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第６回優良品種の持続的な利用を可能とする 

植物新品種の保護に関する検討会 

 

日時：２０１９年１１月１５日（金）  

時間：１０：００～１１：３８     

場所：農林水産省本館７階秘書課研修室 

  

 

 

 

議 事 次 第 

 

１．開  会 

２．議事 

  （１）優良品種の持続的な利用を可能とする植物新品種の保護に関する検討会とりまとめ

（案）について 

  （２）意見交換 

３．閉  会 
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出席者名簿 

 

 池村  治 味の素（株）知的財産部 部長 

 伊原 友己 弁護士（弁護士知財ネット 事務局長・理事） 

 合瀬 宏毅 日本放送協会 解説副委員長 

 大渕 哲也 東京大学法学部 教授 

 前田 和記 生活クラブ事業連合生活協同組合連合会 加藤委員代理 

 金井  健 全国農業協同組合中央会 常務理事 

 金澤 美浩 （有）矢祭園芸 

 小松 宏光 長野県果樹試験場 場長 

 茶園 成樹 大阪大学大学院高等司法研究科法務専攻 教授 

 福田 豊治 （株）武蔵野種苗園 油木委員代理 

（五十音順） 
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午前１０時００分 開会 

○藤田室長 それでは定刻になりましたので、ただいまから第６回優良品種の持続的な利用を

可能とする植物新品種の保護に関する検討会を開催いたします。 

 知的財産課種苗室長の藤田でございます。委員におかれましては、御多忙のところ御出席賜

りまして、ありがとうございます。議事に入るまでの間、進行を務めさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

 本日ですけれども、魚住委員、加藤委員、栗原委員、西川委員、矢野委員、油木委員からは

御欠席の連絡をいただいております。また、金井委員は若干遅参するということでございます

ので、進めさせていただきます。また、加藤委員からは生活クラブ事業連合生活協同組合連合

会より前田様の代理出席を、油木委員からは一般社団法人日本種苗協会より福田様の代理出席

の御連絡をいただいております。 

 それでは、開会に先立ちまして、農林水産省、塩川食料産業局長から一言御挨拶申し上げま

す。 

○塩川局長 第６回の検討会の開催に当たりまして、一言御挨拶いたします。 

 委員の皆様方には、いつも御多忙の中御出席を賜りまして、ありがとうございます。今回、

３月から始まりました検討会もいよいよ前回で一定の意見の集約が見られたと思っております

ので、今日は事務方からとりまとめの方向について御説明申し上げたいと思います。とりまと

めに向けた忌憚のない御意見を賜ればと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○藤田室長 報道関係者によるカメラ撮影は冒頭のみとなっておりますので、撮影はこれまで

とさせていただきます。 

 なお、本検討会は原則として公開としております。守秘すべき事項にかかわる資料を除いて

は、使用した資料及び議事概要は出席者の了解を得た上で後日、農林水産省のホームページに

おいて公表いたします。 

 それでは、ここからは茶園座長に議事の進行をお願いいたします。 

○茶園座長 茶園です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、事務局から前回の議論の概要について説明をいただきます。また、第５回検討会で事

務局に今までの検討状況のとりまとめをお願いしていたところですので、その結果について引

き続き説明をお願いいたします。 

○尾﨑課長 おはようございます。農林水産省知的財産課課長の尾﨑でございます。 

 それでは、私のほうからまず前回の議論の概要につきまして、資料１、第５回検討会までに
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提起された課題ということで御説明したいと思います。 

 第５回の検討会でございまが、９月25日に開催をしております。横田農場の代表取締役であ

ります横田修一さんにお越しいただきまして、ユーザーの立場から御意見をいただきました。

加えて、制度の色々な論点につきまして議論をさせていただいているということでございます。 

 横田農場の横田さんからは、まずプレゼンテーションいただきまして、稲の作期の分散のた

めに色々な品種の水稲を作付けしているということでございました。次期作用の種子について

は自家採種を現在されているということで、外部に支払うコストを下げるという努力をされて

いるとのことでございました。 

 多くの品種を取り扱われているということですが、近年、気候変動などもあって、栽培管理

の中での安定生産の難しさが増しており、今後気候変動に強い新品種の開発に期待をしたいと

いうことをおっしゃられておりました。それから、知的財産の件については、これまでは登録

品種を意識なく同じように増殖してきたという状況があるけれども、今後必要となれば、知的

財産を利用しているということで、今後は利用料を払うのが当たり前と考えを切りかえていく

ことが必要なのではないかという御意見をいただいております。 

 その後、制度的な論点も含めまして議論をしております。その中で色々御意見をいただきま

したが、御紹介させていただきますと、知的財産の中でも消尽については特許法と種苗法では

概念が異なるものとして考えていくべきではないかということです。種苗法における消尽とい

う形で今後考えていくということで、種苗法における消尽の例外を設ける場合、育成者の意図

については、公示だけではなくて種苗への表示も合わせて必要なのではないかという御意見を

いただきました。 

 それから、農家が個別に許諾を得ることは事務的な負担が大きいのではないかということで

す。これについては農業者団体などを介した許諾規約のような形でできるようにイメージを示

していく必要があるのではないかという御意見をいただいております。 

 それから、自家増殖に育成者権を及ぼしていくということであれば、現時点で自家増殖を行

っている農業者が困らないような配慮が必要なのではないか。それから、現場の理解を深める

必要があるということで、制度改正に当たっては丁寧な説明に努めるべきであるということで

ございました。 

 それから、品種開発の促進というのは、品種登録制度の強化ということもありますが、品種

開発の支援も必要ではないかということでございます。 

 それから、保護の強化によって、品種の寿命も長くなるのではないかということで、消費者
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の需要にも持続的に応えるものになっていくのではないかという御意見をいただいております。 

 それから、制度の中では侵害が疑われる種苗について育成者の権利が及ぶかどうかを特性表

を利用して推定できるようにすることで、実効性のある制度にしていくべきではないかという

御意見をいただいております。 

 それから、特許法の改正に合わせて種苗法を改正することについて、基本的にはやるべきだ

ということでございましたが、種苗制度に真に必要な制度に絞るべきではないかという御意見

をいただいております。 

 ここで出てきた課題等につきましては、資料３のほうに第１回から第５回まで全体をまとめ

たものがございますので、新しい御意見につきましては赤字で加筆をさせていただいてござい

ますので、御確認をいただければと思います。 

 続きまして、第１回から検討会で御議論をいただいた内容について、前回、茶園座長から御

指示をいただいて、資料２ですが、「優良品種の持続的な利用を可能とする植物新品種の保護

に関する検討会のとりまとめ案」というものを事務局のほうで作成させていただいております。

こちらについて御説明をさせていただきます。 

 制度に係る部分につきましては、資料４を参考に御確認いただき２つの資料をあわせ読みな

がら、基本的には資料２の流れに沿って御説明をさせていただきたいと思っております。 

 とりまとめ案でございますが、全体としては大項目を４つほど立てさせていただいておりま

す。優良品種の流出を防止するということと、優良品種の持続的な利用を確保していくために

農水省として以下の事項の実現に向けて検討を進めてほしいということで、１ですが、種苗制

度の理解促進を図るべきということで、第１回からずっと御意見をいただいております。植物

新品種の保護の意義や種苗法の制度の考え方、こういったものが正確に農業現場に浸透してい

かなければならないということで、特に以下の事項について国、都道府県、団体、共同して意

識の醸成に努めるべきということにさせていただいております。 

 ４つ挙げさせていただいておりますけれども、１つ目が農産物の品種でございますが、大宗

を占める一般品種と種苗法で登録されている登録品種というこの２つに分けることができて、

種苗法上別の取り扱いをしてございます。２つ目の登録品種についてですが、知的財産として

保護されている品種ということで、一定期間その利用には育成者権者の同意が必要でございま

す。３つ目でございます。品種を利用する際には、許諾料が発生する場合がございますが、許

諾料はさらなる品種開発、供給の促進に充てられて農業の発展に寄与していくということでご

ざいます。 
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 ４つ目でございます。登録品種以外の一般品種については、増殖であるとかこういったもの

