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第３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６月２８日（金） 

時 間：１３：００～１４：５６   

場所：三番町共用会議所Ａ・Ｂ会議室 

  

 

 

 

議 事 次 第 

 

１．開  会 

２．農林水産省からの説明 

３．民間事業者からのヒアリング 

  ・一般社団法人ＭＯＡ自然農法文化事業団理事 

   ＮＰＯ法人全国有機農業推進協議会参与 木嶋利男氏 

  ・タキイ種苗株式会社代表取締役専務 初田和雄氏 

４．意見交換 

５．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） 

 魚住 りえ フリーアナウンサー 

 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 代表理事（代理） 

 小林 康幸 全国農業協同組合中央会 輸出・知財農業推進室長（代理） 

 金澤 美浩 （有）矢祭園芸 

 泉  克明 長野県果樹試験場 知的財産部長（代理） 

 茶園 成樹 大阪大学大学院高等司法研究科法務専攻 教授 

 中平 義則 株式会社なかひら農場 社長 

 矢野 昌裕 （国研）農業・食品産業技術総合研究機構本部 総括調整役 

 油木 大樹 （株）武蔵野種苗園 代表取締役 社長 

（五十音順） 
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午後１時００分 開会 

○藤田室長 定刻になりましたので、ただいまから第３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会いたします。 

 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、御多忙のところを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。 

 本日の出席でございますけれども、栗原委員、西川委員からは御欠席の連絡をいただいてお

ります。さらに、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、金井委員からはＪＡ全中より小林様の代理出席を、小松委員からは長野県農業試験場よ

り泉様の代理出席の御連絡をいただいております。本日はよろしくお願いいたします。 

 報道関係者からのカメラ撮影は冒頭のみとさせていただきますので、撮影はここまでとさせ

ていただきます。 

 なお、本検討会は原則として公開としてございます。守秘すべき事項に係る資料を除いて、

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、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。 

 では、早速ですけれども、議事に入りたいと思います。議事次第に沿って進行させていただ

きます。 

 では、まず、農林水産省より資料の説明をお願いいたします。 

○尾﨑課長 農林水産省知的財産課長の尾﨑でございます。今日はヒアリングがメインでござ

いますけれども、その前に私のほうから資料１から３までにつきまして説明させていただきた

いと思います。 

 まず、資料１でございますけれども、「第２回検討会までに提起された課題」をお配りさせ

ていただいておりますけれども、こちらについて紹介させていただきます。 

 １枚おめくりいただきまして、第２回検討会の概要でございます。前回第２回の検討会につ

きましては、５月10日に開催させていただいております。品種開発を行っております公的機関

からのヒアリングということで、元農研機構の樫村様、山形県の佐藤様からお話を聞いて、意

見交換をさせていただいたということでございます。 

 まず、このお二人からの御説明の内容でございますけれども、品種開発を行っている公的機
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関としては、農研機構であれば国全体、それから都道府県であれば、それぞれの都道府県の農

業振興を目的として品種開発を行っております。品種開発の継続に当たっては、財源の確保が

非常に重要だということでございました。特に都道府県の品種開発に当たっては、地域の農業

の活性化のために、開発された新品種の種苗やその収穫物の流通を適切に管理できるようにす

ることが重要であるといった御指摘をいただいたところでございます。 

 続いて行われました意見交換でございますけれども、例えば公的機関は、種苗販売による収

益を目的としていないということでございまして、品種を利用する農業者から薄く広く許諾料

を徴収することが重要ではないかと。種苗法では農業者の自家増殖を認めているところ、この

ままでは公的機関の育種にも支障が出る懸念もあるということでございました。 

 それから、果樹は普及まで長期間を要する一方で、品種転換のサイクルも非常に長い中で、

育成者権の保護期間が最長30年というのは短いのではないか。 

 それから、良い品種を開発するためには、いろいろな地域で異なった環境での適地試験をす

ることが重要ですけれども、未譲渡性と、誰かに苗を渡して試験をしてもらうという場合の品

種登録の要件との関係で、判断基準が明確でないことで、取組に支障があるという御意見があ

りました。 

 それから、海外出願に当たって、栽培試験用の種苗提出、データ提出の負担が大きいという

ことで、海外との審査結果の共有を進めてほしい。 

 それから、品種識別のためのＤＮＡマーカーが十分に整備されていない一方で、制度的にＤ

ＮＡ情報では同一の品種として育成者権侵害を問うことは困難ではないかといった御意見をい

ただいているところでございます。 

 １枚おめくりいただきまして、この２ページ目と３ページ目でございますけれども、これは

第１回でいただいた意見をまとめて、第２回で配付させていただいておりますけれども、それ

にこの第２回でいただいた御意見を赤字で加筆させていただいているものでございます。一部、

第１回と重なっているものなどについては、赤字でなく、元々あったということで、黒字のま

ま記述をさせていただいております。中身としては、前回御紹介させていただいた第１回の概

要と第２回の概要をあわせたものを整理をさせていただいているところでございます。 

 続きまして、資料２でございます。 

 第１回にも少し御紹介をさせていただいておりますけれども、国内で育成された品種が海外

でどういうふうになっているのかということで、流出の状況について、また、どういった問題

があるのかといったことについて、私のほうから改めて簡単に御説明をさせていただければと
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思っております。 

 １枚おめくりいただきまして、「シャインマスカット」の例でございます。 

 「シャインマスカット」、前回のヒアリングの中でも御紹介ありました品種でございますけ

れども、我が国、農研機構で育成されたブドウの品種でございまして、甘みが強く、食味もい

い、皮ごと食べられるということで、高値で取引をされているという中で、輸出産品としての

期待も高いということでございます。中国にはブドウの輸出は、現在、できないという状況で

ございます。それから、韓国は、輸出は可能ですけれども、現状ほぼ輸出は行われていないと

いうことでございまして、こういった国は輸出の対象国としてはこのブドウについてはあまり

対象と見られてなかったわけですけども、そういった国に苗木が流出してしまったということ

でございます。 

 その結果、今どういうふうになっているかということで、右側でございますけれども、東南

アジアですね、日本がこういったブドウを高値で輸出できるということで期待の市場でござい

ますけれども、タイ、香港、マレーシアといったところで、日本の「シャインマスカット」も

頑張っているわけでございます。けれども、中国・韓国産の「シャインマスカット」も輸出さ

れていることで、マーケットの中での競合などが起こっているということでございます。タイ

市場で発見された中国産の「シャインマスカット」と韓国産の「シャインマスカット」といっ

たようなものが確認されているということでございます。 

 １枚おめくりいただきまして、もう一つ流出の事例としてよく取り上げられるものでござい

ます。韓国におけるイチゴでございます。 

 韓国には、日本の育成者から許諾を受けて、韓国の生産者に渡されたという、この「章姫」

とか「レッドパール」、こういったものが韓国の許諾先から漏れて、広く栽培されるという状

態に至ったということでございます。2006年ごろにはこの２つの品種が韓国のイチゴのシェア

の相当部分を占めるようになったということでございますけれども、その後、こういった韓国

に持ち出された日本の品種をもとに、韓国が自ら開発した品種に置き換わりが進んでいるとこ

ろでございます。今はシェア９割以上がそういった品種に置き換わった状態で、現在に至って

いるということでございます。 

 韓国は、2002年にＵＰＯＶ条約に加盟しましたけれども、イチゴが保護対象として制度が整

備されたのが2012年でございまして、こういったものについて育成者の権利を保護することが

できなかった状況でございます。現在は、こういった韓国で開発された品種が市場で大きなシ

ェアを占めているということでございます。 
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 ３ページ目でございますけれども、「デコポン」というものでございます。 

 熊本県で開発されました「不知火」という品種でございます。「デコポン」という名前で全

農さんのほうで名称をつけられて、全国でも今、販売をされている非常に人気の品種でござい

ます。前回の検討会のときに金井委員から、中国で「不知火」という名前で売られていたと御

紹介があったと思いますけれども、そのほかにも、韓国で済州島でつくられて、「漢拏
ハ ル ラ

峰
ボン

」

という名前で贈答用などに使用され、高級品ということで、右のほうに、ございます。 

 それから、アメリカでも、この独特の果実の形状が御相撲さんに似ているということなのか

と思いますけれども、「Sumo Citrus」という名前で流通しているということで、人気がある

ということでございます。この「不知火」につきましては、育成者権が海外でも国内でもない

ということでございまして、多くの国で栽培されていますけれども、日本にそういったものの

利益が還元されることはないという状況でございます。 

 韓国や中国における近年の状況でございます。韓国国内では、日本の品種、果樹中心に御説

明させていただきますけれども、販売がされているということでございますが、多くは、古い

品種でありますとか、あるいは育成者権の許諾のもとで展開されているもの、あるいは、「シ

ャインマスカット」のように、比較的新しいものが韓国に行っている。そこには育成者権がな

いものがあるということでございます。日本で最近開発されたものにつきましては、その果樹

の品種の流出リスクが我々としても高いと思っておりますので、カンキツ、リンゴ、ブドウと

いった主要なものについては、韓国において品種登録の出願を進めているというのは、御紹介

したとおりでございます。 

 そのほかのいろいろな聞き取りの情報でございますけれども、イチゴについては、現状、こ

の「雪
ソル

香
ヒャン

」という韓国で育成された品種に置き換わっておりまして、これが国内の栽培面積

の９割を占めるということでございます。 

 そのほかにもいろいろな声、聞こえておりますけれども、例えば韓国では、青果物が品種名

で販売されるということが少ないということで、市場の調査では品種の判別が困難な場合も多

い。 

 それから、韓国国内で仮に農業者相手に裁判を起こして勝ったとしても、賠償金の支払い能

力が極めて低い部分もあるので、実利を得ることではできないのではないか。その場合には、

やはり種苗が持ち込まれる前に国内の対策を行うことが効果的なのではないか。 

 それから、実際に育成者権を取って行使していく中では、韓国国内でパートナーを確保する

ことが、この効果的に守るということ、それからロイヤリティーの確保といったことにつなが
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るのではないかといったことが言われているということでございます。 

