
植物新品種の育成者権保護及び種苗生産基盤等の

強化・活用事業
【１４（１８）百万円】

対策のポイント
種苗産業の総合的な機能強化を通じ、産学官連携による「強み」のある産

地形成を促進するため、種苗輸出大国オランダの業界団体（プランタム）の

取組をモデルに、種苗産業の共通課題の解決を可能とする体制の構築に向け

て必要な環境整備等を推進します。

＜背景／課題＞

・種苗産業は、様々な特色を有する優良な新品種、高品質な種苗の供給を通じ、農業生

産・食料安全保障を基盤から支えるとともに、６次産業化や輸出促進の源泉ともなっ

ています。

・しかし、遺伝資源の確保の困難化や育種競争の激化、経済連携協定等の進展に伴う事

業の国際化など、事業環境が大きく変化する中、個々の事業規模は小さく、多様な主

体が共存する我が国種苗産業の共通課題の解決を可能とする総合的な取組体制の構築

に向けて、必要な環境整備を推進することが重要です。

・このため、世界第１位の園芸作物種苗輸出国であるオランダのプランタム（約400の

種苗会社で構成され、関連機関と連携して人材育成や育成者権侵害対策等を実施）を

モデルに、「強み」の素である新品種の育種力や高品質種苗の生産基盤を強化すると

ともに、海外市場への高品質種苗の輸出促進のために必要な基盤を強化する必要があ

ります。

政策目標

農林水産物・食品の輸出額を１兆円水準とする目標の達成に貢献

＜主な内容＞

１．高品質種苗の輸出促進

（１）海外種苗需要・流通実態調査委託事業

アジアをはじめとする海外における種苗の需要や流通制度、規制等に関する実

態調査を実施します。

（２）輸出種苗病害検査手法実用化委託事業

種苗輸出先から求められる無病性の担保等に必要な検査手法の実用化に取組み

ます。

２．新品種・高品質種苗生産基盤の強化

（１）種苗産業におけるオープンイノベーションの推進委託事業

ゲノム情報を活用したデザイン育種を促進するため、利用可能なＤＮＡマーカ

ーの情報集積等を実施します。
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（２）国内種苗生産基盤強化事業

新たな採種地の開拓に向けた検討、採種技術の維持・向上のための研修の実施

等、採種体系の強化に向けた取組を支援します。

【関連予算】

３．海外遺伝資源の導入円滑化のうち農林水産分野における遺伝資源利用促進

事業

国内利用者に対して遺伝資源の取得に係る国際ルール、諸外国の法制度や遺伝資

源へのアクセス手続きに係る専門的知識及び各国における遺伝資源の賦存状況等に

ついて情報の収集・提供を行います。

４．アジア諸国における野菜新品種の導入支援（世界蔬菜センター（ＡＶＲＤＣ）

拠出金）

我が国種苗産業界、ＡＶＲＤＣ及びアジア諸国の研究機関が三位一体となり、ア

ジアでの野菜新品種の導入を支援することを通じ、アジア諸国の貧困削減、栄養改

善等に大きく貢献するとともに、我が国種苗産業の事業展開に不可欠なデータや人

材の確保等、環境整備を推進します。

＜事業実施主体＞ 民間団体等

＜補 助 率＞ ２（２）の事業：１／２以内

その他の事業：定額（委託）

＜事業実施期間＞ １、２の事業：平成26年度～平成28年度

３の事業：平成24年度～平成28年度

４の事業：平成27年度～平成29年度

お問い合わせ先：

１、２（２）の事業 食料産業局新事業創出課 （０３－６７３８－６４４３）

２（１）の事業 食料産業局新事業創出課 （０３－６７３８－６４４４）

３の事業 大臣官房環境政策課 （０３－３５０２－８０５６）

食料産業局新事業創出課 （０３－６７３８－６４４４）

４の事業 大臣官房国際部国際協力課 （０３－３５０２－５９１３）

食料産業局新事業創出課 （０３－６７３８－６４４４）
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○海外市場、特にアジアは、今後とも量的成長及び高品質種苗への需要が見込まれる 
○海外での品種の需要や種苗流通における諸制度を把握し、輸出機会の増加につなげることが重要 

海外における種苗需要・流通実態調査 
１ 世界の主要種苗輸出国における 
野菜及び花き種子の輸出額（2012年） 

データ：国際種子連盟（ISF）ｳｪﾌﾞｻｲﾄより 

３ 種苗輸出に関する課題 

種苗を輸出するにあたり、輸出先国の 
・種苗に関連する制度・規制 
・輸出先国における品種の需要 等 
の情報が不足するため、各種苗会社が個別に調査を
行い、時間・コストが生じている状況 

○種苗に関連する制度・規制 
・関税制度 
・植物防疫制度 
・品種保護制度 
・営業届出・許可制度 
・種苗の表示に関する制度 
・種子検査・証明制度 
・外国投資の規制に関する制度 
 
