閣府でや っているSIPに関しても、11のテーマがありますが 、ほとんど全 部でこの
課題を背負っております。
その中で言うと、農林水 産分野というのは 先行しているとこ ろなので、逆にど ういうこ
とをするかというのをほか の分野は見ている ので、い い先行事例をつく っていただきたい 。
その中で、18ページに書いてあるように、 １つ大きな課題と して、デリバリー の話があ
ります。目的はデータの連 携基盤をつくるこ とではなく活用す ることであるため 、基盤を
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つくってからそういうこと を考えるのではな く、当初からいか に農林水産の現場 で活用で
きるものを提供できるかと いうサービスの面 、特にアプリの開 発に関しては、役 所的な発
想ではなく、さまざまなビ ジネスという展開 と視点から、いわ ゆるスタートアッ プ企業な
ども、当初から議論の中に組 み込んでいただけ ればと思っており ます。
最後なのですが、林委員 の御指摘があった ように、データガ バナンスというの が同時に
大きな課題となってくるの で、基盤を整備す ると同時に、デー タのマネジメント の仕方と
いうものを並行して議論をし ていただければと 思います。
○渡部座長

ありがとうござ います。

では、宮島委員、お願いし ます。
○宮島委員

ありがとうござ います。

これまでの委員と重なる ところもあるので すけれども、農水 分野では、種苗法 とか、現
実に合っていない部分がこ れまであったこと で、少し気になっ ていました。ここ に来て急
速に議論が進んでいるという ことで、これが早 く現実に進めばい いなと思っており ます。
全体としては、日本全体 として、食料の分 野は守るべきもの から、明らかに日 本が１つ
の攻める武器として海外に 打って出られる分 野だというふうな 意識が高まってい ますし、
AIの専門家の方々もAIを使って日本が勝てる のは農業の分野だ とおっしゃる方も いらっし
ゃいますので、これまでの 製造業が積み上げ てきたいい部分も 参考にしながら、 標準化す
る部分と競争する部分と、う まくそこの戦略を つくっていただき たいと思います。
流通などでは、今、JAの縛りなどからだん だんと、少しずつ ですけれども、解 き放たれ
てきて、この前の卸売市場 改革などでも、そ んなに強い反対は なかったと聞いて いますの
で、関係の方々も、改革の 必要性というのは 、以前よりも大分 認識されるように なったの
ではないかと思います。
そんな中で、AIとか、そういった一見難し そうに見えるもの が、ごく手元で簡 単に使え
るようになるということが すごく大事かなと 思っていて 、例えば 、キャッシュレス 化でも、
実は中国のその辺の屋台で も普通にＱコード でばんとできると 、やっているのは 難しいこ
となのだけれども、実際に 使うフェイスのと ころでは、本当に 誰でも、子供でも 、そんな
に知識が必要となく使える というようなもの をうまく整備すれ ば、いわゆる勉強 会とかを
それほどしなくても入って来 られる形というの はとれるのではな いかと思うのです 。
ですので、本当に使う人 たちに優しく、今 、原山委員もおっ しゃいましたけれ ども、そ
ういった使い方を理屈っぽ くではなく接触で きる形で進めてい ただければいいと 思います 。
○渡部座長