に制限はないということを現場にしっかり浸透させていくべきであるということにさせていた

だいております。 

 大項目の２が制度的な論点についてでございます。主に海外流出防止のために現行制度の見

直しを検討すべきという提言にさせていただいております。 

 １つ目でございます。育成者の意図に反した海外流出を防止すべきということでございます。

資料４もあわせて見ていただきたいと思いますが、資料４の２ページ目でございます。登録品

種でございますが、育成者権者あるいは利用権を受けて増殖した種苗増殖業者から種苗を一旦

販売されますと、そこで育成者権が消尽するということで、仮にこの種苗に国内での利用制限、

国内利用に限定するとか栽培地域を例えば特定の県に限定するといったような条件があったと

しても、販売された後、この種苗については流通が自由に行われてしまうということで、海外

への持ち出しもされてしまうおそれがあるということでございます。これについては、国内利

用限定あるいは栽培地域限定といった条件を育成者権者が付す場合には、条件に反する行為に

ついては育成者権が行使できるように、種苗法の消尽の考え方を拡大いたしまして、海外への

持ち出し等については育成者権が及ぶという形にしてはどうかということでございます。 

 下段のところを見ていただきますと、登録品種の種苗の持ち出しについて制限がかかるとい

うことで、購入した人が混乱しないように例えば登録品種である旨や、利用条件が付されてい

ることについて適正な表示を義務づけることもあわせて必要なのではないかということにさせ

ていただいております。 

 続きまして、②でございます。登録品種の増殖については育成者権者の許諾に基づくべきだ

ということで、資料４の４ページのほうについて御説明をしたいと思います。 

 現在の種苗法では、登録品種であっても収穫物の一部を次期作の種苗として利用するという

ことが農業者に認められているので、種苗生産及びその後の利用の実態の把握が困難になって、

育成者権者の目が届かない、管理ができないという状況でございます。これにつきましては、

種苗の海外流出につながるリスクがあります。それから、育成者が一度売った後、ずっと自家

増殖をされてしまうということで、正当な対価を得ることが困難になるということでございま

す。その結果、例えばＦ１化が難しい品種について品種開発が進まないとか、品質が管理され

ていない自家増殖された種苗の拡大によって、登録品種を活用した、その特性を生かした産地

化やブランド化が阻害される等の弊害の発生も懸念されるということで、農業者による増殖に

ついては、育成者権者の許諾に基づいて行うという形にして、増殖を行う者が許諾に基づいて
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行うことで明らかになることも含めて、海外流出の防止につながるようにすべきではないかと

いうことでございます。 

 これに当たりましては、制度そのものの改正とは少し異なりますが、農業者が育成者権者か

ら許諾を得ることになりますので、簡便に許諾を得られるように、許諾は例えば団体等でまと

めて受けることができるようにするとか、あるいはその許諾に当たってのモデルとして使える

許諾契約のひな形等を示していくべきではないかという提言にさせていただいております。 

 それから、６ページでございます。 

 資料４の６ページ、許諾を受けて増殖等を行うという中で、現行の種苗法では通常利用権が

品種登録簿に登録することで、例えば育成者権者が育成者権を誰かに譲渡しても、その新しい

育成者権者に対抗できるという制度になっております。ただ、許諾を受けて増殖することが一

般化していく中では、なかなかここまでやっていくのは困難ということで、これにつきまして

は特許法などでも同じようになっていますので、許諾を受けていれば当然に仮に育成者権の移

転があったしても新しい育成者権者にも前の育成者権者から受けている許諾で対抗できるとい

うことで、安定的に引き続きその品種を使った営農ができるという形にすべきではないかとい

うことで提言させていただいております。 

 資料２、次のページでございます。③でございます。資料４でいきますと、８ページでござ

います。 

 海外持ち出しなどの権利侵害が疑われる事案などで、最終的には裁判などで侵害に当たるか

どうかを立証していかなければならないということでございますが、品種登録時の種苗との比

較栽培を求められて、立証が技術的に困難になる場合があるということで、権利侵害の立証に

ついて特性表を用いて推定が働くようにすべきということでございます。現在、登録時の現物

と侵害疑義品種を植物として比べるということが判例上求められているということでございま

すが、育成者権は登録後25年の権利期間がございます。例えば15年後に侵害が疑われる品種が

出てきた場合に、登録時の15年前の植物をそのまま持ってきて比較するというのが困難な場合

があるということでございます。こういったときに裁判上、我々のほうで品種登録のときに植

物、登録時に提出された種苗を審査しまして、特性表というものに特徴をまとめています。特

性表は書き物として、15年後もしっかり残っていますので、特性表に照らして侵害疑義品種か

どうか比較して、推定できることを制度として整備してはどうかということでございます。 

 あわせまして、10ページでございます。 

 裁判上、特性表が使えることになってきますと、特性表を我々としても信頼できるものにし
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ていかなければならないということで、審査の充実もしていくということでございます。一方

で、品種開発につきましては、横田農場の横田さんからもお話しありましたが、例えば気候変

動への対応や、あるいは病害虫への抵抗性といった新たな特性を目指した育種が行われており、

これらについては多岐にわたります。こういった品種登録については、特殊な形質につきまし

て、通常の栽培試験と異なる設備とか試験を行う必要があるということで、多くの時間や手間

もかかってきます。このような特性については、基本的には重要なケースということで整理し

て、重要なケースの中で審査をして品種登録するわけですが、これを全部一律にやりますと、

育種をそもそもしていない部分についても一つ一つ全項目を審査するということになって大変

なコストがかかるということで、出願者が求めた場合にこういった形質を選択的に審査するこ

とができるという形にさせていただきたいと思っております。そういったものを育成者の育成

意図が反映されるという形にできると考えております。 

 それから、我々海外での品種登録を進めておりますので、そういった際にも日本の審査結果

を活用していきたいと考えています。海外の品種登録にも活用できる質の高い登録審査を行う

ことを目指すことで、制度に基づいて種苗管理センターで審査していますが、これが安定的に

できるように必要な手数料、実費相当を徴収できるようにさせていただきたいということでと

りまとめの中に盛り込んでございます。 

 それから、３つ目のポツですが、これは法制度の外ではございますけれども、登録品種をベ

ースに用いて一部形質を特殊な戻し交配などしながら変えているというようなもので、判例上、

従属品種というものがございます。これについては、品種開発のもとになっている登録品種の

育成者権も及ぶというものですが、これにつきまして、範囲が不明確で予見可能性が低いとい

う問題があるということで御指摘をいただいておりますので、ここについて我々としてもガイ

ドラインを示すべきということでとりまとめの中に盛り込ませていただいております。 

 それから、④はその他の見直しということで、特許法などの他の知財制度では既に措置され

ているもので、種苗法でまだ措置がされていないようなものについては、情勢に合わせて必要

な改正を行っていくべきということでコンセンサスが得られているかと思いまして、この項目

についていくつか整理をさせていただいております。 

 ４つほどございます。 

 １つ目が職務育成品種について使用者に本来的に権利が帰属するようにすべきということ、

それから、対価についても金銭だけでなく、その他の利益といったものも含めて対応できるよ

うにしたいということでございます。 
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 ２つ目のポツはいわゆるインカメラ手続と呼ばれるものですが、訴訟において裁判所が証拠

書類としての提出命令を出すかどうかについても、裁判官が秘密が守られる形で対象書類を確

認する、あるいは専門家に意見を求めるといったことができるという手続を拡充するというこ

とです。 

 ３番目ですが、海外からの出願者が、少しずつ増えてきているという状況です。出願者との

コミュニケーションに当たって、国内の代理人設置を義務づけることを特許法等にならってや

ってはどうかということでございます。 

 ４番目でございます。こちらも特許法等で措置されていますが、第５回検討会のときにまだ

入っていなかったものですが、精査した結果、入れさせていただいております。ＥＰＡ等の国

際協定の中で、条約の加盟国の間で知財権について国内と同じレベルで加盟国の出願者、権利

者についても保護するという共通の取り扱いをすることを規定する場合があるということで、

国際協定における別段の定めがある場合に、それに応じた取り扱いができるという規定が特許

法等で置かれているので、こちらもあわせて措置をさせていただきたいということでとりまと

めの中に入れさせていただいております。 

 続いて、大項目の３でございます。海外における権利化ということで、農水省の補助により、

海外で我が国の優良品種が保護されるように、海外における品種登録を推進しております。こ

れについては種苗法を仮に改正したとしても、国内法であることに変わりませんので、海外に

おける保護のために品種登録については引き続き促進をすべきということでとりまとめの中に

入れさせていただいております。 

 ２つ目のポツですが、育成者権を用いて海外での権利侵害に対応することについては、例え

ば育成者権者が海外の侵害を適切に把握して対応していくのはなかなか難しい部分もあるとい

うことで、我が国で開発された重要な品種の権利行使については、一元的に実施する体制を整

備すべきではないかということでとりまとめの中に盛り込ませていただいております。これに

つきましては、前回の会合の中で新規に要求させていただいておりますので、御紹介をさせて

いただいているところでございます。 

 ４番が今後さらに検討を深めていく必要があるという課題として整理をさせていただいてい

るものでございます。 

 ３とも関連しますが、１つ目は海外における登録をまず円滑に進めるということでございま

す。我が国で登録に当たって審査した結果を海外でも使っていただくことや、アジア等の我々

が重要な相手国だと思っているところに国際協力などを提案して、基準についても国際的な調
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和を進めていくべきではないかということでございます。 

