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○より質の高い普及活動を展開するため、平成２４年度から①研究、行政等との連携、②普及活動の総括、③普及指導員の

資質向上、④先進的な農業者等からの相談・支援等を担う農業革新支援専門員を、主要な農政分野・技術分野ごとに配置。

〔47都道府県で計602名配置（平成25年４月時点）〕

○また、先進的な農業者等からの高度かつ専門的な技術や経営に関する相談に対応するため、高度相談・
支援部門として農業革新支援センターを全都道府県に整備（平成26年４月時点）。

普及活動の強化（農業革新支援専門員の配置等）

農

業

者

支援

高度・専門的
な相談

重要政策・高度専門分野重要政策・高度専門分野

農業革新支援センター
（高度相談・支援部門）

担い手育成

農業革新支援専門員

生産工程
管理・労働

安全

土地利用型
作物

普及指導
活動

震災対策

園芸
畜産

都道府県
独自

①研究機関、行政機関（国・他の都道府県）等との
連携強化

②普及指導員の専門分野ごとにおける普及指導活
動の総括・指導

③普及指導員の資質向上、普及方法の高度化
④先進的な農業者等からの高度かつ専門的な個

別相談・支援対応

普及指導センター
普及

指導員

普及
指導員

普及
指導員

普及
指導員

普及
指導員

案件に応じた
相談

指導・支援
組織高度化

相談

指導
支援

持続可能
な農業・
鳥獣害

６次
産業化

23

○普及活動の総括や研究・行政との連携を強化するため、「農業革新支援専門員」が全都道府県に配置されるとともに、先進

的農業者等からの高度な相談に対応する「農業革新支援センター」が整備され、２５年度より本格的な活動が展開。

○農業革新支援専門員を核として、全国情報ネットワークの活用やプロジェクト型普及活動の展開等、より高い成果を創出でき

る普及活動が展開。

農業革新支援専門員を軸とした普及活動の強化

主 な 内 容

１ 全国ネットワークの構築による活動内容の強化
～ 農業革新支援専門員、研究機関、行政機関からなる、分野別の情報ネットワークが２５年１月より稼働 ～

・都道府県間や研究・行政の壁を越えた情報収集や意見交換が可能となり、課題解決に向けた新たな知見やノウハウを獲得。
・農業革新支援専門員に 新の技術情報や行政情報が集積することにより、農業革新支援専門員がより高度な普及活動を計画・実施することが可能。
・農業者からの高度な相談に対し、ネットワークを活用して幅広い知見を得ることにより、より適切な対応が可能。

２ プロジェクト型普及活動の強化
～ 農業革新支援専門員等が地域を革新する高い目標を掲げ、普及指導員等が連携して活動する「重点プロジェクト」が２６年度より実施 ～

・先進農業者の意見を踏まえつつ、関係する普及指導員や市町村・ＪＡ・民間等が密に連携し、明確な目標に向けて取り組むことにより、地域農業を革新
する高い成果が創出。

・農業革新支援専門員がプロジェクトに積極的に関与（策定・総括・助言・指導等）することで、 新の知見やノウハウに基づく高度なプロジェクトが展開。

３ 普及指導員の育成強化
～ ２５年度以降、都道府県が策定する「人材育成計画」に基づき、普及指導員等を長期的な視点で計画的に育成。

国段階でも、２５年度以降の研修体系を見直し、普及指導員の育成を強化 ～

・長期的な視点で普及指導員の資質向上を図ることにより、時代の変化に適切に対応し、地域の農業革新をリードできる人材が育成。

４ 先進農業者等の高度な相談への対応強化
～ 先進的な農業者からの高度な相談等に対応する農業革新支援センターが全都道府県に設置（H26.4現在） ～

・先進農業者からの相談に的確に対応し、先進農業者と共に地域農業を革新する普及活動が展開。
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農業革新支援専門員への知見集積

○ 農業革新支援専門員等が 新の技術的な知見や行政ニーズを踏まえ、地域の課題を解決する新しい地域農業モデルを育成
するために必要な取組について、関係する普及指導員の活動内容や目標、関係機関等との連携体制を明確にした「重点プロ
ジェクト計画」を策定・実施。（２６年度より実施）

○ 「重点プロジェクト」は、単に個々の農業者の技術・経営内容を改善する「点」としての成果ではなく、地域全体の収益向上や新
技術の導入等を推進する「面」としての高い成果を創出。

プロジェクトの展開

１ 計画の策定

２ プロジェクトの実施

３ 成果等の情報発信

■高度で幅広い知見等を踏まえ、地域の課題
を解決するプロジェクト計画を策定

農業革新支
援専門員等

地
域
の
課
題
を
解
決
す
る
先
進
モ
デ
ル
が
展
開

他
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域
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の
波
及
に
よ
り
、
新
た
な
農
業
の
拡
大

農業革新支援
専門員

行政(国)
研究
(国)

