資料１－５

農業分野におけるデータ契約ガイドライン

⾷料産業局

農業分野におけるデータ契約の分類について
①データ提供型
データ提供者のみが保持するデータを、別の者に提供する際
に取り決める契約をいう。
例えば、熟練農業者Ａが、永年にわたり作成してきた画像
データを含む栽培記録に関するデータをメーカーＢ社に有償譲
渡する事例が該当する。

農業者Ａ

契約

栽培データ

データ提供

Ｂ社

②データ創出型
複数の当事者が関与することにより、従前存在しなかっ
農業者
たデータが新たに創出される場⾯において、データの創出
契約
B1、B2、
に関与した当事者間で、データの利⽤権限について取り決
B3・・
める契約をいう。
例えば、農機メーカーA社が、農業者に収量センサー搭載
のトラクタをリースし、当該トラクタから収量に関する
データが創出された場合、同データはA社がリースしたトラ
収量データ
クターをBが使⽤することによって”創出”されるものである。

Ａ社

農機メーカー

取得

販売

統計デー
タの販売
先

統計データ

③データ共⽤型
プラットフォーム（ＰＦ）を利⽤したデータの共⽤を⽬
・・・
農機メーカーＢ
ベンダーＡ
的とする類型の契約をいう。
農業分野では、平成31年４⽉に農業データ連携基盤
取得
取得
（WAGRI）が本格稼働することから、まずWAGRIにおけ
農業データ連携基盤
る運⽤を念頭に置きつつ、その他のＰＦでの活⽤も視野に
気象・農地・⽣育予測・統計・・・
提供
契約雛形を検討。
提供
官公庁Ｄ
なお、ＰＦという性格上、ＰＦの契約当事者は、ＰＦ事
⺠間企業Ｃ
・・・
業者の他、ベンダー等の事業者（やソフトウェアに精通す
１
るごく⼀部の農業者）が対象になると想定。
農林⽔産省
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農業分野におけるデータ契約の全体像について
○ 農業関係者が提供または創出させたデータをベンダやメーカ等がプラットフォームに共有さ
せ、第三者のベンダ等にデータ共有させるという⼀般的なデータ流通における契約または規約
の全体像は以下のとおり。
○ ＰＦ運営事業者と直接の契約当事者として想定されるのはベンダやメーカ等の事業者であり、
農業関係者が直接の契約当事者となる場合はＩＣＴに精通する⼀部の者に限定されると想定。
農業者Ａ

農業者Ｂ

⼀般的なデータの流れ

農機メーカＣ

ICTベンダＤ

①データ提供型契約または②データ創出型契約

農業関係者とベンダやメーカとの間で締結するデー
タ契約。
対象となるデータの保持状況や当事者間の貢献等に
よって、提供型または創出型に類型される。

データ提供規約
プラットフォーム（ＰＦ）
運営事業者

データ提供者とＰＦ運営
事業者とで締結する規約

データ利⽤規約

データ利⽤者とＰＦ運営
事業者とで締結する規約

ＩＣＴベンダＥ

農林⽔産省 ⾷料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau.

農機メーカＦ

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

データ提供利⽤規約

データの提供と利⽤の
両⽅を⾏う者と、ＰＦ
運営事業者とで締結す
る規約

２

ガイドラインの検討に当たっての基本的な考え⽅
農業分野におけるデータ契約ガイドラインの検討に当
たっては、以下の１〜３の考え⽅を基本とする。
1. データの利⽤に関する契約⼀般に幅広く適⽤され得る
経産省ガイドライン（データ編）を踏まえ、農業分野
の特殊性の有無について分析し、本ガイドラインに盛
り込むべき事項を検討する。
2. 農業分野の特殊性が認められる事項については、契約
を締結するに当たって留意すべき事項等を検討し、必
要な内容は契約のひな形に盛り込む。
3. 農業関係者の理解が得られやすいよう、ガイドライン
においては農業現場の具体例等を盛り込む。
農林⽔産省 ⾷料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau.

