WIPO と特許庁のアフリカ支援
−知財分野での日本の貢献−
総務部国際協力課

津田 真吾

抄録
本稿では、日本人として初のアフリカファンド計画官として WIPO に赴任し、知財分野のア
フリカ支援に携わった筆者が、アフリカファンドの概要、計画官の業務について紹介します。
特に、筆者が、ケニアの農村地域で実施したサイザル・バスケットのブランディング・プロジェ
クトについては、詳しく紹介しています。

1. 特許庁のアフリカ支援

は、例えば、食糧、難民、公衆衛生、教育といった
基本的な問題をイメージするのではないでしょう

特許庁がアフリカを支援していることをご存知で

か。日本では、アフリカでの出来事が報道される機

しょうか。特許とアフリカと聞いて、イメージが結

会は少ないですが、例えば、筆者が赴任中の 2014

びつかないかもしれません。特許庁が WIPO（World

年には、西アフリカでエボラ出血熱の流行が大きな

Intellectual Property Organization ： 世界知的所有

問題になったことは記憶にある方もいらっしゃると

権機関）と協力して実施している「アフリカファン

思います。

ド」は、日本の知財関係者にもまだ十分に知られて

2016 年に筆者がセネガルに出張したときに、現

いないかもしれません。存在を知っていても、何を

地に詳しい同僚から、日本が作った学校を見せても

しているのか知らないという方も多いかもしれませ

らったことがあります。校庭で子供達が楽しそうに

ん。 本稿では、2014 年 4 月から 3 年間、WIPO に

遊んでいました。このように学校を作ったり、教科

赴任してアフリカ支援に携わった筆者が、
「アフリ

書を配ったり、貧しい子供達が教育を受けられるよ

カファンド」はどのようなものか、特許庁が WIPO

うに支援するのは、日本のアフリカ支援のイメージ

と協力して、アフリカに対してどのような支援を実

そのままだと思います。
アフリカは、日本から地理的に遠い地域で、情報

施しているのか、をご紹介したいと思います。
WIPO は、ご承知のように、スイス・ジュネーヴ

も少なく、多くの日本人にとって心理的にも遠い地

に本部を置く、知的財産を扱う国連の専門機関の一

域かもしれません。アフリカに関わったことのない

つで、知財関係者にとっては、特に PCT、マドリッ

日本人にとって、アフリカの印象は、貧困、公衆衛

ド・プロトコル、ハーグ協定による国際出願の実務

生、治安の問題など、ネガティブなイメージが強い

で馴染みが深いかと思います。他方、WIPO の開発

かもしれません。そのような、大きな問題を多く抱

途上国支援については、直接関わる機会は少ないと

えているアフリカにおいて、知財分野のアフリカ支

思います。アフリカファンドによる支援の概要をご

援、特に、特許のアフリカ支援と聞いて、ピンと来

紹介することで、WIPO の普段見られない一面を

ない、意外、一体何をしているのか、と疑問に思わ

知っていただくことも本稿の目的です。

れるのは普通だと思います。
筆者は、日本人としては初のアフリカファンド計

そもそも、
「アフリカ支援」と聞いて、何を思い浮
かべるでしょうか。国連のアフリカ支援、あるいは、

画官として WIPO に赴任することになり、そのよう

日本のアフリカ支援と聞いて、どのような支援をイ

な基本的な問いかけ、知財分野では、アフリカには

メージされるでしょうか。支援を必要としているの

どのような支援をすべきなのか、について、自分自
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身、明確な答えがない状態でスタートしました。本

セミナーを開催しました。2014 年 6 月、仏語圏ア

稿でご紹介することは、3 年間、いろいろ考え試行

フ リ カ の 広 域 知 的 財 産 機 関 OAPI（Organisation

錯誤しながら見つけた自分なりの答えとも言えます。

Africaine de la Propriété Intellectuelle ： アフリカ知
的財産機関）の加盟国を対象に、トーゴの首都ロメ
でセミナーを開催、約 30 名の国会議員が参加しま
した。特許庁からは、羽藤長官（当時）が出席して
います。2015 年 3 月には、英語圏アフリカの広域
知的財産機関 ARIPO（African Regional Intellectual
Property Organization ： アフリカ広域知的財産機
関）の加盟国を対象に、ウガンダの首都カンパラで
セミナーを開催し、こちらも約 30 名の国会議員が
参加しました。特許庁からは、嶋野審査第四部長（当
時）が出席しています。

写真 1

バスケットの編み手（Photo: WIPO/Shingo Tsuda）

2. アフリカファンド事業の紹介
まずは、 おおまかなイメージを掴んで頂くため
に、筆者の在任中に実施した事業の中から代表的な
ものをいくつかご紹介したいと思います。

〈政策対話〉
成長するアフリカの開発に知的財産をどのように
写真 2

活用していくか、ハイレベルで議論する場として、

トーゴ（Photo: WIPO/Shingo Tsuda）

2015 年 11 月、 セネガルの首都ダカールで大臣級
会 合（African Ministerial Conference 2015:
Intellectual Property for an Emerging Africa）1）を
開催しました。知的財産、商工業、文化を担当する
大臣約 50 名を含む 400 名以上が参加し、アフリカ
で開催した WIPO の会合として、過去最大規模のイ
ベントになりました。モーリシャスからは大統領が
出席し、WIPO からはガリ事務局長、特許庁からは
嶋野審判部長（当時）が出席しています。本会合の
成果文書として、アフリカでイノベーションと創造
写真 3

