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「農林水産省知的財産戦略２０２０」（平成27年５月28日公表）
• 農林水産省では「農林水産省知的財産戦略」に基づき、知的財産に関する施策を推進。
• 食料産業のグローバル化の進展、地理的表示保護制度の導入等の近年の状況の変化を踏まえ、新たな戦略に盛
り込むべき事項について総合的に検討を行い、平成27年５月に新たな戦略を策定。
• 新たな戦略は平成31年度までの５年間を実施期間とし、地理的表示の活用によるブランド化の推進、海外市場に
おける模倣品対策、種苗産業の競争力強化等について具体的な対応方向を策定。
• 戦略を着実かつ強力に実行するため、効果的なＰＤＣＡサイクルで随時点検し、必要に応じて戦略の見直しを実施。
現状認識
 農林水産業・食料関連
産業においては様々な
知的財産が生み出さ
れており、今や「知識
産業・情報産業」との
位置付け。
 一般工業分野ではビジ
ネスモデルとそれを支
える知的財産マネジメ
ントの重要性が改めて
認識。
 和食のユネスコ無形文
化遺産登録等により、
我が国の食文化に世
界の関心。
 地理的表示保護制度、
機能性表示食品制度
が創設。

知的財産の活用による新たな価値の創出
 知的財産を活用して新たな消費者価値を創出するためには、消
費者目線で産品の魅力を明確化すること、商品の特性を踏まえ
てブランドを活用することが有効。
 消費者価値を事業者価値に繋げるビジネスモデルとそれを支え
る知的財産マネジメントを企画・実施できるよう、関連する知見
の体系化及び普及啓発を行うことが重要。

戦略的な知的財産マネジメントの推進
 海外におけるビジネスの上流から下流までのバリューチェーン全
てを囲い込む動きに対し、海外企業と連携すべきところは連携し
つつも、市場全体を支配されることにならないよう、我が国食料産
業等の対応を政策的に支援。
 規模は小さいが日本のブランド価値を高める「農芸品・食芸品」と
産業規模が大きな「農産業品・食産業品」について切り分けと関
連付け。
 国民全般に対して、広く知的財産に関する知識を普及啓発、知的
財産を尊重する倫理観を育む。
 情報には皆が広く共有すべき「公共財」と、個々の財産として扱う
べき「私財」や「地域財」などがあり、それらを区別することが重要。

８つの具体的な対応方向
 技術流出対策・ブランドマ
ネジメント
 知的財産の活用による海
外市場開拓
 国際標準の戦略的な活用
 伝統や地域ブランドの活用
 農林水産分野におけるICT
の活用
 種苗産業の競争力強化
 研究開発における知的財
産マネジメント
 知的財産に関する啓発及
び人材育成
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１ 技術流出対策とブランドマネジメントの推進
• 技術流出や海外市場における模倣等への対策事例を踏まえ、適切なビジネスモデルの策定とそれを支える知的
財産マネジメントの重要性を普及啓発。
• 商標権、特許権、育成者権、地理的表示などの組み合わせによるブランド力の向上について、「戦略的知的財産
活用マニュアル」等を用いて普及啓発。
技術流出対策
 過去の技術流出や模倣品・海賊版等の被
害経験とその対策事例を踏まえることが重
要。
 食料産業等の関係者が一体となってビジネ
スモデルとそれを支える知的財産マネジメ
ントのあり方を学習する必要。

収益を最大化するための留意点
オープンとクローズの使い分け・組合せ・
関連付け
☑ どこまでを開示するか、どこまでを秘匿す
るかを事前にしっかりデザイン

ブランドマネジメント
「戦略的知的財産活用マニュアル」（平成26年４月）の普及
Ⅰ ブランド保護のための戦略的知的財産活用 ～９つのポイント～
・植物新品種を活用するブランドの場合、品種名をブランドにしない
・伝統野菜、畜水産物のブランド化の場合は商標権を活用
・特殊な農法により差別化するブランドの場合は、特許技術は公開されることに要注意、
また、ブラックボックス化して秘匿するのも効果的 等
Ⅱ 農林水産物のブランド化に活用できる知的財産権
・育成者権、商標権、地域団体商標権、特許権、実用新案権、意匠権、営業秘密に係る
権利
Ⅲ 複数の知的財産権の活用
・「強み」のある農畜産物を創出し、その「強み」を保護し活かすためには、目的に合わ
せて、知的財産権の特性を踏まえて、複数の知的財産権を組み合わせるなど戦略的
に活用することが重要
複数の知的財産権を活用した農産物のブランド化の事例 ： ラー麦