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

３

データ提供型契約のモデル契約書案

ポイント

○ 経産省ＧＬの構成を踏まえつつ、農業の特殊性等を踏まえ農業データＧＬ独⾃の規定（⾚字の条項）を規定。

経産省ＧＬ

農業データＧＬ

第１条 （定義）
第１条（定義）
第２条 （提供データの提供⽅法）
第２条（提供データ等の提供⽅法）
第３条 （提供データの共同利⽤許諾） 第３条（提供データ等の利⽤許諾）
第４条 （対価・⽀払条件）
第４条（対価・⽀払条件）
第５条 （提供データの⾮保証）
第５条 （提供データ等に関する保証および⾮保証）
第６条 （責任の制限等）
第６条 （責任の制限等）
第７条 （利⽤状況）
第７条 （利⽤状況の報告および監査）
第８条 （提供データの管理）
第８条 （提供データ等の管理）
第９条 （損害軽減義務）
第９条 （データ漏えい等の場合の対応及び責任）
第１０条 （秘密保持義務）
第１０条 （秘密保持義務）
第１１条 （派⽣データ等の取扱い）
第１１条（派⽣データ等の取扱）
第１２条 （有効期間）
第１２条（有効期間）
第１３条 （不可抗⼒免責）
第１３条（不可抗⼒免責）
第１４条 （解除）
第１４条（契約の解除）
第１５条 （契約終了後の措置）
－（第１４条（契約の解除）で相当条項を規定）
第１６条 （反社会的勢⼒の排除）
－（第１４条（契約の解除）で相当条項を規定）
－（相当する条項なし）
第１５条（通知）
第１７条 （残存条項）
第１６条（存続条項）
第１８条 （権利義務の譲渡禁⽌）
第１７条（契約の地位の譲渡）
第１９条 （完全合意）
第１８条（完全条項）
第２０条 （準拠法）
第１９条（準拠法）
第２１条
（紛争解決）
農林⽔産省
⾷料産業局 ／Food
Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and第２０条（紛争解決）
Fisheries.
４

データ提供型契約のモデル契約書案

ポイント

経産省ＧＬが⽰す契約条項例や法的論点の整合性に考慮しつつ、農業分野における特殊性を踏まえ、主に以下の部分は、本
ＧＬにおいて独⾃に規定。
提供データ等の利⽤許諾または譲渡（第３条関係）
 データ提供者のみに提供データ等の利⽤権限が帰属する前提に、データ提供者に、いつでもその意思により提供データ等の利⽤停⽌を求
めることができる旨を規定。（第３条第５項・第６項）
 派⽣データの経済的価値を確保する観点から、派⽣データの利⽤停⽌等はできない旨を規定。 （第３条第７項）

提供データ等に関する保証及び⾮保証（第５条関係）
 データ提供者には、適法かつ適切な⽅法によって取得された旨だけを約束させ、経産省ＧＬで規定される提供データ等の正確性、完全性、
安全性、有効性（⽬的への適合性）、第三者の知財権侵害の⾮該当性に加え、提供データ等が契約期間中継続して提供されることのいず
れも保証しない旨を規定。（第５条第３項）
 データ受領者から、黙⽰的な保証違反を主張された場合に対抗・排斥できるよう、明⽰的であるか黙⽰的であるかを問わず、提供データ
等について⼀切の保証をしない旨を明⽂化。 （第５条第３項）

提供データ等の管理（第８条関係）
 農業データＧＬでは、派⽣データの利⽤権限をデータ提供者も有することを前提に（第11条関係で詳述）、提供データ等のみならず、派
⽣データもデータ受領者に「善良な管理者の注意をもって管理・保管」させる旨を規定。（第８条第１項・第２項）
 分かりやすい表現とするため、「我が国において⼀般にデータ保管のために⽤いられるシステムで通常利⽤されるのと同種同等のセキュ
リティおよびバックアップ体制を備えるなど」と具体的に例⽰。 （第８条第１項）

データ漏えい等の場合の対応及び責任（第９条関係）
 不可抗⼒免責事由の適⽤について、（データ受領者が通信設備等を適切に管理するなどの対応を⾏っていない場合も安易に免責されるも
のではなく、）データ受領者が適切な管理を⾏っていたことを⽴証した場合に限る旨を明確化。（第９条第６項）
 同規定については、創出型データ契約においても同様に適⽤。（創出型契約第12条第８項）