性を促進するために知的財産を活用する方針を示し

ウガンダ（Photo: WIPO/Shingo Tsuda）

た「アフリカの知的財産についてのダカール宣言」

〈知財修士コース奨学金〉

が採択されています。

2008 年、WIPO、ARIPO、アフリカ大学（ジンバ

〈国会議員を対象とした知的財産セミナー〉

ブエ）の 3 機関の協力プログラムとして、英語圏の

アフリカの国会議員に知的財産に関する最新の動

学生を対象とした知財修士コースが、アフリカ大学

向を紹介し、理解を深めてもらうことを目的とした

に設置されました。仏語圏でも、同様のコースが

1）http://www.wipo.int/meetings/en/2015/african_ministerial_conference.html
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WIPO、OAPI、ヤウンデ大学 II（カメルーン）の 3 機

2016 年の時点で、32 の FIT が存在しました。中で

関の協力で実施されています。アフリカファンドで

も、日本が最大のドナーです。

は、それぞれのコースに毎年 10 名分の奨学金を提

アフリカファンドは、日本から WIPO への任意拠

供し、教科書、参考図書の購入も支援しています。

出金による FIT ということになります。 正式名称
は、
「Japan Funds-in-Trust for Industrial Property

〈特許明細書起案トレーニング〉

（IP）for Africa and Least Developed Countries

アフリカでの特許出願は、外国企業による出願の

（LDCs）」です。日本以外にもアフリカ支援を行っ

割合が高く、現地代理人の業務も外国出願の代理が

ている FIT はありますが、便宜上、本稿では、日本

中心になっています。アフリカの代理人が現地出願

の FIT を「アフリカファンド」と呼びます。 なお、

人の依頼を受けてアフリカで生まれた発明の特許明

特 許 庁 が ド ナ ー と な っ て い る 日 本 の FIT に は、

細書を起案する機会はまだ少ないですが、特許明細

1987 年に設立され、30 周年を迎えたアジア等の開

書の書き方を学んで現地出願人のニーズに応えた

発途上国を支援対象とする FIT がありますが、管理

い、という要望が現地代理人からありました。2015

運営体制が異なる独立した FIT ですので、本稿では

年 9 月、ARIPO（ジンバブエ）で、15 の ARIPO 加盟

触れません。

国から集まった 36 名の代理人を対象に、1 週間の集

アフリカファンドは、今からちょうど 10 年前の

中的な講義、演習と課題からなる特許明細書起案ト

2008 年に設立されました。現時点での予算規模は、

レーニングを実施しました。

年間 1.6 百万スイスフラン（約 1.8 億円）です。設立
から 2014 年までは、年間 1.1 百万スイスフランでし

〈知財庁の電子化支援〉

た。アフリカからの増加する支援要請に応える形で、

アフリカには、出願書類を紙媒体で管理している

2015 年に予算を増額しました。アフリカファンドを

知財庁があり、手続に要する時間、書類の紛失リス

管理運営するアフリカ部は、WIPO 開発セクター

クが問題になっています。WIPO の技術協力によ

（Development Sector）の地域部（Regional Bureau）

り、 出願書類の管理に IPAS（Industrial Property

の一つです。地域部は、各地域の WIPO 加盟国との

Automation System）を導入するアフリカの知財庁

窓口になる部署で、地域ごとに分かれています。加

が増えています。アフリカファンドでは、紙の出願

盟国との連絡調整が主な業務です。

書類からの書誌的事項の抽出とシステムへの入力、

筆者は、アフリカファンドの事業計画、事業実施

出願書類のスキャンによる電子化に多くの予算を割

を担当する計画官（Program Officer）として、アフ

り当て、IPAS による WIPO の技術協力を後押しし

リカ部に所属していました。アフリカファンドの人

ています。電子化により、アフリカでの権利取得の

員としては、計画官に加え専属の秘書が配置されて

過程において、手続の効率性と確実性が増すことが

います。アフリカ部長（Director）の監督の下、こ

期待できます。

の 2 名でアフリカファンドを管理運営し、他の職員
と協力しながら事業を実施しています。アフリカ部

3. アフリカファンドの概要

のリソースには、一般予算と他国の FIT もあります
が、予算が限られているので、特にまとまった規模
の資金が必要な大きな事業では、アフリカファンド

本稿では、特許庁と WIPO の協力によるアフリカ

が頼られて、いつも忙しくしています。

支援について、これまで説明なく「アフリカファン
ド」という呼称を使ってきましたが、実は、正式名

アフリカファンドの地理的なカバー範囲として

称ではありません。アフリカファンドは、WIPO の

は、アフリカ大陸全体になり、アフリカ部所掌のサ

Funds-in-Trust（略して FIT）の一つです。FIT では、

ハラ砂漠以南のサブサハラ地域に加え、北アフリカ

先進国等のドナーが任意で拠出した基金により、

（エジプト、モロッコ、チュニジア、アルジェリア、

WIPO とドナーの合意に基づいて、開発途上国に対

リビア）を含みます。北アフリカはアラブ部の所掌

し技術協力、能力構築の支援を行っています。予算

です。一口にアフリカといっても、大陸は広大で、

規模、 活 動 状 況 は 様 々 で す が、 筆 者 が 在 任 中の

54 カ国の発展の度合いは一様ではありません。加
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盟国の要請に応じ、WIPO の支援を受け入れる準備

資環境を改善することで、海外からの投資を呼び込

ができている国から、地域バランスも考慮して支援

むことを一つの明確な目的としています。

を行っています。

5. アフリカファンドの意義
4. アフリカファンドが設立された背景と経緯
このようにして WIPO 開発アジェンダと TICAD を
2008 年 の ア フ リ カ フ ァ ン ド 設 立 の 背 景 に は、