 ２つ目は、品種登録の中でＦ１の親品種などの情報が入っていることがございまして、こう

いったものを営業秘密とすべきような情報もあるのではないかということで、審査における管

理のあり方について引き続き検討すべきではないかということです。 

 ３番目ですが、品種開発について研究開発予算の充実を図るべきではないかということで

す。。保護とは異なりますが、こちらもあわせて検討していくべきではないかということでご

ざいます。 

 ４番目でございます。農業者、特に種苗生産農業者の高齢化もございますので、伝統野菜も

含めて一般品種も含めた形で種子をどうやって維持していくかということで、支援策のあり方

も検討すべきではないか。 

 最後でございますが、ＵＰＯＶやＩＴＰＧＲで例えば育成者権を登録するときの審査のため

のガイドラインの検討や、あるいはＩＴＰＧＲであれば育種素材となる遺伝資源の利用のあり

方の議論がされておりますので、国際的な場における今後の議論についても進展があれば適切

に対応していくべきだということをとりまとめの中に盛り込ませていただいております。 

 駆け足で恐縮でございますが、以上でございます。 

○茶園座長 どうもありがとうございました。 

 今までの事務局の説明を踏まえまして意見交換を行いたいと思います。委員の先生方、まず

御自由で結構ですので、御意見がございましたらお願いいたします。 

 小松委員。 

○小松委員 すみません。１点最初に、今までの論議の中で出た意見のところで少し追記して

もらいたいことがあることに気がつきました。私ども公設試験場については、地域の生産者の

経営の向上のために品種開発を行って、地域の生産振興をもって進めているという部分が極め

て当たり前のことで、皆さんの一般常識として理解されているということで特に今までの意見

の中にはそのことが書かれていないんですけれども、やっぱりこの紙ベースでずっと読んでい

きますと、農研機構あるいは公設試の育種の目的というのは農業者の利益、それから、地域の

生産振興であるということをまず追記して、その上で、一方で知的財産物という意識で見れば、

それは国民、県民の共有の財産だというくだりにしていかないとちょっと文章のつながりが一

方的かなと思いましたので、その訂正を少しお願いしたいなと思います。 

○茶園座長 ほかに何かございますでしょうか。 

○藤田室長 西川委員が今日御出席の予定でしたけれども、急遽来られなくなったということ
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で御意見と質問をあわせていただいておりますので、御紹介させていただきます。 

 まず、種苗法、品種の制度というものが一般市民にわかるように説明するのは難しいという

ことだということ、特に法律の運用が一般市民の感覚とは離れて解釈が必要になるということ

は十分にあるだろうということを述べられた上で、西川委員の理解としては、品種登録制度は

特定の品種という具体的な個別のもの、財を対象としているということでありまして、その財

の生成プロセス、特許のような生成プロセスを対象にするのではないかと考えているというこ

とです。今回、品種登録制度の権利の精緻化というのが図られますけれども、登録申請の内容

と権利侵害の疑義ある品種との関係については、現物の比較で判断されている状況です。ただ、

特性表の積極的活用というのが図られるのでしょうということを最初に述べられてございます。 

 西川委員からの御質問かつ御意見かと思っておりますけれども、品種登録に当たっては、区

別性、安定性、均一性というものが求められておりますけれども、特に区別性の部分が重要に

なるだろうということでございまして、いわゆる他の品種と違うという区別性の部分にまさに

知財の本当の重要な部分があるだろうということでございます。そういう中では、品種の知財

の部分というのは、あくまで区別性の部分が中心になるのであって、ゲノム全体ではないとい

うことを十分に説明する必要があるということを御意見としていただいております。 

 その背景としましては、市民社会のほうからの懸念として品種登録の権利が強くなり過ぎま

すと、特定の企業がつくり出した権利を知的財産権としての主張が拡大されるということが懸

念されるということでございます。このあたりについて農林水産省ないし法律の専門の方々か

ら御意見等ありましたらいただきたいということを伺ってございます。 

 もう一点は、これは御意見でございますけれども、その品種登録を行って区別性が明らかに

なる前の、農家自らの育種の段階の種子の取り扱い、そういったものについて例えば販売農家

でないような場合には厳密に適用しない等の運用が可能であると農業の世界が充実して国土保

全等に役立つのではないかと、御意見としていただいているところでございます。御紹介させ

ていただきました。 

○茶園座長 ありがとうございました。 

 ほかに何かございますか。 

○尾﨑課長 先ほど御紹介させていただいた西川委員の御意見でございますが、御指摘のとお

りでありまして、種苗法の考え方というのは区別性、安定性、均一性等によって登録審査する

ことでございます。植物体の中に入っているゲノム自体を登録しているものではありませんの

で、植物そのものの特性に基づいた登録ということで、そこに知的財産が設定されているとい
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うことでございます。 

○茶園座長 ほかに何かございますでしょうか。 

 では、合瀬委員。 

○合瀬委員 丁寧な説明をありがとうございました。大変とりまとめの流れがよくわかりまし

た。 

 私ちょっと一、二回お休みしていたので、ここに書いてあることも既に議論されているかど

うかわからないんですが、例えば今回、主に今後の規制ということになると、２番の海外流出

防止のために現行制度の見直しを検討すべき、ここが議論の中心になってくるんだと思うんで

すが、ここで書いてあります例えば②の「品種登録の増殖は自家増殖を含めて育成者権者の許

諾に基づくこととし」というふうに書いてあるんですが、こうした規制を担保する制度という

か、そもそも自家増殖したかどうかというのをどういうふうにウオッチするかとか、それから、

そもそも海外で増殖されたのをきちんと摘発しているのかどうかと。もちろん出ないようにす

ることは必要なんですが、これを担保するためにどういうことをやっていくのかというのは、

議論されてきたのかどうかですね。もし議論されていないなら、こういうのを入れる必要があ

るのかないのか、そのあたりをお聞きしたいと思います。 

○尾﨑課長 許諾に基づいて増殖をしていただくという中で、許諾を得ないで増殖を行った場

合にどうするかということなんですが、まさにこれは知的財産制度なので、基本的には育成者

権者がアクションをするということになります。その観点からいっても、基本的に許諾を受け

てやるという形にしておかないと、どこで誰がどう増殖しているのかというのをそもそも育成

者権者は知ることができないし、管理することもできないということになります。許諾を受け

ること、許諾をして増殖してもらうことが制度の前提になることで、許諾を受けていないとこ

ろで種苗が無断で増殖されていることがわかったときに、これは権利を侵害したものになるの

ではないかとわかるようになるということです。 

 現状は自家増殖を把握できない状態で増殖されていることで、どこで誰が増殖しているかと

いうのがそもそも把握しにくくなっているということがあるので、この許諾というのが有効な

のではないかと考えているということでございます。基本的には育成者権者が自分で見るとい

うのが基本になりますので、制度的にそこがわかるようにするというのは担保されているわけ

ではないということになります。 

 海外につきましては、基本的にはまだ海外での育成者権の登録そのものが始まったばかりと

いうことで、これからしっかり登録を進めていかなければいけないという段階でございますが、
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我々のほうで海外流出の状況というのは、モニタリングはしているということです。 

○杉中審議官 海外の話は、今基本的に海外に持ち出された後、海外で登録をして必要な差し

止めを行うしかないのですが、ここでも議論がありましたが、どうも海外へ持ち出されている

というのは明らかに海外の商社、どうも日本の業者じゃないような人たちが大量に買いつけて

いるという実態があります。できれば海外に持ち出される前に止めたほうがいいということで

ございます。ところが、今一回お金を払ってしまうと基本的に消尽と書いてありますが、育成

者権の効果が切れてしまうというのが今の現行の法律の問題です。そこのところが一定の利用

条件を設定して、それに反する場合には育成者権の効果が切れないということにすれば、持ち

出しにかかわっている人であれば、海外に持ち出すまでの間に差しとめ請求をするとか、持ち

出した後、持ち出した人に損害賠償をするというようなことができるようなことによって実効

性を上げると。 

 先ほど言ったとおり、基本、法律的にはこれ、知財法ですので、育成者権者がみずから立証

しなきゃならないということだと思いますけれども、こういった法律の穴を埋めるということ

によって、海外の流出に対する権利行使というのは国内段階でもかなり実効的にできるように

なる、それが今回のとりまとめの趣旨だと思います。 

○合瀬委員 よろしいですか。 

 ただ、個人なり個別の企業がそうしたことをウオッチして、モニタリングして、摘発して裁

判にかけるのは難しいということもあります。例えばＧＩなんかは国が代わってそういうこと

ができるという建て付けになっています。今の時点では、あくまでも考え方を整理するという

ことであればこれでいいと思うんですが、果たしてこれで実効性が伴うのかどうかということ

がちょっと懸念されるのかなという気がします。 

 以上です。 

○尾﨑課長 ＵＰＯＶ条約のもとで基本的な建て付けがございますので、この育成者権者が基

本的には権利を行使するという基本にしておりますけれども、例えば海外での権利侵害につい

ては今回のとりまとめ案の中の３のところで、海外での登録については特に見つけて対処する

という難しいところはありますので、こういったところについては、やはりノウハウを集積し

て一元的に対応していくような体制づくりというのは、我々としても検討して進めていきたい

というふうには考えております。そういったようなことで、今現在予算要求をしておるところ

でございます。 

○杉中審議官 今の話と同じなんですけれども、オランダなんかでは個々の農業者、個々の育
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成者では侵害対応が難しいという話がありますので、プロの法律家とかがいる組織をしっかり