派⽣データの取扱（第11条関係）
 派⽣データに対する知⾒の寄与度による利⽤権限の有無・割合を決定するという観点と、データ提供者である農業関係者等の意識や懸念
を考慮し、農業関係者等の提供データ等に対する懸念をできる限り排除できるという観点から、データ提供者とデータ受領者は、本⽬的
のために派⽣データを利⽤することができる旨を規定。（第１１条第１項・第４項）
５
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データ創出型契約のモデル契約書案

構成

○ 経産省ＧＬの構成を踏まえつつ、農業の特殊性等を踏まえ農業データＧＬ独⾃の規定（⾚字の条項）を規定。

経産省ＧＬ
第１条 （定義）

－（相当する条項なし）
第２条（データの利⽤権限の配分）
第３条（データの加⼯等及び派⽣データの利⽤権限）

農業データＧＬ案
第１条（定義）

第２条（当初データ等の取得）
第３条（当初データ等の利⽤権限等）
第４条（派⽣データの利⽤権限等）

第４条（対象データ及び派⽣データの⾮保証）
第５条 （当初データ等及び派⽣データの⾮保証）
第５条（個⼈情報の取扱）
－（第２条（当初データ等の取得））で相当条項を規定
第６条（利⽤権限の配分に対する対価）
第６条 （利⽤権限の配分に対する対価）
第７条（収益の分配）
第７条 （収益の分配）
第８条（分担⾦の⽀払い）
第８条 （分担⾦の⽀払い）
第９条（第三者の権利により利⽤が制限される場合の処理） －（第13条（データの漏えい等の場合の対応及び責任）で相当条項を規定）
－（相当する条項なし）
第９条 （報告等）
－（相当する条項なし）
第１０条（利⽤状況の報告及び監査）
第１０条（データの管理）
第１１条（相⼿⽅受領データの管理）
第１１条（秘密保持義務）
第１２条（秘密保持義務）
－（相当する条項なし）
第１３条（データの漏えい等の場合の対応及び責任）
－（相当する条項なし）
第１４条（責任の制限等）
第１２条（対象データの範囲の変更）
第１５条（当初データ等の範囲の変更）
第１３条（有効期限）
第１６条（有効期間）
第１４条（不可抗⼒免責）
第１７条（不可抗⼒免責）
第１５条（解除）
第１８条（契約の解除）
第１６条（契約終了時のデータの取扱）
－（第１８条（契約の解除）で相当条項を規定）
第１７条（反社会的勢⼒の排除）
－（第１８条（契約の解除）で相当条項を規定）
第１８条（残存条項）
第１９条（存続条項）
第１９条 （権利義務の譲渡禁⽌）
第２０条（契約の地位の譲渡）
－（相当する条項なし）
第２１条（通知）
第２０条（完全合意）
第２２条（完全条項）
第２１条（準拠法）
第２３条（準拠法）
６
第２２条（紛争解決）
第２４条（紛争解決）
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データ創出型契約のモデル契約書案

ポイント

経産省ＧＬが⽰す契約条項例や法的論点の整合性に考慮しつつ、農業分野における特殊性を踏まえ、主に以下の部分は、本
ＧＬにおいて独⾃に規定。
当初データ等の取得（第２条関係）
 取得する当初データ等のデータ項⽬と取得⽅法を契約書で特定するとともに、データ受領者がデータ提供者に開⽰していない⽅法や不正
な⼿段で当初データ等を取得等ができない旨を規定。（第２条第１項）

当初データ等の利⽤権限等（第３条関係）
 当初データ等について、特段の事情がない限り、データ提供者も利⽤権限を有することを前提にした上で、具体的な利⽤権限を別紙によ
り詳細に規定するという⽅法を規定。（第３条第１項）
 データ提供者に対する当初データ等へのアクセス権を認めないものの、データ提供者が当初データ等の利⽤を望む場合にデータ受領者に
申請する⼿続を設けることにより、データ提供者が当初データ等を⼊⼿できる⽅法を規定。（第３条第２項）（同規定については、派⽣
データにおいても同様に適⽤。（第４条第２項））

派⽣データの利⽤権限等（第４条関係）
 派⽣データと当初データ等で利⽤権限を同じとする考え⽅は理解しやすく、また、派⽣データの⽣成に当たりデータ受領者によって当初
データ等に加えられる付加価値により当初データ等に対するデータ提供者の利⽤権限がなくなるわけではないと考えられるため、データ
受領者に加え、データ提供者も派⽣データを利⽤できる旨を規定。（第４条第１項・第５項）

農林⽔産省 ⾷料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau.