契機に誕生したアフリカファンドは、アフリカに

2007 年 に 成 立 し た 開 発 ア ジ ェ ン ダ（WIPO

とっての意義は、はっきりとしていますが、ドナー

Development Agenda）があります。2004 年頃から、

である日本にとっては、どのような意義があるので

開発途上国の主要な関心事項として、WIPO 加盟国

しょうか。

は、知的財産制度を途上国の開発に活用することに

将来有望な市場として注目されているアフリカ

ついて、活発に議論していました。2007 年に採択

は、中国をはじめとする新興国の企業が競って進出

された開発アジェンダには、45 の提言が含まれ、

し、日本企業も関心を強めています。まず、第一の

特に、項目 2 は、アフリカと LDC（後発開発途上国）

意義としては、日本企業のアフリカ進出をサポート

を対象とする FIT の設立を提言しています。

することです。日本企業がアフリカに投資し、アフ
リカで安心してビジネスができるように、アフリカ

2. Provide additional assistance to WIPO through

で知的財産制度が円滑に機能する環境の整備を支援

donor funding, and establish Trust-Funds or other

します。東南アジア等の地域と比較すると日本企業

voluntary funds within WIPO specifically for LDCs,

の関心はまだ薄いものの、長い目で見て支援してい

while continuing to accord high priority to finance

くことが必要です。そのためにアフリカファンドで

activities in Africa through budgetary and extra-

は、例えば、知財庁の電子化、知財庁職員の研修等

budgetary resources, to promote, inter alia, the

を行い、知財庁がより効率的に機能することで、い

legal, commercial, cultural, and economic

ずれは日本の出願人にも裨益するように支援してい

exploitation of intellectual property in these

ます。
第二の意義には、WTO の TRIPS 協定が関係しま

countries.
（
〈筆者仮訳〉項目 2. ドナーからの資金協力により

す。 日本は、TRIPS 協定の締約国として、 同協定

WIPO に追加の支援を行い、 特に LDC を対象とし

67 条に規定される先進国の義務を履行することが

て、WIPO 内に信託基金または他の任意基金を設立

求められています。同条には、先進国の義務として、

し、アフリカでの活動への予算および予算以外のリ

途上国及び LDC の同協定実施を促進するために、

ソースによる協力に対し、高い優先度を維持しつ

技術協力及び資金協力しなければならないことが規

つ、中でも、これらの国における知的財産制度の法

定されています。

的、商業的、文化的そして経済的活用を促進する。）
Article 67

Technical Cooperation

この開発アジェンダの成立を受けて、特許庁は、

In order to facilitate the implementation of this

アフリカファンドの設立を WIPO に提案しました。

Agreement, developed country Members shall

折よく 2008 年は、日本政府が主導する第 4 回アフ

provide, on request and on mutually agreed terms

リ カ 開 発 会 議（TICAD IV : Tokyo International

and conditions, technical and financial cooperation

Conference on African Development IV）が横浜で

in favour of developing and least-developed

開催された年で、この国際会議の成果文書「横浜行

country Members. Such cooperation shall include

動計画」の別表にもアフリカファンドの設立が盛り

assistance in the preparation of laws and

込まれました。設立当時の記録によれば、アフリカ

regulations on the protection and enforcement of

ファンドは、知的財産制度のより有効な活用を通し

intellectual property rights as well as on the

てアフリカの地場産業の成長を促し、ビジネス・投

prevention of their abuse, and shall include
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support regarding the establishment or

アフリカとの関係が強化されつつあることを実感

reinforcement of domestic offices and agencies

できた出来事として、筆者の在任中に、WIPO の開

relevant to these matters, including the training of

発と知的財産に関する委員会（CDIP：Committee

personnel.

on Development and IP）で、アフリカの国から日

（
〈筆者仮訳〉第 67 条

技術協力

この協定の実施

本の支援に対する感謝が表明されたことが複数回あ

を促進するため、先進国の加盟国は、要請と相互に

りました。日本は先進国、アフリカは開発途上国と

合意された条件に基づき、開発途上国および後発開

いう立場の違いから、WIPO の委員会で主張が対立

発途上国の加盟国に対し、技術および資金協力をし

することがあります。そのような状況を改善し、議

なければならない。そのような協力は、知的財産権

論を前に進めるため、日本は、アフリカファンドで

の保護および行使ならびにその濫用防止についての

アフリカ側の関心事項に応える努力をしている、こ

法律および規則を準備する支援、これらの事項に関

とをアフリカに伝えていくことは重要で、後述しま

連する国内の事務所および機関の設立または強化、

すが、そのための広報活動は、筆者が在任中に力を

職員の育成を含む、に関する支援、を含まなければ

入れて取り組んだことの一つです。アフリカからの

ならない。）

感謝の表明は、それが伝わったことが形となって表
れた、嬉しい出来事でした。

国連の指定する LDC47 カ国のうち、33 カ国がア

6. WIPO アフリカ部の概要

フリカに含まれます（2018 年 3 月時点）
。アフリカ
ファンドにより、日本は、これだけ多くの LDC が
含まれるアフリカを支援することで、TRIPS 協定