 １枚おめくりいただきますと、イチゴの生産ですね、結構先進的な作り方をしておるかと思

います、「雪
ソル

香
ヒャン

」ですね。それから、「シャインマスカット」、それから右のほうでは、白

い５段に積んである箱がこの「漢拏
ハ ル ラ

峰
ボン

」という、「不知火」に相当するカンキツでございま

す。 

 ６ページ、中国の状況でございます。 

 中国は、同じように日本で開発された多くの果樹品種が販売されていますけれども、特徴的

なのはリンゴでございます。山東省がリンゴの産地でございますけれども、日本の「ふじ」、

それからその「ふじ」から生まれた品種、こういったものが非常に多く栽培されているという

ことで、そのほかで、ほかのリンゴが産地化されているといったような事例は確認ができてい

なかったと聞いております。 

 それから、マーケットのほうでいきますと、リンゴの「ふじ」はたくさんあるわけでござい

ますけれども、そのほかに「シャインマスカット」が流通が確認されています。 

 中国につきましても、韓国と同じように、やはり果樹品種、流通リスクが高いと我々認識し

ておりまして、カンキツ、リンゴ、ブドウについては中国において品種登録の出願を進めてい

るということでございます。 

 中国においてはリンゴの「ふじ」の人気が極めて高いと聞いておりまして、「ふじ」からの

更新が進まないというのが、向こうの生産部局の課題になっているということだそうでござい

ますけれども、新品種の開発・普及は進んでいないとのことでございます。 

 それから、中国においては、やはり国土が広いということで、なかなか育成者権侵害を実態

的に対応を日本からやろうとしても、難しい部分があるということで、こちらも中国国内のパ

ートナーが大事なのではないかと言われております。 

 それから、物の流通でも、中身のすり替えとかも含めて、いろいろなことが起こるというこ

とで、ブランド化しているものについては、ＱＲコードなどでトレーサビリティーを確保して

いる事例もあるということでございますので、流通面でのケアも大事なのではないかというこ

とでございました。 

 中国の状況でございますけれども、「ふじ」がいろいろなところで栽培をされているという

ことでございます。非常に作り方も丁寧な部分もあるということかと思います。 

 ８ページでございます。 

 一度御説明したこともありますけれども、我々、過去の事例も踏まえまして、こういったも
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のが繰り返されないように、海外での品種登録を柱とした侵害対応の対策を進めております。 

 大きく分けますと３つの取組でございまして、右の上のところが、海外での品種登録を支援

するということでございまして、まず権利をしっかり取るということでございます。左側のと

ころは、それとあわせて、海外でそういったものが流出していないかどうかを監視しましょう

ということでございまして、監視して侵害の懸念があるようなものについては、登録の段階で

も優先的に対象にしていくといったような取組もありますし、見つけたものについては、下の

ところでございますけれども、権利侵害についての育成者権者に対応していただくことになり

ますので、支援をこの三位一体の形で進めていく取組をやっているということでございます。 

 最後のページでございます。 

 こちら、そういったものの支援的に使える技術ということで、ＤＮＡマーカーというような

話が前回も出てまいりました。種苗管理センターで、植物体からＤＮＡを抽出して品種識別に

使える技術を研究を進めておりまして、やはり我々としても関心の高いもの、緊急性の高いも

のを中心にこの技術の確立に努めているということでございます。ブドウとかカンキツ、イチ

ゴ、それから右側にいきますと、イグサ、お茶、こういったものを識別できるように技術を開

発しているということでございます。 

 資料２でございます。 

 最後、３枚目、１枚の紙がございます。品種登録出願数の推移でございます。これは第２回

のときに生活クラブ事業連合の前田様から御質問をいただいたんですが、そのときに手元に数

字がなかったものですから、私どものほうで引き取らせていただいたものでございます。 

 全体として国内の品種の出願は、停滞傾向、右肩下がりですよということを御説明をしまし

たが、果樹ではどうですかという御質問でございました。第１回で説明させていただいたグラ

フと同じ年でとらせていただいているという資料でございますけれども、果樹だけ切り取って

みますと、この母数が大分減ってくるということで、年ごとのばらつきが結構大きくなり、な

かなか右肩下がりみたいな傾向をこれで読み取るというのは難しいかと思いますけれども、停

滞をしているということは申し上げてよろしいのかなとに思います。けれども、母数がぐっと

減っていますので、なかなか解釈の難しいような状態でございます。 

 以上がヒアリングの前に御時間いただきまして、我々から御説明させていただきたいという

ことで、御時間いただきました。ありがとうございました。 

○茶園座長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの御説明につきましては、御質問等があるかもしれませんけれども、時間の都合も
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ございますので、後段の意見交換の場でお願いしたいと思っております。 

 それでは、次に、民間で育種を行っておられる方々よりヒアリングを行いたいと思います。 

 お二人よりヒアリングを行いますけれども、こちらにつきましても御質問等につきましては、

後段の意見交換の場でお願いをしたいと思っております。 

 では、まず、ＭＯＡ自然農法文化事業団理事として、また、ＮＰＯ法人全国有機農業推進協

議会参与として、有機農業の普及・推進や品種開発にかかわっておられます木嶋利男様より御

説明をいただきたいと思います。 

 なお、後段の意見交換の時間も確保したいと考えておりますので、できましたら15分程度で

お願いしたいと思っております。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

○木嶋講師 御紹介いただきました木嶋でございます。 

 資料４はたくさんあるので、15分で終わるのかな？と心配されていると思いますが、今日は

スライドを中心にお話ししていきたいと思います。私からの紹介は、有機農業における自家採

種と育種ということで、権利の保護について前半は反するような話になります。後半は、育種

なので、やっぱり権利を守っていかなければならない。それぞれ矛盾している話になると思い

ますがよろしくお願いします。 

 ここに写っている写真は、農水省でつくられたジャガイモの品種で、手前が普通の品種で、

疫病で完全に枯れている状態です。奥側が新しく開発された品種で、全く病気に感染していま

せん。有機農業では、農薬と化学肥料を使わないので、病害虫に強い品種、あるいは有機物の

肥料吸収特性の高い品種を育成するということになります。 

 自然農法あるいは有機農業の人たちは、自家採種を行っています。自家採種には固定種ある

いは在来種であることが大切で、交雑させないで自家採種することを指導しています。固定種

や在来種は結構たくさんあります。これは「千両２号」と「長ナス」の固定種ですが、有機農

業では自家採種をしています。 

 固定種・在来種と交雑種ではどう違うのかと云うと、遺伝的におおむね固定しているものを

固定種といいます。交配種は１代交配種で、Ｆ１品種、こういう品種から採種すると、様々な

系統に分離して自家採種には不向きです。 

 交雑を避けるための対策について紹介します。交雑しやすい他殖性の植物とそれから交雑し

にくい自殖性の植物があります。アブラナ科は、他殖性なのでおおむね交雑をしています。自

殖性のもので、例えば日本の稲、小麦などの穀物類は自殖性です。野菜類ではナス科がおおむ
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ね自殖性なので、トマト・ナス・ピーマンは自分の花粉で受粉しますので、有機農業でも自家

採種されることが多いです。 

 次に、どちらかというと交雑が好きな野菜ですが、これは雌花と雄花が分かれているような

ものです。トウモロコシだと上に雄花が咲いて、ひげの部分が雌花です。カボチャやキュウリ

などのウリ科だと、幼実が着いている雌花と花粉だけの雄花があります。これはどちらかとい

うと交雑が好きなのですが、自家授粉も行います。アブラナ科の野菜類は交雑しやすいですが、

これには交雑関係がありまして、カブと交雑しやすい野菜、あるいはコマツナと交雑しやすい、

そういうものがこの一覧表に挙げた関係です。 

 自家採種をしていくときに、自殖性のものでもいろんな品種を有機農業の生産者は栽培して

おります。その場合には、このように開花の前後10日間ぐらい袋をかけて交雑を避け、採種す

ることも生産者は自分のところで行っています。 

 また、ウリ科も交雑しやすいのですが、雌花と雄花は分かれていて、開花する前日、洗濯ば

さみでこのように雄花と雌花を両方とめておいて、開花する日に交雑をさせて、交配後はまた

洗濯ばさみでとめておいて、目的外の品種と交雑しないようなやり方をしていきます。 

 自家採種をしていくときに、どんなところを注意してやっているかというと、目的とする親

を選抜する、どんなものを作りたいのか、この辺が非常に重要です。例えばどんなものが売れ

るだろうか。消費者側の買わないような品種を作っても仕様がないので、目的とする親をよく

選抜しています。 

 この選抜については、少なくとも２年ぐらいは厳密に選抜するようにしています。 

 先ほど申し上げました他殖性と自殖性につきまして、他殖性のものは、できるだけ集団が大

きいほうがいいので、最低でも30株ぐらいが良いかと思います。自殖性のトマト・ナス・ピー

マンは、１株でも十分に自殖していきますので、１株から、あるいは多くても10株ぐらいで良

いかと思います。 

 具体的にどのような選抜をしていくかということですけど、これは私の農場で選抜していっ

た、素材は「宮重」という大根ですけれども、首の色をどうしたらいいか、青首？長さは？中

間ぐらい？根の太さ、これは太いほうが良い？。このように選抜をする個体を選んでいきます。 

 具体的には、例えば都会に近いようなところで、買い物かごに大根を入れていくような人消

費者のために選抜する場合、どうしても大きい個体を選ぶと買い物かごに入らないので、首都

圏の近くの人たちはこの９番ぐらいの少し小さい個体を選ぶようにしています。たくさん生産

したい場合には、大きい株の選抜をするというようにします。自家採種をするときには、通常
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通りに栽培します。収穫時期にダイコンを引き抜いて収穫します。次大きさ順に並べてみます。