☑ 特許出願による技術開示は敵に塩を送る
ことになりかねない！
☑ クローズド領域の形成による収益確保
☑ オープン領域の確保による市場形成の加
速化
（妹尾堅一郎,2014）

・製粉業者と連携し、とんこつラーメンに適した品種を育成
・製粉業者からの分析データをもとに、栽培や品質管理を徹底
・品種名「ちくしW２号」と異なる名称「ラー麦」を商標登録
・ラー麦を使ったラーメン店のみに商標の使用を許諾
育成者権：品種登録することにより新品種を保護。保護期間25年（更新不可）。
稲、麦、大豆は都道府県が育成者権を有していることが多い。
商 標 権：保護期間10年（更新可能）。更新を繰り返すことにより永続的に名称
を使用可能。

２

（参考）育成者権と商標権の活用によるブランドの強化
○国内における取組（育成者権と商標権を活用した戦略的ブランド展開）
植物新品種の育成

果実の販売

品種登録：「福岡Ｓ６号」

商標：「あまおう」

･2001年福岡県が品種登録
出願。2005年1月に登録。
福岡県は
･福岡県農業総合試験場で育成。
JA全農ふくれん
・厳冬期にも赤く色づき、果皮の張りが良く と契約。
光沢が優れる。
・丸く形が整っており、糖度が高い。

・2002年にJA全農が
商標登録。
・「あかい」「まるい」「おおきい」「うまい」の頭
文字をとった「あまおう」の名称で販売。
･福岡県とJA全農ふくれんが一体となって
ブランド化。

○海外における権利取得と輸出促進

東京都内での販売価格
約800円（H26年12月）

権利取得の状況
品種登録：「福岡Ｓ６号」
･福岡県が中国において育成者権を取得。韓
国では出願審査中。

台湾

商標：「あまおう」
・JA全農が香港、中国、韓国及び台湾において
商標登録。
輸出促進
・福岡県産農産物の輸出用ブランドマーク
で商品価値を高める取組を展開。
・香港、台湾を中心に福岡フェア等を開催。

タイ

香港

タイでの販売価格
3,600円（H26年12月）
シンガポール
(注)１パック(300g)の小売価格（聞取り））

３

（参考）知的財産の戦略的活用（ゼスプリ ～育成者権＋マーケティング戦略～）
マーケティングの基本の４つのPを確実に押さえる

植物新品種の育成
品種登録：「Hort16A」
･2005年12月に登録。
･ゼスプリインターナショナルリミテッ
ドが育成。
・黄色い果肉で食味良好。
・ニュージーランド産を日本産の端境期に
出荷できる。

①プロダクツ（製品）：統一規格と高度商品管理による「甘い食べ頃果実」
の安定提供
②プライス（価格）：効率的な物流と商品管理による買いやすい価格設定
③プレイス（販売場所）：指定スーパーマーケット等を中心とした流通戦略
④プロモーション（販売促進）：効果的なテレビCMと積極的販売促進支援
態勢の構築（写真１）

複数の商標を取得
「ゼスプリ」
「ZESPRI」
「ゼスプリ・ゴールド」
「ZESPRI GOLD」
「Zespri」
「ZESPRI GOLD KIWIFRUIT」

日本国内でのライセンス契約
・2001年 県農えひめ及び東予園芸農業
協同組合と生産契約締結
・2002年 愛媛県中央農業協同組合と生産
契約締結
・2004年 佐賀県の生産者とも同契約締結
栽培契約面積：愛媛県
佐賀県
生産者数
：愛媛県
佐賀県

