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第２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：令和元年５月１０日（金） 

時間：１３：２９～１５：３６   

場所：三番町共用会議所第３会議室 

  

 

 

 

議 事 次 第 

 

１．開  会 

２．あいさつ 

３．第１回検討会において提起された課題 

４．品種育成者からのヒアリング 

  ・前農業・食品産業技術総合研究機構果樹研究部門長 樫村芳記氏 

  ・山形県農林水産部技術戦略監 佐藤純氏 

５．意見交換 

６．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  

 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 

 栗原 竜也 全国農業協同組合連合会米穀生産集荷対策本部 部長 

 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 

 中平 義則 株式会社なかひら農場 社長 

 福田 豊治 一般社団法人日本種苗協会  

 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 

（五十音順） 
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午後１時２９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２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、ご多忙のところ、ご出席賜り、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。よろしくお願いします。 

 それでは、開会に当たり、食料産業局長の塩川からご挨拶申し上げます。 

○塩川局長 ４月１日付で食料産業局長になりました塩川でございます。新井に引き続いてよ

ろしくお願い申し上げます。 

 委員の皆様方におかれましては、ご多忙の中をご参集いただきまして誠にありがとうござい

ます。今回、第２回目ということで、第１回目は幅広い議論を賜ったところですが、今日は公

的機関で品種開発を進めている方々、２人の方、前農研機構の樫村様と、それから山形県から

佐藤様からプレゼンをいただくことになっておりますので、少し絞った議論ができればという

ふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。ちょっと私、途中で何回か中座し

ますが、よろしくお願いを申し上げます。 

○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、守秘すべき事項に係る資料を除き、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。 

 また、本日ですけれども、西川委員からはご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が代理出席を、油木委員から

は一般社団法人日本種苗協会より福田様が代理出席の連絡をいただいております。 

 本日クールビズという形で開催させていただきますので、適宜上着をお取りになっていただ

ければと思います。 

 それでは、これより後は茶園座長に議事の進行をお願いいたします。 

○茶園座長 座長を務めさせていただきます茶園です。よろしくお願いします。 

 本日は、まず議事に入ります前に、今回初めてご出席いただきます栗原委員と矢野委員から、

自己紹介を兼ねて一言お願いしたいと思います。 

○栗原委員 前回は、所用のため欠席となり申しわけございませんでした。 
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 私、全農米穀生産集荷対策部の栗原竜也と申します。主に米穀の生産・集荷に関わる業務を

させていただいております。種子の関係についても全国主要農作物種子安定供給推進協議会と

いう組織と連携して、種子の安定供給を図るための仕事もさせていただいております。本日は、

専門外の事項もありますが、よろしくお願い申し上げます。 

○矢野委員 農研機構の矢野昌裕と申します。前回は欠席して大変申しわけございませんでし

た。 

 私は農研機構の中で、いわゆる稲・麦・大豆、土地利用型作物の品種開発と、それからそ

の技術開発に関わってまいりました。もともとはゲノム研究に携わっていたんですけれども、

それを品種改良に利用するというような立場で研究しております。品種の開発に関しては、い

ろんな形で関わっていましたので、このような場でいろんな議論の中に加われるというのは非

常にありがたいなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○茶園座長 どうもありがとうございました。それでは、議事に入りたいと思います。この議

事次第に沿って進行させていただきます。 

 それでは、第１の議題となります第１回検討会において提起された課題について、これにつ

きまして農林水産省よりご説明をお願いいたします。 

○尾﨑課長 この検討会の事務局を務めております、知的財産課の課長をしております尾﨑で

ございます。今日もよろしくお願いいたします。 

 事務局の方から、この資料、今日配付しております中で、横紙の「第１回検討会において提

起された課題」という資料が入っているかと思います。これに沿って簡単に前回のいただいた

ご意見の振り返りをさせていただきたいと思っております。 

 第１回は３月27日に開催させていただいております。事務局から制度の概要も含めまして、

植物品種保護をめぐる状況についてご説明をさせていただくとともに、委員の皆様から全体的

なご意見を頂戴したところでございます。第１回の時にいただきましたご意見を整理させてい

ただいて、本日配付させていただいているのがこの資料でございます。 

 １ページ目は全般的なご意見をまとめたものでございます。順にご紹介させていただきます。 

 検討の視点とありますけれども、種苗法の精神、目指すところは、農林水産業の発展に資す

るということであるというご意見をいただいております。品種開発、種苗業界の健全な発展、

安定した種苗供給の確保につながるように、種苗法を運用していく必要があるのではないか。

新品種の開発のインセンティブが確保できていないのであれば、問題点を整理すべきであると

いったご意見をいただいております。 
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 登録品種（新品種）の権利保護と、一般品種の自由利用の両方のバランスを考慮すべきであ