ありがとうご ざいました。一通 り御意見をいただ いたかと思います ので、で

は、農林水産省さん、コメン トをお願いいたし ます。
○杉中課長

多くの発言、 貴重な助言をいた だきましたので、 全てに答えられな いと思い

ますけれども、何点かお答え したいと思います 。
まず、渡邉先生からいた だきましたとおり 、これまで農業関 係の知財は、比較 的、孤立
したような形でやっていた 側面もありますの で、既存にあるよ うな専門家を活用 していく
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というのは大変重要なことで あると思います。
特に、地理的表示などに ついては、既に弁 理士が代理となっ ている例というの も多いと
思いますので、弁理士をさら に活用していきた いと思います。
そういった観点から、我 々的に弁理士会と 協力して今後取り 組んでいきたいと いうこと
で、まず、弁理士について のカリキュラムと か、教育みたいな ものにGIは十分に入ってい
ないので、そこをどうするか ということを検討 したいと思います 。
また、弁理士は、今後、 専門性を活かして いく業務として、 この後も報告があ りますけ
れども、農業関係の知財と いうのもはっきり と位置づけていく ということが重要 かと思っ
ておりまして、そういったこ とも関係者と議論 をしていきたいと 思っています。
あと、GIや地域団体商標をマーケティング にも活用していく という御指摘もい ただきま
した。まさにおっしゃるとお りだと思います。
特に、今後の農林水産業 を考えると、どう しても国内市場が 縮小することを前 提に事業
を考えざるを得ない。その ときに、知財をし っかり活用してい くことが必要です 。特に中
国等を中心としながら、冒 認商標出願、模倣 品対策というのも 重要だと思います し、さら
に、そういったブランドを 活用していくとい うことについても 、農水省だけでは なくて、
JETRO、経産省とか とも組みながら戦 略的にやっていけ ればと思います。
データ連携基盤について も、いろいろと御 支援をいただいて 、私は直接の担当 ではない
ので十分答えられないかも しれませんけれど も、農業者はさま ざまな機械を使っ ており、
自動的にデータが全て発生 するものでござい ます。日本が特に 強いのは、非常に 高品質な
農産品をつくってきたとい うところもありま すので、うまくデ ータを活用し、フ ィードバ
ックをして、より品質の高 いものを効率的に 製造していけると いうことに使える というふ
うに考えております。そう いった面で、工業 品と比べれば狭い 市場でございます ので、特
に依存するような気象デー タであるとか 、GISであるとか、土壌データ 、そういう ものは共
通して使える場というのを提 供するということ が重要かなと思っ ております。
ただ、御指摘のように、 非常に役所的な形 で押しつけるとい うような形ではな くて、い
ろいろ設計の段階から民間 企業に入っていた だいてというのは 、まさにおっしゃ るとおり
だと思いますので、それを 民間にうまく使っ てもらうような仕 組みにしていきた いと思っ
ておりますし、データにつ いては、政府全体 の中で、いろんな 制度の検討がされ ておりま
すので、そこに農業として もしっかり議論に 参画をして、気づ いてみたら農業分 野では非
常に使えなかったということ にならないように していきたいと考 えております。
あと、種苗制度について も何点かコメント をいただきました けれども、農業の ことを考
えると、しっかり知財の権 利を持っている人 に使いやすい制度 にしていくという ことが重
要だと思いますので、そう いった形で制度の 見直しのあり方も 含めて検討をして いきたい
と考えております。
どうもありがとうございま した。
○渡部座長

ありがとうござ いました。
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それでは、続いて、知財 標準化戦略の一体 的推進のほうに移 らせていただきた いと思い
ます。
経産省、特許庁からの説 明ということで、 まず、最初に経済 産業省からの説明 をお願い
いたします。
○萩原課長