筆者がアフリカ部に在籍していた時点で、職員は

67 条の義務をしっかりと履行しているといえます。

11 名、出身の内訳は、アフリカ出身 9 名、フラン

最後に、これも重要な第三の意義として、日本と

ス出身 1 名、日本出身 1 名（筆者）でした。アフリ

アフリカとの関係強化があります。アフリカは、日

カ部は、筆者とフランス人の秘書を除き、アフリカ

本と地理的に距離があり、国の数が 54 カ国と多い

の事情を良く知るアフリカ各地域の出身者で構成さ

こともあって、各国と個別に協力関係を築いていく

れ、地域と言語のバランスもとれた人員構成になっ

ことは簡単ではありません。アフリカファンドで

ていました。また、女性 6 名、男性 5 名とジェンダー

は、アフリカ各国と協力関係にある WIPO と一緒に

バランスも考慮された配置になっています。人員構

アフリカを支援することで、アフリカ大陸全体と一

成だけ見ると、フランス人の秘書と日本人の計画官

定の協力関係を持つことができます。

が何か浮いているように見えますが、職員は皆フレ

アフリカは、仏語を公用語とする国が多くありま

ンドリーで仲が良く、違和感なく溶け込んでいまし

す。54 カ国のうち、英語を公用語とする国は 23 カ

た。筆者の赴任直後こそ、アフリカ部初の日本人と

国、仏語を公用語とする国は 21 カ国、公用語では

の異（仕事）文化交流ということで、お互いに不安

ないものの、モロッコなど北アフリカでは、仏語が

と警戒感はありましたが、まもなくアットホームな

広く話されています。数は少ないですが、ポルトガ

アフリカ部の雰囲気に馴染んで吸収されました。

ル語を公用語とする国が 6 カ国（アンゴラ、カーボ

なお、FIT の管理運営のために、必ずしも計画官

ベルデ、モザンビーク、サントメ・プリンシペ、ギ

が配置されるわけではありません。予算規模の小さ

ニアビサウ、赤道ギニア）あります。日本が直接、

な FIT は、専属の計画官が置かれていません。アフ

英語圏以外のアフリカの国を支援するとなると、お

リカファンド自体は、2008 年から活動しています

互い母国語でない英語で、という不自由さがありま

が、設立当初は、アフリカ部長と秘書で管理運営さ

す。それが、言語に不自由しない WIPO と協力する

れていました。その後、2011 年に専属の計画官と

ことで、仏語圏、ポルトガル語圏の国に対しても、

して採用されたアフリカ出身の職員が、2014 年 3

彼らの言語で円滑に協力事業を実施することができ

月まで計画官を務めました。日本人がアフリカファ

ます。このような事情から、アフリカは、WIPO と

ンドの計画官に採用されたのは、2014 年 4 月の筆

協力した支援が向いている地域といえます。

者が初めてです。
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アフリカ部は、サブサハラ地域の加盟国とのイン

ト国の来賓が大臣等、レベルが高くなることが多

ターフェースの役割を持ち、協力事業の調整業務を

く、大使自らご挨拶された会合も多数ありました。

中心に行っています。アフリカ部が単独で事業を実

他にも、事業成果をウェブサイトで情報発信、アフ

施することはそれほどなく、事業の内容と専門性に

リカファンドのパンフレットを配布する等の広報活

応じて、担当の事業部と協力しながら実施していま

動も行っています。

す。例えば、意匠、商標の国際分類に関する研修は、

計画官自身が出張する会合では、ホスト国の知財

国際分類を担当する部署と協力して実施しますし、

庁のスタッフと協力し、会合を運営します。会場準

知的財産の統計に関するワークショップは、統計担

備、資料配布、ウェブサイト用の写真撮影、報告書

当の部署と協力して実施します。専門的な内容のプ

用のメモ取り等、その場の状況に応じて臨機応変に

レゼン等、イベントの中身は、専門の部署が担当し、

対応します。計画官自身がプレゼンすることもあり

アフリカ部は、ホスト国の知財庁と連携して会場の

ます。

確保・準備、参加者との連絡調整、航空券・宿舎の

以上のように、計画官の本来の業務は、いわゆる

手配等の裏方の業務が中心になります。

ロジ中心の裏方の仕事が多く、アフリカファンドの
黒子的役割ですが、計画官本人の意欲と上司のアフ

7. 計画官の業務概要

リカ部長次第で、サブを持つこともできます。

次に、アフリカファンド計画官の業務をご紹介し
ます。まずは、計画官の肩書きからも想像されるよ
うに、年間の事業計画の作成があります。事業計画
は、主にアフリカの加盟国から WIPO への支援要請
に基づき、事業部とも協力しながら作成します。ア
フリカファンドによる日本の支援がアフリカに認知
されるにつれ、アフリカの国から日本大使館や特許
庁に支援要請されるケースも出てくるようになりま
した。WIPO には、加盟国から様々な支援要請が寄
写真 4