85ha
55ha
約440名
約160名

新たな品種の育成
グリーンとは違っ
た新しい甘さとフ
レッシュ感！
スウィートグリーン

ゴールドキウイよ
りも甘く栄養価が
高いのが特長
サンゴールド

日本国内のキウイフルーツマーケットの拡大
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４

２ 知的財産の保護・活用による海外市場開拓
• 輸出促進ロゴマークの活用、日本食魅力発信アクションプランの取組のほか、知的財産の活用により、海外からの
ロイヤルティ収入を拡大。
• JETRO等の関係機関との連携、農林水産・食品知的財産保護コンソーシアムの取組により、巧妙化する模倣品に迅
速かつ的確に対応。
• 海外における我が国の地名の商標登録出願問題への対応を強化。
ロゴマークの活用

農林水産・食品知的財産保護コンソーシアムの活用

和牛統一マーク
ＧＩマーク

海外市場におけ
る差別化

輸出促進
ロゴマーク

日本産果実マーク

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

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）

○食品産業の海外における侵害対策
技術流出防止対策を強化

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）

○海外において我が国の地名が商
標登録される 問題への対応を徹底

知的財産の侵害事例（パッケージデザイン等の模倣）

日本食魅力発信アクションプラン１０

【真正品】
AJI-NO-MOTO

 日本食普及親善大使の制度創設

【模倣品】
NINJA-DE-MOTO

日本側の
異議申し
立てによ
り無効とさ
れた例

 日本食文化サポーター制度の創設
 教育・資格認定制度の創設
等１０のアクションプランに取り組む。
チンミャオ

海外からの知的財産権収入の拡大
○海外からの知的財産権収入の拡大
 知的財産権を
戦略的に活用
することにより、
海外からの特
許収入等の拡
大を目指す。

160
120
80
40
0

159億円

【真正品】

【模倣品】

116億円

1
2
2010年
2013年
我が国食品企業の海外からの特許収入等の推移

ハラルマークの模倣

５

（参考） 平成２７年度 日本食・食文化の魅力発信計画 「日本食魅力発信アクションプラン１０」
（平成２７年２月９日 日本食文化普及・継承のための官民合同協議会 策定）

【海外】
１． 日本食・食文化親善大使（仮称）の制度の創設
各都市でのプロモーションやイベントなどでプロ意識をもって
親身に相談に応じ、日本食・食文化の普及に関する的確なア
ドバイスを行う「日本食文化親善大使」の制度を創設する。

６．外務省、在外公館、ＪＩＣＡ、海外レストランとの連携
外務省、在外公館と連携して、天皇誕生日祝賀レセプションなどの
イベントで日本食・食文化の魅力発信を行うほか、公邸料理人や
海外レストランによる日本食講習会の実施を推進する。

２．日本食文化サポーター制度の創設
JETRO等の協力を受けて、日本食材を積極的に取り扱おうす
る日本食レストランを日本食文化サポーターとして民間団体
が推奨する体制を創設する。サポーター店舗に対しては、日
本食材の情報提供や従業員向けの研修活動等を積極的に
推進する。

７．「複合文化パッケージ」による海外発信
経済産業省、観光庁、JNTO、地方自治体などが実施する海外へ
の日本文化紹介の取組と連携し、日本食・食文化の魅力紹介を複
合パッケージとして発信する。

３．教育・資格認定制度の創設
日本食についての知識・技能の普及を図るため、国が定める
ガイドラインに従って、民間団体等が海外の日本食レストラン
のシェフ等に研修を行い、衛生面や技能面等で一定のレベ
ルにある者に資格を付与する制度を創設する。
４．日本食の海外出店等の支援
海外に進出する外食事業者を支援するため、事業可能性検
証（テストキッチン等）、有望市場情報、商圏マップの作成、外
食産業投資ミッションの派遣を実施する。
５．トップセールスをはじめとするクールジャパン関係府省と
連携した取組
総理、大臣等の海外出張時、ミラノ万博、ラクビーＷ杯などの
イベントに関し、クールジャパン関係府省と連携して日本食・
食文化の魅力を発信する。

