
（２）海外の料理学校の活用 

■ル・コルドン・ブルー・パリ校 で日本食講座

日時 ： 2013年3月8日 パリ 
内容 ： 2013年2-3月のフランスにおける「日本食文化週間」の一環として 

  未来のシェフ達に日本食講座を開催
    コルドン・ブルー・パリ校としては初の日本食正規講座 

  講師 ： 西澤辰男先生  （服部栄養学園）
  千星典央シェフ （ル・サンク・パリ）

  西澤先生が和食の基本である「出汁」をレクチャー、千星シェフがその「出汁」を
  ジュレにアレンジしてフレンチメニューを提案。 流れ作業のコラボに、歓声。

■タイ Dusit Thani College での日本食研修コース
Dusit Thaniグループは、タイの有名ホテル＆レストラングループ 

 タイ教育省のサービス産業認可大学 

日時： 2013年12月14日、20日、21日 バンコク（タイ） 
  内容 ： バンコクのシェフ育成大学での日本食基礎研修を実施
  講師 ： 辻調理師専門学校 松岡先生、西尾先生

  松花堂弁当＆うどん等のメニューを通して、包丁の取扱いや衛生講習を指導

デュシ     タニ カレッジ
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（３）海外の日本食レストランの活用 

■香港でのレストランフェア （2013年8月12日～17日） 
内容：同時期に開催中の見本市「Food Expo」に出展している商品を 

   香港市内のレストランでＦＢＩ戦略メニューとして展開
   特に、Ｍａｄｅ Ｆｒｏｍメニューは現地のお客様からの大変好評。

Made Fromメニュー展開  中華レストラン「FORUM」 
  国産きしめん（乾麺） → 中華風ヤキソバ 

Made By メニュー展開  日本食レストラン「兎に角」 
  国産西京漬け → 現地食材とのコンビランチ 

Made In  メニュー展開  日本食レストラン「稲ぎく」 
  国産梅酒  → 梅酒ゼリー 

問  日本食のイメージは変わったか
（FORUM来店客アンケート） 

■サンフランシスコでのレストランフェア  （2014年1月18日～26日）
内容：同時期に開催中の見本市「Winter Fancy Food Show」への出展商品を活用 

市内のレストランでMade From戦略メニューを中心に展開 
  多様な店舗選定により、生産者・店舗・消費者の三者に新発見

アラスカ銀タラとエビワンタン 
味噌スープしたて 三河みりん 

小豆ビスケットバーガー 
バニラアイス添え 

ゆであずき 
多様な店舗選定 
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■実習計画の内容

  1 日本料理の知識及び技能の修得のための計画及び施設に関する事項 
  2 在留中の住居の確保に関する事項 
  3 日本料理の指導員及び生活指導員の任命に関する事項 
  4 報酬及び労働・社会保険への加入等を担保する財産的基盤に関する事項 
  5 外国人調理師との面接及び外国人調理師からの生活・労働等に係る相談への対応（苦情処理を含

む。）並びに監査の実施に関する事項 
  6 外国人調理師の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置に関する事項 
  7 特定日本料理調理活動の継続が不可能となった場合の措置に関する事項 

（４）外国人調理師の在留資格要件の緩和 

○ 外国人調理師が日本国内において働きながら日本料理を学べるよう、本年２月、在留資格の要件を緩和。
○ 調理師養成施設の留学生について、調理師養成施設と日本料理の提供事業者が共同で申請した実習計

画を農林水産省が認定し、実習計画に基づき、２年間、働きながら日本料理の知識及び技能を修得。 

■認定の要件

  1 計画の内容が期間全体を通じて効果的な日本料理の知識及び技能の修得が可能と認められること 
  2 日本料理の修得期間を２年以内としていること 
  3 受入れ人数を１事業所当たり２人以内としていること 
  4 日本人と同等額以上の報酬を受けること 等 
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（５）トップセールスの事例 

■ 1月12日 モザンビークでの日本食フェスティバル
 安倍総理のアフリカ歴訪に併せて、モザンビークで日本食を紹介
 現地産エビと日本産サツマイモの天麩羅等を提供

■ 1月17日 ベルリンでの日本食レセプション
 ベルリン農業大臣サミットの前夜際として、林大臣主催による日本食レセプションを実施
 各国の農業大臣等の閣僚級、各国大使や外交団、ドイツ政財界から約１１００人の来場者に
 林大臣自らが日本産食材を活用したＦＢＩ戦略メニューを振る舞った。
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Ⅳ 知的財産・ブランド保護について
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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） 

