
新品種・新技術の開発・保護・普及の方針

品目共通



優良な品種や高度な生産技術など「強み」のある農畜産物の生産拡大

○ ６次産業化の推進、輸出の拡大、消費拡大、生産コストの低減等の多くの課題の解決には、新たな品種や
技術による「強み」のある農畜産物づくりが必要不可欠。

直面する課題

「強み」のある農畜産物づくりの必要性

６次産業化の推進６次産業化の推進

加工・業務用需要に対する
国産シェアの奪還

加工・業務用需要に対する
国産シェアの奪還

輸出の拡大輸出の拡大

低迷する消費の拡大低迷する消費の拡大

生産コストの低減と
生産の安定化

生産コストの低減と
生産の安定化

● 品質・ブランドなど価値を生み出せる農畜産物

● 加工・業務用ニーズにあった規格・品質の低コスト農畜産物

● 輸出先で選ばれるオンリーワンの強みを持った農畜産物

● 消費を喚起する新たな農畜産物

● 所得確保に直結する多収や安定生産が可能な農畜産物

地物の食文化・食品
産業向け独自品種

機能性など、独自の価
値を持った農畜産物

加工特性に優れ
歩留まりの高い品
種開発

海外で好まれる
独自の色・形質を
持つ品種の開発

イネの多収品種
の開発

カットフルーツにしても変色しな
い品種など新たな消費の喚起に
つながる品種の開発

大豆の収量安定
品種への切替

①

②

③

④

⑤

１

機械化による
低コスト化

他の品種に比べ
肉質に優れた
黒毛和種の効率的生産

卵かけご飯向きの
卵黄含量の多い品種を
用いた卵の生産



4 「強み」を支える〈Support〉
〈強みが発揮できるようにするための環境作り〉

「強み」のある
農畜産物を
日本各地に
次々と生み
出す
（今後三年間で
100以上創出）

「強み」のある
農畜産物を
日本各地に
次々と生み
出す
（今後三年間で
100以上創出）

「強み」を活かす〈Utilize〉

２

1 2「強み」を生み出す〈Breed〉 3

〈品種開発の加速化〉 〈産地化支援〉 〈知的財産の保護・活用〉

 オランダの取組をモデルとした種苗会社を支援する体
制の整備

 海外遺伝資源の戦略的収集による育種素材の確保

 埋もれている品種や技術の発掘
 品種供給の鍵となる種苗の機動的な供給体制の整備

「強み」を守る〈Protect〉

埋もれた品種の発掘や新品種の導入、
ICT等の新技術の活用による栽培・品質管理
の高度化、生産現場における新たな技術体
系の導入実証などにより、「強み」を活かし
た産地を全国に形成

育成者権、商標権等の知財を組み
合わせるなど知財の戦略的な保護
により産地の「強み」を保護

製粉・パン業者等の
実需と連携して安定
供給する産地を形成

知財を活用して
ブランドを戦略的
に保護

品種開発から産地化まで一連の取組を戦略的に推進するためのコンソーシアムを各地に形成

実需者研究機関

種苗・ICT等の民間企業

生産者・産地

行政・普及

品目別の新品種・新技術の開発・保護・普及の方針

新たな品種・生産技術を活用した「強み」のある農畜産物の創出の加速化

○ 我が国の「強み」である「優れた品種」、「高度な生産技術」を用いて、消費者や実需者のニーズに的確に対応するとともに、戦
略的に「知的財産権」も活用し、品質やブランド力など「強み」のある農畜産物を日本各地に続々と生み出す。

○ 品目別に推進の基本方向等を方針として定め、各産地の取組を加速化（B-Upsプロジェクト）。

実需者・産地と連携したマーケットイン型
育種への転換、DNAマーカーによる育種の
スピードアップにより、地球温暖化等の生産
環境の変化に対応しつつニーズに応えた優
れた品種等を次々と生み出す

暖地向けパン用小麦
等の実需の求める品種
を次々と開発



1 「強み」を生み出す ～品種開発段階からの実需等との連携による「強み」のある農畜産物づくり(１)～

先行（ラー麦：福岡県）の事例

○ これまで品種開発、産地での生産・流通、実需者による加工利用などの取組が別々に行われ、多様化・高度
化する実需者や消費者のニーズに対応した農畜産物づくりが遅れているのが実状。