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

７

データ共⽤型契約のモデル契約書案

構成

○ 経産省ＧＬでは、データ共⽤型契約におけるモデル的な契約条項案は⽰されていない。
○ このため、経産省ＧＬにおける共⽤型契約に係る「利⽤規約における主要事項」と農業
データＧＬ案のモデル条項との間で対応する事項（条項）について、次⾴以降でその対応関
係を整理。
農業データＧＬ案

契約条項案

第１条（定義）
第２条（提供データの提供⽅法）
第３条（提供データに関する適切な取得および保証／⾮保証）
第４条（データ提供者による提供データのデータ利⽤者への提供）
第５条（データ利⽤者による利⽤）
第６条 （提供データの管理）
第７条（プラットフォーム事業者の運営責任等）
第８条（プラットフォーム事業者による利⽤サービスの提供）
第９条 （責任の制限等）
第１０条（派⽣データ等の取扱）
第１１条 （データ漏えい等の場合の対応及び責任）
第１２条 （秘密保持義務）
第１３条（規約の解除）
第１４条（不可抗⼒免責）
第１５条（規約上の地位の譲渡）
第１６条（通知）
第１７条（存続条項）
第１８条（完全条項）
第１９条（準拠法）
第２０条（紛争解決）
農林⽔産省 ⾷料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau.

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

経産省ＧＬ

利⽤規約における主要事項

１ 提供データまたは利⽤データ・利⽤サービ
スの利⽤を許諾する範囲（利⽤範囲）
２ 提供データに関するデータ提供者の責任
（保証／⾮保証）
３ 派⽣データ等の成果物の権利関係
４ 監査及び苦情・紛争処理
５ プラットフォーム事業者の義務・責任
６ データ提供差者・データ利⽤者の義務・責
任
７ 利⽤規約違反時の制裁措置
８ 脱却時・終了時における提供データや成果
物の取扱

８

データ共⽤型契約のモデル契約書案

ポイント

経産省ＧＬが⽰す法的論点の整合性に考慮しつつ、農業分野における特殊性やデータプラットフォームの性格等を踏まえ、
契約条項例を策定したところ、主なポイントは以下のとおり。

利⽤範囲（第１条・第２条関係）
 規約に同意するデータ利⽤者なら誰でも参加を許諾するオープンＰＦとし、その旨を規約雛形に明記。（第２条第１号）
 利⽤制限を設定するデータを「プライベート・データ」、それ以外のデータであって何ら制限なく利⽤できるものを「パブリック・データ」と定義し、
データ提供者の選択に基づき、ＰＦの管理画⾯上でプライベート・データとパブリック・データの区別を設定する⽅法を規定。（第５条第３項）

提供データに関するデータ提供者の責任（保証／⾮保証）（第３条・第４条関係）
 データ提供者ができるだけ安⼼して、かつ無償またはできるだけ安価な対価でデータ提供してもらうことを優先し、提供データの原則的⾮保証を規定し
（第４条第３項）、提供データについて責任を負担すべき場合を限定的に規定。
 農業関係者は⾃⾝が提供したデータがどのようにして、また誰に利⽤されることになるのか⾮常にセンシティブになるのが通常であり、農業関係者の利益
保護とＰＦ事業の継続性を担保する観点から、予め農業関係者にデータ提供に係る同意書を取得する旨を規定。（第４条第２項）
 事後に元のデータ提供者との間でトラブルとなり、場合によって元のデータ提供者からデータ利⽤停⽌や損害賠償が請求されるリスクを回避する⼿段として、
データ提供者は、適法かつ適切な⽅法によって提供データが取得されたものである旨を表明保証することを規定。（第４条第１項）