どんな大きさのものが欲しいかを判断基準に選抜します。なお、収穫期のダイコンは、花咲く

だけの栄養は持っていますので、選抜した個体を上の葉、成長点部を切らないようにして、切

って、このまま地面に植えます。そうすると、自然に花が咲いてきますので、それを結実させ

て、採種します。 

 これはＦ１品種とそれから自分の農場で育成した「宮重」系の後代です。一般栽培している

品種と遜色ない程度の品質を備えた系統ができ上がってきます。 

 次はニンジンです。ニンジンもダイコンと同じように固定種と固定種でない品種があります。

例えば「向陽」、これはＦ１品種です。「黒田五寸」系は固定種なので、この「黒田五寸」系

から選抜をしていって、大、中、小に分けて、これもダイコンと同じようにニンジンを並べて

選抜します。ニンジンも栄養分は十分にありますから、葉を切り落として植え付けます。それ

を開花させて、種をとっています。これも一般的な有機農業の生産者が行っている方法です。

ニンジンの花は倒れやすいので、花が咲いたら束ねて、倒状を防止します。 

 次に、自殖性の野菜の採種です。自殖性の高い野菜は何もしなくても種がよく採れるので、

種子を充実させるため、開花してからの日数をしっかり守って採種し、乾燥させて、保存して

おきます。ナスだと開花してから55日以上充実させます。タマネギだと、６月に収穫した個体

から玉の形や大きさの揃ったタマネギを選抜し、これを吊り下げて保存します。秋、10月に定

植します。そうすると、次の年に花が咲きますので、花が咲き、穂が白くなったら刈り取って

採種します。 

 タマネギの写真がなかったので、同じネギ属のネギの写真を出しますが、このように穂が出

て、種がとれます。 

 次にキュウリについてです。キュウリも他殖性で、雌花と雄花に分かれていますので、先ほ

どと同じように、開花前の日に洗濯ばさみでとめておいて受粉させて、40日以上充実させて採

種します。 

 有機農業生産者は、種子の充実と発芽の能力について知らない人が多いので開花後の収穫日

数を知らせることが大切です。レタスは非常に短く、開花後２週間から３週間で十分に発芽が

できてきます。しかしナス科やアブラナ科等については、２カ月ぐらい受粉後の日数が必要で

す。 

 これまでが自家採種の話ですが、次に育種の話をしていきます。 

 サツマイモ、サトイモ、ジャガイモなどを育種していますが、サツマイモはキダチアサガオ
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に接木をすると、すぐ花が咲いてきます。花を咲かせて、受粉をして、そして品種を作る。今

まであるいろいろな品種の中から、交雑特性のある品種を選んでいきます。サツマイモは交雑

特性があって、交雑しないものと交雑するものと親和性が違うので、交雑しやすい品種を選ん

でいきます。 

 一方で、例えば「高系14号」という高知でできた品種ですが、これは変異を起こしやすい品

種です。例えば「鳴門金時」とか「坂出金時」などがありますが、それらは「高系14号」から

選抜していったもので、栽培条件変えていくと、美しい芋、太った芋、かわいい芋などに分か

れてきます。表現形質で選抜していくと、それぞれの特徴のある品種が育成できます。 

 また、サトイモについても、芽条変異を起こしやすいので、栽培中に生じた芽条変異のある

個体を選びます。サトイモについては、子芋、孫芋、ひ孫芋の順に芽条変異し易いので、その

土地に合ったものを選んでいくと、新しい品種ができます。 

 最後に、ジャガイモの育種についてお話しします。 

 ジャガイモの原産地は、南米、アンデスです。1600年代に渡来しました。生育温度は５℃～

28℃、北海道から沖縄まで十分に栽培できる温度範囲を持ちます。適温は12℃～23℃とちょっ

と低いので、北海道あたりの夏に作ったほうがよくできるということです。 

 ジャガイモは光に当たるとソラニンとかチャコニンという毒物をつくってしまうので、光を

遮るため土寄せの必要があります。 

 ジャガイモの育種をしていくときにどんな目標で育成するかについて説明します。当然、有

機農業では有機肥料を使います。有機質は肥効が遅くて、温度が上がらないと肥効が現れませ

ん。生育後半に肥効が現れると、結果的に多肥になってしまい病気を誘引してしまいます。ま

た、でんぷん価、ライマン値がどうしても下がってしまうということがあるので、ライマン値

を上げるような肥効の早い有機肥料が必要になりますが、価格が高く採算が合わないのが現状

です。このため、地力窒素が発現する時期に栽培することを考えていきます。 

 肥料分が有効化する時期と、吸収する積算温度を調べ、どこで栽培し、どの時期に選抜すれ

ばいいのかということを考えます。病害虫については、ここにあるような病気が発生しますが、

そうか病と疫病が非常に問題になります。これがそうか病で、芋の表面がガリガリになって、

見た目が悪いです。それから、疫病については、こんなふうに花が枯れてしまって、冒頭の写

真のように、発生している個体と未発生の個体のように、片方は枯れてしまうけど、片方は枯

れないというような症状がでます。 

 ここでは「男爵」と「とうや」を用いました。「とうや」と「男爵」を交雑したものです。
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受粉させるとトマトのような実がなってきます。この実を収穫して、蒔いて、生産力検定をし

ます。これが両親の「男爵」と「とうや」です。 

 私のグループの財団には北海道の名寄から沖縄県の石垣島まで農場が10カ所ほどありますの

で、ジャガイモについては北海道の名寄農場で検定しています。これが交雑系統です。比較品

種・両親と並べて栽培して検定します。 

 また、アブラナ科については、食害を受けやすかったり、吸肥力が強かったりするので、こ

のように草生栽培して、草生栽培の中で有機栽培に向いているような環境条件を作り上げて、

選抜していきます。今日はタキイさんも来ていますが、様々な品種を草生栽培します。タキイ

さんのいらっしゃる前で申し訳ありませんがサカタの大型の品種は害虫の食害に強く、タキイ

のこの小さい品種がちょっと食われやすいです。品種によって相当害虫の食害の程度も違うの

で、できるだけ害虫に強いような品種を選んで育種を進めていきます。 

 大目標として、食害が少ない、作りやすい品種、最終的には、自家採種の素材として、自分

たちのところで採種できることです。 

 目標とすると、世の中にいろんな品種が出回っているので、三元交配を我々は考えています。

これはダイコンですけど、セックス遺伝子が、例えばＴＢＳ系はＳ１が入っています。こうい

うものを交雑したものを母親にして交雑すると、Ｓの１と２、セックス遺伝子に２つなります。

「大仁宮重」は、３、４、５、６の４つの遺伝子が入っています。「TBS系」と「大仁宮重」

を交雑すると最終的に三元交配種の自家採種ができるような、セックス遺伝子が全部入ったよ

うな品種ができ上がります。これは自家採種を行っても、どこでも同じものがしっかりできる

ということで、有機農業では自分のところで、権利の保護法とはちょっとかけ離れますが、自

家採種がしやすいような品種育成を進めています。 

 また、これはウリ類を播種せずそのまま実ごと土の中に播いている写真です。交雑系のもの

を果実ごと地面の中にそのまま播き、ここから、分離した個体からこの土地の中で選ばれたも

のを選んでいます。これは新品種を育成するもっとも簡単な方法です。本育種法は他のウリ類

やナス科のトマトでも行うことができます。その土地に適合した個体を選抜する伝統的な育種

方法です。 

 これは一部の育成品種ですけど、「中山系」でうどん粉病に強い品種と「えびす」を交雑し

た品種、それから「黒田五寸」から選抜した品種、「大仁宮重」、これらが作り上げた品種の

一部です。 

 簡単でありますが、御紹介しました。 
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 以上です。 

○茶園座長 木嶋様、どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、タキイ種苗株式会社で野菜や花卉を中心とした品種開発や種苗生

産・販売に関わっておられます初田和雄代表取締役専務より御説明をいただきます。 

 こちらにつきましても、同様に、できましたら15分程度でお願いできればと考えております。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

○初田講師 皆さん、こんにちは。タキイ種苗の初田でございます。 

 それでは、種苗会社を代表して、種屋さんがどういうことをして、どういう問題があるんか

というのを簡単にお話しさせていただきます。 

 今日お話しする内容でございます。最初にタキイ種苗の紹介をさせていただきまして、その

次に種苗会社の役割、それから、最後に品種保護の課題ということでお話しさせていただきま

す。 

 最初、タキイ種苗の紹介でございます。 

 当社の創業は、天保６年、1835年ということで、今年で185年たっているわけです。非常に

古いと思われるかもしれませんけれども、日本の種屋さんの中には、200年を越す種屋さんも

数多く存在します。株式会社として設立されましたのが大正９年で、今年でちょうど100期目

ということになります。 

 主なる業務は、種苗の販売、それから農業用資材の販売でございます。日本の場合、種屋さ

んは大体資材も扱っておられますので、我々としても資材のほうも一緒に扱うと、種屋さんに

非常に好都合ということで、やらせていただいております。 

 従業員数は国内で765名ですけれども、海外14カ国に支社や関連会社がございますので、全

部合わせると1,200人ぐらいの規模ということになります。 

 これは、当社の海外支社の場所とか写真、それから国内の支店、研究農場の写真でございま

す。 

 それでは、民間の種苗会社の代表としまして、タキイ種苗の歴史を通じて、日本の農業がど

う変化していったのかを説明させていただきます。 

 1835年に優良種苗の分譲を、もともと篤農家だったので、そういう良い株から、先ほど、今、

木嶋先生がお話しになられたような形で採種を始めて、近隣に譲渡したというところから始ま

っております。 

 1905年には、近隣の農家さんの要望に応えるために、我が国で初めて種苗カタログによる通
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信販売を始めました。プロの農家さんはもちろん、家庭菜園まで、幅広いユーザーに情報とサ