８．日本特産食品認定ロゴの検討
日本特産、伝統製法、指定された原材料や製造方法によって生産
された商品とそうでないものとの差別化を明確にするために、フラ
ンスやイタリア等で採用している地中海食品認定ロゴのような日本
産食品を認定する仕組みを検討する。

【国内】
９．和食継承のための国内への魅力発信
和食の魅力を次世代に維持・継承していくため、和食給食、和食
の日を活用した和食継承の取組を推進するほか、具体的方策の
検討を行う和食料理人、学者等による有識者会議を設置する。
１０・インバウンドの活性化に資する料理人の育成
関係府省等とハラールに対応可能な料理人の育成を行うほか、レ
ストランメニューの多言語化を推進する。

６

３ 国際標準の戦略的な活用
• HACCP、GLOBALG.A.P.等の普及を図り、安全性を向上させることを通じ、我が国の農林水産物・食品について国
際的に信頼されるブランドの基盤を強化。
• HACCPをベースとした食品安全管理に関する規格・認証の仕組みを日本発で構築し、それを国際的に通用する
ように普及すべく、官民が連携して推進。
日本発の食品安全規格・認証スキームの構築

国際規格の普及によるブランド基盤の強化

＜構築の目的＞
 国内の食品安全管理の方法の標準化→HACCPの正確な理解の
拡大と国内の取組の継続的改善

 我が国の農産物・食品を国際的に流通させるため、安全性・
品質を裏打ちする各種国際規格の普及を図り、国際的に信
頼されるブランドの基盤を強化する。

 国内外からの適切な評価
 和食や日本の食品、日本流のマネジメント方法で世界の食品安全
の向上に貢献

＜農産物・食品の安全性・品質に係る国際規格の例＞
●HACCP：原材料の受け入れから最終製品までの各工程ごとに、危害を

＜主な対象＞
 食品安全や品質管理の取組を向上させていこうとする中堅・中小
事業者を中心とした事業者

予測（危害要因を分析）し、危害の防止につながる特に重要な工
程（重要管理点）を継続的に監視・記録する工程管理システム。
●ＩＳＯ9001：民間国際機関が制定した品質管理システムの国際規格。

[ 規格のイメージ ]

製品そのものではなく、品質管理体制を規定するための規格。

＜認証スキームの特徴＞
① 段階的な取組ができる仕組み。必要に
応じた項目の選定。

●GLOBALG.A.P.：大手小売業者がそれぞれ策定していた取引条件として
国際取引に
使われる

の規格を民間団体である欧州小売業組合（EUREP）が主

HACCPの
実施を含
む

から、事実上の国際標準となりつつある。

C
B

＜農産物・食品のブランドの高度化（イメージ）＞
我が国の
農林水産
物・食品

＋

安全に対する
信頼

＋

品質に対す
る信頼

＝

国際的に
信頼される
ブランド

A

一般的
衛生管理
を中心

要求事項の種類

レ ベル

体となり、標準化した規格。世界中の認証取得数の多さ

② 国内の規制、ＣoｄｅｘのHACCPガイドライ
ン、国際標準に整合。
③ 使用する事業者にとって分かり易い記述
とし、実質的に取組向上につながるものと
する。
④ 日本発の特徴として
・ 和食やそれに使われる産品に適用し
やすい。
・ 現場からの意見を取り入れて継続的
改善を促す。

７

（参考）ＨＡＣＣＰ認証の取得によるブランド価値の向上と輸出促進の取組
鹿児島県 東町漁業協同組合 （養殖ブリを米国、台湾、香港、EUへ）
（鹿児島県長島町）
養殖ブリをそのまま、あるいは切り身として､和食レストラン等の寿
司ネタ､刺身商材として輸出。肉質だけでなく､安全性､鮮度保持性､
おいしさ、栄養性など総合的に良質なものを提供。
【輸出実績等】
平成24年 輸出量519トン（平成元年比194％）
生産に占める輸出割合 約13％
東町漁協高付加価値工場施設