せられていることから、アフリカファンドの事業計

重ねたバスケット（Photo: WIPO/Shingo Tsuda）

画には、毎年恒例のものは比較的少なく、新しいこ

8. 日本人計画官として注力したこと

とに次々と取り組んでいました。事業計画は、例年
3 月に実施する評価計画会合で、特許庁と WIPO で
議論し、決定しています。WIPO は、事業計画とと

アフリカファンドは、2008 年の設立以来、様々

もに年間活動報告書をまとめ、特許庁に報告してい

なアフリカ支援をしてきましたが、初の日本人計画

ます。

官として赴任当初に感じたのは、アフリカファンド

事業計画が決定されたら、計画通りに実施するよ

による支援が、WIPO の支援であると同時に日本の

う進捗管理し、実施後に事業の評価をすることが

支援であることがアフリカに十分に伝わっていない

日々の業務です。他の部署が中心となって実施する

ケースがあることでした。そのため、アフリカに対

事業もあるため、担当の部署とうまくコミュニケー

する広報活動を強化して、日本の支援をより見える

ションを取ることが大切です。事業の実施にあたっ

ようにすることが、一つの課題でした。アフリカに

ては、スポンサーの日本がアフリカに見えるように

対してどのような支援をするか、その支援がアフリ

していくことが一つの重要な業務です。そのため

カにとって本当に役に立つものであるのか、つまり

に、例えば、会合のプログラム等の配布物に特許庁

支援の中身が最も大事ですが、アフリカとの関係を

のロゴと日本の支援であることを明記したり、ホス

強化していきたい日本としては、様々な支援をして

ト国の日本大使館に開会式での来賓挨拶を依頼して

いることをアフリカに知ってもらうこと自体も重要

います。アフリカで開催する WIPO の会合は、ホス

です。どうしたらアフリカファンドをより知っても
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らえるか、どのように見せたら伝えたいことをしっ

そのように情報発信を強化してアフリカファンド

かり伝えられるか意識して、情報発信に努めまし

の認知度向上に努めた結果、アフリカの加盟国か

た。また、事業の内容も、情報発信しやすい性質の

ら、WIPO に対する支援要請の際に、特に日本のア

ものであることが大切です。もちろん良い事業は継

フリカファンドの支援を受けたいと、指名で要請を

続すべきで、知財修士コース奨学金など、コツコツ

受けるようにもなりました。

継続して実施していく事業はありますが、同じよう

WIPO アフリカ部長及び職員との信頼関係の構築

なことの繰り返しでは、ニュースになりません。そ

も、初の日本人計画官として注力した点です。赴任

の点、幸い WIPO には、アフリカの加盟国から様々

直後は、ファンドの使い方を監視に来た人として恐

な支援要請が寄せられているため、アフリカファン

れられていた面もありましたが、将来的な日本の利

ドでは、新しいことに次々と取り組んでいました。

益を考慮しつつも、アフリカのニーズを第一にした

まずは、情報発信の場として、WIPO のウェブサ

事業の立案、選定、事業の着実な実施、が信頼を得

イト内にアフリカファンドのウェブページ を新た

ることにつながったと思います。スイス・ジュネー

に作成し、2014 年 9 月の WIPO 加盟国総会に合わ

ヴの本部でファンドを管理するだけでなく、積極的

せて公開し、アフリカの加盟国に紹介しました。そ

にアフリカに出張し、アフリカで人的貢献をする努

れまで WIPO のウェブサイトには、FIT のページが

力をしたことも、アフリカ部の一員として認められ

一つもなく、アフリカファンドがウェブページを持

ることにつながりました。WIPO では、大規模な会

つ最初の FIT になりました。ウェブページでは、ア

合を除き、通常は一人で出張するため、ロジ業務が

フリカファンドで実施している事業を英語と仏語で

中心の計画官は、なかなか現地に行く機会がありま

紹介し、筆者自身がアフリカ出張した案件について

せん。筆者は、後述する自分のサブを持ち、3 年の

は、写真と記事で概要を紹介しています。

任期の間にアフリカには計 9 回 3）出張することがで

2）

また、紙媒体では、アフリカファンドを紹介する

きました。現地に行き、現地の人と交流しなければ

パンフレットを作成し、会合等イベントの参加者に

分からないこともあり、アフリカに対する理解が深

配布しています。例えば、2016 年 8 月にナイロビ

まったことも、アフリカ部の職員と良い関係を築く

で開催された TICAD VI のジャパンフェアでも参加

のに役立ったと思います。計画官自身がアフリカ出

者にパンフレットを配布しました。

張したことにより、ウェブページ等での情報発信に

さらに、例年の WIPO 加盟国総会の際に、アフリ

もつながりました。

カ部はアフリカの加盟国の知財庁長官を集めたサイ

仕事でアフリカに行く、と言うと、治安などの面

ドイベントを実施していますが、その場で、アフリ

から、多くの場合心配されます。安全に十分注意す

カファンドの活動をプレゼンし、成果をアピールし

る必要があるのは事実ですし、筆者も最初はびくび

ました。

くしながらアフリカに行き、ジュネーヴに帰ってく
るとホッとしていました。それでも、しばらくする
と、またアフリカに行きたいと思えてくる、アフリ
カ、特にアフリカの人達には、そのような魅力があ
ると思います。

9. タイタ・バスケットのブランディング・プロ
ジェクト
アフリカファンド計画官としての 3 年間の仕事の
写真 5

中で、一番思い入れがあるのが、タイタ・バスケッ

テキスト（Photo: WIPO/Shingo Tsuda）

2）http://www.wipo.int/cooperation/en/funds_in_trust/japan_fitip/
3 ）ケニア 5 回、トーゴ・ジンバブエ・ウガンダ・セネガル各 1 回ずつ
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トのブランディング・プロジェクトです。これは、

ヴェタ県は、首都ナイロビの南東 360km、港湾都

筆者自身のサブ案件として実施したもので、ケニア

市モンバサの北西 200km に位置し、約 17,100km2

のタイタ・タヴェタ県の農村地域の女性達がサイザ

の広大な土地は、その 62％が二つの国立公園の中

ル麻から作っているバスケットの団体商標取得を支

に位置します。同県には、3 つのサイザル農園があ

援したプロジェクトです。

り、その中の一つ Teita サイザル農園は、世界最大
級の規模です。サイザルの葉から取り出される強靭
な繊維は、ロープや麻袋などの材料として用いられ
ます。
タイタ・バスケットは、タイタ・タヴェタ県の女
性達によって手編みで作られるバスケットです。サ
イザルの繊維から伝統的な手法で丹念に手作りされ
ています。バスケット作りの技術は、母から娘へ、
代々受け継がれています。もともとバスケットは、
家庭用に荷物の運搬、穀物の貯蔵の用途で、伝統的
に女性達によって作られてきたものです。今は、こ