派⽣データの利⽤権限等（第６条・第11条関係）
 派⽣データの作成または利⽤に関し、新たにＰＦ事業者によって創出された知的財産権は、別段の規定や当事者間で別途合意をした場合を除き、ＰＦ事業
者に帰属する旨を規定。（第11条第６項）
 データ利⽤者が提供データを利⽤して新たな成果物やサービスを構築しようとするときは、利⽤範囲として予め設定されている場合を除き、事前にデータ
提供者に通知し承諾を得なければならず、知的財産権の帰属は、データ利⽤者とデータ提供者の間で誠実に協議し決定する旨を規定。（第６条第６項）

プラットフォーム事業者の義務・責任（責任限定）（第８条関係）
 ＰＦ事業者には、⾃らが管理するシステムのセキュリティを適切なものにすることが求められるため、「同種同等のプラットフォームで利⽤されるのと同
種同等のセキュリティ」を備えてＰＦを適切に管理する旨を規定。（第８条第１項）
 農業分野では公共の利益のために無償または実費程度でＰＦ事業を運営する事例が想定される中、営利⽬的のＰＦ運営者と同等の責任を認めることは妥当で
はない等の理由により、規約で明⽰的に開⽰した事項を除き、ＰＦ事業者が、ＰＦの運営に関して⼀切保証をせず責任も負担しない旨の規定を採⽤。（第８
条第２項）

利⽤規約違反時の制裁措置（第14条関係）

 規約の解除事由にあたる場合であっても、ＰＦに対するアクセスの⼀時停⽌措置を講じたほうが適切な場合もあると思われるため、⼀定の規約違反があった
場合、ＰＦ事業者が、当該違反者に対するプラットフォームへのアクセス停⽌措置を講ずることができる旨を規定。（第14条第６項）

脱却時・終了時における提供データや成果物の取扱（第15条関係）

 脱退をしたデータ提供者およびデータ利⽤者は、それ以降、ＰＦへのアクセス権、ＰＦを通じて⼊⼿したデータおよび利⽤サービスの利⽤権をいずれも喪
失する旨を規定。（第15条第１項）
 脱退時まで利⽤していた提供データおよび派⽣データについては、ＰＦ事業者の求めに従い、ＰＦを通じて受領した提供データおよび派⽣データを⾃⼰のシ
ステムから削除または消去しなければならないとともに、それを証明する書類をＰＦ事業者に提出しなければならない旨を規定。（第15条第２項）
 データ提供者がＰＦから脱退をした場合、第５条第４項に準じて、データ提供者はプラットフォーム事業者に対して、データの削除等を求めることができ
農林⽔産省
⾷料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry
and Fisheries.
９
る旨を規定。（データ利⽤者及び有償提供の場合は除く。）
（第15条第３項）

農業データ連携基盤に関する全国
ブロック会議資料を参考に作成

＜参考１＞農業データ連携基盤の構造

○ 農業データ連携基盤（WAGRI）は、農業ICTサービスを提供する⺠間企業が競合しない領域にお
けるデータの共有サービスとして整備を進めている。
○ WAGRIを通じて気象や農地、地図情報等のデータ・システムを提供し、⺠間企業が⾏うサービスの充
実や新たなサービスの創出を促すことで、農業者等が様々なサービスを選択・活⽤できるようにする。

農 業 者 等
農業者等が、それぞれの経営形態等に応じて農業関連サービスを選択・活⽤
データ・
システム
利⽤者

農機メーカーＡ

農機メーカーＢ

ＩＣＴベンダーＣ

ＩＣＴベンダーＤ

WAGRIを通じてデータ・システムを取得し、新たな農業関連サービスを開発

農業データ連携基盤（WAGRI）
Publicデータ
気象
ＡＰＩ

・ WAGRI運営事業者も確認できない領域。
・ 農業者等との合意に基づき、農業データ連携基盤に接続する事業
者等が、「どのデータ」を、「誰」に公開するか、⾃由に設定可能。

気象や⼟地、地図情報等に関する様々なデータ・システムを提供（有償提供を含む）

農地
ＡＰＩ

地図
ＡＰＩ

センサ
ＡＰＩ

生育予測
ＡＰＩ

土壌
ＡＰＩ

統計
ＡＰＩ

⺠間企業

⺠間団体 ⺠間企業 ⺠間企業 ⺠間企業

「安全」に⾃分のデータを保存・
管理

Masterデータ

WAGRIを通じてデータ・システムを提供
データ・
システム
提供者

Private（Closed）
データ

PublicやPrivateデータのマス
ター系を定義したデータを提供

農研機構

官公庁

認証⽅式

Open ID Connectを利⽤
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＜参考２＞ガイドライン策定に向けた検討体制（イメージ）
検討会