品種開発 産地形成・ブランド確立H16~

品種登録（H22）
商標登録（H21）

作付け面積 約880ha
生産量 約2,600㌧

製粉業者と連携した産地
での栽培管理の徹底

○ 製粉業者からの分析デー
タを生産者にフィードバッ
クし、肥培管理や品質管
理を徹底。

ラーメンに適した品種の開発に成功！ ブランド価値の向上

3

製粉企業と連携した品種開発体制の構築

○ ラーメン業界のニーズを熟知している製粉
企業も参加した「ラーメン用小麦品種開発
協議会」を設置。

○ 製粉業者も参画して食味試験を重ね、地
元のラーメンに適した品種の開発に成功。

地元ラーメン業者等関係者が
一体となった戦略的推進活動

○ 福岡県は、ＪＡ、製粉企業、ラー
メン店等による「ラーメン用小麦
普及促進戦略会議」を立ち上げ。

○ 認知度向上のため、観光名所
である屋台において「ラー麦」
ラーメンを提供するキャンペー
ンを実施。

※福岡県ＨＰより（平成25年１１月９日現在）

ラー麦を使ったラーメン販売店
が122店舗まで増加※！



開発初期から商品開発まで、産学官が一体となって取組を推進

先行（ゆめちから：北海道）の事例

品種開発 産地形成・ブランド確立

作付け面積 約6,500ha（25年産見込み）
生産量 約30,000㌧ （25年産見込み）

産学官が一体となった品種開発

○ 生産者、製粉・加工業者、最終実需者、研究
機関、行政が一体となって加工適性評価を実
施し、これまでの国産秋まき小麦にはない製
パン適性、縞萎縮病抵抗性に優れる小麦品
種を開発。

製パン適性、病害抵抗性に優れた小麦
の開発に成功！

食品企業等と連携したマーケティング

○ 食品企業と連携したマーケティングにより、平成
25年から全国的に販売開始。北海道「麦チェン事
業」のイベント開催等を通じたＰＲを推進。

業界団体と連携した加工利用技術の普及

○ 日本パン技術研究所等の協力の下、製パン企業
向けの「ゆめちから」勉強会を全国各地で開催。

品種登録（H23）

外国産小麦 「ゆめちから」
ブレンド

「ゆめちから」従来品種

縞委縮病発生圃場

産学官が一体となった栽培管理等の徹底

○ 実需者が求める高タンパク含量を確保する
追肥指導等を徹底。 高品質なブランドを維持

全国的に普及！

生産者、製粉・加工業者、最終実需者、研究機関、行政等が一体となって、育成の初期段階から、最適栽培方法の研究、
製粉・加工技術開発、加工適性評価、商品開発を推進。
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1 「強み」を生み出す ～品種開発段階からの実需等との連携による「強み」のある農畜産物づくり(2)～



○ 今後は、開発段階から、実需者、産地、研究機関、種苗会社などが産学官のコンソーシアムを形成し、一体的に「強
み」のある品種・技術を開発し、戦略的に品質やブランドなど「強み」のある農畜産物を形成する取組を推進。

○ 都道府県の試験場や大学、民間企業などが実需者とコンソーシアムを形成し、品種・技術を開発するラー麦型のモ
デルを各地域で展開するとともに、広域・大規模生産に対応する独法の育種についても、系統選抜や特性評価の段
階から実需者の参画を確保し、マーケットイン指向の育種、農畜産物づくり（ゆめちから型モデル）を強化することが
必要。

○ 実需者等の多様なニーズに即応するため、各地域でコンソーシアムを形成
し、開発段階から実需者、産地、研究機関等が一体となって「強み」を持った
品種の開発を推進。

品種開発の加速化

実需者

研究機関 産地

行政・普及組織

コンソーシアム

一体的に品種開発

取組方向
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1 「強み」を生み出す ～品種開発段階からの実需等との連携による「強み」のある農畜産物づくり(3)～



1 「強み」を生み出す ～強みのあるブランド農畜産物を続々と生み出す(4)～

○DNAマーカーの開発を進め、解析できる品目や形質を拡大。

公設試 民間等

・育種素材の提供
・ＤＮＡマーカー
解析支援

（依頼）

ゲノム解析基盤機関

幼苗の段階で目的の形質
に関わる遺伝子の有無によ
り選抜するため短期間で確

実に開発が可能

○ ゲノム解析基盤機関が拠点となり、地域独法等を通じて、全
国の多様な育種の担い手（公設試、種苗会社等）へDNAマー
カー解析の支援を行い、ＤＮＡマーカー育種を全国展開。