経済産業省基準 認証政策課長でご ざいます。

お手元の資料３－４をご らんください。「 ［知財・標準化戦 略の一体的推進］ フォロー
アップについて」という資料 でございます。
昨年、この場でいろいろ 御指摘をいただき まして、この間、 いろいろ施策を講 じてまい
っておりますので、その御紹 介をさせていただ きたいと思います 。
１ページ、２ページ目を 縦にごらんいただ きますと、第４次 産業革命というこ とで、国
際標準化の置かれる状況も随 分変わってきてご ざいます。
Connectedということで、つ ながるものには 、電気も通信も全 て標準化がつきも のでござ
います。そういった意味で は、技術革新と標 準化がほぼ同時に 動いており、しか もものと
サービスは全てつながるとい う世の中になって きているという認 識でございます。
２ページ目の絵は、この 後御紹介する審議 会で議論をされた 絵なのですけれど も、昔は
研究開発をして知財を取っ て、それを標準化 してビジネスモデ ルになって、それ を規制に
引用するという段階的なも のであったものが 、現在では、ほぼ 同時に研究開発、 知財を取
りながら標準化をトライし て、規制、それか ら認証して、先ほ ど少し調達という 話も出て
おりますけれども、公共調 達にも使っていく ということです。 ヨーロッパが1985年に欧州
統合をした際に、さまざま な技術基準を標準 化に全部寄せたと 、各国の技術基準 はEUの基
準になっていればいいのだ という全体的な方 針になってから、 早くも30年でございますの
で、
そういうビジ ネスモデルがヨー ロッパを中心に広 がっているという 現状でございます 。
こういうもとで、３ペー ジに移っていただ きまして、経産省 のほうで産業構造 審議会を
開きまして、広い議論を いただきまして 、その中でJIS法についても、また、次々 回に御紹
介をする機会をいただける ということですの で、きょ うはさわりにさせ ていただきますが 、
いろいろ検討をさせていただ いたというところ でございます。
大きい論点としては、４ペ ージの「１）JISの対象拡 大」でございます 。
JISは、鉱工業分野の標準で ございましたので 、ねじを初めと した有体物が対象 でござい
ました。
一方で、足元ではマネジ メント規格であり ますとか、サービ ス分野の規格はど んどん出
てきてございますので、対 応が不十分という ことで、経営管理 でありますとか、 その中に
はプログラムとかデータと いうものも追加す るべきではないか と御指摘をいただ いてござ
いまして、これは、１月に 産構審を開きまし て、報告書を一度 まとめたのですけ れども、
改めて議論をいただいて、最 終的にJIS法の改正につい て諮る予定にして おります。
また、５ページでござい ますが、これも審 議会で非常に出た 議論なのですけれ ども、体
制の強化でございます。標 準化の体制につい ても、この場でも いろいろ御議論を いただき
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ましたけれども、標準化を やるだけで終わっ ているのではない か、また、経産省 だけがや
っているのではないかとい う話も審議会でも いただきました。 このため、世界の ルール、
規制、そういうものも技術 動向というものを 見ながら、私ども ルールインテリジ ェンスと
言っていますけれども、ル ール形成をしなが ら重要分野をある 程度目の子でつけ ながら、
体制を組んでやっていこうと 考えております。
昨年この場でも、国研を 軸にという話もい たしましたが、審 議会では、大学、 学会もぜ
ひ使ってほしいという話も いただきましたの で、そういった体 制でやっていこう と考えて
ございます。規制・認証について､これまでグ レーで書いてある ところをメインに やってき
たものを両ウイングに広げ るということを、 今、トライをして いるというところ でござい
ます。
１ページ飛ばしていただ きまして、７ペー ジは、その具体的 なやり方として、 スマート
マニュファクチャリングの例 でございます。
真ん中にAIST、産総研が入ってございます けれども、標準化 を提案する部隊と 、それか
ら、ビジネスモデルを つくっていただい ている、FANUCさんを初めとした部隊が右 側にござ
いまして、左側には、実際に 、実証事業をやっ ていらっしゃる方 もいます。
そういった意味で言うと 、いろんな人たち が連携をとりなが ら、日本としての 提案をす
るだけではなくて、実ビジ ネスに不利益を被 らないように、い ろいろ配慮をしな がら標準
化提案をしていくというこ とを、今、やって おりまして、ドイ ツと一緒に共同で 議長をと
るなど、足元では、少しずつ 成果が出てきてい るというところで ございます。
また、その標準化体制に つきまして、政府 全体では、８ペー ジの「国際標準化 のための
オールジャパンを超えた仲 間作り」と称しております けれども、残念ながら国際標 準化は、
オールジャパンでまとまっ ても１票にしかな りません。ヨーロ ッパをまとめれば20票以上
持っているわけでございます ので、到底勝てな い。
ただ、中国も韓国も 、それから 、アメリカも１ 票でございますの で、そういった 意味で、
デジュールの話ではそうで すし、また、デフ ァクト、それから 、フォーラムとい う世界で
は、それとまたスピードの 違った議論がござ います。先ほどの 情報収集について も、そう
いったところに広げながら オールジャパンを 超えて、グローバ ルに誰と組むかと いうこと
を考えながらビジネスをつ くりませんと、な かなか勝つことは 難しいという世の 中になっ
てきます。
そういった中で、そうい う認識を経済産業 省だけではなくて 、全省庁で共有し て進めて
いこうということで 、今般、この９月に内閣官 房の再生事務局に 音頭をとっていた だいて、
官民戦略会議ということを 開かせていただい て、ここには、知 財の事務局のほう にも入っ
ていただきながら、各省で 連携して、今、戦 略を練っていると ころでございまし て、来年
のしかるべきタイミングま でに基本的な考え 方をまとめていき たいと考えている ところで
ございます。
また、人材育成でござい ますけれども、次 の９ページは、昨 年、ここで裾野人 材という
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ネガティブワードを言って しまいまして、何 人かの委員の方か ら、それだけは使 ってくれ
るなと言われたので、しっ かりと外させてい ただいているとこ ろでございます。 そういっ
た意味では、標準化は専門 家だけではなくて 、マネジメント人 材にも及ぶもので すので、
これは昨年も御披露いたし ましたけれども、 名称にこだわるつ もりはございませ んけれど
も、「CSO」等の標準化のわ かる経営陣の方にぜ ひふえていただき たいということで 、私ど
も手分けをしながらいろんな 企業を回らせてい ただいているとこ ろでございます。
１ページ飛ばしていただ いて12ページですけれども、そうい った試みの中で、 若手も育
てていかなければいけない ということで、ヤ ング・プロフェッ ショナル研修とい う英語で
の研修をもう随分長くやっ てございまして 、受講生も200人ほどになりました。こ の人たち
から、この人こそが、スー パーヤンプロと言 っているのですけ れども、ヤング・ プロフェ
ッショナルの中のヤンプロ だという人を、世 界をリードできる ような人を日本か ら出して
いこうということで、表彰 制度とも少し違っ たアワード制度み たいなものをつく れないか
なということを検討してい るところでござい ます。こ ういった方々が 、将来の国際 標準化、
フォーラム標準、デファク ト標準の担い手に なってくれないか なということで、 いろんな
施策を講じているところでご ざいます。
また、13ページの、大学との連携において 、標準化事業で佐 田先生には、大変 お世話に
なっており、特に右側の赤 枠で書いてあるモ デルカリキュラム の作成などに御尽 力をいた
だいてございます。また、 多摩地区の５つの 大学において、グ ローバル企業のト ップによ
ってルール形成のための講 演会や講義をやっ ていただいて、５ 大学共通の単位を 取得して
いただくということを、毎 年各５大学で回し ながらやっていく などという試みを 今年始め
させていただいてございます 。
そういった意味では、人 材を広く、それか ら、高度化してい くということで、 横も広げ
て、縦も高度化していくとい うことをやってい るところでござい ます。
14ページは、人 材育成の、この前のワーキン グチームの中での 宿題なのでござい ますが、
資格制度も何か考えてほし いというのがござ いましたので、日 本規格協会さんに お願いを
いたしまして、規格開発エ キスパートという ものと、そのエキ スパート補という ものをつ
くっていただいて、今、い ろいろとトライを しているというこ とでございまして 、登録制
度もスタートしていますの で、徐々にそうい う試みで広がって いけばいいかなと 考えてい
るところでございます。
最後、予算の資料をつけ ておりますけれど も、予算もおかげ さまで、１割ほど 伸びてご
ざいますので、こ ういった予算を両 脇の赤いところに 使っていきたいと 考えてございます 。
私からの説明は、以上でご ざいます。
○渡部座長