つくっていて、そこが委託を受けてモニタリングや監視をするというような体制をつくってい

ますので、実効性を上げるという形であれば、これはＵＰＯＶ条約で定められている国際条約

に基づく仕組みなので大きく変えられないんですけれども、より監視をしっかりするとか、場

合によっては裁判所の手続を迅速にするようなことをつくっていくということが必要だと。 

○茶園座長 よろしいでしょうか。 

 法律に規定すればそれだけでうまくいくかというと、必ずしもそうではありません。法律を

遵守しようとする人に対してはそれで抑止力になることが期待できるでしょうが、そうでない

人に対しては、法律で規定しただけでは十分ではなく、法制度をさらに改革するとか、実務上

色々と措置を講じなければなりません。ですから、今後さらに改善、発展させることは必要と

思いますが、今回はまず第一歩として法律にきちんと定めるということだと思います。 

 ほかに何か御意見、御質問等ございますでしょうか。 

 では、池村委員。 

○池村委員 ありがとうございます。２点コメントさせていただければと思います。 

 １点目ですが、今までの議論、検討を踏まえてこれだけおとりまとめいただきまして、どう

もありがとうございます。まず、はじめの取り組みとして種苗法の改正からということで、非

常に理解できる内容ということで捉えております。ただ、今の合瀬委員の発言にもありました

ように、実効性を持たせるためには継続した検討というのが必要になるかと思いますので、そ

れは継続課題ということで捉えていただければというふうに思います。 

 具体的には、今のようなどうやって取り締まるんだというような話はありますけれども、特

許、意匠、商標を例にすると税関登録して、それで模倣品とか入ってきたらそこで止めてもら

ってというようなことが行われていますが、これはまだまだ完全ではない。当社もやっと海外

の税関に登録して何年もたって、こういう模倣品が出たぞということを連絡いただくというこ

とがやっとここのところ起こり出したというような事情がありますので、体制をこれから各国

が整えていくということに関して、まずこれが最初の取っかかりなのかなというふうに思いま

す。 

 １点目に関してもう一つ、今回は種苗法中心ですけれども、やはりほかの特許法とかを活用

していくという観点で、例えば遺伝子関連で特許を出されているところもありますので、そう

すると、マーカーとか、あと全ゲノム解析とかそういう技術もこれから進んでいくかと思いま

す。そういった観点も継続してウォッチをしていただければというのがまず１点目です。 
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 それから、２点目ですが、最後のところでその他の見直しという項目がありますが、必要な

見直しかと思います。必要に応じてというような書かれ方をされておりますけれども、ここの

部分につきましては、あまり論議がされていたような印象はありませんので、実際の課題とし

て何があって、どういう方向での検討ができるのかというようなことを少し書いていただけれ

ばと思います。実は私、前回、職務育成品種の話がありましたが、。職務育成品種の権利の帰

属、これがどういった方向、どういう課題意識でどういった方向に検討されていくのか、とい

うのが、分かりづらい印象でした。特許法における職務発明の場合は非常に色々な論議があっ

て、やっと改正されたという理解をしておりますが、特許法でもそうだから種苗法のほうでも

こうすると、そういう当然そんな短絡的なものではないと思いますけれども、課題がどういう

もので、それでどういった方向での検討ができるのかといったことを少し書いていただくと理

解しやすいというふうに思いました。 

 以上、２点です。 

○尾﨑課長 種苗法は知財制度ですので、今回こういった御提言をいただいて、我々のほうで

今後、これをベースに検討が深まっていくということになりますけれども、別にこれで終わり

ではないので、知財制度は時が変わっていけば、さらにその先のことも踏まえて制度の検討は

ずっと続いていくということなのではないかと思っております。 

 それから、職務育成のところです。これにつきましては、第５回の検討会のところで制度に

関する議論はされていますけれども、今回の資料１の中の最後のところに特許法の改正になら

って種苗法を改正するということは、基本的には御了解いただいていたところかと思いますけ

れども、その中で種苗制度に真に必要な制度に絞るべきという御意見もいただいているので、

そのあたりを念頭に置かれている部分なのかなと思っておりますが、我々としては、ここのと

ころについては基本的に使用者側に登録する地位があるということです。それから、これにつ

いての職務育成に対するメリット、ここのところについては使用者と従業員の話し合いが尊重

されるということ、金銭に限らずその他のメリット措置でもよいというところが措置する内容

としては想定されるのかなと思っているところでございます。 

○塩川局長 それを書き込めとおっしゃっているんですよね、方向性は。 

○尾﨑課長 それについては、できるだけ具体化できる範囲でさせていただきたいと思います。 

○茶園座長 ほかにございますでしょうか。 

○前田代理委員 前田です。２点あります。 

 １つ目は、大きな１番の理解促進にかかわることでございます。この制度、種苗法に基づく
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現制度、それから、これから少し変えようとしている制度両方についていろんな誤解や見方が

多分世間の中であると思うんですね。知財についての建て付けを見直すということ自体は、こ

この検討会のミッションなので、当然その議論に集中してきたとは思うんですけれども、あた

かも知財が目的化しているように受けとめられてしまったら、また次の誤解を生んでしまうと

思うんですね。あくまでもこの法律は優良品種を日本の農業者が持続的・安定的に利用するた

めに、その一つの手法として種苗の開発を持続可能にさせると。その範囲において保護すると

いう建て付けになっていると思うので、そのことが短いとりまとめの文章には十分盛り込めな

いにしても、資料４のような別表をいくつか補足するのであれば、そういった狙いを明確に示

したほうがいいかなと思います。 

 関連して資料４にいくつかある図についても、いろんなケースを網羅的に全部１ページでお

さまるように工夫されてつくられていると思うんですけれども、ある場合はこのように、違う

場合はこのようになると、実際に農業者が実践するに当たって、これは触れるのか触れないの

かということを考えるときに、ぱっと見でわかるような表にむしろ分解して、Ｑ＆Ａで聞けば、

あるいは見ればすぐわかるようにつくったほうがいいのかなという気がしました。 

 ２点目は、長くなって申しわけないんですけれども、大きな２番の①に関することでありま

す。 

 表示をどのようにできるかということが検討会の中でいくつかの案も示されたり意見交換も

しましたけれども、どこまで徹底できるのかというのは、手間とコストの問題がかかわると思

うので、そこはもやっとしたまま終わっていて、お預けした形になっていると思うんですね。

ここも知財を守るということを目的化すれば、どこまで徹底してコストもかけてやるというこ

とになろうかと思うんですけれども、１点目で触れたように、あくまでもこれは安定的・持続

的な農業振興のための手段であるということに立ち戻れば、表示の仕方も一定このくらいとい

うレベルがあると思うんですね。あくまでも農業者に過度な負担、あるいは農業者に負担がか

かった場合は消費者に経済的な負担がいきますので、そのことがないよう留意して制度設計を

していくという方向感、あまり長く書けないと思うんですけれども、盛り込んでいただきたい

と考えています。 

○尾﨑課長 ありがとうございます。 

 まさに種苗法の目的ですね。こういった保護を通じて、もって農業の活性化、振興を図ると

いうことでございますので、種苗法の考え方もまさに理解促進を図るべきとなっている中の種

苗法の考え方とまとめてしまっていますけれども、そういう意味するところでございますので、
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ここのところは少しブレークダウンできるところは、ここに盛り込んでいければと思います。 