地域独法等地域独法等

生育後、目視等により目
的形質の有無を確認する
必要があり、多大な労力

と期間が必要

（１２年程度） （４年程度）

従来育種 DNAマーカー
育種

取組方向先進事例

○ ＤＮＡマーカー選抜育種技術により、縞葉枯病抵抗性を持つ
イネ品種、「あいちのかおりSBL」（育種期間６年間）、「ハツシ
モ岐阜SL」 （育種期間６年間）を開発。

○ 品種開発期間は従来の１／３。

・育種素材の開発
・ＤＮＡマーカー開発・解析
・ゲノム配列解析
・遺伝子同定
・マーカー解析技術の高度化

等

○ ＤＮＡマーカーの開発、育種素材の作出等を強化するとともに、ＤＮＡマーカー育種の全国展開により、我
が国全体の育種のスピードアップを推進。

企業・個人

・育種素材の提供
・ＤＮＡマーカーの解析支援

公設試

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

病気に強い！

DNAタイプの比較結果

病気に弱い



○ 独法の育種についても、系統選抜や特性評価の段階から実需者の参画を確保し、マーケットイン指向の育種、農産
物づくりを強化する。地球温暖化などの生産環境の変化に対応した品種開発を進めつつ、コスト低減に役立つ多収等
の品種、加工適性に優れているなど実需の様々なニーズにマッチした品種、海外需要が期待される品種など、「強み」
のある品種を続々と生み出す。

取組方向

1 「強み」を生み出す ～強みのあるブランド農畜産物を続々と生み出す（5）～

変化するニーズに迅速に対応した品種創出

実需や産地と育種の早期段階から連
携し、ニーズに即した育種を強化 多収・良食味品種

（例）単収700kg/10aを超える収量性を持ち、コシヒカリと同等の良食味の特徴
を持つ水稲品種

低コスト生産や安定供給を可能とする品種

（例）（例）収穫ロスが減少する難裂莢性大豆品種
４～５月の端境期に収穫可能な寒玉キャベツなどの野菜品種
病害や気候変動に強く安定栽培が可能なテンサイ品種

加工適性に優れた品種

（例）パン・中華麺用などの用途に適した小麦品種
製品にした際の歩留まりが高い大豆品種
カットロスの少ない形状を持つタマネギ品種
カットフルーツに加工しても褐変しにくいリンゴ品種

機能性成分高含有等の高付加価値品種

（例） β-クリプトキサンチンなどの機能性成分をウンシュウミカン以上高含有
するカンキツ品種
タンニン類などの機能性成分を多く含む茶品種

選 抜 評 価

品種開発の
スピードＵＰ

作りやすい良食
味のものを！！

・良食味
・作りやすい
・加工しやすい
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・加工しやすい

・作りやすい・病気につよい



つや姫(栽培技術の標準化による良食味確保)

玄米粗タンパク含量（6.4%以下）の出荷基準を設け
るほか、特別栽培等を行う県が認定した農家に限り生
産。良食味等のブランドの管理を徹底。

＜生産現場（産地）での取組＞

・ 新たな品種や技術へ転換を進めるとともに、品種のポテンシャルを発揮するための
地域条件にあった栽培技術の確立
・ 産地で栽培技術の標準化、品質管理を徹底することでブランド力を維持・確保

・ 品質分析のほか、多様化するニーズに対応して需要先に応じて多様な品目を管理・
供給する出荷体制を確立

・ ICT、ロボット技術を活用することにより、栽培、品質管理の高度化を図るとともに、
農作業の省力化・低コスト化を実現

○ 「強み」のある農畜産物及び産地創出のためには、新たな品種や技術への転換を進めるとともに、品種のポ
テンシャルを発揮するための地域の条件にあった栽培技術を確立することにより、産地で生産者の栽培技術
の標準化や品質管理の徹底を図り、品質や信頼を保持し、ブランド管理を進めることが必要。

取組方向先進事例

２ 「強み」を活かす ～栽培・品質管理の徹底等による「強み」をもたらす産地形成（１）～

8

ニーズにあった品質・量の農畜産物を低コストで
安定供給できる「強み」のある産地を形成

実需者・生産者・行政等
が一体となって取組を実施

ICT・ロボット技術
の導入

栽培・品質管理の高度化
省力化・低コスト化

供給体制の確立

実需に安定供給できる集
出荷体制を整備

開発した
優良品種

埋もれた
品種

＋ ＋

ラー麦(生産者と実需者の連携による品質向上)

ラーメン適性（タンパク含量12％）のある小麦を生産
するため、 製粉企業から分析データの提供を受け、生
産者全員のデータを部会内で公表し全体の レベルアッ
プを図るなど、生産サイドが実需のニーズに応えて品
質向上に取組む。