ありがとうござ います。

続いて、特許庁から説明を お願いします。
○川合課長

特許庁秘書課 長の川合でござい ます。資料３－５ に基づいて御説明 いたしま

す。
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１ページ目でございます けれども、知財推 進計画2017におきまして「弁理士業 務として
の標準関連業務への関与の 役割の明確化の検 討を行う」。これ に対応するために 、ことし
の10月から産構審の弁理士 制度小委員会で検 討を進めておりま す。ここの小委員 長は、相
澤委員にやっていただいてい るということでご ざいます。
これまでの審議の状況で ございますけれど も、10月には標榜業務として標準関 連業務を
明文化することの方向につ いておおむね了承 をいただきまして 、ただ、能力担保 のための
研修が必要だという議論に なりまして、継続 研修における必修 化の必要性につい ては、引
き続き検討する。
昨日、報告書の（案）を 踏まえた審議が行 われまして、この 中で、継続研修の 残ってお
りました課題につきまして は、基礎的知識の 提供にかかわる部 分は必修化すべき だという
結論になっております。
報告書をとりあえず取り まとめましたので 、年内に パブリックコメン トにかけて 、来年、
報告書を固めて、その上で通 常国会に向けた準 備をしたいと考え ております。
２ページ目でございます けれども 、今回、ど のような業務を法 律に書くかという ことで、
太い赤線は、今の弁理士法 でも対応が可能だ ろうと。二重線、 真ん中のオープン ・クロー
ズ戦略の部分と、上の標準 会議・コミュニテ ィへの参加、ここ の部分は、中小企 業を中心
に弁理士による関与の期待 が高いということ が、今回の審議の 中で明らかになり ましたの
で、この部分について弁理士 法に明文化する方 向で検討しており ます。
簡単ではございますが、以 上でございます。
○渡部座長