【イノベーションのポイント】
○シーフードショー、食品見本市出展によるPR。
○平成１７年にオリジナル飼料を開発。稚魚から出荷まで一貫生産を行い、種苗・
いけす・餌・病気の管理等､品質管理の徹底。

【イノベーションの効果】
○平成10年、加工場対米HACCP認証
○平成15年、対EU水産物輸出施設認定
○平成16年、かごしまのさかなづくり推進協議会から「かごしまの さかな」ブランド
として認定。
○国内外向け加工品について徹底した衛生管理を行っており､その結果、信頼を
得ている。

アメリカ向けブリ切り身

８

４ 伝統や地域ブランド等を活かした新事業の創出
• 地理的表示保護制度について、制度の周知徹底や効果的な活用方法の紹介を行うほか、迅速かつ公平な登録審
査の実施、登録後の品質管理の指導、不正使用の取締り等により、制度の信頼を確保。また、ＧＩマークの活用等
により輸出を促進。
• 伝統野菜等地域食材を活用した日本食・食文化を普及。
• フランスの「味の景勝地」を参考に、地方色豊かな食と農村風景を活用する「食と農の景勝地」を検討。
• 和牛の遺伝資源の保護対策及び育種改良を促進。
地理的表示（GI:Geographical Indication）とは

○自然的な特性
気候・風土・土壌 等

“
主として帰せられる”
＝結び付きがある

○人的な特性
伝統的な製法
地域伝統の文化・
行事 等

地理的表示

産品の特性

生産地

 伝統野菜は、ひとつひとつの生産量は少量であっても、高い
付加価値により地域経済に貢献しうる。

○品質
特別に糖度が高い
もっちりとした食感

○○干柿

○社会的評価・評判
市場で高値で取引
農林水産大臣賞受賞
○○地域と
産品の特性が結び
付いた商品の名称
の表示。

○その他
きれいな飴色
小ぶりで食べやすい

地理的表示保護制度の大枠と効果
制度の大枠

伝統野菜等地域食材を活用した日本食・食文化
の普及

ＧＩマーク

効 果

 和食のユネスコ無形文化遺産登録や、多様性を求める消費
者のニーズが追い風となり、伝統野菜を見直す流れ。
 地理的表示等の知的財産を活用した伝統野菜のブランド化を
推進するとともに、その特性について、生産者、加工業者、流
通業者、消費者に届くよう情報発信。

戦略的な「食と農の景勝地」づくり
 農山漁村地域主体の取組を通じて磨かれる「地域の食」コン
テンツを日本食・食文化の発信の場において効果的に活用・
発信することで、「地域の食」の本場への観光意欲を刺激。

① 「地理的表示」を生産地や品質等の
基準とともに登録。

○ 産品の品質について国が「お墨付き」 を与える。

② 基準を満たすものに「地理的表示」
の使用を認め、GIマークを付す。

○ 品質を守るもののみが市場に流通。
○ GIマークにより、他の産品との差別化が図られる。

③ 不正な地理的表示の使用は行政が
取締り。

○ 訴訟等の負担なく、自分たちのブランドを守ること
が可能。

 ＳＮＰ情報を活用した遺伝的能力評価の推進。

④ 生産者は登録された団体への加入
等により、「地理的表示」を使用可。

○ 地域共有の財産として、地域の生産者全体が使
用可能。

 バーコード利用等、和牛精液の適切な管理。

主要な輸出先国においてGIマークを商標
登録。

○ 輸出先国で我が国の真正な特産品であることを明
示して差別化できるため、輸出促進に寄与。

和牛の遺伝資源の保護対策及び育種改良の促進

 「和牛」表示については、食肉販売事業者等による自主的な取
組を促す。

９

（参考）農林水産省における伝統野菜に係る取組について
和食の世界文化遺産登録や時代のニーズが追い風となり、『伝統野菜』へと目を向ける機運が現在高まっている。
平成２６年度に「伝統野菜フェスタ」「全国伝統野菜市」「和食と伝統野菜を語る夕べ」等のイベントや主な伝統野菜
等を掲載した冊子を日英２カ国語で作成するなど、国の内外において伝統野菜の魅力の発信と普及啓発に努めて
いる。