産学官の英知を結集して新たな品種や技術を基に革新的な技術体系を組み立て、
生産現場において導入実証

産地での先進的取組と横展開をサポート



三ヶ日みかん（GIS（地理情報システム）を活用した品質改善）

糖度等の品質基準を設けた上で、選果段階で光センサー等
による高品質出荷を実現するほか、選果時のデータや栽培管
理情報について、GISにより園地ごとに一元管理し、品質改善
のための分析情報として個々の農業者にフィードバック。

○ ＩＣＴの農業現場への導入による生産管理の高度化

篤農家の優れた栽培技術を含む各種データを高度に利用するＡＩ（アグ
リインフォマティクス）農業により、農業の知識産業化を図り、農山漁村に
新たなビジネスを創出。

取組方向先進事例

生
産
者

GIS（地理情報システム）

生産者の情報を園地ごとに
JAで一元管理・分析

栽培情報、土壌情
報、果実品質情報、
ほ場情報、農地台
帳 等

果実品質
の改善

栽培履歴、土壌分析、
光ｾﾝｻｰによる選果ﾃﾞｰﾀ、
園地分布等の情報を登録

分析情報のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ
園地別・生産者別の指導

ミカちゃん
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２ 「強み」を活かす ～栽培・品質管理の徹底等による「強み」をもたらす産地形成（2）～

サンファームオオヤマ（ICTを活用した高度なトマト栽培）

ICTを活用して篤農家の匠の技をデータ化し、効率的な後継
者育成に活用するとともに、非破壊センサーによって栽培中の
トマトに含まれる糖度の常時モニタリングを行い、個々の農作
業が作物に与える影響の分析を可能としている。

匠の技のデータ化 栽培と品質管理の高度化

篤農家の匠の技をICTによりデータ
化し、新規就農者への技術継承等
に活用

非破壊センサーで栽培中の作物に含
まれる糖度を常時モニタリングし、農
作業と糖度の相関を明らかにすること
で高糖度作物を生産

匠の技を
継承 施肥？

試験研究・普及機関

作物、生産環境、作業履歴等
の情報の蓄積・分析

新規就農者へ
の技術伝承

産地技術の高位
平準化

ICTの導入

詳細データの提供 アドバイス

生
産
の
安
定
化
・
高
品
質
化

産地形成を目指す生産者

ＩＣＴの農業現場への導入により、産地の生産技術の高位・標準化等を進
め、生産の安定化・高品質化を実現

農業現場への導入

○ ICTを農業現場に導入することにより、匠の技の共有化や栽培管理の高度化を図り、農業生産の安定化・農
産物の高品質化を実現

０

糖
度



取組方向

２ 「強み」を活かす ～栽培・品質管理の徹底等による「強み」をもたらす産地形成（3）～

○ 畜産分野のICT化等の推進
遺伝子情報も活用した家畜の評価や畜産農家における生産情報を
高度に利用する畜産分野のICT化等を進めることにより、高品質な畜
産物の効率的な生産を推進

生産データの共有化 新たな指標の活用

周辺産業の活性化

我が国固有の資源である和牛の
信頼性を確保するため、牛トレサ
による情報提供や地域団体商標
の取得の取組に加え、精液スト
ローの流通管理を強化

遺伝子情報の活用により、家畜の
能力評価の高度化を図るとともに、
食肉中のおいしさに関わる成分
の測定などにより、高品質畜産物
の生産体制を強化

建設業・運送業など他産業とも連携
した形でのTMRセンターやコントラ
クターの活用による飼料生産・調製
の外部化・高度化を進め、飼料自
給力を強化

先進事例

信州プレミアム牛肉(新たな肉質評価の取り組み)
おいしさに影響する成分の一つであるオレイン酸の含有率と
従来の肉質評価（脂肪交雑）を活用した独自の評価を用い、ブ
ランド化。併せて、血統、飼料、飼養管理などのデータを分析し、
オレイン酸を多く含む肥育方法の確立に取り組む。

ＴＭＲセンター(作業の外部委託を通じた飼料の高品質化)
地域に点在する酪農家の農地や牧草地を一元管理するととも
に、TMRセンターで飼料を一括調製することにより、必要な栄養
素を全て含んだ均質な飼料を供給。これにより、乳量の増加や
乳成分の向上を実現。