ービスを提供できる礎を作りました。 

 昭和初期に入りますと、トマトやキュウリ、世界初の自家不和合性利用によるアブラナ科野

菜のＦ１品種を次々と発表し、昭和期には多くのＦ１品種を生み出して、農家の方々は、固定

種ではなく、優秀なＦ１品種を使用するように変わってきました。固定種とは、先ほど木嶋先

生がお話しになりましたように、長年にわたる自然淘汰や人間による選抜の結果、植物として

の特性が遺伝的に固定した品種のことでございます。 

 そして、1985年には、完熟系トマトの決定版として、皆様も聞かれたことがあると思います

けれども、「桃太郎」という品種を発表しましたところ、これが日本人の味覚に合致し、生食

用トマトの主流が完熟トマトとなりました。 

 時代が変わり、平成になりますと、日本国内で少子高齢化が進み、野菜など食材分野では、

量よりも質が重要になると考え、機能性成分を多く含んだ野菜の研究に着手し、2010年に「フ

ァイトリッチ」シリーズの販売を開始しました。 

 野菜以外には、当社では草花でもジニアやナデシコ、ヒマワリ、トルコギキョウ等、世界市

場を席巻するＦ１品種を多く作出しております。 

 次に、種苗会社の役割でございます。 

 このスライドは、我々種苗会社が単に種子を販売するだけではなく、優秀な青果物が消費者

に届くまで、それぞれの経路で優位性が発揮できるサポートを行っている最近の取り組みの実

例でございます。 

 高リコピントマト、「ひなとま」というんですけれども、とあるスーパーさんで差別化販売

をしていただいております。このトマトは、通常のトマトより相当高価で販売されております。

消費者のメリットとしては、おいしさだけではなく、高リコピン、イコール健康維持に寄与で

きる食品であるということが挙げられます。スーパーとしては、機能性表示食品として差別化

販売ができ、高利益に結びつきます。また、一部は業務加工や中食食品会社に出荷され、機能

性を謳った表示ができ、差別化販売が可能ということになります。青果流通としては、特別な

栽培、パッケージによる高輸送性、棚もち、扱いやすさというメリットがあります。 

 栽培される農家さんには、高リコピン、高糖度を達成するための栽培指導を当社社員が行い、

高収益に結びつくように指導いたします。また、輸送からスーパーでの差別販売に関しても、

当社の社員がサポートを行います。つまり、当社は品種を育成するだけではなく、その品種の

特性を生かした差別化販売ができるように、バリューチェーンの川上から川下までをトータル
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にサポートをしております。 

 次に、タキイ種苗が国内市場で対面している課題と取組に関してお話しします。 

 農家の高齢化に関しては、品種・資材の省力、軽量、小型化、単純化、いつでもどこでもで

きるような品種というもの、それから、栽培規模の大型化や法人化に関しましては生産コスト

を低減できる多収品種、グローバル化には高付加価値品種・輸出用品種の開発、地球温暖化に

は耐高温性や病虫害の抵抗性品種の開発を加速しております。 

 また、現在生産される野菜の半分以上は加工業務用であり、それに適応する品種の育成も大

切な課題です。近年、活発な直売所、ウェブ通販への対応も必要です。当社が近年、最も力を

入れているのが、消費者へ訴求する新たな価値の提案です。つまり、健康維持に寄与する機能

性やおいしさの追求を通じて、野菜の消費増に貢献したいと考えております。 

 それでは、現在、農家さんが主に利用されている野菜種子はＦ１品種というものですので、

それについて少し説明をしたいと思います。 

 １つ目は、農家さんにＦ１品種が受け入れられ、普及したのは、次の３つのメリットが挙げ

られます。 

 １つ目は、Ｆ１品種─雑種第１代のことですけれども─の特性として、不良環境下でも

栽培が安定して、文字どおり固定種よりも栽培性が高いということです。 

 ２つ目は、両親の優良形質を兼ね備えることが可能という特性で、生産者や消費者のニーズ

に合った形質を付与でき、固定種にはない耐病性や食味、日持ち性などの形質を持った、新た

な野菜を生み出せるようになりました。 

 最後に、３つ目の品種特性が均一に発揮されるということは、両親の形質が固定化されたも

のを使用しているために、品種特性が個体差に関係なく均一に発揮され、農業生産の効率がよ

いということを示しています。 

 以上、３つの特性がなぜ生産者にとってメリットがあるかといいますと、Ｆ１品種の野菜で

あれば、例えば栽培性の安定と病気に強いという特性が同時にあらわれるということであり、

これは生産性の向上につながります。そのほかにもいろいろな特性が発揮されれば、栽培の効

率がよくなり、収穫の際に畑で収穫適期になったものを選別しながら収穫する必要性がなくな

るため、一斉収穫が可能となり、収入の安定にもつながります。 

 このように、固定種ではあり得なかったメリットが民間種苗会社の開発したＦ１品種に変え

ることで得られるようになったため、多くの生産者は畑の野菜種子をＦ１品種に変更しました。

その結果、日本の農業の変化が消費者にもよい影響をもたらし、野菜が低価格で販売されたり、
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１年を通じて常に食べられるように変化したりしてきました。 