【「和食」と「伝統野菜」を語る夕べ】
日本外国特派員協会（平成27年３月２日）
（内容）
海外メディア記者等を対象に伝統野菜をテーマにしたレセプション。
・伝統野菜を利用したお弁当とスイーツを提供

全国各地の個性ある主な伝統野菜
まさかりかぼちゃ（北海道）
明治初期の北海道の開拓期から栽
培されてきたかぼちゃです。まさかり
が必要なほど皮が極めて硬い。味
は甘みがあり、栗のようにホクホクし
ています。（写真提供：山猫楽器）
やまぐちだいこん

山口大根（長野県）
上田市山口地区で約４００年前から栽
培。１５〜２０ｃｍと短く、お尻がぷっく
りと膨らんだ形。ビタミンＣが多く含ま
れています。さらに、水分が非常に少
なく、適度な辛味と甘さがあります。
（写真提供：JA長野県グループ）

伝統野菜を利用
したお弁当

伝統野菜を利用
したスイーツ

伝統野菜を紹介した冊子
まつさかあかな

松阪赤菜（三重県）
約400年前に松阪城を築いた蒲生氏郷
が近江の国から伝えたとされる。日野
菜より少し太めの形状で、根（全体）と
葉の軸が美しい紅色をしている 。味は
あっさりした塩辛さで肉によくあいます。
（写真提供：三重県）
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５ ICTによる農林水産業の知の抽出と財産化、及びその活用による新事業の創出
• 熟練農家のノウハウ等の農業関連データをＩＣＴの活用により集約し、ビッグデータとして活用する取組を啓発。
• 農業分野へのＩＣＴの導入によって生じたデータの知的財産上の取扱いに関するガイドラインを策定。
ICTを活用した農業関連データの集約

ICTにより集積した匠の技データの活用

 今後急速に失われていく可能性のある篤農家の有する「匠の技」
（暗黙知）を可視化し、他の農業者や新規参入者等への継承に活用
する。
各種情報の 連続計測・データベース化

 熟練農家の技術をはじめとするデータはICTを活用することでビッグデータとなり、新規
就農者等への技術・ノウハウの継承等に活用できる。
篤農家

データ（ノウハウ）の提供

新規就農者

集積した匠の
技データ

ＩＣタグや各種センサーを活用した
①農作業情報（作業時刻、視点など）
②環境情報（気温、湿度、水温など）
③生体情報（繁茂度、葉色、草丈など）
の連続計測・データベース化。
視線・行動計測

ICタグリーダー

農作業情報の記録

各種情報 の統合化・可視化

収益への還元

 課題
・集積したデータは誰に所有権があるのかが曖昧。
・データをどのように保護するのかが分からない。
・熟練農家側にデータを提供するインセンティブが
はたらきにくい。
 ガイドライン
・ICT導入によって得られたデータの適切な保護のあり方
・データの開示・活用のあり方
・ノウハウを提供した農業者等に対し、知的財産面での貢献度に応じて適切に収益を還
元する等のインセンティブの付与のあり方

各種センサー等により
計測された農作業情
報・環境情報・生体情
報を統合化・可視化し、
表示。
携帯機へ
の表示

圃場環境データ

熟練農作業ノウハウ抽出・継承
・得られた情報より熟練農作業ノ
ウハウを抽出し、継承を支援。
・高度な農業技術の次世代継承
が加速され、また農業者に対する
適時的確なアドバイスを提供。

ポジション操作映像（熟練者）

作業ノウハウの抽出
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（参考）農業情報科学（ＡＩシステム）を活用した学習支援システムの開発
～科学の力で技能を継承～ （ＪＡふくおか八女）
１ 概要
・福岡県八女市のカンキツ産地では、被覆資材（マルチ）と点滴灌水（ドリップ）を組み合わせ
た栽培法を一部で導入。
・生産者の高齢化に伴い、熟練農家が長年の経験により蓄積してきた栽培ノウハウの継承が課題。
・マニュアル化が困難とされていた熟練農家の高度な生産技術を、ＩＴを活用して「見える化」
し、新規就農者の学習に活用する実証試験を平成24年度から実施中。