ありがとうござ いました。

それでは、こちらの知財 標準化について御 意見をいただきた いと思いますが、 時間が大
分来ているので、何人 ぐらいおられるか を、まず 、把握をしたいと 思います。６人 ですと、
何とかなりますね。
では、相澤委員からお願い いたします。
○相澤委員

今、標準に関 してルールメーキ ングの重要性とい うことが言われた わけであ

りますが、ヨーロッパは、 レジューム設定と いうことに、国家 の利益を絡めてよ く考えて
います。日本もそういう観点 から標準化という のを考えていく必 要があると思いま す。
○荒井委員

参考資料７の５ ページをごらんい ただきたいと思い ます。

「要望８」と書いてあり ますが、中堅中小 企業の市場獲得へ の支援について、 いろいろ
施策をやっていただいて成果 を上げていただい ているということ でお礼を申し上げ ます。
さらに、お話が ございましたが 、コネクテ ィッド・インダストリーあ るいはIOTが進むと
中小企業への影響が標準の分 野で非常に大きく なってくると思い ます。
その意味で、今、地方の 中小企業も、東京 もそうですが、こ ういうものを勉強 しなけれ
ばいけないと思いつつも、 なかなか東京で開 かれるセミナーと か説明会に出るの は、実際
に大変なわけですから、ぜ ひこういうものに ついては、インタ ーネットで放送し ていただ
くとか、あるいは配信してい ただくということ をお願いしたいと 思います。
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それから、JISでサービス分野の対象拡大とい うことですが、中小企業も大変サ ービス分
野に関与をしているわけで 、どんな影響が出 てくるのだろうか ということに関心 を持って
います。中小企業の立場に なったときに、ど んな改正をしてい ただけるのかもわ かりやす
くPRしていただきたいと思い ます。
以上です。
○渡部座長

ありがとうござ います。

佐田委員、お願いします。
○佐田委員

山口大学の佐田 でございます。

経産省さんの要請で、本 学も知財の教育と あわせて標準化を 取り入れたテキス トをつく
っているのでございますけ れども、それとあ わせて、大学の先 生方にも認識を持 ってもら
おうということで、標準化 事業の中の新市場 創造型標準化制度 を活用させていた だいてお
ります。
今回、論点整理の３ペー ジのところに、事 務局さんでおつく りいただいている 新市場創
造型標準化制度、（２）の ポツの３のところ です。画期的な制 度で評価されてい るとの分
析がなされています。この 点は異論のないと ころで、本学の先 生も、これを活用 して標準
化、これは、大学において もマーケットを広 げるためには、標 準化の意識が必要 だという
ことで取り組んでおります。
ただ、よく調べてみます と、これは残念な がら経済産業行政 の枠の中の対象物 だという
ことに限られております。
地方の現場では、国土交 通省分野だとか、 厚生労働省分野だ とか、農林水産省 分野だと
か、それぞれが標準化の対 応が必要になるわ けですけれども、 残念ながら、経済 産業省以
外ではこのような仕組みが見 当たりません。
このことは、経産省さん に言う筋の話では ないのですけれど も、どこかで、例 えば内閣
府さんとかで、できれば全 部の省庁も含めて 横断的に、こうい ったことはいい取 り組みな
ので、御推奨いただければ非 常にありがたいと 思っております。
以上です。
○渡部座長