図１．「信州プレミアム牛肉」の認定基準（イメージ） 図２．オレイン酸の測定状況

出 資
TMRセンター

酪農家
出 役

（飼料生産、TMR調製）

指 導

作業
委託

全農
（飼料設計）出役料

耕起、
播種等

コントラクター
利用組合
（収穫作業、
サイレージ調製）

畜産農家における生産情報を高
度に利用するICT化を進め、生産
指導や外部支援組織による支援
の効率化・適正化を推進

・TTC A TTAGC C GGTA・ 9,000kg

・TTC T TTAGC C GGTA・ 8,750kg

・TTC T TTAGC G GGTA・ 8,500kg

乳量

+1 +1

+1

情報を付与し、
取違い等を防止
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※TMRセンターとは
粗飼料、濃厚飼料、ミネラル等をバランス良く配合したTMR（total mixed 
rations;完全混合飼料）を製造・供給する組織

○ 新たな肉質評価指標やICTの導入により畜産物の品質の安定化・向上を図るともに、他産業との連携による
飼料の安定供給を実現

知的財産の活用



果菜類の無人収穫ロボットなどの実用化
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２ 「強み」を活かす ～栽培・品質管理の徹底等による「強み」をもたらす産地形成（4）～

○ 先行する他産業（産業ロボット、自動車など）とも連携して、ロボットの農業導入のブレークスルーに取り組む

先進事例

トラクターの自動走行などの研究の進展

追随型での２作業同時走行の農業現場での実現

イチゴの無人収穫機

畦畔の除草などのロボット化に
より管理作業を省力化

アシストスーツによる作業の軽労化

先行車両（ロボット）の
周辺モニター

先行車両（ロボット）
の遠隔操作パネル

後方車両（有人トラクタ）
のキャビン内



２ 「強み」を活かす ～栽培・品質管理の徹底等による「強み」をもたらす産地形成（5）～

取組方向

●篤農家の匠の技をICTによりデータ化し、新規就農者の技術
継承に活用。

●現場のビッグデータ等を分析、生産にフィードバックさせ、品
質・栽培・飼育管理を高度化。

データ蓄積データ提供

匠の技
自動走行できるトラクター

ロボット、 ICTなどの
先端技術

農業への
本格導入

●無人化・自動化による省力化・規模拡大を実現
●圃場の状況などに応じたきめ細かな管理により収量・品質
の向上を実現

●ノウハウの継承や作業の軽労化により誰でも安心して取り
組める農業を実現

連 携

農業者

研究機関

大学

ICTベンダー

農機・資材メーカー

ロボットの先行業界

ICTでの農業生産の変革ロボット実用化へのステップアップ

●先行する他産業とも連携して、実用化に必要な安全確保等
の検討。

●先行的に実現可能なものから現地実証等を実施。

果菜類の無人収穫システム

○ ロボット技術、ＩＣＴの導入による超省力・高品質生産等を実現する新たな農業（スマート農業）を実現。
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・ ロボット技術利用で先行する企業やIT企業等の協力を得て、スマート農業の将来像や実現に向けたロードマップ、ロボット
技術の安全性確保策等について検討を行う研究会を平成25年11月に立ち上げ。



３ 「強み」を守る ～戦略的な知財活用による「強み」のある農畜産物の保護（１）～

福岡県産いちご「福岡Ｓ６号」
（あまおう）

山形県産米「つや姫」 ･ ブランドを保護するため、パッケー
ジデザインを商標登録

・ 海外で「TSUYAHIME」を商標登録
･ 育成者権に生産者認定の仕組みを
組み合わせ、種子の自家増殖を禁
止し種子の管理を徹底するほか、
特栽等を行う農家に限定しブランド
を管理

・ 品種名と異なる商標「あまおう」
でブランド化することで長期的
なブランド力の維持を目指す

○ 育成者権と更新可能な商標権を組み合わせ長期的にブランド力を保護するなど、戦略的に知財を活用した保
護の推進が必要。

先進事例

○国内外での育成者権・商標での知財保護と
生産者認定を組み合わせたブランド管理

○育成者権を活用した知財マネージメントによる
海外での生産展開

岩手県八幡平市「安代りんどう」

・ 南半球のNZ、チリでの契約栽培を通じ、
世界市場への周年安定供給を実現

・ 育成者権を活用して生産地域を限定し
て生産を許諾。生産者は売上げの一部
をロイヤリティ-として支払い

○育成者権と更新可能な商標権を組み合わせ
長期的にブランド力を保護

福岡県産小麦「ちくしＷ２号」
（ラー麦）
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・ 品種名（ちくしＷ２号）と異な
る名称・ロゴデザイン「ラー
麦」で商標登録