都道府県
主務課

行政ニーズ
の伝達

新の技術
情報の提供

地域
センター

地域課題
の共有

方針等の
共有

関係者の連携により、
高度で幅広い 知見
が集積

様々な専門分
野を持つ普及
指導員が連
携

先進農家や
関係機関等
と連携

課題を解決す
る技術等の導
入

目標と活動
の明確化

目標 連携技術等

スペシャリスト機能 コーディネート機能

プロジェクト計画
① 地域の課題分析
② 課題解決のための活動内容
③ 明確な目標
④ 普及指導員の体制
⑤ 関係機関等との連携
（その他要件）
① 個別農家に留まらず地域全体を改善
② 新技術の導入等、新しい農業を展開
③ 行政ニーズに適合した内容
④ 進捗状況の把握と助言・指導の体制

先
進
的
農
業
者

関
係
機
関

・
先
進
的
な
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ウ
ハ
ウ
、
新
し
い

産
地
づ
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望

等

普及活動の強化（プロジェクト型普及活動の展開）
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普及活動の強化（重点プロジェクトの実施例）

○農業革新支援専門員等が 新の技術的な知見や行政ニーズを踏まえ、地域の課題を解決する新しい地域農業モデルを育

成するために必要な取組について、関係する普及指導員の活動内容や目標、関係機関等との連携体制を明確にした「重点

プロジェクト計画」を策定・実施。（２６年度より実施）

○Ｈ２６は全都道府県で３５０以上のプロジェクトが展開予定。プロジェクトの各都道府県・研究・行政間の情報共有を進め、類

似プロジェクトの連携と活動の強化を推進。

飼料用米の生産・流通の拡大
（青森県）

梨ジョイント栽培技術の確立・普及
（三重県）

・

重点プロジェクトの例

新型囲い罠の導入・普及による鳥獣捕獲頭数
の向上（愛知県）

環境制御技術の導入による促成トマトの
収量向上（熊本県）

 イノシシ・シカ対策として、民間企業との共同研究で開
発した新型囲い罠について、大学、行政及び市町村
の鳥獣害対策実施隊とも連携し、実証展示罠の設置、
検討会の開催等に取り組む。

 新型囲い罠「おりべえ」によるイノシシ・シカの捕獲頭
数計100頭を目指す。（H28目標）

 トマトの増収のためのCO2施用技術等を明らかにする
ため、実証展示ほを設置し、CO2施用による増収程度

の関係等を調査する。また、環境制御技術のマニュア
ルを策定し、技術の普及・定着を図る。

 技術導入農家の促成トマト単位面積当たり収量の２割
向上を目標とする。（H27目標）

 課題となっている老朽園の改植手段として、神奈川県
で開発された早期成園化が可能な「樹体ジョイント仕
立て栽培技術」の導入を図る。

 県内での普及に向けて、研究会の発足を機に実証展
示を行い、農業革新支援専門員が中心に技術指導を
展開。29戸への普及を目標とする（H２８目標）。

 飼料用米の生産・流通の拡大を図るため、農業革新
支援専門員による県域での研修会開催や現地での研
修会・成績検討会等への助言活動を展開。

 県内飼料用米栽培面積2,500ha（H30目標）等を目標
とする。
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「キャベツ部会４２名で目指したＧＡＰの団体認証」（島根県）

（例４） 食品の安全性向上

様々な普及指導活動例

「促成ナスの土着天敵を用いたＩＰＭ技術の改良と普及」（高知県）

（例５） 持続可能な農業生産及び地球環境対策

「飼料用米を使った「白い卵黄たまご」の生産・利用による六次産業化」（栃木県）

（例２） 農業・農村の６次産業化等による収益力向上

○揖屋干拓地は、県内 大のキャベツ産地であるが、輸入農産物等の残留農薬に関す
る問題等から、農産物の安全性の確保に関する取り組みが課題。

○普及指導センターでは、平成１９年度から基礎ＧＡＰを推進す
るとともに、２１年度から島根県版ＧＡＰである美味しまね認証
の導入を支援。

○結果、平成２３年度に認証を取得し、安全性の向上による産
地強化を実施。契約取引は３９ｔから８５ｔに増加。

○飼料用米生産の省力化のため、鉄ｺｰﾃｨﾝｸﾞ湛水直播栽培技術を地域で実証し、春作業
労働時間が慣行栽培から4割削減できることが判明。同技術は3年間で5倍に拡大。

○鹿沼市では営農集団の一部で転作面積拡大が困難となり、普及指導センターで飼料
用米の低コスト・省力技術と地域内流通体制の確立を重点課題として設定し、平成20
年から支援を開始。

○飼料用米を飼料とした卵の高付加価値化を進めるため、普及指導
センターの呼びかけで「白い卵黄たまご生産流通定着プロジェクト」
を発足。アイディアコンテストを実施して菓子３品が商品化。地域農
産物活用の好例としてマスコミでも取り上げられている。