 このスライドは、ピーマンの両親系とＦ１品種の写真でございます。右側はその染色体を模

式的に示したものですが、Ｆ１品種から採種をした場合、Ｆ１品種と同じ遺伝子型のものはほ

とんど出現せず、多種多様になることを示しております。結局、Ｆ１品種から種をとっても、

バラバラになってしまって、栽培に適したものがなかなかできないということです。農家さん

は毎年種を買っていただくというふうになるわけです。 

 それから、我々種苗会社にとって最も重要なものは、育種素材、イコール遺伝資源です。現

在、タキイ種苗は野菜と花の育種素材を約30万点以上、保存・維持・管理を行っております。

このほとんどは、生物多様性条約が1993年に批准される前に収集されたものであり、自由に使

用することができますが、2010年に採択された名古屋議定書のＡＢＳ条項の発効以来、新規遺

伝資源の活用は非常に困難になりました。 

 現在、日本種苗協会では、海外の遺伝資源を収集すべく、農研機構遺伝資源センター─ジ

ーンバンクですね─や各種政府機関と連携して、さまざまなプロジェクトを実施しておりま

す。個人企業での収集はますます困難になり、協会を通じてのジーンバンクの遺伝資源増殖や

特性調査を行い、各社が活用できる仕組みを作ることで、将来の育種に備えております。 

 そのような意味で、遺伝資源に関しては、国と国との取り決め・取引が非常に重要と考えて

おり、今後とも関係機関との協力をよろしくお願いしたいと考えております。 

 これからが本題の品種保護の問題です。 

 ここまで民間種苗会社が育種した野菜品種に関しては、品種登録が積極的に行われていませ

んでした。理由は大きく３つに分かれ、１つ目は、親系を企業が秘密として守っておれば、Ｆ

１品種の種子は毎年買っていただけること、２つ目は、品種の変遷が早いということ、３つ目

は、品種登録を仮に行ったとしても、育成者権を裁判で争い利益を守ることが、現実には非常

に難しかったということでございます。 

 １つ目の親系を守っていれば毎年、Ｆ１品種の種子を買ってもらえるというのは、先ほどピ

ーマンの例でお話ししましたとおり、Ｆ１品種の植物体から得られる種子は形質が個体によっ

て大きく分離してしまい、実用に耐えられる均一な品種にならないからです。 

 ２つ目の品種の変遷が早いということを簡潔に言いますと、商品としての品種の寿命が短い

という意味です。自社で開発した品種を品種登録出願した場合、品種登録が完了するまでに約

２年～３年程度かかります。ですが、その間にもう自社または他社から新しい品種が開発され、

産地に導入されるといった動きが頻繁に行われ、生産者も品種に対して要求する要素がどんど



－   － 18 

んハイレベルになってきます。そのために、品種登録をしていたとしても、品種の寿命の短さ

がネックになり、品種登録にかける時間やコストを考えると、品種登録には積極的にはなかな

かなれませんでした。 

 ３つ目の育成者権を裁判で争うには難しかったというのは、裁判で焦点となる育成者権の権

利解釈の基準となる品種（現物）の判断が適切ではないと考えられていたことが、理由として

挙げられます。その方法は、比較栽培を行い判断する現物主義というものですが、比較栽培と

して権利侵害を実証することはなかなか困難であり、裁判を起こしても育成者権を守ることが

困難であれば、わざわざ品種登録を行わなくてもよいと考えておりました。 

 このような理由から、民間の種苗会社は、お金や手間をかけてまで品種登録をしようとは思

っていませんでしたが、次に述べる理由や、農林水産省もこれまで自家増殖可能であった品目

に対して育成者権を及ぼすことができるように対象品目を拡大されてきたことにより、近年で

は品種登録を積極的に行うようになってきております。 

 いわゆる栄養繁殖性植物は、挿し木や挿し芽という方法を用いることによって増殖すること

ができます。最近の技術の進歩で、トマトのような野菜でも、挿し木や挿し芽の方法を使って、

Ｆ１品種と同一の苗、クローンを簡単に増殖することができるようになっております。種苗会

社にとって、多くの年数と経費をかけた品種が栄養繁殖によって増殖・販売されてしまうと、

利益の逸失になるどころか、育成経費すらも回収できないことになります。近年、イタリアや

モロッコにおいて、トマトの栄養繁殖による違法増殖が大きな問題となっております。 

 技術の進歩によって引き起こされるもう一つの問題は、逆育種、リバース・ブリーディング

でございます。先ほどピーマンの例で、Ｆ１品種の植物体から採取したＦ２品種は、同じ遺伝

子型のものはほとんど出現しないとお話ししましたけれども、最近の育種技術─マーカージ

ーン・テクノロジーというんですけれども─を使用すると、Ｆ２の中から特定のＦ１品種の

両親と同じ遺伝子型を持った個体を選抜することが可能になってきました。こうなってくると、

Ｆ１品種ばかりでなく、その両親も品種登録をしないと、その権利が守れないということにな

ります。今までほとんどの種苗会社がＦ１品種に関しては、親系の機密さえ守れば違法増殖が

防げるということから、品種登録を行っていませんでしたが、近年は権利確保のために、Ｆ１

品種、また親系品種までも品種登録を行う傾向が始まっております。 

 例えば、音楽や映像制作業界では、アーチストが熱心な創作活動を行い、すばらしい作品を

提供してきました。しかし、残念ながら、近年デジタル装置、ウェブによる動画配信サイト、

ＳＮＳの普及等により、本来は著作権法で守られているはずの作品が違法にコピー・拡散する
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ケースが後を絶たず、無視できない状況になっております。創作者のすぐれたアイデアや膨大

な時間と労力の結果により生まれた作品を模倣することで複製コピーを行った者には、一時的

な利益をもたらします。しかし、こうした模倣行為は、元の創作者や制作会社の非常な不利益

となり、彼らが次の作品を生み出すための資金や意欲を減退させ、その優れた作品が創作・公

開されにくくなり、結果的に社会全体の不利益となることが懸念されます。 

 植物品種の開発においても同様だと考えております。植物や新品種を育成するには、多様な

育種素材、斬新なアイデア、多額の資金や労力を費やし、長期にわたって育種の研究開発を行

う必要があります。品種の育成者が新品種の種苗の販売によって、研究開発コストを回収でき

なければ、新品種の育成をしても、経済的に報われず、営利的な品種改良が成り立たなくなる

可能性もあります。時代や環境の変化の中で、新しい品種の開発が必要なものであるにもかか

わらず、上記のような植物品種の模倣行為が拡大すると、品種改良や販売提供ができにくくな

り、実需者、消費者が不利益を被ってしまう可能性がございます。このような良好なサイクル

の維持には、農業の知財である品種の保護が必要不可欠だと考えております。 

 それでは、最後に、民間種苗会社が考える今後の課題について、２つに絞って御説明をした

いと思います。 

 これまで御説明をさせていただきましたとおり、品種開発には膨大な時間、技術、知識、労

力、費用が必要となります。しかし、研究開発をすれば、確実に成果を得られるというわけで

はありません。さらに、育種・開発が終了したものに関しては、コピー品種を作成されたり、

自家増殖が可能な場合などは、開発コストの回収が困難になってしまう場合もあります。 

 以上のことから、１つ目の課題は、品種保護制度の充実・強化でございます。今後、民間種

苗会社が優良な品種を提供することで、野菜生産の発展に貢献できるためには、新品種の販売

において、適正な対価の確保が必要不可欠であります。そのことが可能になるように、いろい

ろな面で品種保護制度の充実・強化が是非とも必要であると考えています。具体的には、品種

登録手続の簡素化、審査期間の短縮、侵害対応手段の多様化などが挙げられます。 

 また、現状、可能な品種保護として、トマトを例に挙げますと、トマトは挿し木など栄養繁

殖で簡単に増殖できますが、種苗法施行規則別表３に含まれているため、タキイ種苗で育種し

たＦ１品種のトマトを品種登録さえすれば、育成者権を用いて自家増殖を制限することが可能

となります。現実に、弊社では、トマトの品種登録を進めており、そのことによる品種保護の

強化を図っておるところでございます。 

 この点を踏まえまして、２つ目の課題は、育成者権を及ぼすことができる対象品目を、将来
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的には品種登録したもの全てを対象にしていただきたいと考えております。こちらがいかに時

間をかけて育種したものであっても、農業者が一度だけ種子代を払えば容易に自家増殖が可能

な現状があり、農業者以外の者が違法増殖をしたとしても、確認がとれないのが実態としてご

ざいます。このままでは育成者が報われずに、積極的開発に乗り出せないような事態を招きか

ねません。将来的には、品種登録されたものは、原則、自家増殖を制限できるようにしていく

というところが課題だと考えております。 

 我々民間種苗会社も新品種の開発を通じて日本農業の発展に向けて努力していることを、ぜ

ひ御理解いただきたいと思います。 

 以上で私からの発表は終了させていただきます。御清聴、ありがとうございました。 

○茶園座長 初田様、どうもありがとうございました。 

 それでは、意見交換に移りたいと思います。本日の説明、御発表等を踏まえまして、各委員

等から御意見等がございましたら、挙手をお願いいたします。何かございますでしょうか。 

 私からちょっとお聞きします。今、初田様より、今まで品種登録というのがあまり行われて

こなかった一つの理由として、品種の変遷が早いということが挙げられておられます。現実に、

やはり物によっていろいろ違うんだと思いますけども、大体どれくらいのスパン、期間、使わ

れることを考えておられるのか、それと、それはあまり変わらないとすると、やはり品種登録

ということのメリットというのは、今後もあまり変わらないということになるんでしょうか。 

○初田講師 品種の寿命というのは、それこそ品目、品種によってそれぞれなんですけれども、

当社ではもう40年近くずっと売っている品種もございますし、２年ぐらいで消えていく品種も

あるわけです。近年、特に耐病性の品種になってきますと、例えばホウレンソウで、今、べと

病のレースというか、べと病の種類が15種類ぐらいあるんですよね。それがどんどんどんどん

新しく進化されるという。病気のほうも勝たないといけないので、どんどん変わってくる。そ

れに対応する、またそういう素材を見つけてきて、その中に耐病性を入れていくと。そうなっ

てくると、非常に短いスパン、３年ぐらいでもう次の品種がないと市場で勝てないということ

が起こるということです。そうですから、今、品種登録するときに、栽培をされて２年、３年、

これはちゃんと固定しているということが確認されてからしか、なかなか登録ができないとい

うことになると、そういう回転の速い品目においては、現状の制度では追いついていかないと

いう可能性があります。 

 もう一つ、何でしたかね、質問。 

○茶園座長 その状態というのは、前もそうだったし、現在もあんまり変わらずにずっとその
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状態であるということですね。 

○初田講師 ただ、先ほど説明しましたように、Ｆ１品種というのは両親自体は秘密ですので、

ほかに漏れない。そうすると、品種登録しなくても、ある程度は権利が守れるという事情もご

ざいます。ただ、逆に、レタスのように簡単に自家増殖できる品種では、品種登録をしないと

その権利が守られないということで、レタスのような作物は積極的に品種登録を、時間がかか

ってもせざるを得ないという、そういう状況です。 

○茶園座長 ありがとうございました。 

 ほかに何か御意見。では。 

○伊原委員 今の座長の質問の関連質問になるんですが、インフルエンザと一緒ですね、ウイ

ルスのほうがいろいろ変異していくから、植物品種のほうもそれに対応した形でバージョンア

ップしていかないといけないということだったと思うんですけども。それって、ベースになる

植物品種があって、それのちょっとずつ遺伝子を組み込んでいって、新しい病気に耐性を持た

せるというような物の作り方をするのであれば、種苗法上、育成者権の従属品種ということで、

権利を及ぼすこともできる道があるんじゃないかと思ってまして。特許でいうと、改良発明み

たいなもんだろうと思って、基本特許を取ってたら、それにプラスアルファした改良、特許と

いうのは別に取っても取らなくても、ベースの基本特許の侵害になるということになりますの

で、多分、植物新品種の保護に当たっても、ベースの部分で押さえてたら、ひょっとしたら権

利行使ができる余地があるのではないかなと思って聞いてました。その辺の物の作り方ですよ

ね、ベースになるものがあって何か上乗せされていくのか、全然違うものを別品種として独立

開発されるのか、これはどういうイメージでお聞きしたらいいんですかね。 

○初田講師 現在、先ほどお話ししましたマーカージーン・テクノロジーという、ＤＮＡのレ

ベルで、これがあると抵抗性があるということで、基本的栽培特性はほとんど一緒で、病気に

対してもう一つ余計に強い特性がついているということで、理論的には従属品種と言えるかも

しれませんけれども、その一つの特性が勝敗を決めるんですね、新しい品種ができたときに。

それだから、そのあたりを守るというのがかなり、どっちが主か従ということになるかもしれ

ませんけれども。それですから、今、米国でレタスはＰＶＰ、品種登録よりもパテントでもう

保護していこうという動きがございます。それですから、そういう耐病性の特性というのがキ

ーファクターになってしまうということで、一つの方法としては、特許のほうで守っていくと

いう方法もあるんじゃないかなというふうに考えています。 

○伊原委員 ありがとうございます。 
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 今の種苗会社の実情としては、特許と種苗法を両方、二刀流でやっていこうという、そうい