省内検討体制

【体制】
（委員）
弁護⼠知財ネット、学識経験者、関係団
体、ICT関連企業、関係省庁で構成
（専⾨委員）
農業知財に⾒識のある弁護⼠
経産省ＧＬ策定に参加した弁護⼠
（事務局）
農林⽔産省知的財産課

【体制】

【体制】
省内関係部局の担当者で構成。
【検討内容】
補助事業の成果であるガイド
検討内容を
ラインを基に、農⽔省としての
取りまとめ、
ガイドライン案を作成。
提⽰

【検討内容】
有識者による議論を⾏い、農業分野
におけるデータ提供・利活⽤に係るガ
イドラインを策定。ガイドラインには
契約書の雛形も盛り込む。

農業データ保護・利活⽤推進事業
事業実施主体（野村アグリプラニング＆ア
ドバイザリー）が、農業データ連携基盤協議
会（WAGRI）や契約・知財等を専⾨とする
弁護⼠等との連携の下、ガイドラインを作成。
【検討内容】
農業分野おいて、データの提供・利活⽤を
⾏う際の代表的な類型を整理し、基本的な考
え⽅や留意事項を取りまとめ。また、類型ご
とに契約書の雛形案を提⽰。

検討会専⾨委員のリーガルチェックを 【検討のポイント】
受けつつ、事業者の成果を基に、農⽔ ・経産省のガイドラインver2.0、不正競争
省としてのガイドライン案を作成
防⽌法の改正内容との整合性を図る。
・関係機関や農業者へのヒアリング等を通じ、
農業分野特有の課題を把握し、対応⽅針を
検討。また、農業データ連携基盤参画企業
等が円滑に導⼊できる内容となるよう検討。

【運営】
原則公開

アウトプット

農業データ契約ガイドライン
を策定・公表
農林⽔産省 ⾷料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau.

周知・浸透

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

・農業データ連携基盤
・農業法⼈、農業者
・農機メーカー、ITベンダー

等
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＜参考３＞農業データ契約ガイドライン検討会の委員及び専⾨委員
委員（五⼗⾳順）
伊原 友⼰
榎
淳哉
岸本 淳平
⼩林 康幸
⼩松 陽⼀郎
神成 淳司
園⽥ 秀⼆
⽥中
進
林 いづみ
平野 幸教

三⽊・伊原法律特許事務所 弁護⼠
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 スマートアグリ事業推進本部⻑
公益社団法⼈⽇本農業法⼈協会 経営⽀援課⻑
全国農業協同組合中央会 国際企画部 国際企画課⻑兼輸出・知財農業推進室⻑
⼩松法律特許事務所 所⻑
慶應義塾⼤学 環境情報学部 教授
株式会社クボタ 知的財産部 第⼀グループ⻑
株式会社サラダボウル 代表取締役社⻑
桜坂法律事務所 弁護⼠
全国農業協同組合連合会 耕種総合対策部 アグリ情報室⻑

専⾨委員（五⼗⾳順）
⼤堀
岡⽥
殿村
尾城
内⽥

健太郎
淳
桂司
亮輔
誠

ライツ法律特許事務所 弁護⼠
森・濱⽥松本法律事務所 パートナー弁護⼠
⻑島・⼤野・常松法律事務所 パートナー弁護⼠
GVA法律事務所 弁護⼠
iCraft法律事務所 代表弁護⼠

オブザーバー
仁科 雅弘
内閣府 知的財産戦略推進事務局 参事官
吉⽥ 宏平
内閣官房 情報通信技術総合戦略室 内閣参事官
松⽥ 洋平
経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 課⻑
渡邊 佳奈⼦ 経済産業省 経済産業政策局 知的財産政策室 室⻑
光吉 ⼀
農林⽔産省 ⼤⾂官房 総括審議官
松本 賢英
農林⽔産省 ⼤⾂官房 政策課技術政策室 室⻑
農林⽔産省 ⾷料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.
秋葉 ⼀彦
農林⽔産省 ⽣産局 技術普及課 課⻑
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