○品種の需要 
・気候、生産条件 
・食文化、嗜好 
・要求される品質 
・主要品種の生産、輸出入状況 
・国外事業者の参入状況 
 

２ 我が国の種子輸出額と 
アジア向け輸出の割合（％） 

百万円 

データ：財務省「貿易統計」 

調査結果を公表することで、種苗会社の負担を軽減
するとともに、これまで輸出に未参入だった企業の輸
出機会増加に期待 

４ 対策 

【事業実施主体】 民間団体等 
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国名
輸出額

（百万USドル）
割合

オランダ 1,327 35.4%

米国 601 16.0%

フランス 367 9.8%

中国 172 4.6%

チリ 170 4.5%

イタリア 117 3.1%

日本 112 3.0%

イスラエル 105 2.8%

ドイツ 89 2.4%

タイ 73 1.9%

合計 3,751

海外種苗需要・流通実態調査委託事業  



○輸出相手先から植物防疫制度以外の任意の病害についても無病性を求められる傾向 
○現在は（独）種苗管理センター等で一部の病害を検査しているものの、ニーズへの対応は十分でなく、  
  種苗会社は必要に応じて海外種子検査機関へ委託し検査を実施 
○国際種子検査基準が整っている病害について、汎用的な検査手法を確立し、相手先からの要望に応じ 
   速やかに国内で検査が実施できる体制を構築する必要 

国内種苗会社 

輸出相手先 

海外種子検査機関 

・海外種子検査機関の情報が希少 
・海外種子検査機関への 
輸送にかかる時間、コストの増加 

①病害検査 
の要望 

④無病性の担保 
された種苗の輸出 

②病害検査 
の依頼 ③検査結果 

現  行 

検査体制を整備する病害検査の優先順位付け 

・相手先からの条件クリアが容易となることで輸出機会が増加 
 →輸出の促進 

対  策 

効  果 
課  題 

国内検査機関による検査手法の実用化 

国内検査機関で病害検査を行う体制を強化 

種苗会社からの 
検査ニーズ 

国際種子検査基準の 
有無（ISTA等） 

【事業実施主体】 民間団体等 

国内種子検査機関 
（種苗管理センター等） 

輸出種苗病害検査手法実用化委託事業 



事業実施主体 

○画期的な品種を飛躍的なスピードで開発できる環境が整備 
○我が国種苗産業全体の育種力、国際競争力の強化 
○世界の種苗市場に向けた我が国種苗産業のグローバル化 

種苗会社、個人育種家等 

大学・研究機関等 ○利用可能なDNAマーカー等の情報の集積 

○ゲノム情報を活用したデザイン育種が

できるよう、 

 ・DNAマーカーの紹介 

 ・遺伝子解析の委託先の紹介 

種苗産業におけるオープンイノベーションの推進委託事業 

○ マーカー育種は、有用形質に係るDNAマーカーを同定し、幼植物の段階で、DNAマーカーの解
析によって当該有用形質の選抜を行う育種方法であり、実際の植物の形質による選抜と比較し
て、育種に要する時間と手間の軽減等が可能。 

○ 種苗会社や個人育種家等、誰もがゲノム情報を活用した育種を実施できる環境を整備。 
  

  

農林水産物・食品の輸出額を１兆円水準に貢献 

・DNAマーカー（耐病虫性、花色等
の有用形質）の提供 

・遺伝子解析サービスの提供 
・DNAマーカーの開発 

新品種の育成 

【事業実施主体】 民間団体等 

ｹﾞﾉﾑ情報で何が
できるのかな？ 

どこに相談
すればいい
んだろう…。 



○麦、大豆等 
・独法、県による品種開発 
・県による奨励品種への採用 
・県が主体となった種子生産 
 

品種開発・種子生産の現状  

○野菜、花き等 
・民間種苗会社による品種 
 開発 
・国内外の採種会社、農家 
 への委託生産 
・野菜では８割が海外生産 

○麦、大豆等 
・奨励品種制度のため、個々 
 の生産者、実需者のニー 
 ズに応じた多様な品種の 
 種苗生産が困難 
・県主導の生産体制のため、 
 民間参入がしにくい 

 

○種苗安定供給体制の構築 
・県、独法、種苗会社、農協 
 等の結びつきを強化 
・種苗生産、検査、販売まで 
 を一体的に行う体制を構築 
・多様な生産者のマッチン 
 グによるほ場及び人的資源 
 の有効活用 
 
○採種技術の継承支援 
・採種技術の体系化 
・現行技術の後代への伝達 
 
 

○野菜、花き等 
・隔離された生産ほ場の確保 
・採種生産者の高齢化、後継 
 者不足 
 

○ 我が国の種苗生産は、国内での隔離ほ場の確保が難しいことや種苗生産者の高齢化等により体制 
 が弱体化。 
○ 麦、大豆等においては、県単位での奨励品種制度のため、個々の生産者、実需者のニーズに応じた 
 多様な品種の種苗生産が困難な状況。 
○ 国内の種苗生産基盤を強化するためには、県、独法、種苗会社、農協等の結びつきを強化し、限りあ 
 るほ場面積や人的資源を有効利用するとともに、種苗生産、販売までを一体的に見据え、市場のニー 
 ズに応じた種苗の供給を安定的に行う体制を構築していくことが必要。 

課題  対応方向  

【事業実施主体】 民間団体等 

国内種苗生産基盤強化事業 
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