「法人設立及び「人・農地プラン」策定の一体的支援」（山口県）

（例３） 人と農地の問題の解決

○山陽小野田市平沼田集落では、高齢化と後継者不足の進展、共同利用機械の更
新が課題。

○課題解決には集落ぐるみの法人化が必要と関係機関の意見が
一致し、平成23年度当初から法人設立に向けた話し合いを開始。

○平成24年４月、法人設立と「人・農地プラン」策定を同時に
達成し、支援策も活用しながら担い手の世代交代を見込めるよ
う環境を整備。

○安芸地域はナスの主要産地であり、ＩＰＭ技術に取り組んでいたが、平成17年頃から
新たな害虫の発生が問題となり、 ＩＰＭ技術の維持が困難に。

○普及指導センターでは、土着天敵の有効性を確認し、夏秋
産地との産地間受給の整備や土着天敵を温存するハウス
による土着天敵の確保等を支援。

○結果、土着天敵の確保とその防除体系の確立により、土着
天敵の導入面積が急速に増加し、有利販売による農家所
得の向上に貢献。

白い卵黄たまご

人・農地プランおひろめ式

「水利確保不能水田地域への大豆集団転作の推進（福島県）

（例７） 東日本大震災からの復旧・復興

○東日本大震災により、中通り南部を受益地区（3,228ha）とする主力ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝが破損し、水田への用水供給が不可能となる緊急事態が発生。

○普及指導センターでは、ただちに農業収入の減少を補完するための提案（農作物の選定、収支等）を行い、関係機関及び地域の合意形成の下に新規の転
作大豆団地を推進。

○機械調達、技術支援等の結果、新規大豆113ha等約500haの転作団地が形成され、大豆単収も250kg/10aとなるなど農家所得を確保。 団地化されたほ場

天敵の野外採取

現地研修会

「実需者と連携したラーメン用小麦の生産拡大と品質向上」（福岡県）

（例１） 食料自給率の向上に向けた戦略作物等の生産

○福岡県では製粉企業が品種開発段階から参加し、需要サイドの
ニーズを反映したラーメン用小麦（商標名｢ラー麦｣）をH22に開発。

○普及組織では、｢ラー麦｣の普及に向けて、製粉企業を交えた
生育状況検討会や個別データに基づくタンパク質含有率向上
のための技術指導を実施。

○ラー麦の作付面積は８８０ｈａ、生産量は２，６００トンまで拡大
（平成２４年産）。 製粉企業を交えた

生育状況検討会

「和牛放牧等による耕作放棄地の解消」（山口県）

（例６） 農村の振興

○山口市祢宜集落は、耕作放棄地の解消が課題。

○その中、普及指導センターと市や家畜保健衛生所が連携
し、集落の耕作放棄地の解消に向けて検討。機械が入れ
ない小区画ほ場では和牛放牧をした後、小麦を導入するよ
う地域の合意形成を支援。

○その後、和牛放牧は家畜保健衛生所が主に担当し、放
牧面積は4年間で6.5倍に増加（H23：14.5ha）。

放牧風景
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ブランド農畜産物の確立への普及活動の関わりについて

ぶどう「ピオーネ」（岡山県）

■県農業試験場が、昭和57年にピオーネ

の「大粒・種なし化」の安定生産技術を
確立。
昭和58年から順次マニュアルを作成し
本格的な生産振興に取り組み、平成14
年～18年には、「ピオーネ王国おかや

ま」の創造を目指し、各地域に県（振興
局、普及センター）、市町村、ＪＡで「ピ
オーネ王国推進隊」を結成。研修会の開
催等、地域の特色を活かした活動を展
開した結果、栽培面積、生産量、品質と
も全国一のブランドとなった。