 また、理解促進を図る上で資料の作りというのもわかりやすくするというのは我々としても

必要なことだと思っておりますので、工夫をしていきたいと思っております。 

 それから、表示のあり方です。常にコストと一体的に検討されるべきということだと思いま

す。ここの中では、農業者の負担のようなことについては書いてございます。こういったとこ

ろで、農業者、種苗の流通にかかわる方も含めて色々なコストが発生する部分はあると思いま

すので、そこについては留意しながら具体化する際にはやっていきたいと思っています。 

○茶園座長 よろしいでしょうか。 

 では、金井委員。 

○金井委員 すみません、ちょっと遅れて申しわけないです。 

 １つは、制度の理解促進のところは種苗法の見直しが知的財産のポジティブな意味で付加価

値をつけ、または海外流出を防止する観点からすると、しっかり意識をしていくということは

大事だと思います。 

 ただ、ちょっと細かな話で許諾料と書いてあるのは、何か新しくお金を払えみたいなふうに

政府が書くと捉えられるので、基本的には種子代を払っているわけでありますから、新しく何

かお金をとるみたいな話はちょっと注意していただきたいなと思いますし、優良品種の開発が

我が国の農業の競争力向上に寄与することをしっかり周知してもらいたいと思います。 

 ２番目の海外流出防止のためであります。まさにこのことをやるために今回見直しをやって

いると理解しております。やはり種子法の廃止問題というのが実はまだまだ現場で残っていて。

なかなかこういうところに入れる、法律でどうかというのはあるのかもしれませんが、都道府

県の役割とか財政の問題とか海外の知見の流出とか、そういうことを何か工夫していただけな

いかというのがお願いであります。 

 それと、一番の問題は例の自家増殖であります。海外流出を防止するということからいたし

ますと、当然一定の生産段階も一定の対応をどうしてもやらざるを得ないのかということは理

解できます。ただ、育成権者の許諾を得ないと自家増殖は全くできないということになると、

やはり生産現場で本当にそういうことが、今多様な生産者が多数いて、本当にできるかどうか

とか、私は昨日も沖縄に行っていたんですけれども、株出しの部分をどうするかなんていう話

になっていたんですけれども、そういうふうに一つ一つやるというのが果たして現実的に可能

かどうかということ、今多様な生産者がいる中で、そうしますと、やはり現行のように、それ

がまた全て許諾がないとできないみたいな言い方をする人もいて、やはり誤解もあるかもしれ
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ませんが、基本的に自家増殖は今までどおりいいと。ただ、海外に出ないようにしっかり情報

把握するということは理解するんだと私は思っています。 

 いずれにしても、どういうやり方をしたとしても、簡便な方法で生産者のコストまたは行政

のコスト、団体のコストが大幅に増えるようなことがないようにお願いしたいと思います。 

 あわせまして、この話は種子法じゃないんですが、米・小麦・大豆とＦ１の野菜とかと果樹

の話とか、実態が違う中でごちゃごちゃの議論をしているところが現場では結構あって、だか

ら、例えば米・麦・大豆で前回出した種子法廃止のときの通知、事務次官通知があって、それ

は都道府県が知見を民間に出せと。民間に出すまでの間、やっていいみたいな、あたかも行政

が手を引くような話もあって、そのことと自家増殖というのがセットになって議論されている

ところもあるので、こういうこともどうするかということをこの後かもしれませんが、議論し

ていただきたいと思います。 

 あわせまして、こういうことをしっかりやるというのは、国のほうも品種開発に向けた研究

予算をしっかりとっていって、こういう知的財産に対する政策を強化していただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○尾﨑課長 御意見ありがとうございます。 

 順番に御説明させていただきますと、まず許諾の料金でございますけれども、許諾料を新し

くとるということもなくはないと思いますが、基本的には種苗を販売している中で、種苗の代

金の中に含まれているというような形かと思いますので、必ずしも新たに許諾料が常に生じる

ということではなくて、そういったものとして現に支払われているものであることも含めて御

理解をいただければと思います。育成者権者の判断にもよりますが、そういう意味で、新たに

かかる許諾料ということでは必ずしもないということかと思います。 

 それから、品種開発の話です。都道府県などがそれぞれの地域の農業者の経営発展のために

品種開発をしていただいているということでございますけれども、そういったものについては

引き続き取り組みが重要と考えておりまして、今回の中でも４番のところで品種開発に向けた

研究開発というようなものについては、しっかり充実みたいなことを今後やっていくべきだと

いうことは盛り込まさせていただいておりまして、位置づけについては、加筆できるところに

ついては加筆をするということが可能かと思います。 

 それから、種子法の関係で、今回知財の切り口から基本的には議論をしてきておりますけれ

ども、例えばこの農業上重要な品種の優良な種苗が持続的かつ安定的に農業者に供給されると
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いうのは非常に大事なことだと思いますので、こういったものに対して国や都道府県の関係者

が適切に対応していくというのは、当然重要なことだと思っておりますので、この書きぶりの

ところは検討していきたいと思います。 

○杉中審議官 金井委員の自家増殖のコメントがありましたが、合瀬委員の最初の質問で、こ

のあたりは特許等の法律に詳しい先生に補足してもらえればと思いますが、基本的に権利侵害

を防ぐために権利者は、自分の信頼できる人にだけ登録品種を使ってもらうというライセンス

するというやり方で、それによって、それ以外の人が使っていれば侵害だということが立証し

やすくなると。自家増殖でも果樹なんかはどうしても供給が足りないので、農業者に増殖をし

てもらうというようなことは実際今後あると思いますが、そういう場合も、当然想定される人

には今でも一本一本苗に証紙をつけたりしますので、そういう中で金井委員が言われたような

細かい条件とか、そういう心配とかもクリアにしていくということはできるんじゃないかと思

います。 

 ただ、おっしゃるように原則自家増殖はいいということになると、自分の全然知らない人が

増殖すると、育成者権者にそこを把握するというのは事実上不可能ですので、実はそういうと

ころから育成者も想定しないところに流通していくということが今も起こっていますので、自

分の信頼できる人に苗を使ってもらうという中で、細かい適切な説明をしっかりしていくとい

うことについては、単に法律を変えるんじゃなくて、今後の実行についてもしっかりと役所と

しても受けとめてやっていきたいと思っています。 

○茶園座長 では、大渕委員。 

○大渕委員 わかりやすくまとめていただきまして、ありがとうございます。 

 先ほど権利保護が目的化しているのではないかというお話もありましたので、ちょっと法律

を専攻する者としてつけ加えさせていただければと思います。種苗法の第１条にあるように、

育成者権を定めて、最後は「もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする」というこ

となので、農林水産業の発展のためには育成者権ということで新品種をつくった者にはきちん

と報いが来るようにする。そうでない限りは農林水産業は発展しないというコンセンサスの上

で育成者権という権利を与えたわけであります。権利というのはやはり実効性がないと意味が

ありません。画餅に帰すと書いてありますが、裁判になっても使えないのであれば、結局報い

が全くありません。せっかく新品種をつくった人で、わざわざ裁判を起こしたい人は誰もいま

せん。きちんと守っていただければ裁判を起こす必要もないのですが、全くリスペクトされず

に無視されれば裁判を起こさざるを得ません。その武器がなければ結局無視されて終わってし
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まうということだと、農林水産業の発展に寄与しないということになってしまいます。その観

点からいうと、ここに挙がっているのは、権利がきちんと実効性を持って守られるようにする

ということで大きく括りができるのではないかと思います。 

 その観点から、自家増殖の関係で資料の横長の紙でいうと４ページのところになりますが、

これも育成者権という権利を与えたからには、大原則は特許でも著作権でも全部同じですが、

使う場合にはライセンスを得る必要があります。ライセンスは有償とは限らずに無償でも構い

ません。勝手にやられるのではなくて、きちんと権利者から、育種をした人から許諾を受けて

しか使えないということで、ただでもよい場合もあり得るかと思います。ここは契約ですので、

契約というのは物事をスマートに解決すると言われているのですけれども、お互いの民民の納

得で、無償でも有償でもよいのですが、勝手にやられないということがポイントです。これが

あるから急に農業現場でものすごく大変になるということもなくて、その辺はうまく話し合い

の上で進むと思います。 

 杉中審議官が言われたとおり、権利があればライセンスというのは当然なのですが、ライセ

ンスをどううまく使っていくのか、権利が生きていてもうまくいかなくなったりするので、今

後はそこのライセンス体制というのをどうサポートしていくかというのが問題なのですが、そ

もそも権利がなければライセンスもありません。そのようなライセンスについての工夫という

のは、今後深掘りしていくにしても、大もとが自家増殖をやりたい放題というのでは話になり

ません。そこのところを我々から見ると、権利がある以上ライセンスを受けるのは当然なのに、

今まで十分でない、ややイレギュラーな状態が続いてきました。イレギュラーな状態が続いて

いたので大変革と思われるかもしれませんが、法律なり権利の原則からいえば、ようやく原則

に戻ってきたということなので、元々あるべき姿がこうであったというところを御理解いただ

ければと思います。 

 それから、順次いきますと、２ページのところの育成者の意図に反した利用が制限できるこ

とで、中身の細かい話としては、３ページにあるような公示というものが大変重要な意味を持

ってくるかと思います。 

 利用条件の公示というのが、資料１に前回の意見として書いてありますが、その２つ目のと

ころに消尽の例外を設ける場合、育成者の意図が公示だけではなく種苗への表示も必要ではな

いかというのがあります。これは特許法の並びからすれば有名なＢＢＳ判決というのがあって、

最終的には当該製品の上に表示をしなさいということなのですが、同じ「消尽」という漢字２

文字であっても、特許法上の消尽と種苗法の消尽は違います。特許法上の消尽として考えれば、
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そのものにきちんと表示をしない限りだめですよということです。よくよく法律を見ています