うトレンドというようなイメージでお聞きしていいですか。 

○初田講師 会社さんによっていろいろだと思うんですけれども、当社の場合は、特に重要な

耐病性の因子とかいうのはやはり特許で守っていこう、一般特性に関しては品種登録でやって

いこうという、そういう形になりつつあります。 

○伊原委員 ありがとうございました。 

○茶園座長 では。 

○池村委員 先ほどの御質問に関連してお聞きしたいんですけども、そういう耐病性とかそれ

から薬剤に対しての耐性を持たせるのは、モンサントのトマトとか大豆とかが有名かと思うん

ですけど、ああいうのは大きな化学会社だから、遺伝子の組換えとかができるのであって、先

ほど病気耐性とかウイルス耐性を付与させるとかいうことを言われてましたけど、一般の種苗

会社では、技術としては、単なる掛け合わせなのか、もう今は遺伝子組換えまでやられている

のか教えていただけますでしょうか。それから、もう一つ、プレゼンの中でリバース・ブリー

ディングの話もされてましたけれども、技術としては相当進んだもので、その脅威というのは

時間的にはまだかなり先のものというように理解したのですが、その脅威は今どれぐらいのも

のと思われているのか、その２つを教えてください。 

○初田講師 大手化学会社がやっている遺伝子組換えに関しては、現在、日本種苗協会に所属

するメーカーはどこの会社も遺伝子組み換えによる品種開発をやっておりません。今、ジーン

エディティングのほうはかなり進んでますけれども、それも品種開発には全く使われていない

というレベルです。それですから、基本的には組み合わせで選んでいきます。ただし、今まで

だったら、ＤＮＡを見ずに組み合わせだけでやっていると、すごい数の栽培と選抜が繰り返し

が必要になるんですけれども、マーカージーン・テクノロジーを使うと、その因子を持ってい

るやつだけ栽培したらいいわけで、すごく省力になるし、育種の期間もうんと短くなると。た

だし、お金はやっぱり相当かかります。 

 それから、リバース・ブリーディングですけれども、現実の問題として、もう実用化の時代

に入っています。これもやはり相当な数のＤＮＡの分析をしないといけないので、それこそか

なり大手さんじゃないと、なかなかそこまではいけないと。 

 もう一つの問題は、これは我々業者間の問題なんですけれども、Ｆ１品種といえども、たま

に交配ミスとかで、雌だけが出てしまったりするわけですね。それを育種に使われると、我々

としては盗まれたようなもんですね。そういう事例がそこそこあるんですけれども、それをな
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かなか追及して、弁償しろと。これは確実に入っているという証拠がＤＮＡレベルで見つかっ

ても、やはり裁判になると、なかなか勝てないという部分がございます。そのあたりが今、

我々、業者間でそういうことはしないでおきましょうという、行動指針を定めて守っていただ

くというような方針で進めています。 

○池村委員 ありがとうございました。 

○茶園座長 では、大渕委員。 

○大渕委員 今日は御説明ありがとうございました。 

 先ほど出ていた点でちょっと気になるところなんですけれども、特許でも守るし、種苗法で

も守るというのは、大変よくわかるんですけれども、ここで、先ほどの話で、いっそもう特許

と言っていただければ、我々もわかりやすいと言うのも変なんですが。そういう守り方もある

んだけれども、ここでは議論しているのは、品種というか、種苗の話なので、二刀流といえば

二刀流なんですけれども、発明するときと捉えれば特許のほうの話になって、それは一つわか

るんですけど、こちらはそういう話じゃない。種苗の話でするのだけど、だんだんと話に特許

的なものが入ってきたりしていて。種苗だけ、特許だけだったら話はまだわかるんですけど、

お聞きしていると、こう両方またがっているような形になってきているんで、ややイメージが

つかみにくいところがあるので、もうちょっと具体的に、特許でなく、種苗としてどうだとい

うところに焦点を当てていただくと、イメージがもっと具体的に把握できるのかなという感じ

がいたします。 

○初田講師 我々、種で食っているわけで、あらゆる手段を講じて自分を守ろうということで、

商標登録もそうですし、特許もそうですし、品種登録もそうなんですけども、今回の主題は品

種登録ですので。 

 日本の種屋さんもまだまだＦ１品種を登録してないんですね。それは、外国ほど、例えばス

ペインとモロッコの話をしましたけれども、あちらはすごい面積を、農家さんが何千ヘクター

ルと作っているので、そういうところが栄養繁殖されると、甚大な被害が及ぶわけですね。ヨ

ーロッパの場合は業者間で、ＡＩＢというんですけど、アンチ・インフリンジメント・ビュー

ロー、業者が、我々がお金を出して専門の人を雇って、それを違法増殖を誰がやっているかを

追求するというところまで行っているんですね。 

 日本ではまだまだ農家さんの面積自体も限られているし、栄養繁殖による甚大な被害とまで

は行ってない。やっぱり種で栽培したほうが簡単だということで、実情はそうなんですけれど

も、これからいろんな育苗業者さんも進んでいきますから、それが一般的になってしまうと、
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我々としては非常な脅威だということで、種苗協会のほうでも、Ｆ１品種もこれから登録しま

しょうという動きが始まりつつあります。登録しておかないと結局、権利主張ができないわけ

で、ここの最後の三角の表の中に書いてございますけれども、要は登録をしてないものは、結

局、自家増殖、自由なので、我々としては文句も何も言えない。そのためにはやはり登録しな

いといけない。登録することによって初めて権利が生まれてくるわけで、そこの部分を協会の

中でも今、真剣になって話し合っているところです。 

○茶園座長 では、合瀬委員、どうぞ。 

○合瀬委員 先ほど初田さんの御説明で、日本種苗協会としては、品種登録された新品種につ

いては、原則、自家増殖を制限してほしいというふうな要望がありましたが、例えば、品種を

掛け合わせて新しい品種を作りますよね。そのときに新しい品種が権利が生じるとすれば、掛

け合わせたものの、元の権利っていうか、関係はどうなるのでしょうか。例えば、先ほど名古

屋議定書の話が出てきましたけれども、もともとの品種との権利の関係、それは勝手に使って

いいのか、作ったものに権利が発生するのか、作ったものと元の品種との権利関係の整理をど

うするのか、そのあたりの考え方を教えていただけますか。 

○初田講師 実際、我々が育種に使っている素材というのは、もともとがいわゆる伝統野菜の

特定の品種とかを使っているわけですね。それを育種素材でなく、そのまま使った場合は、当

然、もとの親となる品種が登録されていた場合は、許諾が必要になると思います。それとまた

別のものを掛け合わせて、親というのは雄と雌と作るわけですけれども、いっぱい掛け合わせ

するわけですね。ですから、その特定の品種、例えば「庄屋大長」、木嶋先生がおっしゃった

ナスビの一般種、それをそのまま使っているわけじゃないんですね。一般種、伝統野菜そのも

のも登録されているわけじゃないので、それは使えると。もしその品種が登録されておれば、

そのまま使う場合は、その登録した人の許諾が要るという、そういうことになると思います。 

○合瀬委員 ただ、Ｆ１品種の親はわからないと、親は秘密だとおっしゃいましたよね。秘密

なのに、権利が侵害されたかどうかというのはどうやってわかるんですか。 

○初田講師 それはＤＮＡでかなりの部分わかります。ただ、ＤＮＡがほとんど一緒だからと

いって、表現形質が一緒になるとは限らないので、それで品種登録には、ＤＮＡ、データは参

考にはされても、それが決定的な条件にはならないということで、そのあたりは非常に微妙な

部分ですね。 

○茶園座長 では、この件についてはまた事務局からお願いします。 

○尾﨑課長 種苗法のもとでの特に育種活動される場合の育成者権との関係ということかと思
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うんですけれども、種苗法はですね、基本的には権利を守るということでもって、育種活動が