■大粒、種なし、甘いぶどうとしてブランドを確立。栽培面積、生
産量、品質とも全国一。

◎面積拡大期（平成14年～18年）には、適地の選定や栽培マ

ニュアルの作成、研修会の開催等での技術指導により、県内
全域への急速な栽培面積の拡大と安定生産を推進。

■このうち、普及指導センターでは、
◎品種導入期（昭和58年～62年）に、栽培のポイントとなる無核

化処理や房作りを中心に、講習会や展示ほを活用した技術指
導を徹底し、急速な品種転換に貢献。

◎栽培面積拡大後も、ピオーネスク－ル等の開催による新規栽
培者の確保や栽培技術の指導を徹底し、安定的に高収量・高
品質を確保。

完熟マンゴー「太陽のタマゴ」（宮崎県）

■施設野菜やハウスミカンの産地である県央
地区において、収益力のより高い農業経営を
目指すため、昭和61年頃から市町村、ＪＡ、

県（行政・普及・試験場）で連携し、新規導入
品目として推進。

◎ 近の重油価格高騰への対応として、ヒートポンプ導入と適正
使用の指導により、生産者の安定経営を支援。

◎面積拡大期（平成13年頃～）に生産者間の技術のばらつき等

が課題となった際には、定期的な講習会や徹底した個別指導
の実施、新規取り組み者の栽培開始前からの支援等により、
産地の安定拡大を支援。

■このうち、普及指導センターでは、
◎昭和61年の品目導入直後の試行錯誤の

時期に、地域に適した栽培技術マニュアル
の作成や講習会の開催等により、基本技術を確立・普及。

■ 一度食べたら忘れられないトロピカルで濃厚な甘み。
樹上での完熟や糖度等、一定基準を満たす
果実を「太陽のタマゴ」として認証。

■ブランド化に向け、みやざきブランド推進本部
（県、経済連等）による、商品ブランド認証基準
の作成、市場、果物専門店等への周知等によ
り、ブランドを確立。

◎ブランド品として重要な、高品質、安定出荷を支える栽培技術や
出荷予測の支援も継続して実施し、ブランド力の向上を支援。

◎品質低下を招く病害虫の発生抑制対策として、市町村、ＪＡと連
携し、化学農薬のみに頼らない総合的作物管理（ＩＣＭ）の考え
方の普及と技術の定着を支援。 28



○ 普及指導員の設置数は、地方の行財政改革等により減少傾向で推移しており、平成24年度当初で、6,849人、普及指導セン

ター等で実務経験中の職員等を含めた普及職員数は、7,457人。

○ 普及指導員として任用されるには、原則として国が実施する普及指導員資格試験に合格する必要。試験の受験資格として、

普及指導センター等における一定期間の実務経験を要する。

○ 普及職員設置数の推移

（注）各年度末の設置数。
平成10・15年度は旧改良普及員と旧専門技術員の合計数。

10 15 20 21 22 23 24

普及職員設置数（人） 10,634 9,637 8,084 7,777 7,628 7,545 7,457

うち普及指導員 ― ― 7,720 7,341 7,204 6,997 6,849

実務経験中職員等 ― ― 364 436 424 548 608

対前年度比 -1.4% -2.3% -3.3% -3.8% -1.9% -1.1% -1.2%

うち普及指導員 -6.2% -4.9% -1.9% -2.9% -2.1%

普及指導体制の状況

（資料）「普及事業の組織及び運営に関する調査」

29

○ 国から都道府県に対し、普及事業に要する経費の一部について、「協同農業普及事業交付金」を交付。

○ 協同農業普及事業交付金は、三位一体改革により、国の農政課題の推進に不可欠な普及事業の基本的枠組みを確保し

つつ、人件費の大部分（167億円）について、平成18年度に税源移譲（一般財源化）を実施。

協同農業普及事業費の推移
（単位：億円、％）

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
25年度
(予算額)

26年度
（予算額）

協同農業普及事業費 713 679 661 620 586 572 557 537 533

対前年度比（％） ▲ 4.4 ▲ 4.8 ▲ 2.7 ▲ 6.2 ▲ 5.4 ▲ 2.5 ▲ 2.5 ▲3.6 ▲0.9

財
源
内
訳

協同農業普及事業
交付金

218 36 36 36 36 36 32 27 24 24

対前年度比（％） ▲ 6.9 ▲ 83.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ▲ 10.1 ▲16.4 ▲9.9 ▲1.1

一般財源 495 643 625 584 550 536 525 510 508

対前年度比（％） ▲ 3.3 29.8 ▲ 2.8 ▲ 6.6 ▲ 5.7 ▲ 2.6 ▲ 2.0 ▲2.8 ▲0.4

協同農業普及事業交付金等の状況

（資料）農林水産省技術普及課調べ。 17～24年度は実績額。25～２６年度は予算額。

注：２６年度の一般財源等については、２６年度予算成立後に都道府県より聞き取り予定。
30



協同農業普及事業交付金
２４億円（２４億円）

・高度な技術や知識をもつ普及指導員による、食料自給率の向上、産
地の収益力の向上、人と農地の問題の解決、食品の安全性向上、東日
本大震災からの復興等に対する支援を推進

人・農地問題解決加速化支援事業
１２億円（１１億円）の内数

・地域における農業者の話し合いにより作成する「人・農地プラン」の継
続的な見直しや普及指導員ＯＢ等を地域連携推進員として活用するこ
とによる体制の強化、農業経営の法人化等を支援

産地活性化総合対策事業（経営資源有効活用地区）
２９億円（２３億円）の内数

・新規就農者等が後継者不在の畜舎、果樹園、ハウス等の経営資源を
活用する場合に必要な技術の取得等を図る取組を支援

援農隊マッチング支援事業
１億円（新規）

・収穫期等の繁忙期における労働力を確保するため、普及指導員等に
よるシルバー人材センター・ハローワーク等と連携した援農者の斡旋・組
織化、援農者への技術研修等を支援