・ ラー麦を使用した商品を提供
するラーメン店及び業者のみ
に使用許可を出してブランド
管理



先進事例

地域団体商標を活用した地域ブランドの保護

宮崎県産「宮崎牛」

・宮崎県内で生産肥育された黒毛和牛で、
一定以上の肉質に格付けされたものを
「宮崎牛」とし地域団体商標登録

特色ある品種や農法の農産物など
の商標を用いたブランドの保護

・アーチ型のパイプを活用してカボチャの果
実を空中で生長させることにより、変色や
変形が少ない完熟カボチャを収穫し、「空
飛ぶパンプキン」として商標登録

北海道「空飛ぶパンプキン」

千葉県君津市「小糸在来」

・育成者権のない、枝豆として食味の優れ
た大豆の在来系統「小糸在来」を商標登
録して地域の特産品として推進

３ 「強み」を守る ～戦略的な知財活用による「強み」のある農畜産物の保護（２）～
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・育成者権のほか、更新可能な商標権、地域独自の栽培ノウハ
ウ等を組合せることにより、輸入農産物や他産地との差別化を
図り、長期的なブランド構築を支援。

・地域の状況に応じた知的財産の戦略的な活用を推進するため、
農業分野の知的財産活用マニュアルを策定するほか、知的財
産マネジメント能力をもつ人材を育成。

育成者権（種苗法）
○植物の新品種を保護
○登録から25年(樹木30年）

商標権（商標法）
○商品・サービスに使用する名称・マークを保護
○登録から10年（更新あり）

複数の知的財産でブランドを強力に保護

特許権（特許法）
○発明を保護
○出願から２０年

営業秘密（不正競争防止法）
○ノウハウや顧客リストの盗用など不正競争行為を規制

セ
ッ
ト
で
総
合
的
に
活
用

取組方向



３ 「強み」を守る ～種苗の保護強化と安定供給について～

水際等での育成者権侵害対策 優良種苗の安定供給

我が国で育成された優良品種が海外に流出し、逆輸入される育成
者権侵害事例が顕在化し、税関と連携した水際対策を強化している。

DNAチップを活用した品種識別の実用化

専門のオペレーターがいなくても侵害物品の検査が可能な、ＤＮＡ
チップを利用した簡便・迅速・安価な品種識別技術の実用化により、
育成者権侵害対策を大幅に強化。

取組方向

○植物体の比較による特性評価は専門知識が必要。
○比較栽培による確認は判定までに長時間を要する。
○DNA分析は比較的短時間での判定が可能だが、実施には
専門知識が必要。

取組方向

新たな品種を市場に提供する際は、健全無病な種苗の安定供給が求
められる。

課 題

種苗の無病性の検査は、培養検定、接種検定、抗血清検定等により
行われているが、国際的に信頼性の高い手法で検査を実施できる機
関が限られており、種苗供給の隘路となっている。