２

福岡県八女市
気づきデータ

取組の特徴

写真、対象箇所、判断
理由

・熟練農家の着眼点を記録するアイカメラや、動きを捕捉する位置情報・動作センサー等のＩＴ
を活用して、熟練農家のノウハウをデータ化して蓄積。

・蓄積したノウハウデータをタブレット端末等で参照して学習することで、新規就農者等が短期
間で熟練農家並みの高度な栽培技術を身につけられる。

・平成26年度の実証においては、ミカンの摘果作業のポイントを、ＡＩシステムにより学習する
ことで、新規就農者が栽培するミカンの最終の品質（評価点）が９％向上。

・全ての生産者が熟練農家と同等の技術をもってミカンを栽培する環境を作出し、地域全体とし
て収量や品質の向上に取り組む。

３

今後の展開方向

・主要作業のうち、摘果作業については学習システムが完成し、有効性を検証する段階にあるが、
その他作業についてもデータ蓄積・検証等を進め、統合したカンキツ栽培学習システムの構築を
図る。

タブレットを用いて新
規就農者が栽培技術の
ポイントを学習するシ
ステムの導入により、
ミカンの品質が向上

12

６ 種苗産業の競争力の強化
• 品種登録の審査の国際調和、年間1,000件以上の審査を着実に推進。
• 品種保護Ｇメンの活用促進、ＤＮＡ品種識別技術の開発支援等により、侵害対策を強化。
• 東アジア植物品種保護フォーラムの戦略的展開により、アジアにおける品種保護制度の整備・拡充を推進。
• 遺伝資源の確保の困難化や育種競争の激化、事業のグローバル化などの共通課題の解決に向けた取組体制の
構築。
育成者権侵害対策の強化

～いぐさ「ひのみどり」の水際差止等の事例～

【いぐさ「ひのみどり」】
・ 熊本県が育成し、平成13年に品種登録したいぐさの品種。最高級畳表に使用。
・ 従来の品種より茎が細いため、畳表にした際にはきめ細やかで見た目も美しい。
・ い草の主産地である熊本県で59％の普及面積を誇る重要品種。

 税関で輸入差止（水際措置）
○平成15年、熊本県が長崎税関に関税
定率法に基づく輸入差止を申し立て。
○長崎税関は、中国産「ひのみどり」の
原草を発見・摘発し、関税法違反（輸
入禁制品の輸入未遂）で刑事告発
し、その後起訴。

ＤＮＡ判別機器

▲ひのみどり 直径約1．10㎜
▲一般品種 直径約1．35㎜

 リーフレットによる周知徹底
○平成23年6月、熊本県が中国産「ひのみどり」の疑いのある
畳表を種苗管理センター品種保護Ｇメンと共に現地調査。
○平成23年7月、種苗管理センターのＤＮＡ検査の結果、
「ひのみどり」であることを確認。
＜その後の対応＞
●税関との連名によるリーフレットを作成・配布し、国内関係業者
等へ周知徹底。
●中国政府に対し、中国国内で「ひのみどり」の栽培、我が国へ
の輸出を行わないよう要請。

 海外での育成者権保護の強化に向
けた取組
東アジア諸国等に対し、
① 様々な外交機会を通じ、育成者権保護
制度の整備・充実に向けて働きかけ
② 国際協力を通じ、育成者権保護制度
運営能力の向上について支援

東アジア植物品種保護フォーラム

「東アジア植物品種保護フォーラム」第7回会合
（2014年8月7日、於ラオス）

アジアにおける品種保護制度の整備・拡充を推進
 東アジア地域における
「植物新品種保護国際同
盟（ＵＰＯＶ）」加盟の状況

東アジア植物品種保護フォーラムの
戦略的な展開

※ＵＰＯＶ条約：植物の新品種の保護に関する国際条約
UPOV91年条約：全ての植物品種が保護対象
UPOV78年条約：保護対象品種は限定的ああ
UPOV未加盟 （育成者権の保護制度がない）