新品種・新技術活用型産地育成支援
７億円（新規）の内数

・生産者、実需者、普及指導員等が連携して新品種・新技術を活用し、
「強み」のある新たな産地形成を行う取組等を支援

６次産業化支援対策（６次産業化ネットワーク活動推進交付金）

８億円（８億円）の内数

・農林漁業者と多様な事業者が連携して行う新商品開発・販路開拓、６
次産業化プランナーによる事業者等に対するサポート体制の整備等を
支援

平成２５年度
補正予算

産地活性化総合対策事業（大豆・麦・飼料用米等生産拡大支援事業）

２９億円（２３億円）の内数

・水田のフル活用と需要に応じた土地利用型作物の生産拡大に向け、
生産コスト低減等に資する技術・経営実証等の取組を支援

鳥獣被害防止総合対策交付金
９５億円（９５億円）の内数

・鳥獣被害防止対策として行う実施体制整備、広域捕獲活動、新技術
実証・普及活動及び人材育成活動等を支援

攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業 １００億円の内数

・低コスト生産・高収益農林水産業を実現する革新的な技術体系の実証研究等を支援

平成２６年度普及関連予算 括弧内は２５年度予算額
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３ 知的財産の活用・保護

Ⅰ 創造・活用

○ 農林漁業者等現場の技術・
ノウハウの等の伝承・活用

情報技術を用いて、篤農家の技術
ノウハウ（暗黙知）を農業者一般に利
用可能な形に置き換えるＡＩ（アクリイン
フォマティクス）システムを開発。併せて、
ＡＩシステムが生み出す知的財産の管
理手法等について検討。

○ 地域ブランドの発掘・創造支
援

農林水産物の地域ブランド化に取り
組む産地を支援。

農林水産物・食品の地域ブランド化
推進策の一環として、地理的表示
（決められた産地で生産され、指定さ
れた品種、生産方法、生産期間等が
適切に管理された農林水産物に対す
る表示）を支える仕組みについて検討。

○ 食文化の創造・活用
農山漁村活性化のため、地元食材

を核とした伝統料理や創作料理の開
発・活用を支援併せて意匠や商標な
どの権利取得を促進。

農林水産業の現場・食文化
● 遺伝子解明・特許等の取得
と新品種育成等

イネや和牛などの遺伝子機能の解
明・特許取得を進め、画期的な新品
種・新素材を開発。研究成果は適切
に権利化し、戦略的に活用。

● 出口を見据えた戦略的研究
開発

研究テーマの設定段階から出口を
見据えて国が工程表を作成。さらに、
研究開発及び成果の円滑な普及・産
業化を図る仕組み（産学連携バトン
ゾーン）を充実・強化。

● 農山漁村の有する「資源」を
活用した地域ビジネスや新産業
の創出

農林水産物や自然エネルギー・バイ
オマス等の農山漁村に存在する「資
源」を活用し、素材・医薬品、エネル
ギー産業等の異分野を巻き込んだイノ
ベーションを追求。

研究・技術開発

・海外における日本ブランド展開
・景観・伝統文化等の地域資源の再発
見・活用
・種苗の安定供給の確保

海外・農山漁村・種苗

Ⅱ 保護強化

Ⅲ 普及啓発・人材育成

● 審査の迅速化と権利侵害対策の強化
平均審査期間を短縮（現在2.6年 → H26  2.3年。）、

DNA識別技術等を開発。

○ 東アジア植物品種保護フォーラムの積極的推進
東アジア市場に対する我が国農産物の輸出促進を図るため、

「新成長戦略」を踏まえ、日本のイニシアティブにより設立された
「東アジア植物品種保護フォーラム」の活動を積極的に推進し、同
地域における品種保護制度のレベルアップを図る。

植物新品種

● 海外での商標権侵害対策
農林水産知的財産保護フォーラムの活動を充実。

● 家畜遺伝資源保護対策
和牛精液流通管理体制の構築等。

海外商標・家畜遺伝資源

○ 知的財産相談のワンストップ化
農山漁村の６次産業化支援のためのワンストップサービスの

一環として、地方農政局に知的財産についての総合的な相談
窓口を設置。

● 現場の農林漁業者・食品産業事業者の意識
向上 セミナー等を実施。

● 農林水産関係試験研究機関への普及啓発
セミナー、対話型研修等を実施。

○は新規・主要事項

新たな農林水産省知的財産戦略（平成22年3月）の概要
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東アジア植物品種保護フォーラムとは

東アジア地域の連携による品種保護制度の整備を進めるため、日本のイニシアチブにより、ＡＳＥＡＮ＋日中韓の１３カ国
から成る、技術協力に関する情報交換等を行う「東アジア植物品種保護フォーラム」を設立。

フォーラム本会合は各国で持ち回りで開催
第１回：日本 （平成20年7月）
第２回：中国 （平成21年4月）
第３回：韓国 （平成22年4月）
第４回：インドネシア（平成23年5月）
第５回：タイ （平成24年5月）
第６回：マレーシア（平成25年7月）
第７回：ラオス（平成26年8月予定）

事業内容

（１）東アジア植物品種保護フォーラム年次本会合開催

政策決定者等の意見交換により、経験、情報共有を促すことで、各国の品種保護制度のレベルを国際標準まで引き上げ
る。

（２）協力活動「実践編」の推進

各国で整備された植物新品種の審査基準をもとに、地域共通審査基準を作成する取組や、各国が行う研修への専門家派
遣、各国のハイレベル政策決定者への意識啓発や、ホームページによる情報共有・発信の取組等を行う。