汎用性の高い種子病害の検査手法の実用化を進めるとともに、大学
等の協力を得て検査体制を強化し、健全無病な種苗の安定供給体
制を確立。

種苗会社からのニーズ
国際種子検査基準の有無
（ＩＳＴＡ等）

国内検査機関による検査手法の実用化

課 題
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取組方向先進事例

小麦品種「ゆめちから」

○ 北海道の優良品種に米国の品種から強
力粉等の特性を導入し、外国産並みの
製パン特性を発揮

水稲品種「コシヒカリＢＬ」

○ イネの重要病害である「いもち病」への
抵抗性をフィリピン、中国、マレーシア等
の品種から導入し、農薬の使用量を大
幅削減

○ 世界中の変異に富んだ多様な育種素材（遺伝資源）を戦略的に収集・提供し、「強み」のある新品種の
開発基盤を強化

 「強み」のある新品種の開発には、海外
の育種素材の導入と、それを活用しや
すい環境づくりが不可欠

「食料・農業植物遺伝資源条約」

１ 有望な遺伝資源保有国
との関係強化

２ ジーンバンク等の
育種支援機能の強化

 人材育成、技術支援と組み合せ、有望国
政府と資源提供契約を締結

 取得円滑化のための国際条約加入

 二国間共同研究等を通じ、種苗会社等の
ニーズも踏まえて海外遺伝資源の特性情
報を集積

 生物研ジーンバンクが、
①特性情報の集積・提供
②移管・バックアップ保存の受付による
資源保有量の拡充

等の機能強化に取り組み、各主体の育
種をサポート

 種苗業界が、ジーンバンクとの連携の
下、使いやすいデータベースの提供、素
材入手の仲介等各種サービスを提供

近年、権利意識を高めた途上国等からの素材
の入手が難しくなっている・・・

欲しい情報にアクセスしにくいことなどから、
せっかくの素材が有効に活用されない・・・

変異に富んだ有用な
育種素材を入手！

ジーンバンクの
素材

野生種・
在来品種

条約加入・契約

共同研究・
能力開発

育種素材

生物研
ジーンバンク

種苗業界

育種主体
大学、都道府県、独法、種苗会社

連携

有用な育種素材を活発に利用！
日本 途上国等

支援 支援

４ - ① 「強み」を支える ～育種素材の確保～
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○ 優れた形質を持ちながら埋もれている品種や技術の発掘し、その利用を推進。

◇直播でも倒伏しにくく、
『ひとめぼれ』より約２
割多収。

◇直播栽培の普及ととも
に耐倒伏性が評価され、
栽培法とセットで普及。

・日本麺用、菓子用途向けとして、
汎用性に優れた加工適性を持つ。

○ 埋もれている品種や中間母本などの育種素材をデータ
ベース化し、この中から実需者等のニーズに合致する最適
なものを選択し育成することにより、迅速に品種等を提供す
る取組みを推進。

○ 優れた形質を持ちながら活用されていない品種等を
選定し、ＰＲすることにより、実需者等の新たなニーズ
を掘り起こすとともに、生産現場への導入を図る。

・蛋白質含有率の向上が難しい府県向けの
品種として開発。

◇昭和50年に交配。
◇製パン適性が優れ
ることが判明し、
平成17年に品種
登録。

「ゆきちから」(強力小麦) 「萌えみのり」(米)

優れた特徴を持ちながらも広く普及に至っていない品種・技術の事例

◇熊本県の阿蘇地方の在
来種。

◇近年、ビタミンＥやイソフ
ラボンに富むこと、形質
の特徴（小型・扁平）か
ら、現在、６次産業化に
期待。

みさを大豆

古くから日本各地に存在する在来種
（例）地大豆、地域伝統野菜、アグーなど「西海196号」(強力小麦) ちくごまる（中力小麦)

各地域の在来品種

やまぐち黒鶏

◇天然記念物の「黒
柏鶏」を活用。

◇うま味成分イノシン
酸を多く含み、しっ
かりした歯ごたえ。

◇「長州黒かしわ」と
して平成２２年に
商標登録。

改めて価値が見出されて掘り起こされた事例

取組方向

４ - ② 「強み」を支える ～埋もれている品種や技術の発掘～

・800kg/10a近い収量を示すもち品
種。米菓等への加工適性を持つ。

もちだわら
（米)
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ミニチュー
バー生産

米・麦・大豆

○ 従来の種苗供給システムに加え、多様な主体による種苗増殖体制を整備することで、多様化するニーズ
に対応した種苗供給を実現することが必要。

取組方向

果樹
有望な品種については、現地試験の段階から、種苗管理センターを活用して母樹
を大量増殖し、円滑な穂木供給を実現。

先進事例

水稲品種「あきだわら」

○ 短強稈であるためコシヒカリに比べて倒伏
しにくく 栽培しやすい品種である「あきだわ

ら」は良食味であり、多収のため業務用で
の流通が期待。

○ しかし、県の奨励品種に指定されなかっ
たことから、許諾を受けた民間種子会社が
６県の生産者に種子を供給。

４ - ③ 「強み」を支える ～ニーズに応じて多様な種苗を供給できる体制づくり～

あきだわら コシヒカリ

現在主流の種子供給
（主に奨励品種）

都道府県が原原種の段階から体系的に
増殖し、安定的に種子を供給 ＋

多様な主体による種子供給
（奨励品種以外）

産地が自ら種子を生産

採種農家等へ種子の生産を委託

または

ばれいしょ

試験管内

での増殖

新品種

の導入

生長点培養

による

無病化

ほ場での

増殖

（原原種ほ）

２年 １年 １年

苗条増殖
培養

原
原
種
配
布

有望な新品種の早期普及を図るため、種苗管理センターにおいて、増殖率の高い施設生産の能力を強化
し、新品種の原原種供給開始までの期間を現行の５～６年から４年に短縮。

