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欧州委員会は、2020 年 11 月 25 日、知的財産に関する行動計画（Action Plan on Intellectual
Property）を採択・公表した旨、プレスリリース等にて発表した。なお、本行動計画につい
ては、欧州委員会のウェブサイト上で、2020 年 7 月から 8 月にかけて意見募集が行われ、
当該意見募集の結果についての概要報告書（Factual summary report）
（2020 年 11 月 16 日付）
が公表されていたところであった。
また、欧州委員会は、EU の意匠保護制度（規則・指令）のアップデートを目的とした
イニシアチブについて、意見募集（2020 年 11 月 24 日～2020 年 12 月 22 日）を開始したと
ころ、今後は、当該意見募集の結果を考慮し、EU 意匠保護制度の改正の可能性も含めて
検討される政策オプションに関するパブリック・コンサルテーションの実施（2021 年第 1
四半期）や加盟国との更なる議論等を経て、欧州委員会による採択（2021 年第 4 四半期）
を予定している旨、ウェブサイトにて公表した。

本プレスリリース等によれば、本行動計画では、以下の 5 つの主要分野における施策（太
字部分は、本プレスリリースにおける太字部分に対応）が発表されている、等としている。


知財保護の改善
本行動計画は、一連の既存の知財ツールをアップグレードし、デジタル時代に適合させ

ることを提案する。これには、医薬品及び植物保護製品の補充的保護証明書（SPC）の改
善及び EU 意匠保護の近代化が含まれる。EU レベルでの非農産品の地理的表示（GIs）保
護制度の実現可能性を考慮しつつ、農業に関する GI の保護を強化することを目指す。欧
州委員会はまた、知財制度への新しい技術（AI やブロックチェーン等）の影響に対処する
ために業界対話を開始する。企業が迅速、効果的かつ手頃な価格の保護ツールを利用でき
るようにし、現在の制度で続いている断片化（fragmentation）及び複雑さを軽減するため
に、本行動計画は、加盟国に対して、EU 全体にわたる特許の保護及び行使のためのワン
ストップショップを創出する単一特許制度の迅速な開始を呼びかける。


中小企業（SMEs）による知財利用の促進
欧州のイノベーターやクリエーター、特に中小企業は、知財をビジネス戦略に組み込む

ことのメリットを認識していないことがよくあり、例えば、中小企業で知財保護を求めて
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出願しているのは 9％にとどまることから、中小企業が無形資産から利益を得るのを支援
するために、欧州委員会は情報及びアドバイスを改善するための施策を提案する。コロナ
ウイルスの影響を受けた中小企業が、最初の 1 年間で欧州連合知的財産庁（EUIPO）の資
金から 2,000 万ユーロを提供する新たな財政支援スキーム（2021 年 1 月 1 日から運用可能
となる予定）を通じて、知財ポートフォリオをより適切に管理及び活用するのを支援する。
欧州委員会はまた、EU が資金提供する研究及びイノベーションプログラムの全ての参加
者が知財に関するアドバイス及び支援を利用できるようにし、全ての利害関係者と協力し
て研究・イノベーションコミュニティ全体にわたって知財権の価値を向上させる。また、
資金調達の手段としての知財を利用しやすくする。


知財共有の促進
本行動計画は、無形資産を保護するとともに経済及び社会が依存する不可欠な無形資産

へのアクセスを改善することも目指す。欧州委員会は、進行中のコロナウイルスのパンデ
ミック等の衛生上の緊急事態に対処する上で知財制度が果たすことができる重要な役割を
認識し、投資利益を確保しながら、危機時に不可欠な知財の共有を促進するための施策を
提案する。欧州委員会はまた、著作権インフラの改善に取り組み、より適切に知財で保護
されたデータを利用できるようにするための措置を講じる。また、コネクテッドカーやそ
の他の IoT 製品の展開等の欧州の業界のデジタルトランスフォーメーションにとって重要
な要素である標準必須特許（SEPs）のライセンス供与における透明性及び予見可能性を向
上させる方法を提案する。