ありがとうござ います。

長澤委員、お願いします。
○長澤委員

手短に、ここ に書かれているこ とは、標準化を戦 略的に策定しまし ょうとい

う標準化作業というものが 主に書かれており 、これは 攻めの部分なので すけれども 、実際、
経産省が書かれている２ペ ージ目の絵のとお りで、研究開発、 標準化、規制、認 証という
ものがパラレルで進んでい ることは間違いな いところでござい まして、というこ とは、横
に併存するような規格とか 標準化があって、 それとの競争にな っていくと思うの です。さ
らに、既存の標準が既に存 在していると、そ れに対してどのよ うに対応し、どう いうプレ
ーヤーがビジネス化してい て、新たな標準化 をすることはどう いう狙いかという ところを
明確にしていかないと、な かなか標準をつく っただけではビジ ネスは成り立って いかない
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と思いました。そのため、 その辺について経 産省さんのほうで 、もう少し知見者 を呼んで
考えるという過程があって もいいのかなと思 ったので、一言だ け発言させていた だきまし
た。
○渡部座長

ありがとうござ います。

日覺委員、お願いします。
○日覺委員

標準化活動人 材の育成には、説 明がありましたよ うに、多くの標準 化案件を

手がけている産総研を中心と した国研の人材、 これを有効活用す べきだと思ってい ます。
そこで、国際標準化を議 論しているISO等の会議にメンバーとして参 加してもらうほか 、
民間企業の標準化人材育成に も協力をしてほし いと思っておりま す。
あと１点ですが、国際標 準化の議論の焦点 というのは、個々 の製品単位の標準 からシス
テムあるいはコンセプトレベ ルへの標準に移っ ていると思います 。
ですから、Society 5.0を見据えて、日本と して何の標準を取 りにいくのかとい ったこと
を政府においても戦略的な標 準化の議論といっ たことをお願いし たいと思っており ます。
以上です。
○渡部座長

ありがとうござ いました。

先に渡邉委員、お願いしま す。
○渡邉委員

まず、弁理士 の業務に標榜業務 として標準化を加 えていただく方向 で御検討

いただきまして大変ありがと うございます。
今、現実に標準化に携わ っている弁理士も 少なからずいるの ですけれども、ま だ十分と
いう状態ではないと思ってお ります。
そこで、弁理士であれば 誰もが標準化につ いて適切なアドバ イスができるよう にするた
めのベースの研修と、実際 に標準化の業務に 深くかかわってい く、専門的に高い 知識を持
った弁理士を育てるための研 修、二段構えでや っていこうと思っ ています。
特に、高度な研修につい ては、弁理士会の 中だけでは、なか なか講師が賄い切 れなくな
るということが考えられま す。そのために、 外部の方々に講師 の先生をお願いす るという
ことが多々生じてくると思 いますので、もし 、御依頼がいきま したときには、一 つよろし
くお願いしますというお願い を付け加えまして 、私の意見とさせ ていただきます。
○渡部座長

ありがとうござ います。

あと、江村委員と林委員で すかね、では、江 村委員からお願い します。
○江村委員

３点申し上げた いと思います。

１点目 は、先 ほど日 覺委員 がおっ しゃっ たこと と全 く一緒 で、日 本とし てSociety 5.0
と言っているときに、これ は、経団連の中で も少し議論が始ま っていますけれど も、どう
位置づけるのかというのを 、やはり、Industry 4.0でとまっていない次のものを 考えてい
くことが非常に重要かなと 思います。そのと きにシステムレベ ルからの標準とい う意識を
持っていくことが非常に大事 だと思います。
それから、標準化団体の ことで言うと、コ ンソーシアム型の ものが非常に目立 ってきて
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いる中で、議論が、どちら かというと、従来 型のデジュール型 の標準のところに 寄ってし
まっているのを、もう少しバ ランスを考えたほ うがいいのではな いかと思います。
３点目は、皆さんがおっ しゃっていること で、ルール形成ま で含めた議論で整 理されて
いるのは非常にクリアーに なってきていて、 だからこそ、標準 化というのを主語 にしない
資料に変えていくことが重要 ではないかと思い ます。
○渡部座長