写真 6

の地域のロッジに宿泊する観光客やブローカーに販

タイタ・バスケット（Photo: WIPO/Shingo Tsuda）

売して現金収入を得ています。
特に、赴任最後の年は、このプロジェクトに注力
していました。それまでアフリカファンドで実施し
ていた事業は、首都でのハイレベル会合の開催や知
財庁職員の研修など、アフリカでも都市部のエリー
ト層を対象にした支援で、一般の人が、アフリカ支
援と聞いてイメージする姿から遠いものがありまし
た。トップダウンで知財制度の活用を進めていくこ
とも重要だが、ボトムアップのアプローチも必要で
はないか、知財制度は、一部エリート層だけでなく、
誰もが活用できるものではないか、という考え、ま
た、アフリカのフィールドに出て行き、一般の人が

写真 8

バスケット編み（Photo: WIPO/Shingo Tsuda）

国連のアフリカ支援と聞いてイメージするような支
援をしたい、という国連の専門機関の職員としての

彼女達は、農村に住み、メイズ、ミレット等の穀

思いから、このプロジェクトに取り組みました。

物を栽培し、家畜を育てて、自給自足の生活をして

プロジェクトの舞台となったケニアのタイタ・タ

います。農作業と家事の傍ら、空き時間を使ってバ
スケットを作っています。夕方、畑から家に歩いて
帰る時間も無駄にせず、歩きながらバスケットを編
んでいる姿を見ることもできます。バスケットの売
り上げは、彼女達にとって貴重な現金収入をもたら
し、それによって、子供を学校に通わせ、食卓によ
り多くの食べ物を載せることができます。
バスケットの編み手達は、彼女達が住むそれぞれ
の村で 20 名程度の小規模な女性グループに所属し、
サイザルの葉から繊維を抽出し染色する工程など、
一部の作業を共同で行っています。多くは、中年か

写真 7

高齢であり、バスケットを編むことのできる女性

サイザル農園（Photo: WIPO/Shingo Tsuda）
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は、減少傾向にあります。

た女性達が歌と踊りで歓迎してくれました。

タイタ・バスケットは、JICA のサポートで 2011

タイタ・バスケットは、同じようにサイザル麻か

年から 2014 年の間にケニアで実施された一村一品

ら作られるケニアの他の地域のバスケットと比較し

運動（One Village One Product Program）で支援さ

て、糸が細く密な編みが顧客から評価される一方、

れていました。最初のきっかけは、現地でボラン

価格は高く設定されていると見なされていました。

ティアをしていた青年海外協力隊の隊員が JICA に

また、タイタ・タヴェタ県は、他の地域と比べて人

提案し、支援の対象に含まれたものです。一村一品

口が少ないことから、バスケットの生産量も少なく、

運動では、バスケットの編み手達に家計簿の付け方

希少価値があるバスケットと考えられていました。

を教え、品質の重要性を説き、展示販売会への出品

編み手の話を聞いてみると、彼女達の中には、別の

などの支援をしていましたが、知的財産に関する事

地域で作られたバスケットが、
「タイタ・バスケット」

項はカバーしていませんでした。なお、タイタ・タ

として販売されているのを見た者がいました。彼女

ヴェタ県では、JICA のサポート終了後も、一区一

達は、外部の者がタイタ・バスケットの名称を勝手

品運動（One Ward One Product Program）として、

に利用して便乗することを懸念していました。

県レベルで一村一品運動が継続実施されています。
JICA ケニア事務所から WIPO への紹介で話が始
まり、 現地調査のため、2015 年 9 月にタイタ・タ
ヴェタ県を訪問しました。目的は、ブランディング
のツールとして、商標等の知的財産権を取得するこ
とが、地域コミュニティにとって有益か、また、そ
のようなプロジェクトが実現可能か調査することで
した。首都ナイロビからタイタ・タヴェタ県までは、
車で 6 時間ほどの道のりです。首都ナイロビと港湾
都市モンバサを結ぶ幹線道路には、コンテナを積ん
写真 10

だ大型トラックが多く走っています。片側一車線で

ミーティング（Photo: WIPO/Shingo Tsuda）

すが、舗装された道路です。幹線道路から、中国の
協力で建設中の鉄道が見えました。鉄道は、その後

県知事とも話をすることができました。県には、

2017 年 5 月に開通しています。タイタ・タヴェタ

内職としてバスケットを作っている女性達のイン

県の中心の町ボイは、幹線道路沿いにあります。そ

フォーマルなグループを組織化し、バスケット生産

こからバスケットの編み手達が住む村までは、舗装

をビジネスに発展させたい、という意向があり、プ

された道がありません。四輪駆動車に乗り、遠い村

ロジェクト中で県政府が主要な役割を果たすことを

では、1 時間ほど、場所によっては、凸凹の不整地

約束してくれました。

を走破して村に向かいます。村に着くと、待ってい

写真 9

このような地域のニーズを把握し、 関係者のコ

タイタ丘陵（Photo: WIPO/Shingo Tsuda）
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県知事と編み手達（Photo: WIPO/Shingo Tsuda）
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カラフルなバスケット（Photo: WIPO/Shingo Tsuda）