模倣品との闘い、及び、知財権行使の改善
模倣品及び海賊版の輸入は EU の GDP の 6.8％に相当する。 欧州委員会は、知財権行使

を効果的かつバランスの取れたものにする。例えば、来るデジタルサービス法（Digital
Services Act）パッケージを補完するものとして、知財権者、仲介業者（オンラインマーケ
ットプレイス等）及び法執行機関の間の効果的な協力、主流のベストプラクティス、並び
に、適切なツール及び新しい技術の利用を促進するための EU 偽造防止ツールボックスを
確立する。


グローバルレベルの競争環境の促進
知財権集約型産業は EU の商品輸出の 93％を占めているが、企業は依然として第三国で

事業を行う際に大きな課題に直面している。これらの課題に対処するために、欧州委員会
は、知財におけるグローバルな基準設定者としての EU の立場を強化することを目指す。
また、産業スパイや研究開発協力の文脈での知財の不正使用の企て等の第三国のプレーヤ
ーが犯した不公正な慣行に対する EU の対応を強化する。
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また、本プレスリリース等によれば、本行動計画の関連文書として、以下の文書等も公
開されている：


Q&A



知的財産に関する行動計画のファクトシート



補充的保護証明書制度（EU 規則）に関する評価報告書



ETSI（欧州電気通信標準化機構）に開示された潜在的に必須な特許のランドスケープ
スタディ



知的財産侵害に関する監視部門（Observatory）についての評価報告書



標準必須特許（SEPs）の必須性評価に関するパイロット・スタディ報告書



人工知能（AI）のトレンド及び開発に関する研究報告書



健康危機下での技術アクセスのための”インパクト・ライセンシング・イニシアチブ”
の実現性及び分析に関する研究報告書



意匠制度（規則・指令）に関する開始影響評価（意見募集）

－

欧州委員会のプレスリリース等は、以下参照

－

（知的財産に関する行動計画についてのプレスリリース）
Commission adopts Action Plan on Intellectual Property to strengthen EU's economic resilience
and recovery
（知的財産に関する行動計画についてのニュースリリース）
Intellectual property action plan to strengthen EU economic resilience and recovery published
（欧州委員会の知的財産に関するウェブサイト）
An intellectual property action plan for the EU
（知的財産に関する行動計画の本体）
Action Plan on Intellectual Property
（知的財産に関する行動計画の関連文書）


Q&A
Question and Answers



知的財産に関する行動計画のファクトシート
Factsheet on the Action Plan on Intellectual Property



補充的保護証明書制度（EU 規則）に関する評価報告書
Evaluation report on Supplementary Protection Certificates legislation



ETSI（欧州電気通信標準化機構）に開示された潜在的に必須な特許のランドスケープ
スタディ
Landscape study of potentially essential patents disclosed to ETSI



知的財産侵害に関する監視部門（Observatory）についての評価報告書
Evaluation report on the Observatory on Infringements of Intellectual Property
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標準必須特許（SEPs）の必須性評価に関するパイロット・スタディ報告書
Pilot Study for essentiality assessments of Standard Essential Patents (SEPs)



人工知能（AI）のトレンド及び開発に関する研究報告書
Study on trends and developments in Artificial Intelligence (AI)



健康危機下での技術アクセスのための”インパクト・ライセンシング・イニシアチブ”
の実現性及び分析に関する研究報告書
Study report on the feasibility and analysis of “Impact Licensing Initiative” for technology
access during a health crisis



意匠制度（規則・指令）に関する開始影響評価（意見募集）
Inception impact assessments on designs legislation

（EU の意匠保護制度（規則・指令）のアップデートを目的としたイニシアチブに関する
欧州委員会のウェブサイト）


規則
Intellectual property – review of EU rules on industrial design (Design Regulation)



指令
Intellectual property – review of EU rules on industrial design (Design Directive)

－

知的財産に関する行動計画についての欧州知的財産ニュースは、以下参照

－

欧州委員会、知的財産行動計画策定に向けた意見募集を開始（2020 年 7 月 14 日）
（PDF）

（以上）
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