○平成２０年度以降、「東アジア植物品種保護フォーラム」の下、意識啓発、人材育成等の協力活動を実施。

○この結果、品種保護制度が未整備であったカンボジアで品種保護に関する法律が制定され、ラオスでは法律が改正されたほか、
制度運営が不十分な国で審査対象植物数が大幅に拡大するなど、東アジア各国における品種保護制度の整備・充実に向けた
主体的な取組が現れてきたところ。

○こうした気運を更に醸成し、各国の政策決定者等に重点的に働きかけを行い、フォーラムを戦略的に展開する必要。

「東アジア植物品種保護フォーラム」第６回会合
（2013年7月3日、於マレーシア）

東アジア植物品種保護フォーラムについて

35

ＵＰＯＶ（ユポフ）条約は1968年に発効し、締約国は全世界で71カ国（ＥＵを含む）

（Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales：植物の新品種の保護に関する国際条約）

UPOV条約の概要

91年条約（新条約）

締約国数：51 (2014.1現在)

78年条約（旧条約）

締約国数：20 (2014.1現在)

保護対象植物
全植物

（締結後10年間の猶予）
24種類以上

育成者権の及ぶ
範囲

種苗、収穫物 種苗のみ

育成者権の

存続期間

登録から20年以上

永年性植物は25年以上

登録から15年以上

永年性植物は18年以上

東アジア各国の

加盟国と加盟年

日本（1998年）

韓国（2002年）

シンガポール（2004年）

ベトナム（2006年）

日本（1982年）

中国（1999年）

目 的
新しく育成された植物品種を各国が共通の基本的原則に従って保護することにより、優

れた品種の開発、流通を促進し、もって農業の発展に寄与することを目的とする。

このため、ＵＰＯＶ条約においては、新品種の保護の条件、保護内容、 低限の保護期
間、内国民待遇などの基本的原則を定めている。

※ＵＰＯＶには新・旧の条約が併存しており、保護対象・権利の範囲等が異なる

ＵＰＯＶ加盟国(７１カ国・地域）

※参考
ＷＴＯ加盟国：１５９カ国・地域

ＷＩＰＯ(世界知的所有権機関）
加盟国：１８６ヵ国・地域

（２０１４年１月現在）

ＵＰＯＶ条約について
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種苗法について

〇 種苗法の沿革 〇 種苗法の枠組み

昭和22年

36年

53年

57年

平成10年

15年

17年

19年

農産種苗法の制定

UPOV条約の成立

種苗法の制定

UPOV条約（1978年条約）締結

種苗法の全部改正
・育成者権の明確化等

UPOV条約（1991年条約）締結

種苗法の一部改正
・罰則の対象を収穫物に拡大
・法人による育成者権の侵害に対する
罰則の引上げ

種苗法の一部改正
・育成者権の効力を加工品に拡大
・育成者権の存続期間の延長

種苗法の一部改正
・権利侵害に対する救済の実効性向上
・罰則の引上げ
・品種登録表示の適正化

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

事業受託会社(民間)
◇「農林水産・食品知的財産保護コンソーシアム」の事務局
◇監視業務の仕組みの設定
◇海外における模倣品の発生状況、品種名称等の使用状況に関する現地人材等を
活用した共同監視、出願情報の整理

◇海外展開食品企業の知財ＯＢ等を国別担当者（相談窓口）の設置
◇ロイヤリティー収入を確保しつつ国際展開を目指す新たなビジネスモデルの構築・普及とそ
の商標監視

海外現地調査
（市場調査を現地法
律事務所に委託、現
地邦人による調査）

メンバー

●関心のある都道府県又は都道府県協議会

・育成者権者としての立場

・県内の農林水産物・食品の輸出関係
者のとりまとめの立場

●農林水産・食品業関係団体、●ジェトロ、弁理士
会等

補
助
金

農
林
水
産
省

農林水産・食品知的財産保護コンソーシアム（充実）

中国等における
商標監視

地方相談会
（弁護士等派遣）

※中国等での問題対
応のための地理的表
示取得検討も支援

実
施

結果報告

国別担当者
（相談窓口）の設置
（海外展開食品企業の
知財ＯＢ等を配置）

守り

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

中国等における我が国の地名、品種名等の商標出願・取得や我が国の農林水産物・食品の高い評価に便
乗した模倣品・海賊版が増加しているが、ジャパンブランドの侵害対策として、海外での知的財産権取得、第
三者による商標出願に対する異議申立て等を行うためには情報把握と共同対応が不可欠

海外での農林水産物・食品の知的財産保護に関しては、現地邦人のネットワークを活用した監視や海外展
開の実績のある食品企業の知的財産担当ＯＢの専門的知見を活用することが有効

攻め

農林水産・食品知的財産保護コンソーシアムについて
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生産現場強化のための研究開発
（委託プロジェクト研究）