写真 13
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ロゴの検討（Photo: WIPO/Shingo Tsuda）

ミットメントを得て、タイタ・バスケットのブラン
ディング・プロジェクトはスタートしました。プロ
ジェクトの実施期間は、2016 年 2 月から 2017 年 3
月までの約 1 年間で、筆者は、その間ケニアに 4 回
出張しました。WIPO からの出張者は、筆者一人で
す。 ナイロビで KIPI（Kenya Industrial Property
Institute ： ケニア産業財産権機関）の職員 2 名と合
流し、現地に向かいます。KIPI 職員の 1 人は、商標
審査官です。もう 1 人は、特許審査官ですが、タイ
タ出身でタイタ語を話します。英語は、ケニアの公

写真 14

デザインの検討（Photo: WIPO/Shingo Tsuda）

用語ですが、農村地域に住むバスケットの編み手達
は十分な教育を受けておらず、話せる者は限られて

バスケットの編み手達のグループは、タイタ・タ

います。スワヒリ語またはタイタ語で、難しくなり

ヴェタ県に 20 以上ありますが、以前は、相互の協

がちな知的財産の話を平易な言葉で彼女達に伝えて

力関係は薄く、各グループ内でインフォーマルな形

くれた KIPI 職員は、プロジェクトの中で大きな役

で助け合うものでした。各村々のグループが組織さ

割を果たしました。

れ立ち上がった組合は、単に団体商標の権利者とい

プロジェクトでは、タイタ・バスケットを地域ブ

う役割だけでなく、原材料のサイザルの調達、価格

ランドとして育成するための知財ツールとして、バ

交渉、バスケット作りの伝統維持などの面でも役割

スケットの編み手達が、ケニアで団体商標を取得す

を果たすことが期待されます。

ることを支援しました。その過程で、登録された団

本プロジェクトは、登録された団体商標という具

体商標の権利者となる組合を組織し、団体商標のロ

体的成果物が残り、都市部のエリート層だけでな

ゴマークを作成し、団体商標の使用規則を作成しま

く、多くの人が知財制度を活用できることを示した

した。彼女達の要望に基づいて作成したロゴマーク

ことが評価され、WIPO のメールマガジンやソー

のデザインは、バスケット・サイザル・タイタ丘陵

シャルメディアでも情報発信されました。また、ア

を表現しています。また、品質基準を作成し、一定

フリカの農村地域で生活している女性達への支援と

の品質を満たしたバスケットのみに団体商標を使用

しても WIPO 内でも注目されました。アフリカの農

するよう使用規則に定め、400 名以上のバスケット

村地域の女性達は、農作業に加え、家事、子供達の

の編み手に対して、品質基準を満たすためのトレー

世話など多くの仕事を家庭で抱えています。ケニア

ニングを実施しました。組合と団体商標は無事にケ

は一夫多妻制で、特に農村地域では、男女格差が大

ニアで登録され、WIPO が用意した団体商標を付し

きく、貧困に苦しむ傾向があります。女性達にとっ

たペーパータグ 30,000 枚を組合に譲渡して、プロ

て、バスケットの売り上げは、直接、家庭の重要な

ジェクトは完了しました。

現金収入になります。WIPO アフリカ部でも、都市
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部を離れた地域に職員が出張し、支援を実施した例

してもなかなか返事が返ってこないので、電話をか

はそれまでになく、新しい協力事業の方向性として

けたり、別の人から言ってもらったり、何度もリマ

注目されました。

インドします。日本では、誰かに何かを依頼する際、
締め切りを伝えれば、それまでに何らかの反応を多
くの場合期待できますが、アフリカでは、期待でき
ません。リマインドし続けることが、仕事の重要な
一部です。
日本では、イベントの事前準備をしっかりと行う
ことで、当日は、シナリオ通りに進行することが多
いですが、アフリカの人達は、事前準備が苦手で、
イベントの日程が近づいているのに物事が進まず、
毎回のようにハラハラさせられます。直前の決定や