ありがとうござ います。

それでは、最後、林委員、 お願いします。
○林委員

ありがとうござい ます。

２点申し上げたいと思い ます。業務を拡大 する場合には、や はり、共同事務所 内での利
益相反禁止を明文でうたうな どの手当も同時に 必要ではないかと 思います。
２点目ですが、この資料 の２ページ目にあ りますように、標 準化に関係する実 務は、最
後のライセンス交渉の部分 、契約を通じて行 われるのが実態で ございますので、 これは、
データ取引についての不競 法改正の場面とも 共通しますが、現 在における近々の 問題とい
うのは、こういった事業の 枠組みを法律的に 構築するという意 味での契約の高度 化である
と思いますので、この点に ついて、契約の高 度化が必要だとい うことについては 、コンセ
ンサスがあるものの、実際 に企業に伺います と、まだまだ対応 できていない、実 際の日々
の契約では、ここの手当がで きていないと伺っ ております。
そういった点で契約とな りますと、民法、 商法、独禁法、国 際法、また、個人 情報保護
法といった専門性の裏づけ のある弁護士など との共同作業とい うものも必要では ないかと
思います。
以上です。
○渡部座長

ありがとうござ いました。

こちらのトピックについて も一通り御意見を いただいたかと思 います。
経産省、コメントをいただ ければと思います 。
○萩原課長

多岐にわたる御 意見をいただきま して、ありがとう ございました。

まず、
中小企業 への対応につきま しては、荒 井委員から御指摘 をいただきました とおり、
さまざまな取り組みを行っ ているのですが、 やはり、東京がメ インでございます ので、地
方につきましては、INPITさんと共同でやったり 工夫はしておりま すけれども、確 かにサー
ビスということになります と、より影響が大 きくなりますので 、やり方について は、ぜひ
工夫をさせていただきたいと 思います。
また、人材育成の関係で 、佐田先生のほう から、新市場創造 型標準化制度を全 省庁でと
いうご意見をいただきまし たけれども、先ほ ど御紹介したとお り、関係省庁間で 国際標準
についてディスカッション する場をつくりま したので、こうい った場を活用しな がら、ど
ういったやり方があるかとい うことを検討した いと思います。
個人的には、幾つかやり 方があると思って いますので、次回 に御紹介するまで に、何と
か方向性だけでも出していき たいと思います。
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それから、長澤委員のほ うからは、つくっ ただけではだめだ という御意見をい ただきま
して、そのとおりだと思い ます。しっかりと 競争を考える上で のルールをつくる 上での標
準化、また、江村委員も御 指摘だと思うので すけれども、標準 化が主語になって はだめだ
というご意見について、標 準化は単なるツー ルで手段でしかな いわけですから、 これは知
財も同じですけれども、あ る種、事業戦略を 実現するためのツ ールだという位置 づけで私
どもも考えております。そ ういう意味では、別にデジュール、コ ンソーシアムに関 係なく、
いろんな意味で資金提供がで きるように柔軟に 動かしていきたい と思います。
また、先ほどの関係省庁 間によるディスカ ッションの場にお いて、経団連から の御指摘
で、個別の技術分野につい ては、各企業が主 体的にやっている から、そこについ ては、役
所はサポートをしてくれる だけでいいのだけ れども、Society 5.0のようなコンセプチュア
ルなものこそ、政府が音頭 をとるべきではな いかという、非常 に示唆的なコメン トも頂戴
していますので、そういった 方向で、我々とし ても考えていきた いと考えています 。
いろいろいただいてござ いますけれども、 さまざまな御指摘 を踏まえて引き続 き頑張っ
てまいりたいと思います。
ありがとうございます。
○渡部座長

ありがとうござ います。

特許庁、ありますか、よろ しいですか。
そういうことでございま す。３つのトピッ クは終わりました けれども、あと、 追加的に
事務局より説明等ございます でしょうか。
○仁科参事官

本日は、経 済産業省から不正 競争防止法の改正 に関しまして「デ ータ利活

用促進に向けた検討中間報 告（案）概要」と いうものが参考資 料６という形で御 提示いた
だいております。
本日、関係省庁 から御紹介のござ いました特許法で すとか、あるいはJIS法、弁理士法の
改正とあわせまして、今後 、法改正を予定し ておりますので、 御紹介をさせてい ただきま
す。
以上です。
○渡部座長