東アジア地域の品種保護制度の整備を
進めるため、日本が主導し、ＡＳＥＡＮ＋日
中韓の13カ国から成る「東アジア植物品種
保護フォーラム」を平成20年に設立し、技
術協力、情報交換を実施。（フォーラム本会
合は各国持ち回りで開催）
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７ 研究開発における戦略的な知的財産マネジメントの推進
• 商品化・事業化に有効な知的財産戦略を研究開発の企画・立案段階から描き、研究開発を効果的・効率的に推進。
• 秘匿化や独占的な許諾も選択肢として、事業の成功を通じた社会還元を加速化する観点から、各研究機関におけ
る知的財産マネジメントを推進。

農林水産研究における知的財産マネジメントの例
知的財産マネジメントの
イメージ例

研究成果

権利化等

地域農業研究センター等における知的財産マネジメント体制の充実
農研機構の
各地域農業研究センター等

移転手法

産学官連携に係る専任
のコーディネーター（新設）

①通常許諾
品種

例えば、
 広範囲に新品種を普及
①＋⑤

等、社会還元を加速化する
観点から、ケースバイケー
スで最も適切な方法を採用。

秘匿
（F1品種）

技術（
栽培技術も含む。）

 先端技術の事業化支援
⑦ or ⑨

②独占許諾

 保有知的財産のＰＲ
 保有知的財産の実施許諾の調整

③譲渡

 新品種による地域ブラ
ンド化
①＋⑨（＋商標）
 海外へのブランド展開
②＋⑦（＋商標）

育成者権

④秘密保持契
約に伴う開示

技術移転

共同研究

 外部の目利き人材との連携
 民間企業との共同研究
⑤権利化せずに公知化

共同研究

民間企業等

公設試

⑥通常許諾

等
特許権等

⑦独占許諾
共同研究

技術移転

⑧譲渡
ノウハウとし
て秘匿

⑨秘密保持契
約に伴う開示
大学

農業生産法人等
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８ 知的財産戦略に関する啓発及び人材の育成
• 農業関係者に対し、知的財産の重要性について啓発するとともに、ビジネスモデルとそれを支える戦略的な知的
財産マネジメントについて普及啓発を推進。
• 知的財産マネジメントを理解し活用できる実践人材、消費者にわかりやすく解説できる啓発人材の育成を推進。
• ASEAN諸国の主要大学において、我が国の民間企業からの専門家がフードバリューチェーン全般の実践的な知
識・技術に関する講義を行い、現地人材を育成。
農林水産分野の知的財産の保護及び活用に関する啓発の推進
 農業生産に関わる技術が知的財産になり得るにもかかわらず、生産現
場は知的財産の保護に関して無防備、活用に関して無関心な状態。
・ 特に農業者は、自分の生み出したノウハウ等が知的財産とみな
せることを意識することが必要。
・ 普及組織を始めとした農業関係者の多くは、農業者のノウハウ等
は公共財でありすべて公開すべきと考える傾向にあり、これを改
める必要。
 国、大学や研究機関、団体などの関係者により個別法人が特定されるよ
うな農業経営の実態数値までが無防備に公開されている状況。

 農業者及び農業指導者等の農業関係者に対し、
知的財産の保護・活用、ビジネスモデルとそれを
支える戦略的な知的財産マネジメントについて普
及啓発を推進。

 農業関係のデータは全てオープンにすることが当
然と考える文化そのものを見直すことが必要であ
り、このことが認識されるよう啓発を推進。

人材の育成
 学習機会の提供等により人材の育成を推進。
ビジネスモデルとそれを支える知的財産マネジメントを理解し活用できる実践人材
ビジネスモデルとそれを支える知的財産マネジメントを消費者にわかりやすく解説できる啓発人材
 ASEAN諸国において、主要大学の中に寄附講座
を設置し、種苗から食品加工、流通、消費に至る
フードバリューチェーン全般の実践的な知識・技術
に関する講義を提供する取組を推進。

2015年1月23日、タイ・バンコクのカセサート大学での
「フードバリューチェーン寄附講座」の開講式典。
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