と、特許法と種苗法は似ている面もありますが、大きなところで違っています。大きなところ

で一番違うところの一つが消尽です。特許では不文の法理にしか過ぎないのですが、種苗法の

場合には条文上に書き込んであるという点からわかるとおり、特許の消尽と種苗法の消尽は違

いますから、特許については特許製品に表示しなくてはいけないのでしょうが、種苗について

は、ホームページで表示するということもあるし、先程の「画餅に帰す」からいうと、種苗に

何かつけてもとられたら終わりということになると困る。工業製品だったら表示を消すのは大

変でしょうが、種苗だったらタグみたいなのをとってしまえばそのまますっぽ抜けてしまう。

せっかく流出保護をしようと思っても、すっぽ抜かれたら全部終わりというのであれば、我々

は何をしているのですかと言われてしまいます。ですので、そこは脱法を許さないようなとこ

ろでやると、ホームページを利用することが必要になってきます。今後は今までのように種苗

自体にタグがついているかを見るというよりは、問題があったらきちんと定期的に農水省のホ

ームページを見て、制限があるか見てくださいというように、より合理的な制度に向かってい

るのではないかと思います。 

 先ほど御指摘があったので順次いきますと、特性表のところは、伊原先生が後で言われるか

と思います。やはり育成者権としてあるためには、裁判できちんと使えるようにしない限りは

結局権利として死んでしまいます。現物主義自体は、私はよい制度だと思うのですが、それを

あまりに極端に貫いてしまうと、例えば15年経ってもう現物が残っていなければ裁判で全て負

けるということになったら、権利として意味がなくなります。そこは農水省のほうで特性表と

いう、現物をうまく写真というか描写した資料があったら、それをうまく使っていく。推定と

いうと大したことはないと思われるかもしれませんが、法律的には推定は非常に大きな意味が

ありますので、それに推定の効果を与えれば権利が実効性を持っていくのではないかと思いま

す。 

 それから、職務育種について、特許の世界で職務発明は百年に一度の大改正と言われている

のですが、そこでいくつか問題になったことがあります。一つは権利の帰属が不安定になると

いう話と、もう一つは青色発光ダイオード事件の600億円判決です。裁判をしてみないと相当

の対価の額が600億円になるのか６億円になるのかわからない、要するに額は法廷闘争してみ

なければ定まらないというのが今までの制度でした。それよりは民民の話し合いで決めて、そ

れに合理性があったらそれをリスペクトするというのが新法の精神なのですが、恐らく農業の

世界で法廷闘争で額を決めようというのは、特許法以上にカルチャー的に非常に合わないと思
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います。先ほど特許はそうかもしれないけれども、種苗は違うと言われましたが、むしろ特許

法以上に種苗法の世界ではこの改正が必要になると思います。今後誰も法廷闘争をやりたいと

思っている人はいないと思いますので。 

 尾﨑課長が先ほど絞るとおっしゃいましたが、特許法でやったものを全て書いてあるわけで

はなくて、私の目から見て適当でないものは除いてあります。特許と同様にする、特許その他

の知財法と同じような規律にするほうが適切なものだけに絞ってここに挙がっています。よく

考え抜かれた上で、同様にすべきものは挙げているし、そうでないものは外している、という

ことであり、結論としては我々が見て違和感がない形になっているかと思います。 

○茶園座長 小松委員。 

○小松委員 育成者の立場から申し述べさせていただきます。 

 今回の特に制度理解の促進あるいは主に海外流出防止のための現行制度の見直しの検討すべ

き点については、育成者の立場から大変よい改正の方向にあるのではなかろうかなと思ってお

ります。 

 特に農業現場に種苗法の考え方が浸透するためには、農業者にとって種苗法という法律が身

近になければいけないと思います。今までは自家増殖の例外という形で、その法を知らなくて

も農業が実施できていたというこのことは非常に不幸で、種苗法の理解が農業現場につながら

なかった一つの原因ではないかと私は思っております。そういう意味で、今回自家増殖につい

て一定の方向を出すということは、種苗法の理解の促進を図るためにも重要なことではないか

なと思われます。 

 そのほかの具体的な内容につきまして申し述べますと、私どもの県はじめ第２回の検討会で

講演いただいた山形県、そのほか、福岡県のイチゴであるとか香川県のキウイ、愛媛県の晩柑

類、栃木県のイチゴ、こういった主産地は育成した品種のブランド化あるいは海外流出を防止

して、みずからの県の農業者の権利を守るように努力しております。その中で現行の種苗法で

はなかなか足りなかった部分がありまして、そういう部分は新たに商標権をつくって、そして、

その許諾契約を結んであったりとか自家増殖の制限の契約を既に取り組んできておるところで

す。そうした中でかなり農業者や農業団体にとっては煩わしい行為ではありますが、やはり力

のある品種を利用するために、あるいは守っていくためにはそういうことが大事だという理解

のもとで、私どもの県で利用している商標、例えばぶどうの「クイーンルージュ🄬🄬」であると

かスモモの「麗玉🄬🄬」といったものについては、そういった手続を踏んで栽培していただく農

家あるいは販売していただく農業団体が増えておるところですので、今回のこの種苗法の改正
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について大筋としては正しい方向、あるいは農業現場が求めている方向に向かっておるのでは

ないかなと思っております。 

 以上です。 

○茶園座長 ありがとうございました。 

 では、伊原委員。 

○伊原委員 大渕先生から振られたので、話します。 

 色々本当に難しい検討事項をきれいに整理していただきまして、ありがとうございました。

私、日弁連あるいは弁護士知財ネットの立場でもものを申してきたつもりですが、合瀬委員も

おっしゃっておられたように、実効性をどう図るのかという話がやっぱり実務家としては一番

関心を持っているところでありまして、そのために侵害かどうかをわかるようにしてください

というのはもう単純なお願いで、侵害かどうかわからない以上、手も足も出せない。 

 手足を出すというのはどういうことかというと、ＧＩという言葉をさっき合瀬委員はおっし

ゃられましたけれども、ＧＩは行政手続と刑事手続で物事を整理していきましょうかという建

て付けの法律なんですが、実は種苗法も刑事罰があるわけですよね。現場では意外と刑事罰が

活用されている。民事というのはなかなか費用もかかるし、手間もかかるし、立証は難しいし、

そもそも自分の権利がどんな内容かもわからないというような状況のもとで、なかなか身動き

がつかなかったところもあり、要するに証拠の収集という意味では、やっぱり刑事手続のほう

が相手の手持ち資料を持ってこられるというようなこともあり、意外と種苗の現場では刑事手

続のほうが活用されてきていたような印象です。 

 では、刑事手続において刑事裁判になったときにこれが侵害と言えるのか言えないのかとい

う結局同じ話になってしまって、混沌とする話で結局もやっと終わってしまう。税関のところ

でも一緒だと思うんですね。水際の手続においても侵害なのかどうなのかが明確に分からない

という話になって、もうとりあえず通してしまおうかという話にならざるを得ませんので、要

するに実効性を確保するという大前提はまず権利があるということ、権利範囲が明確であると

いうこと、要するに侵害判断の物差しがしっかりしていないと物事の整理はできないというの

が我々の認識でございました。今回そういうふうな問題意識に応えていただくような方向性で

進めていただけるようなことでありますので、大変ありがたく思っております。 

 それから、もう一つ知的財産の分野の弁護士としては、やっぱり長年費用と手間をかけてや

ってきた開発成果を適切に守ってあげないことには、次への投資のインセンティブがないと。

それが例えば農業用の種苗の開発であった場合には、現場においてそこはもう自由に使ってい
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いですよということになってしまうと、やっぱりインセンティブがなくなってしまいますので、