写真 15

変更、ドタキャンもかなりの頻度で発生し、いつも

トレーニング（Photo: WIPO/Shingo Tsuda）

ドタバタして焦ります。イベント当日にも予期しな
プロジェクトを実施した 2016 年は、初のアフリ

いことが次々起こるので、柔軟に臨機応変な対応が

カ 開 催 TICAD と し て、 第 6 回 ア フ リ カ 開 発 会 議

求められます。

（TICAD VI）が、ケニアの首都ナイロビで開催され

アフリカで開催するイベントは、予定の時刻には

た年です。サイドイベントとして開催されたジャパ

始まりません。多くの場合、開会式で挨拶する来賓

ンフェア（ジェトロ主催）では、特許庁と WIPO が

が到着しなかったり、来賓が他の出席者と話し込ん

協力してタイタ・バスケットを展示するとともに、

でいたりで、なかなか始まりません。出席者もそれ

アフリカファンドの活動について紹介しました。多

が普通だと思っているようで、気にしない様子で

くの参加者がバスケットに興味を持って足を止め、

待っています。しびれを切らして、ホスト国の担当

プロジェクトについて質問を受けました。

者にいつ開始できるのか確認したら、
「一体どうし

400 名以上のタイタの女性達が、新たに知財制度

たんですか？ ここはアフリカですよ！」と返され

のユーザーとなりました。アフリカファンド支援の

てしまったこともありました。イベントが始まって

プロジェクトはこれで終了しましたが、タイタ・バ

からも、プログラム通りには進みません。出席者が

スケットが高品質の地域ブランドとして認知される

次々と発言し、しかも長々と話すので、質疑応答、

ようになるには、彼女達が地道に品質基準を満たす

議論の時間が長くなります。それでも、柔軟にプロ

バスケットを作り続け、団体商標を使用し続けてい

グラムを調整し、最後は上手くまとまって、大成功

くことが必要で、長い時間がかかります。タイタ・

でみな満足、不思議と概ね時間通りに解散、という

バスケットを地域ブランドとして育成する彼女達に

ことが多かったです。事前準備が苦手な代りに、ア

とってのブランディング・プロジェクトは、まだ始

ド リ ブ で の 対 応 力 が 高 く、 当 日 は 目 を 見 張 るパ

まったばかりといえます。

フォーマンスを発揮して、上手くまとめてきます。
こちらは準備がしっかりできていないと気を揉みま

10. 日本とアフリカの違いから学んだこと

すが、アフリカの人達は、その場で頑張ればなんと
かなる、と楽観的に考えているように思えます。そ

アフリカには、多くの国があり、多くの民族がい

れほど能力があるなら、事前の準備をもっと頑張っ

て、個性豊かな人達が暮らしています。アフリカの

てほしい、と思いますが、それは難しいようで、イ

人達はこうだ、と一般化できませんが、自分の経験

ベント前はいつもハラハラ、めでたく終わってホッ

から、筆者は次のような印象を持っています。

とする、の繰り返しでした。

まず、時間や締め切りを守ることが苦手です。計

明るく楽観的でポジティブな考え方は、アフリカ

画通りに物事が進まないので、リードタイムを長く

の人達に共通して感じたことです。特に貧困層の人

計画を立てる必要があります。メールで何かを依頼

達が、厳しい環境で生活が苦しくても、希望を持っ
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て頑張っている姿を見ると応援したくなります。ア

開催する会合、知財庁の支援が中心ですが、その気

フリカの人達は、精神的にタフで逞しく、悪く言え

があれば、フィールドに繰り出し、国連のアフリカ

ば図太いところがあると感じます。時には図々しい

支援らしい支援もできる、アフリカファンド計画官

と思えるほど、積極的に自己アピールし、自分の考

には、そのような魅力があります。タイタは、美し

えや要求を率直に言ってくるところは、空気を読

い自然が残された場所で、バッファロー、キリン、

み過ぎる日本人としては、適度に見習いたいと思

シマウマ等の野生動物、満天の星空を見ることがで

います。

き、それも良い思い出になりました。
赴任当初は、悩むことも多かったアフリカファン

11. WIPO アフリカ部での 3 年間を振り返って

ド計画官の仕事ですが、3 年の任期が終わる頃に

みて

は、アフリカ部の職員から日本に帰らないで欲しい
と言われ、自分自身ももっと続けたいと思ったほ

日本人の方から、同じアジア系なら通じるものが

ど、充実した海外赴任でした。アフリカは、気軽に

あるでしょうけど、アフリカの人達は、気質が違う

訪問しづらい地域ですが、機会があれば、ぜひ訪れ

から大変でしょうね、と言われたことが何度かあり

てみてください。新たな出会いと発見が待っている

ました。しかし、少なくとも WIPO アフリカ部の職

はずです。

員達と一緒に仕事をする上で、そのような気質や文
化の違いで、お互いに理解し合えずに苦労する、と
いうことはありませんでした。時間や締め切りに
ルーズでいい加減なところにストレスを感じること
はありましたが、苦労したと言っても、その程度で
す。同じように笑ったり、怒ったり、自分と何も変
わらない、素直に感情を表に出して考えを率直に伝
えてくれるので、むしろ付き合いやすい人達だと思
いました。
WIPO アフリカ部では、おおらかな性格の上司に
恵まれたこと、組織の規模が小さく部の裁量が大き

写真 16

タイタの大地（Photo: WIPO/Shingo Tsuda）

いことも手伝って、新しいことにチャレンジしやす
い環境でした。頭からアイデアを否定されることが
なく、チャレンジを楽観的に暖かく見守る雰囲気が
ありました。 タイタ・バスケットのブランディン
グ・プロジェクトも、アフリカ部のそのような雰囲
気がなければ実現できなかったと思います。アフリ
カの農村地域に足を運び、現地の人達と交流し、自
らプロジェクトを実施して人的貢献をしたことで、

profile

仲間として認められ、アフリカ部の職員との絆も深

津田 真吾（つだ しんご）

まりました。

平成 16 年 4 月
特許庁入庁（審査第二部一般機械）
平成 20 年 4 月
審査官昇任
平成 21 年 10 月 国際課（米州係長）
平成 22 年 10 月 審査官（治療機器）
平成 23 年 7 月	カリフォルニア大学サンディエゴ校客員研究
員（〜平成 24 年 6 月）
平成 25 年 2 月
国際課長補佐（経済連携班長）
平成 26 年 4 月
WIPO アフリカ部計画官
平成 29 年 4 月
審査官（生活機器（照明）
）
平成 30 年 4 月
国際協力課長補佐

仕事で初めてアフリカを訪問し、アフリカの国の
首都は、想像していたよりも発展していることに驚
きました。しかし、首都の発展は、アフリカの一面
でしかありません。フィールドに繰り出して、地方
の厳しい環境で生活しているアフリカの一般の人々
と接することで、アフリカをより理解することがで
きたと思います。WIPO のアフリカ支援は、首都で
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