ほ場での増殖

（基本ほ）

基本ほでの増殖を省略し、
原原種配布までの期間を

１年短縮

１～２年１～２年増殖に要
する期間

＜新品種の原原種配布までの増殖体系＞ 施設生産の能力を強化

容器内の培地
で挿し苗を
培養

温室で栽培し、
小粒塊茎（いも）
を大量生産

多様なニーズに迅速に対応できるようにするため、現在主流となっている奨励
品種の種子供給体制に加え、多様な主体による種子供給の取組を推進

育成者権者
（果樹研究所）

交

配

現
地
試
験

母
樹
増
殖

品
種
出
願

10鉢 25～50鉢

通常利用権者
（日本果樹種苗協会）

穂
木
採
取

穂
木
配
布

200～400本

育成者権
許諾

許諾料
支払

種苗管理センターを活用して
母樹を大量（125～250鉢）増殖

1,000～2,000本
従来の5倍の穂木が
供給可能に
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４ ‒ ④ 「強み」を支える ～種苗産業の成長産業化～

プランタムの取組をモデルに、種苗業者の共通
課題の解決や業務の外部委託を総合的に実施

生物研ジーンバンク等と連携し、遺伝資源に関する情報収集・
提供・あっせん

種苗の受託生産

育成者権の許諾・ロイヤリティ回収の代行

検疫証明書に必要な病害検査等の代行

輸出先国の制度等の調査・提供

育成者権の侵害対策

取組方向

優良な新品種、高品質な種苗の供給基盤及び
権利の保護・活用を強化することにより、農
業の成長産業化に貢献

先進事例

プランタム （オランダ）

○ 世界第１位の種苗輸出国であるオラン
ダでは、 約400の種苗会社で構成さ
れる組織（プランタム）が中心となり、
ワーヘニンゲン大学、オランダ政府、
卸売市場等種苗産業関係者がお互い
の強みを生かした新結合により、種苗
産業を成長産業化。

○ プランタムは、オランダ種苗業界の利
益を代表するとともに、知財保護、種
苗のマーケティング等に関する取組の
中核組織。

プランタムのオフィス

○ 個々の規模が小さい我が国種苗産業の産業構造に即した対策を総合的に推進するための取組体制を整備。

（イメージ）
＊具体的には、種苗業者との意見交換や事業としての採算性を考慮し、今後検討
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○ コンソーシアムを通じて、開発段階から生産実証、加工・製品化試験等を進め、円滑な成果普及を推進。
研究成果については、普及組織やコーディネーター等を通じて普及・事業化を促進。

４ - ⑤ 「強み」を支える ～研究成果の普及・事業化～

取組方向

実需者のニーズに対応する新品種・技術を開発するため、研究機関と実需者が共同で、継
続的に実需のニーズをくみ取り、開発に反映する研究会の体制を整備。

✓ 先端技術を大規模実証し、普及・事業化を促進

✓ 実需者と連携した品種・技術開発の研究会を立ち上げ

産学官の英知を活かした新品種・新技術等を導入し、コスト低減・所得増大を実現するた
め、先端技術を経営レベルで実証する研究を実施し、普及・事業化の促進を図る。

✓ コーディネーターの全国配置により、研究成果の事業化を促進

研究コーディネーターを全国に配置し、農林水産・食品分野の成長産業化を加速化する

ため、研究ニーズを収集し、必要な研究の課題設定を現場ニーズに対応したものとするとと
もに、研究開発段階から産学が密接に連携し、事業化の促進を図る。
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実需者と連携したコンソーシアム方式による取組の推進

研究成果の普及・事業化の促進

✓ 「事業化戦略・知的財産アドバイザー（仮称）」の配置

研究成果の現場での普及や事業化を促進するため、研究企画段階から、事業モデルの

形成や知財マネジメントを行う「事業化戦略・知的財産アドバイザー（仮称）」を独法内部に
配置することを検討。

先進事例

小麦品種「ゆめちから」

○ 超強力小麦品種「ゆめちから」は、研究者
が自ら食品企業と連携したマーケティング
やＰＲ活動を実施した結果、商品化に結び
ついた。

（参考となる事例）

研究者自らパンを焼き、技術移転に取り組み。

○ また、産学官が一体となった品種開発の
取組も、「ゆめちから」の普及に貢献。

知財マネジメント専門家の雇用

○ A大学B研究所では、民間企業から雇用した
知財契約管理室長の主導の下、研究所内での
研究企画、開発、知財マネジメント等を実施。

系統選抜や特性評価の段階から実需者の参画を確保するほか、生産現場とも連携して品
種・技術開発を行うことで、生産現場への成果の普及や製品化を円滑に推進。

✓ 生産現場や実需者と連携したコンソーシアムを通じた品種・技術開発及び普及を推進