【１，８７７ 】（２,００２）百万円

対策のポイント
生産現場の強化を下支えするため、低コスト･省力化、軽労化、気候変動に

対応した技術や持続可能な養殖技術を開発します。

＜背景／課題＞

・国産農林水産物の競争力強化のためには、生産現場を強化することが重要であり、その

下支えとして、 です。多様な担い手の確保や生産性向上に必要な技術開発が不可欠

・このためには、経営規模の拡大に対応するための や、重労働を敬低コスト・省力化技術

軽労化技術、気候変動に対応遠しがちな新規就農者や高齢・女性生産者の確保に向けた

や する必要があります。した安定生産技術 持続可能な養殖・漁業生産技術を開発

政策目標
○土地利用型農業における労働コストを半減（平成29年度 、飼料用米の生産コ）

ストを40％削減 平成32年度 家畜の生産性向上及び衛生対策費の削減 生（ ）、 （

産コストを牛で約４％、豚で約５％削減 （平成32年度））

○沿岸漁業資源の回復と養殖生産の安定化を実現し、水産基本計画における漁

業生産目標の達成に寄与

（409万トン（平成22年度）→449万トン（平成34年度 ） 等）

＜主な内容＞

１．低コスト・省力化、軽労化技術等の開発

自動農作業体系化技術 農業用アシス土地利用型農業における 、作業軽労化のための

トスーツ 高度環境制御技術 超多収飼料用米品種 低コスト生産・利用、施設園芸の 、 と

、 を開発します。技術 家畜の革新的育種・繁殖・疾病予防技術等

２．生産環境の変化等に対応した技術の開発

我が国の農林水産分野に与える影響を高精度に評地球温暖化など生産環境の変化が

するとともに、影響評価に基づき、 を開発します。価 温暖化等に対応するための技術

３．持続可能な養殖・漁業生産技術の開発

赤潮等の早期発生予測技術 沿岸資沿岸漁場における生産の回復・安定化のため、 、

の開発、国内需要の大きい を開発源の自律的回復技術 マグロ・ウナギ最新型養殖技術

します。

委託費

委託先：民間団体等

お問い合わせ先：農林水産技術会議事務局

（ 、 ） （ ）１の事業 研究統括官 食料戦略 除染 ０３－３５０２－２５４９

（ 、 ）（ ）研究開発官 食の安全 基礎・基盤 ０３－３５０２－７４３０

、 （ ） （ ）２ ３の事業 研究開発官 環境 ０３－６７４４－２２１６

［平成26年度予算の概要］
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生産現場強化のための研究開発

背景
国産農林水産物の競争力強化のためには、担い手への農地集積や耕作
放棄地の解消を加速化することにより、生産現場の強化が重要。 
その下支えとして、多様な担い手の確保や生産性の向上に必要な技術
を開発することが不可欠。 

国産農林水産物
のシェア拡大

担い手への農地集積や
耕作放棄地の解消の

加速化による生産現場の強化

多様な担い手の確保や生産性向上・生産安定化・高付加価値化に必要な技術開発

【アウトカム】
○高温耐性品種の開発（10品
種）、安定生産技術等の開発
による収量・品質の安定化
【H29】 

【アウトカム】

○土地利用型農業における労
働コスト半減【H29】 

○飼料用米生産コスト40%削減
【H32】 

○１頭当たりの生産コストを牛
で約4%、豚で約5％削減 
【H32】 

生産環境の変化等
に対応した技術開発

・温暖化が農林水産分野に与える高
精度な影響評価 

・影響評価に基づく、温暖化等に対応
するための生産安定技術等の開発 

技術面で下支え

2030～2100年の農
作物の栽培適地を
高精度で評価 

高温でも白未熟
粒等の発生の少
ない品種の開発 

【アウトカム】

○沿岸漁業資源の回復と養殖
生産の安定化を実現し、水産
基本計画における漁業生産
目標の達成に寄与（409万ト
ン【H22】 →449万トン【H34】） 

持続可能な養殖・
漁業生産技術開発

・赤潮等の早期発生予測技術開発 
・沿岸資源の自律的回復技術開発 
・天然資源に依存しないマグロ・ウ
ナギの最新型養殖技術開発 

低コスト・省力化、
軽労化等の技術開発

・農作業の自動化・軽労化技術
の開発 

・超多収飼料用米品種の育成 と
低コスト生産・利用技術の開発 

・家畜の革新的育種・繁殖・疾病
予防技術の開発 

有人-無人協調作業システム 

白未熟粒 正常

ウナギ仔魚   仔魚飼育装置 
（レプトセファルス） 
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国産農産物の競争力強化のためには、担い手への農地集積や耕作放棄地の解消を加速化による生産現場
の強化が重要。その下支えとして、多様な担い手確保や生産性向上に必要な技術開発を行うことが不可欠。 