よろしいですか 。

それでは、これで予定の 時間が参りました けれども、局長か らコメントをいた だければ
と思います。
○住田局長

本日もどうもあ りがとうございま した。

きょう、中小企業、農業 、標準と、それぞ れに違う分野の話 をさせていただい たわけで
すが、共通的に気づいたこ とというのは２つ ぐらいございまし て、やはり、知財 にしろ、
新しい農業の品種にしろ、 標準にしろ、それ 自体に価値がある わけではなくて、 それを使
うというか、どう経営で生 かしていくかとい うところが非常に 大きなテーマなの だなとい
うことを感じたわけでござ います。経営コンサルの視 点とか、あ るいはブランド戦 略とか、
いろいろ農業のところでも 御指摘がございま したし、中小企業 のところでも、い ろいろな
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御指摘をいただいたわけです 。
ただ、知財とか、標準と かを使うというの は、言うのは簡単 なのだけれども、 なかなか
簡単ではないだろうなと思 うわけで、中小企 業においては、特 に大変なところが 多いわけ
ですが、大企業においてさ え、やはり、例え ば、統合報告など も拝見をしていて も、一体
どうやって自分たちの持っ ている知財とか、 その他の強みを生 かして価値に結び つけてい
るだろうかというのは、な かなか、なるほど そうかというのを ストーリーで語れ るような
ところは余り多くないわけ ですが、そういう 面で、今まで以上 に知財、知財と言 うだけで
はなく、より幅広くいろん な要素について経 営でどう生かして いくか、その中で 知財がど
ういう役割を果たしていく か、こういう観点 から見ていくこと がとても大事なの だろうな
と思います。
それとの関係で、やはり 、きょうも出てき たことであります けれども、江村委 員からも
他の政策とのリンクが必要 だという御議論が あったり、標準の ところでも、標準 を主語に
するなという議論があった わけですが、どう しても役所の仕事 というのは縦割り になる、
これはどうしてもあるわけ で、知財と言えば 知財だし、標準と 言えば標準という ことで、
その隣のところが十分に見 えないという傾向 がどうしてもある わけですが、それ をブリッ
ジするのが内閣府の役割で はありますが、や はり、なかなか我 々も多勢に無勢と いう言葉
は適切ではないですが、な かなかリソースも 限られていて、で きないところもあ るのです
が、そういう広い視野でも のを見ていくとい うのは、皆様のお 力をお借りしなが ら引き続
きやっていきたいと思います 。
例えば、中小企業のとこ ろでも、知財とい うことで、中小企 業ということで切 ってしま
うと、そういうテーマでや っている施策だけ が上がってくるわ けですが、中小企 業庁の経
営支援の施策というのはい ろんなメニューが あって、その中に 、もちろん、いろ んな中小
企業で知財を持っていると ころも使えるわけ で、実は、本当は あるのだけれども 、知財と
いう入り口で見てしまうか ら見えてこないメ ニューとかもある し、例えば、ロー カル・ベ
ンチマークなどもそうです し、本来は、もっ ともっと横の連携 の施策があるので すが、な
かなかそういうのを一覧性 のある形で見せる ことというのは、 非常に難しいなと いうのを
きょうもつくづく感じたとこ ろでございます。
それと、標準のところで も大変本質的な御 議論をいただいた と思っておりまし て、まさ
にルール形成だとか、ある いはプラットフォ ーム形成というよ うなことが、これ から非常
に大きなビジネスの中でも 価値を占めていく わけですから、た またま萩原課長は 、非常に
視野が広い人なので、標準 のことだけではな くて、ルール形成 まで広げてくれて いるわけ
ですけれども、そういう広 い視野で見るとい う流れを、また、 全省的にも持って いきなが
ら進めていきたいと感じてい るところでござい ます。
本日は、どうもありがとう ございました。
○渡部座長

ありがとうござ います。

次回以降の予定について、 事務局から説明を いただければと思 います。
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○仁科参事官

冒頭に資料 １を用いまして御 説明しましたとお り、次回は、第３ 回会合、

２月５日月曜日、午後４時か ら午後６時で予定 しております。
その後、第４回が３月29日、第５回以降に つきましては、今 後、委員の皆様と 日程調整
をさせていただきまして、決 まり次第、御連絡 を差し上げます。
以上です。
○渡部座長

本日は、どう も御多忙のところ 、ありがとうござ いました。これで 閉会させ

ていただきます。
ありがとうございました。
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