新たな例えば今回の水害に強いだとか、高温多湿の気候に強いだとか特殊な病気に強いだとか

というような、ある意味国家的に非常に有意義な新品種の開発努力というものについて、あま

りそこに意識が向かなくなってしまうのかなというのも怖いと思っておりますので、そういう

意味では時間だとか費用だとかというものをかけた新品種については、やっぱり相応の見返り、

報いというものがあってもいいんだろうなと思っております。今回の改正論議はそういう方向

で、ＵＰＯＶ条約の大原則に戻った、原則に戻ったと先ほど大渕先生はおっしゃっておられま

したが、そういう方向に舵を切られるということなので、私もその方向でいいんじゃないかな

と思います。 

 以上です。ありがとうございました。 

○茶園座長 ありがとうございました。 

 ほかにございますか。 

 では、福田委員。 

○福田代理委員 民間の育成者権者の団体ということで、今日は代理で来ておりますけれども、

一言だけ意見を申し述べさせていただきたいと思います。 

 まず、今回のとりまとめ案につきましては非常にバランスよくとりまとめいただいておりま

して、長年私どもも育成者権の保護の強化ということをお願いしてまいりましたけれども、そ

ういった内容を盛り込んでいただいて、方向性を出していただいたということで、まず感謝を

申し上げたいと思います。座長以下、委員各位の御尽力に感謝を申し上げたいと思います。 

 その上で、私どもも実はこのとりまとめ案にあります制度の理解促進を図るべきというとこ

ろで思うところは色々ございまして、今回の検討会の経過の中でも気づいたところがあるわけ

でございますが、やはりなかなか種苗業者の立場、種苗会社の立場も理解されていないところ

がございまして、どうもそういう意味で理解をされていないがために種苗会社というのは何か

危ない存在じゃないか、危険な存在じゃないかと思われているようなところもあるということ

に気づきまして、これまで以上にもちろんこの制度についてもお知らせすることもそうですけ

れども、種苗会社というのはこういうことをやっているんだということをもっと積極的に、特

に一般の消費者でありますとか、それから、メディア関係者の方とかそういうところに説明を

しなきゃいけないという認識を協会の内部で共有しているところでございます。 

 自家増殖のお話も私ども種苗会社、協会会員の種苗会社も会社の利益を最大化するというこ

とももちろん会社ですから、会社の目的にはあるわけですが、基本はやはりその地域、地域で
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種を買っていただく農業者の方の経営を発展させていきたいというのがございまして、そうい

う意味で先ほど公設研究機関の役割を小松委員がお話しされましたけれども、地域の種苗会社

もそれぞれやはりその地域の農業を発展させたい、それから、いい種をつくって、いい農業が

そこで展開されるようにしていきたいということを考えておりまして、もちろん新しいいろん

な技術を使って病気に強いとか、そういうこともやっていきますし、農家から求められれば当

然権利保護はできないですけれども、伝統野菜の種も供給していくというようなことも兼ね合

わせてやってきておりますので、それは別にこれからも多分変わらないと思いますし、その意

味で長年要望してまいりましたのは、やっぱり最低限新しい品種を作ったときには、そこをぜ

ひ権利として認めていただいて、一定期間だけ保護して利益が確保できるようにしてほしいと

いうことで要望してまいりましたので、もうその点は今回御理解をいただいて、方向性を出し

ていただいたということで、一つのいい方向かなと協会内部でも評価させていただいておりま

す。 

 あと、海外流出の話につきましては、別に自家増殖に限らず日本だけでなく海外でも育成者

権をきちんととって販売している品種がどこかで違法増殖をされて、販売されていく。その違

法増殖が問題というのは、やはり結果的にその種を買ってしまった農業者の方が品質の悪いも

のをつかまされる、あるいは自分が本当に欲しいと思った品種じゃないものを買わされてしま

うということが起きてしまうというのを私ども日本種苗協会も会員になっておりますけれども、

国際種子連盟という組織がありまして、全世界75カ国7,500以上の何か種苗会社が会員傘下に

いるんですけれども、そこでもそういう違法な種子、種苗の取り締まりをみんなで協力してや

っていこうというような議論が今進んでいるところでございまして、やっぱり各社、各社でや

るのは確かに先ほど合瀬委員おっしゃったように難しいところもありますので、なかなか民間

の会社ですので、国にお願いするというわけにはいきませんので、まずは自分たちで人なりお

金なり出して、そこの取り組みを進めていこうということも進めているところでございます。 

 あと、最後に１つだけ申し上げますと、今回のとりまとめとは直接結びつかないんですが、

私どもの会員の種苗会社の民間企業は、基本的に野菜とか花とか、そういう意味でいうと、公

的な公設研究機関があまり取り組まれていない分野で種を買っていただくということの仕事を

しておりますけれども、登録品種をつくっても、登録品種がブランドになることもなかなかご

ざいませんので、実際の収穫物とかそういう段階になると、登録品種であるかどうか野菜につ

いてはなかなかわからないというのも実態なんですね。 

 最近は種苗メーカーも気をつけて、できるだけそういうことを消費者向けにもＰＲしていこ
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うとなってきておりますが、なかなかそこまでいかないということもございますので、これは

我々独自で、自分たちでももちろん努力していかなきゃいけないとは思っておりますけれども、

流通業者の方々にもやはり私どもの会員の種苗会社が持っているような登録品種のＰＲについ

て、もっと周知をしていきたいなということも考えております。これは野菜の特性なのかもし

れません。市場流通の特性がそういうことなのかもしれませんけれども、そういった点も今回

の検討会を通じた感じた次第でございますので、ちょっとつけ加えさせていただきました。 

 どうもありがとうございました。 

○茶園座長 ありがとうございました。 

 ほか、何かございますでしょうか。 

 では、金澤委員。 

○金澤委員 今まで６回ですか。当初、私どもも現場育種生産なので、なかなかこういう法律

的な部分での文言というのが理解できなかったんですけれども、もう本当にどうやってこのひ

もを解いていくのかというところを今回ずっと参加させてもらって、本当に皆さんのよかった

という意見の中で、私もそう思っている一人です。 

 私たち個人育種家は当然ながら大きなメーカーさんのように種苗を販売した、種を販売して

ロイヤリティで生活を賄っている、経営を賄っているという農家さんはほとんど少ないもので

すから、自分たちが登録して、自分が生産をし、ある程度のキャパを決めて有利に販売すると

いうのが一つの流れなんですけれども、私のところは花が中心で、特に草花なものですから、

どうしても国内での全体的なほかの農業か比べると小さなものですから、やはり早くから海外

との取引での海外展開というのも今まで進めてきた数少ない農家なものですから、そういう中

で非常に海外との約束事とか、そういったものも含めたロイヤリティの分配とか、誰が実際、

先ほど合瀬さんが言われたように、では自分たちのものを海外で登録をとったら誰が守るのか

というと、向こう側の生産者であり種苗メーカー、そういうやりとりをしていきながら、許諾

をしていきながらやりとりをしていくというようなことで守ってきていたんです。最近緊急的

に流出防止ということで農水のほうがそういう援助をしてくれるということで、最終的にはや

はり海外のメーカーさんとのパートナーをつかみながら、海外での販売の許諾をしていきなが

ら、そちら側で守ってもらって、こちら側にロイヤリティを戻してもらうというようなやり方

が今後正当じゃないのかなというふうな感じはしますので、最終的には育種者が自己責任にお

いていろんな問題が今までありましたけれども、今後はロイヤリティの分配のフォーマットと

か、そういったものも入れながら、内需というよりも、もう農業生産物が完全に海外向けの輸
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出という一つの流れを大前提に今回の部分も考えられていると思うんですね。種苗ならずに現