背 景

研究内容

１．稲麦大豆作等土地利用型農業における自動農作業体系化技術の開発

土地利用型各種自動農作業機械を開発するとともに、それらを一連の農作業に
組み込んだ生産体系を開発

４．超多収飼料用米の育成と低コスト生産・利用技術の開発

超多収飼料用米・飼料作物品種、稲・麦二毛作体系を基軸とした効率的飼料
生産技術、飼料用米多給を中心とした自給飼料利用技術を開発

有人-無人協調作業システム 

５．既存水利施設の劣化メカニズムの解明と高精度な劣化予測手法の開発

水路部材、周辺地盤、補修材料等、既存水利施設の各要素における力学特
性試験や調査を行い、劣化メカニズム解明のための解析を実施 時間

性能 補修

性能の予測

土地利用型農業における労働コスト半減（H29年度）、飼料用米の生産コスト40%削減（H32年度） 
家畜の生産性向上及び衛生対策費の削減（生産コストを牛で約４%、豚で約５%削減）（H32年度） 

アウトカム目標

１．農作業負担を1/2～1/3軽減するアシストスーツの開発（H27年度） 
２．単収1ﾄﾝ/10aの飼料米5品種以上、輸入ﾄｳﾓﾛｺｼの100％代替給与技術の開発（H26年度） 
３．受胎性関連遺伝子を3つ以上特定し、新たな繁殖機能制御技術を開発（H28年度） 

到達目標

８．家畜の革新的育種・繁殖・疾病予防技術等の開発
飼料利用性、抗病性、繁殖性等の向上に係わるDNAマーカーを開発
繁殖サイクルの短縮や受胎率向上のための技術を開発
経口・経鼻ワクチンや、複数の疾病に有効な生ワクチン素材を開発

優

並

３．施設園芸における高度環境制御技術の開発

園芸施設における温湿度などの各種条件や循環型養液管理等を総合的に
制御する高度環境制御技術、園芸作物の低コスト生産技術を開発

マイコン基盤「ＵＳＥ」

気象観測装置

屋外温湿度計
暖房機

各種スイッチ
設定コンソール

循環扇

天窓制御装置

温湿度計 カーテン制御装置

側窓制御装置

インターネット

７．有機農業を特徴づける客観的指標の開発と安定生産技術の開発
有機農業圃場に特徴的に認められる微生物相などの生物的指標を探索・抽
出するとともに、有機農業を安定的に実施するための生産技術を開発

生物的 
土壌くん蒸 

１．低コスト・省力化、軽労化技術等の開発

６．農業用アシストスーツの開発

果実の摘果や収穫などの軽作業や果実の運搬などの重作業の負担を軽減する
農業用アシストスーツを開発

様々な利用場面や利用者（体格、年齢、性別）に対応するために、より現場に近
いレベルでシーズンを通しての実証試験を実施 軽作業用 重作業用 

２．土地利用型農業における篤農家が持つ技能を継承するシステムの開発

篤農家の作業内容、環境情報、生体情報を連続計測してデータ ベース化したも
のから、有用なデータのみを抽出するデータマイニング手法を開発
抽出した篤農家の技能を形式知化して継承するシステムを開発

3
4
2 
2
4
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２．生産環境の変化等に対応した技術の開発

○ 地球温暖化等気候変動による高温障害  ⇒
等の発生

☆温暖化の進行による農林水産業への2030～2100年の影響を１kmﾒｯｼｭで評価（H29年度） 
☆高温耐性品種を１０品種開発（H26年度） 
☆家畜の栄養管理により、暑熱による生産性低下を10～20%改善する技術を開発（H29年度） 
☆高水温（24℃以上）で２週間以上生育可能なノリ品種の育種素材を開発（H29年度） 
☆品質の異なる国産材を用いた木質構造用パネルCLT（直交集成板）について、製造技術と簡便な性
能評価法を開発 （H29年度）   

２．温暖化等に対応した技術の開発

１．気候変動と極端現象の影響評価

農林水産物の収量・品質の安定化に貢献

○温暖化の進行による農林水産物
への高精度の影響評価

○極端現象に（洪水・渇水・干ばつ・
山地災害など） に伴う脆弱性の
評価

2030～2100年の農作物の
栽培適地を高精度で評価 

極端現象（集中豪雨、異常干ばつ）
に伴う災害危険度を定量的に評価 

※遅植え・施肥管理・水管理により白未
熟粒の発生を抑制

白未熟粒 正常 

高水温により変形したノリ葉状体（左）と
正常（右）の断面 

暑熱環境下で家畜の体温が上昇

薬剤抵抗性を獲
得したウンカ類が
海外から飛来

コメの等級を下げるカ
メムシ類の分布域が
北上 

  一般苗    新世代林業種苗
※芽生えてから１０年後の比較 

国産材を用いた新たな木質構造用パ
ネルの開発 

○家畜の暑熱対策技術
○養殖業における高水
温対策技術の開発

○温暖化の進行に適応した
農作物の栽培管理技術

○高温耐性品種の開発
○生物多様性を活用した安
定的農業生産技術の開発

○成長の早い林業品種
の開発

○新たな木材利用技術
の開発 等

農林水産業への気候変動の影響を予測・評
価、安定生産技術の開発による収量・品質
の安定化が求められている。

背 景

研究内容

到達目標

アウトカム目標
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