１．東アジア植物品種保護フォーラム 
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  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、最低限の保護期
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）

２．ＵＰＯＶ条約について 
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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 

３．農林水産・食品知的財産保護コンソーシアム 
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Ⅴ 平成26年度食料産業局関係予算 
概算決定の概要
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（１） 農林漁業成長産業化ファンドの本格展開          【財投資金】            
  ［農林漁業成長産業化ファンドを通じた６次産業化の取組に対する 

  出資等の支援（別に政府保証枠３５０億円）］ 

（２） ６次産業化支援対策 
  ［農林漁業者と多様な事業者が連携した６次産業化の取組を支援］ 

（３） 医福食農連携の推進 
  ［医福食農連携のためのコンソーシアム形成や疫学調査、 

  介護食品の商品開発・普及等を支援］ 

（１） 農山漁村活性化再生可能エネルギー総合推進事業 
  ［農林漁業者・団体が主導する地域還元型の再エネ発電事業の取組を支援］

（２） 地域バイオマス産業化推進事業 
  ［バイオマス産業都市の構築］

（３） 食品ロス削減等総合対策事業  
  ［食品ロス削減国民運動の展開、新たな食品リサイクルループの構築を支援］

等

（１） 日本食・食文化魅力発信プロジェクト 
① 国内外メディアの活用等により日本食・食文化の魅力を

国内外に発信
② 学校給食における地域農林水産物の利用拡大等の地産地消の

取組等を支援

（２） 輸出戦略実行事業 
  ［輸出促進の取組の司令塔を設置し、オールジャパンの輸出促進

  施策を実施］

（３） 輸出倍増プロジェクト 
  ［「国別・品目別輸出戦略」を踏まえた総合的な実務サポート体制

  の構築、産地間連携による取組等を支援］

（４） 食品産業グローバル展開インフラ整備事業 
  ［グローバル展開のための人材育成や阻害要因の解決を支援］

（５） ミラノ国際博覧会政府出展委託事業
  ［ミラノ国際博覧会への政府出展に向けた開催準備等を実施］

等

（１） クラウド活用型食品トレーサビリティ・システム確立委託事業
  ［ＩＣＴを活用した汎用性の高いトレーサビリティ・システムの構築を支援］

（２） 食品の品質管理体制強化対策事業 
  ［食品製造業者のＨＡＣＣＰ導入を支援］

（３） 食料品アクセス環境改善対策総合事業 
  ［買い物不自由地域におけるサプライチェーン形成の支援］ 

等 

（１） 緑と水の環境技術革命プロジェクト事業
  ［豊富な資源と異業種との連携による新産業創出を支援］

（２） 知的財産の総合的活用の推進
  ［知的財産の発掘・保護・活用を推進］

（３） 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
  ［植物新品種の保護強化・活用促進を支援］

（４） 東アジアにおける植物品種の保護強化・活用促進
  ［「東アジア植物品種保護フォーラム」の開催］

  福島産農産物等のブランド力の回復  ［産地と連携しつつ、出荷時期に合わせ戦略的かつ効果的にＰＲ活動を展開］ 

２７（３６）億円 
（補正２０億円）

４ 食品産業の強化  ４（４）億円 

４（－）億円

２（１）億円

１８（１７）億円

２（－）億円 
（補正２億円）

１（－）億円

１０（１３）億円

２（２）億円

０．１（－）億円

２（３）億円

２（１）億円

３（４）億円

０．２（－）億円

５ 成長産業化のための政策シーズの構築   ５（６）億円 

◆ 東日本大震災からの復旧・復興（復興庁計上） 

１ 農林水産物・食品の高付加価値化等の推進    ３１（３６）億円 

２ 日本食・食文化の魅力発信と輸出の促進   ４４（３６）億円 

３ 再生可能エネルギーの導入促進等  ２３（２６）億円 

補正１６億円

１１（６）億円
０．３（０．４）億円

１５０（３５０）億円

※25当初：3億円、24補正：13億円 

０．３（－）億円

１１（－）億円 
（補正３億円）

１５億円の内数

（－）

農林水産省 　食料産業局

Ⅴ 平成２６年度 食料産業局関係予算 概算決定の概要 
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