物を輸出していきながら農業生産性を高めていくというような、そういう部分を基本に少しず

つ取り組まれてきているような感じは受けますが、今後さらに具体的に進めていくには、ヒア

リングを進めていきながら、具体的にこういった部分を執行する際に色々な留意しなくちゃな

らない部分だとか、そういったものも含めて広く種苗を育種している方とか、そういった流れ

を深く理解してもらいながら、海外での展開、また国内でも一般的な部分での理解度を深めて

もらうということで。先ほど言われたとおり、育種するのにはすごく時間と経費がかかります

んで、そういった流れの中で、また、そういった部分を合法的に認められているのにもかかわ

らず、やっと正常に戻ってきたというような話があるように、そういう形で育種と販売、それ

からそういった色々な取り決めも含めて今回のが一つの足がかりとして育成者権を守るという

ところで次に大きく転がってくるのかなという感じはします。今後もあわせて色々な形でこう

いう話し合いがあれば、さらに一つの国の産業としていいんじゃないかなと思っていますので、

これからも農水省さんのほうはよろしくお願いします。 

○茶園座長 ありがとうございました。ほかに何かございますでしょうか。 

 金井委員。 

○金井委員 誤解ないように言いますと、基本的には、育成、育種側のそういうインセンティ

ブを高めるとか海外に出ないということはいいことだとは思うんです。 

 ある意味で、そういう立場の方と私ども生産者団体というか、生産者側からすると、本当に

実態として、そういうリンゴとかモモとか、様々に今使われているものはできるんだと思うん

ですが、それ以外のもので一体これを誰が許諾を得るのか、自家増殖とかですね。ということ

を。 

 これはちょっと気になるのは、簡便に許諾を得られるようと、これはさっきも裁判するとか

しないとかあったですけれども、法律的に問題で簡単に許諾がとれて、それを団体でまとめて

やるということ、これは一体誰が法律的なリスクを、仮に何かあった場合に、団体が責任をと

るのか、とらないかとかというちょっと法的リスクも含めてよくよく詰めてやらないと、かな

りの、100万単位の農家がいるわけです。それに対して、新品種とはいえ、一つ一つ許諾をと

るということが本当にできるかどうかも含めて、生産者の立場として、そこをよく御配慮いた

だきたいなと思います。 

 育種側とか種苗会社の方は、それはいいです。でも一方で、生産現場ではそういう生産資材

を引き下げようという今、国を挙げて運動しているわけですから、こういうふうに許諾料、許
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諾料と書くのはわかります。おっしゃるとおりですが、ただ、国全体とすると、こういう種の

金額も含めて下げようということをやっているわけなんで、生産コストをいかに下げるかとい

うことも大前提に置いてもらいたいし、現場としてできるか、できないかについての御配慮を

どうするかということを一緒に御議論していただきたいなと思います。すみません、何度も。 

○尾﨑課長 ありがとうございます。コスト面、それから法的なリスク面、そういった制度を

仮にこれから検討していって、実際に制度になって、さらにそこから実際に実施されるまで、

周知期間とかも含めて準備の期間というのは必要になってくるのかなと思います。 

 その間に、例えば、どういった契約のあり方が法的なリスクという面とか、あるいは実施コ

ストといった面、全体として生産費を下げていこうという取り組みの中で問題が生じないよう

に、我々としてもできるだけ意を用いてやっていきたいと思っております。 

○金井委員 自家増殖なんかは、あえて許諾とまでいかなくても、例えば届け出とか登録とか

簡便な方法で、海外流出しないように情報を把握するということのやり方もあると思うんです。

そういうところもちょっと含めて、御議論いただければと思います。 

○小松委員 自家増殖の今の金井委員のお話についてなんですけれども、今回の記載だと、確

かに、あたかも許諾に基づくことということで、かなり厳しい契約が発生するという書き口に

なっていると思うんですけれども、たしかこれまでの論議については、自家増殖についても、

育成権者が条件を付すか付さないか、あるいは公示のところでこの品種については、自家増殖

を認める、認めないというような処理の仕方もありというようなお話もたしかあったように記

憶しているんですけれども、その辺のところをちょっと整理していかないと、全て契約という

わけではないんじゃないかなと思いますが、いかがでしたっけ。 

○尾﨑課長 基本的にこれは育成者権者が、例えば公的主体だった場合には一つ一つ許諾を得

るということが本当に必要なのかというのは、それぞれどういった普及を図るべき品種なのか

ということも含めて検討されるべきものだと思っておりまして、その結果、この品種について

は許諾不要というようなことで打ち出されて、自由に自家増殖していただけるということは当

然あるだろうし、それも実際あるだろうなと思っております。 

○茶園座長 前田代理。 

○前田代理委員 今おっしゃられた補足の振り幅のありようについても、本文は無理だと思う

んですけれども、資料４を展開していく資料の中で、例えば許諾のあり方、あるいは利用条件

というたった一つの単語で全てを包括的に説明していますけれども、こういったパターンがあ

り得るとか、現場の農業者がそれを見たときに、そういう振り幅の中で運用されるんだという
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理解を促進するような説明資料があったほうがいいかなと、話を聞いていて思いました。 

○茶園座長 小松委員。 

○小松委員 多分ここの部分が一番変わる部分なんで、本当に丁寧な説明をしていかないと、

今この第６回になっても委員の中でなかなか見通しが違っているようなところがあって、やは

り一般品種と登録品種の違いがあって、登録品種だけですよという話。 

 その中で自家増殖という増殖する行為そのものが禁止されるんではなくてという部分ですよ

ね。増殖行為は、条件によってできるんだという、そういう説明の仕方のほうが、禁止だとか

許諾というと、やはり農業者の方からすると、やはりちょっと拒絶感が出るんですけれども、

決して、育成者サイドも農家と育成者、win-winの関係にならないと、お互い干し上がっちゃ

うわけです。だからそういうふうに理解が促進するような表現をお願いして、自家増殖の部分

について、理解を進めていただければなと思います。 

○茶園座長 大渕委員。 

○大渕委員 先程も若干申し上げましたが、これは原則で堅持、これはライセンスを得なけれ

ば適法に使えないということになると、ライセンス体制というのが決め手となります。 

 今まではライセンス体制を議論する必要がなかったのは、大もとの権利が及ばなかったから

ですが、及ぶとなれば、正常に戻ると―正常というと言い過ぎで、レギュラーに戻るとライ

センス体制をどう組んでいくのかが問題となります。やはり先ほどあったように、実効性を担

保しないと、ライセンスを取るといっても結局取らずに勝手にやられる場合は両方ともwin-

winになりません。その関係で思うのは、音楽著作権の関係だと、JASRACという音楽著作権協

会があるのですが、このような協会が一つ成り立つぐらい、ライセンスというのは大きな話な

ものであります。著作権と育成者権は違いますが、ここで原則に戻った上で、あとはどうwin-

winになるようにライセンス体制が組めるのかというのが次の大きな課題かと思っております。 

○茶園座長 ほかに何かございますでしょうか。合瀬委員。 

○合瀬委員 私が最初に実効性をどう担保するのかということをかなりきつめに言ったもので

すから、こういう議論になってしまったのは責任を感じておりますが、いずれにしても、説明

していただいたように、今回は考え方を示していただくという第一歩であって、今後これをど

ういうふうに運用していくかということの議論は、これは続けていかれるという理解でいいん

ですよね。 

 その運用についてはかなり、やはり特に資料２の２－②のところは、色々自家増殖の部分に

ついては議論もあるかと思いますんで、ぜひその運用のところを丁寧に議論を進めていただき
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たいということであります。 

 以上です。 

○尾﨑課長 おっしゃられるとおりで、大きな方針についてのとりまとめの案が今回出ており

ますけれども、具体的な制度の設計、それから、それをどうやって説明していくか、あるいは

実施につなげていくか、それに必要な、例えばモデルの規約とかを含めて、現場の皆様との対

話を通じて、具体化を図っていくというのは当然のこととして、我々としてはやっていきたい

と思っています。 

○茶園座長 ほかに何かございますでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 今後、実効性なり円滑な実施のために色々なことをさらに考える必要があるということは、

皆さん御理解いただいて、それについて大変活発に御議論をいただいたと思いますけれども、

このとりまとめ案に書かれていることにつきましては、この記載のとおりで、本検討会として

の方向性を示せたのではないかと考えております。 

 皆様から色々と御意見をいただいたところですけれども、その御意見につきましては、座長

である私に御一任いただきまして、事務局と調整の上で、このとりまとめ及びその他の資料に

反映するということにさせていただきたいのですけれども、それでよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。では、そのように調整させていただきます。 

 事務局から何かございますでしょうか。 

○尾﨑課長 ３月から本日に至るまで、お忙しい皆様に６回にもわたって御議論いただきまし

て、ありがとうございました。 

 御議論の結果につきましては、先ほど座長からおとりまとめいただいたとおり、本日いただ

いた意見も踏まえて、座長と調整してとりまとめさせていただいて、その上で皆様とも共有さ

せていただきたいと思います。 

○茶園座長 皆様、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

○前田代理委員 そのスケジュール感というのは、どんな時間軸でというのがありましたら。 

○尾﨑課長 そんなに長くなく、速やかにやりたいと思います。もちろん意見の調整にもより

ますけれども、基本的には遅滞なくやらせていただきたいと思います。 

○茶園座長 よろしいでしょうか。ではどうもありがとうございました。そのようにさせてい

ただきます。 

 それでは、本検討会の議事につきましてはこれで終了とさせていただきまして、事務局に司
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会をお返しいたします。 

○藤田室長 委員の皆様におかれましては、本日までの御議論、御討議ありがとうございまし

た。 

 これをもちまして、優良品種の持続的な利用を可能とする植物新品種の保護に関する検討会

を終了いたします。お疲れさまでした。どうもありがとうございました。 

午前１１時３８分 閉会 

 