盛んになって、農業に貢献していこうという全体としての大きな目的がございますので、誰か

が育成した品種、これを仮にほかのところで育種の目的で使うということで、その素材として

用いるという部分については、これが仮に登録品種であったとしても、この育成者権が及ぶも

のの例外ということになりますので、育種素材で使うというものについては、許されると理解

していただければと思います。 

○茶園座長 ただ、その場合に、先ほどの名古屋議定書との関係で……。 

○伊原委員 試験研究で例外的に使えるという条文はなかったでしたっけ、特許みたいに。 

○大渕委員 ないのも変ですよね。 

○伊原委員 あるんじゃないですか。条文、今、僕持ってないですけれども。 

○茶園座長 試験研究でやる場合と、けど、そのつくったものを、またそれで商売をするとい

う場合とはちょっと違うんじゃないかなという。 

○尾﨑課長 すみません。ちょっと誤解があったかと思いますけど、親品種をこっそりどこか

持ってきて、それで増殖をするというのは、これは新しいものを育種しているというのではな

くて、要は、まさにＦ１品種を再生産するために親品種を持ってきているということなので、

これは当然、育成者権が及ぶということになるんですけども、それを使って新しいものを作る

ために試行錯誤すると、その素材として使う場合には、これは育成者権が及ばないと、こうい

う仕分けになっております。 

○大渕委員 それであれば、さきほどの試験研究というのも育成者権は及ばないと。 

○尾﨑課長 はい、試験研究に利用する場合は育成者権は及びません。 

○油木委員 うちも種苗会社なんですけれども、今まで品種登録をしてきたものは、Ｆ１品種

になる前はほとんど固定種を売っていましたので、その固定種に対しては、簡単に増殖をされ

やすい性質ですので、品種登録を今まではしてきたと。ただ、ここ10数年ですか、Ｆ１品種に

なってきて、品種登録が大分減ってきたというのが現状だと思われます。ですから、固定種は

ほぼ各社さんとも品種登録をしてたと思いますけれども。ですから、それを育材に使うときに

は、多少制限があるなり、各社、気をつけて使っているというふうに思われます。あるいは、

品種登録の期間が過ぎたものですとか、あるいは公的なジーンバンクから取り寄せた買ったも

のですとか、そういうものを素材にしているというふうに思います。 

○茶園座長 ちょっと複雑なので、また整理をお願いいたします。 

 ほかに何かございますでしょうか。 
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 では。 

○中平委員 すみません。私、専門が果樹なので、Ｆ１品種のお話を聞いてて、今、固定では

ないＦ１品種がやはり親も種苗登録をしなきゃいけないというお話だったと思うんですけれど

も、脅威となる海外の大きいメーカーさんや農家さんの栄養繁殖、あと、親は恐らく社外秘と

いうか、会社の宝だと思うんですよ、お話を聞いてると。私もちょっと品種登録をすると、や

っぱり名前が出ちゃうんじゃないかなと思うんですけれども、その辺の対策はどのようにされ

ているんでしょうか。 

○初田講師 非常に微妙な部分がございまして、欧州のほうの種屋さんは、Ｆ１品種の親系統

を登録されている会社もたくさんございます。そのときに、結局どういう掛け合わせをしてい

るのか、解ってしまうわけですね。それは本当は秘密にしておきたいんだけれども、守るため

にはそこまで公開せざるを得ないという部分がございます。 

 もう一つ怖いのは、ヨーロッパで、それも全部親も栽培されるわけで、盗もうと思ったら、

そこがそれこそ素材の宝庫で、やりたい放題になってしまうんですけれども、欧州の場合はそ

の点はぴっちり守られていると。ただ、発展途上国で同じようなことをすると、その国の財産

にされてしまう可能性も出てくるわけで、親の品種登録というのは、当社においては全くやっ

ておりません。そういう機密が漏れるという部分で、Ｆ１品種だけは登録しておかないと、そ

れこそ栄養繁殖されると、もう全然権利の主張ができないから、登録をし始めておりますけれ

ども、親まではまだやってないというのが実情でございます。 

○茶園座長 伊原委員。 

○伊原委員 今の中平社長さんの質問を僕が取り違えてたのかもしれないんですけど、Ｆ１品

種を品種登録しようと思ったら、親品種を出願の手続の中で明らかにしなければいけないんじ

ゃないんですかというふうに聞こえたんですけど、そういう質問ではなかったんですね。 

○中平委員 そうです。 

○伊原委員 そういう質問でよかったんですか。 

○中平委員 ええ。 

○伊原委員 事務局のほうはどうですか。Ｆ１品種を登録出願するときに、親品種、これとこ

れと掛け合わせましたという出願手続になってましたっけ。 

○中平委員 そういう意味じゃなくて、親品種……今の議題の中で、Ｆ１品種がやはり今、重

要になってきているということで、保護をするに当たって、遺伝子レベルでのさかのぼりが問

題になってきてますんで、親まで登録せざるを得なくなっている流れの中で、各会社さんが持
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っている、親の掛け合わせの組み合わせというのは、ある意味会社の宝だと思うので、そうい

うのがやっぱりどういうふうに守りながらやっていったらいいのかなというようなニュアンス

があります。 

○伊原委員 別に、出願手続の中で親品種の名前まで明かさなければいけないんじゃないです

かという質問ではないんですよね。 

○中平委員 ええ。 

○伊原委員 わかりました。ありがとうございます。 

○尾﨑課長 すみません。もとの質問は別としまして、伊原先生の御質問にもお答えをします

と、当然、審査をするのがＦ１品種の場合には、Ｆ１品種の種を出していただいて、これを栽

培して審査をするということなんですけれども、その育成過程のところでこういうのが掛け合

わされていますというのは、文字としてはいただくと。親のものですね。ただ、それは、例え

ば社内の育成系統なんかであれば、そのもの自体が、名前が便宜的についていても、それが何

だっていうのが特定できるわけではないので、直ちにその親のものが例えばどこかに出ていく

ということにはならない。名前だけはわかるということですけどね。 

○伊原委員 文字としては出てくるんですか、一つ一つ文字としては。 

○尾﨑課長 文字としては、こうやって作りましたというのが出されると。 

○伊原委員 それはオープンになるんですか。 

○油木委員 それは調べようと思えばオープンですか。 

○尾﨑課長 情報公開等があればオープンになり得るものです。一方、公示しているものでは

ないです。 

○木嶋講師 例えば、ここで話題になった韓国で作っている「章姫」、イチゴの品種ですが、

この片方の親は、栃木県農業試験場で育成された「女峰」が片親に入っています。それは当然

のことながら、「章姫」という品種を出願するときには、何と何で交雑して、こうできました

という記載をして品種登録しないといけないですね。 

 先ほど言ったように、交雑途中の系統であれば、出しても分からないですね。自家交配系の

何とか系統と表記してしまえば分かりません。例えば、三元交配で途中の交配系は何系統とす

れば、分からないですね。でも、例えば「大仁宮重」系と何で交配、こっちがわからないけど、

こっちがわかりませんということになるんですね。品種登録するときには、交雑に用いた品種

や系統の記載はあくまでも必要ですよね。 

○油木委員 必要なんですか。 
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○木嶋講師 必要ですね。それは当然そうやっていきますので。自分たちが民間で育種をして、

種子の商売じゃなくて有機農業で育種をしているときもやっぱり出していきますよ、登録を取

るときには、当然のことながら。ただ、なかなか今いろんな意味で、いろんな抵抗性とか何か

つくっているけど、民間の各地方で伝統的な野菜として作っている場合には、真性抵抗性みた

いなことは考えないですね。圃場抵抗性みたいに、その地域の中で作りやすい、地域起こしみ

たいなことを中心に考えていく。やっぱり品種登録をして育成者権を、全国をそれでおさえて

しまうということじゃなくて、品種登録は権利の独占ではなく、有機農業や自然農法を守り・

普及する立場です。だから、種苗会社と我々のところって、かなり離れた育種をやりますかね。

でも、やっぱり最終的にその地域の品種、例えば「丹波の黒豆」を守るとかいうときには、当

然のことながら、それは育種過程等を記載しているわけですね。 

 多分、タキイさんも、「紫ずきん」は交雑系の品種ですよね。そのように交雑品種名は入れ

ていると思いますが。 

○茶園座長 どうもありがとうございます。 

 油木委員、さらに何かございますか。 

○油木委員 我々、今、海外から盛んに遺伝資源を、農水省あるいはジーンバンクにお願いし

て、海外と正式なＩＴＰＧＲという契約の中で則った形の契約書を結んでもらって、遺伝子を

入れて、それを我々が利用しているというようなことで、遺伝子を我々も配布をしてもらい始

めているんですけれども、その遺伝子を使った親ができた場合には、品種登録のときには、ジ

ーンバンクの番号を必ずつけるというような約束事になってますので、今後も親系統について

はある程度明確になってくると。 

 ただ、今までは、過去の我々の親のとり方というのは、例えば海外で売られていた野菜なん

かの分解系を使ってますので、その分解系がどんどんどんどん分解していくと、枝番のように

すごい番号がついていくんですね。それを会社の中で管理していくような形ですので、ＩＴＰ

ＧＲあるいはＣＢＤ前の育材については、我々、日本種苗協会の会員に関しては、きちっと密

封をして、それまでに入った親系統については、それを全部密封して、各社、保管してあるは

ずです。ですから、もしそれがとられた、どうのこうのっていう話であれば、それを開封すれ

ば、そういう問題が起きる以前のものが全部証拠として残っているというような状況を今、

我々は持っております。 

○茶園座長 Ｆ１品種、とりわけ日本では非常に重要という先ほどお話でしたですけども、こ

の辺のそもそもの出願なり権利ストックの段階とか、あるいは発生した権利の内容については、
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なかなかわかりにくいところがあるので、事務局のほうで整理をお願いしたいと思います。 

 別の話なんですけども、先ほど初田様は、保護として、農業者さんの自家増殖について、や

はり日本は現在のところは自家増殖は許していて、ただ、逆に言うと、これについては認めな

いという、そういう方向で定めてますけれども、ですから、ただ、恐らく種苗会社さんとして

は、やはり原則的には自家増殖というのは禁止してという方向で、そのほうが望ましいという

ことだと思うんですけども、これは木嶋様がずっとやっておられることと恐らくちょっと対立

するようなことになるんでしょうか。どうなんでしょうかね。 

○初田講師 それを品種登録されると問題になってきますけれども、品種登録されてない品種

は自由に増殖可能となっております。農業者の権利を阻害しているということにはならいとい

うふうに理解しております。 

○茶園座長 いかがですかね。 

○木嶋講師 多分、多くの地域では伝統野菜を自家採種して、品質を維持しています。当然、

育種の素材は伝統野菜が元になって種苗屋さんは品種を作っているわけですよね。伝統野菜を

作って維持した人たちは、伝統野菜を育種素材に利用されても別に権利を侵害されたとは思っ

てないですね。そういうところではないですね。伝統野菜の生産者は地域の誇りのように考え

ていると思います。 

○茶園座長 はい、わかりました。 

 他に何かございますでしょうか。 

 では、油木委員。 

○油木委員 今、自家増殖が生産の現場で盛んに行われているかというと、日本は海外ほどで

はないと思うんですね。我々が何を危惧しているかといいますと、例えば最近、ホームセンタ

ーとかで苗が盛んに流通しているんですけれども、あれは我々が苗屋さんに種を売って、苗屋

さんが苗をつくって、ホームセンターあるいは消費者の方に配っています。そうすると、入っ

ている種と出ていく苗の数が我々は全然把握できてないんですね。彼らが要は自家増殖をしや

すい環境に一番あるということなんですね。 

 ですから、例えばイタリアなんかで、挿し芽でどんどん同じクローンを作っていくような状

況が今起きているわけですけれども、今後そういうことが増えていくんではないかというよう

なのを大分危惧をしているのが現状です。 

○茶園座長 では。 

○尾﨑課長 油木委員の御指摘の中で、種苗を販売する人が、種苗を増殖する目的で、想定以
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上にたくさん作って、どんどん増やして売っているというのは、これは自家増殖という概念と

は多分違って、これは今の種苗法の中でも、この育成者権が及んでいる中で、ちゃんと育成者

権を持っている人との契約関係とか、許諾を得てやっているかどうかとか、そういったような

話になっていく問題なのかなと思っております。 

○茶園座長 他に何かございますでしょうか。今まで出てきたものをさらに発展させた御質問

なり御意見でも結構ですし、全く別の論点についても結構ですけども。 

 では、金澤委員。 

○金澤委員 先ほど来、いろんなお話聞かせていただいていますが、実は、実際に私、ホーム

センターに苗を作って納めたりはしてますけども、私の知り合いのトマトをたくさん作ってい

る方が珍しいトマトを持ってきまして、そうしたら、サカタさんの「アイコ」の前の代のやつ

を10年間、自家増殖して、今も維持しながら、日本全国で私一人しか作ってないトマトだよっ

て持ってきたんです。 

 そういうふうに全然品種登録はないんですけども、自家増殖を行って育種している方もいる。

それから、例えばメーカーさんのミニトマトをたくさん蒔いた中で、栽培している圃場の中で

変異種を見つけて、そういった品種を大々的に増殖して、ホームセンター、それからカゴメさ

んのほうで売られている事実があるんですね。だから、栽培地において何万という本数の中か

ら変異種を見つけて、実際、分析して、その中で変異種のトマトを栄養繁殖をして、逆に栄養

繁殖系の、農水省のほうにトマトの登録出願の申請があれば、大体そういう類いだと思っても

らってもいいんじゃないかと思っています。 

 そうすると、やはりタキイさんとか、多大な投資をしていきながら、新しい種での品種開発

をしている中で、変異種をピックアップされて、さらに再利用されているというようなことで

あれば、当然、いろんな利益の部分も含めて品種の保護について考えていく必要がある。それ

から実生系が当たり前だったのに栄養系で出てくるとなると、同じようなものがたくさん出て

くるんじゃないかなと思いますね。だから、その辺も含めて今後いろいろと皆さんで注意を払

いながら、先ほど言われているような親の品種登録だとかを含めて協議していく必要があるん

じゃないかと思います。 

○茶園座長 ありがとうございました。 

 他に何かございますでしょうか。 

 では、伊原委員。 

○伊原委員 Ｆ１品種の登録のときの手続についての追加質問と、もう一つはＤＮＡマーカー
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についての質問なんですが、どうして親品種を書かないといけないのかという。現物主義だっ

て言ってるのに、その登録出願されてきたものの現物がどういう特性であるのかっていうこと

が最大な勝負なわけなはずで、どういう氏素性で生まれてきた子ですかなんていうところは関

係ないんじゃないかと思って、それを出願手続のところで何で開示させるのかなっていう、ち

ょっとそこがクエスチョンマークなので、次回、事務局から御説明いただければというふうに

思います。 

 それから、最初に尾﨑課長のほうから、ＤＮＡマーカーが今現在、果樹・野菜類と花卉・工

芸作物類でこんだけ15～16種類ありますよって御説明いただいた、資料２の一番最後の９ペー

ジですかね。これはリンゴだとかパイナップルだとかブドウとかって、いろいろ大ぐくりで書

いてあるんですが、この登録品種は、例えばリンゴならリンゴの細かい品種が全部わかるとい

うような趣旨ですか。オウトウについても。どこか一番売れ筋のものがわかるという趣旨なの

かっていうのが一つと、プラスアルファ、これは同一品種がわかるのであって、類似品種って

いうか、権利が及ぶ範囲がわかるっていう話ではないんですよね。というのが付随的な質問で

す。 

○藤田室長 品種としては、売れ筋だけではなくて、かなり幅広く使われているものは判別で

きるように、たくさんの中から選んできておりますので、ちょっと細かいのまで載せておりま

せんでしたけれども、また必要があれば少し御紹介したいと思います。 

 基本的には、例えば税関に入ってきたものが、それが侵害に該当するかどうかというのも、

そのマーカーによって同定できるというようなところでございますので、そこぐらいですね。

そこまでですね。基本的に、ＤＮＡレベルで識別できる、そこは確認しておりますので、一定

レベルというか、そこは識別できるというふうに考えておりますが、伊原先生がおっしゃって

いるように、さらに類似品種とのデマケーションのようなことになると、そこはちょっと物に

よるのかなというふうに考えております。 

○尾﨑課長 いずれにしても、これはそういうものの指標として使い得るというものであって、

法律上のいわゆる区別性とか特性上どうかというものと、直接リンクしない性質のものになり

ますので、そういう参考として非常に有用なものとして、我々としては整備を進めているとい

うことでございます。 

○茶園座長 よろしいですか。はい。。 

○伊原委員 すみません。藤田室長さんのお話で、要するに水際措置のときにこういったもの

が侵害ツールに使えるよっていう今御説明いただいたんですけど、現実に生鮮食物として、イ
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チゴだとかいろんな生鮮物が海外から来て、水際でとまるような手続があったんですか。僕は

ちょっとそこがよくわかってないんですけど、水際で阻止できたという、これが活用されたっ

ていうような使用実績というんですかね、そういう事案というのはあったんですかね。 

○藤田室長 ちょっとそれは確認します。有名なのは、イグサですけれども、ただ、実はこの

マーカーも葉っぱがないと今確認できないところがありまして、実だけですと判別できなかっ

たりしますので。税関でとめるかどうかっていうのは、生鮮品の場合は、誤ってとめた場合に

は腐ったりしますので、その際の供託金とか、そういったこともあって、なかなか現実的には

難しいところもございます。また整理させていただきたいと思います。 

○伊原委員 ありがとうございました。 

○茶園座長 ほかに何かございますでしょうか。 

 では、どうもいろいろありがとうございました。 

 まだ、とりわけ先ほどＦ１品種に関して、いろいろ複雑な問題があるということで、また事

務局のほうで整理していただきたいというように思いますし、また、私も、先ほど初田さんが

いろいろおっしゃった中で、例えば一番最初に事務局より、海外流出のお話がされました。海

外に流出して、日本として一生懸命につくったものが無断で利用されているという問題を挙げ

られましたけども、例えば、ここでの非常にすばらしい優秀な品種の利用というのを持続的に

可能にするとか、例えば種苗法というものをより実効的機能にするという場合に、日本ではこ

うだけども、ヨーロッパではこうだとかいうお話があって、恐らくそれは制度自体の問題、違

いというのもあるでしょうし、あるいはそれを取り巻く環境というんですかね、実際上、こう

いうものが日本とヨーロッパとは違うから、だから、仮に同じような制度を持っていたとして

も、いろいろ実効性に差が生じるとかっていうことがあると思いますので、もしそういう観点

から見ても、日本での改善点というのも認識することができるかなと思いますので、そういう

ところについても、事務局のほうで御検討いただければというように思います。 

 では、皆さん、どうもありがとうございました。 

 本日は、民間で育種に携わっておられる方、お二人からヒアリングを行わせていただきまし

た。 

 では、次回以降についての事務局のお考えをお聞かせください。 

○尾﨑課長 第２回、第３回と育種をされている皆様、それから有機農業、そういったもので

自己で育種をされているような方のお話を伺って、意見交換をさせていただいたということで

ございます。事務局といたしましては、今度、今日、油木委員からもありましたけれども、種
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苗の流通の話も今日出ましたので、こういったところをヒアリングができないかということ、

それから、制度に関するいろいろな御質問、それから課題、そういったものをいただいていま

すので、そういったところについても資料を出させていただいて、論点を深掘りさせていただ

ければというふうに思っておりますけれども、それでよろしければ。 

○倉重審議官 本日はどうもありがとうございました。専門的な論点も含めて、非常に深い議

論ができたのではないかと思っております。 

 一方で、冒頭の、第１回でしたか、説明にもありましたけれども、循環の絵があったと思う

んですが、その青い世界で新品種開発のところの循環をどうするか、そして黄色のほうで、一

般品種の自由なところ、そこの循環をどうするか。新品種というのは一定期間、経れば一般品

種に行くと。ここについてもどうかと。全体できちんと循環が回って、最終的には、農業者の

方が持続的に優良品種を使っていけるようにするにはどうするかというのが全体の視点であり

ますので、各論の詳しい話もしつつも、常に座標といいますか、この循環が全て保たれるとい

うことに意を用いながら、我々も説明をしたいと思いますし、御議論をいただければと思って

おりますので、そこについてどうぞよろしくお願いします。 

○茶園座長 どうもありがとうございました。 

 では、先ほどおっしゃった次回のヒアリングにつきまして、適切なヒアリングを行うことが

できるように、議題の設定あるいはヒアリングの人選というものを農林水産省さんにお願いし

たいと思いますけれども、委員の皆様、それでよろしいでしょうか。（異議なしの声） 

 ありがとうございます。 

 では、農林水産省さんにおかれまして人選をお願いいたします。 

○尾﨑課長 はい、承知いたしました。 

○茶園座長 また、次回以降の日程につきましても、すみませんけども、私、座長に一任いた

だきまして、農林水産省と相談の上、決定していくということにしたいと思いますけども、そ

れで皆様、よろしいでしょうか。（異議なしの声） 

 ありがとうございます。 

 それでは、農林水産省におかれましては、議題、日程等を調整していただくようにお願いい

たします。 

 では、これにて本検討会は終了とさせていただきます。 

 それでは、事務局に司会をお返しいたします。 

○藤田室長 本日は熱心な御討議ありがとうございました。次回以降の議題、日程等につきま
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しては、座長と相談の上で決定いたしまして、また皆様に連絡いたしたいと思います。 

 本日はありがとうございました。 

午後２時５６分 閉会 