る。それから、知的財産法は進展が早い法分野であって、種苗法は10年以上改正されていない

ということで、現状に合ったものに改正していく喫緊の必要があるのではないかというご意見

をいただいているところでございます。 

 続きまして、現行の制度についての制度理解の促進についてもご意見をいただいております。

種苗法、非常に専門的な分野ではございますけれども、多くの人がある程度まで理論的にご理

解をいただけるように努力すべきではないかと。そうでないと、多くの人が関われなくて、制

度が利用されないのではないかというご意見でございます。 

 それから、現場を回ると農家の育成者権に関する権利意識がいまだ低いというような感じが

あると。この検討会も含めて、分かりやすい議論を心がけるべきではないかというご意見をい

ただいております。 

 それから、登録品種と一般品種とを混同した議論があるということで、分かりやすい説明を

すべきであるというご意見をいただいております。 

 右に行きまして、現行制度の下での侵害についてでございます。 

 種苗法による紛争は非常に少ないということについてでございますけれども、争ってまで権

利が行使されていないということであれば、法律の目的が達成されていない可能性もあるとい

うことで、現在の法律が十分な保護制度になっているのか精査が必要ではないか。 

 それから、育成者権の侵害になるかどうかという境界がはっきりしていないのではないかと

いうことで、権利の及ぶ範囲を明確にすべきではないかというご意見をいただいています。 

 それから、育成者権の侵害があっても、いわゆる「現物主義」という考え方がございますけ

れども、これでは実質的に裁判を起こせない実態にあるのではないか。 

 それから、果樹等については品種のサイクルから見ますと育成者権の保護期間が十分な期間

になっていないのではないかというご意見をいただいております。 

 それから、さらに視野が広いご意見ということで、知財戦略ということについてもご意見を

いただいております。知財戦略として、海外における競争力の強化、優良品種の国外流出の防

止が求められておって、その実現に資する制度が必要なのではないか。 

 それから、農業分野の知財戦略を強化すべきであると。活力創造プランとか、基本計画など

にも基本戦略として知財保護や付加価値向上を位置付けて欲しいといったご意見をいただいて

いるところでございます。 

 おめくりいただきまして、育成者権の保護について、左の青いところと右のオレンジのとこ
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ろがございます。新品種について左側にまとめておりますけれども、生産環境が変化する中で、

農業者からもこれに対応した品種開発が求められているところであるということで、民間がこ

うした新品種開発に取り組むには、新品種がしっかりと保護されるということが必要である。 

 それから、新品種について品種の普及をするに当たっても、育成者が種苗の品質や数量を管

理して、産地づくりを進めやすい制度にする必要がある。 

 それから、育成者には品種登録をしない選択もとられているということを考慮に入れるべき

ではないか。 

 それから、優良品種の国外流出には強い対応を期待していますというご意見をいただいてお

ります。 

 それから、権利保護と自由利用のバランスについてということでございますけれども、都道

府県での育種による新品種は、いわば県民の共有財産だということで、農業者の利益のみでな

く、許諾収入なども使って、県全体への還元も必要ではないかという視点もいただいておりま

す。 

 果樹等については、登録品種も含めて自由な増殖が慣習的に行われている部分もあるという

ことで、民間の育種者としては販売した種苗が農家で高接ぎなどで自家増殖されてしまえば、

開発費用の回収が困難であるということが悩みであるということをご意見としていただいてお

ります。 

 それから、農業者は種子を増殖・利用しながらよい株を選抜するというようなことをやって

おるということで、新品種の育成のための利用に育成者権の効力が及ばないということになっ

ておりますけれども、自家増殖との線引きが難しい場合もあるので、丁寧な議論が必要なので

はないか。 

 それから、種苗は一部農家の独占ではなく、幅広く使われる方が消費者のためになるという

考え方もあるということで、誰のために保護するのか考えるべきではないかというご意見をい

ただいております。 

 右側でございますけれども、種子の安定供給についてご意見をいただいております。農業者

の高齢化が進んでいるということで、稲の種子など、専業の種苗生産者の存続が厳しくなって

いるということで、種苗生産者の保護、あるいは種子の安定供給に関するインフラ整備も検討

すべきではないかというご意見。 

 それから、主要農作物種子法の廃止によって、生産現場では大きな不安や混乱が起きている

ということで、農水省としても丁寧な説明や議論をお願いしたいというご意見をいただいてお



－   － 7 

ります。 

 それから最後、遺伝資源との関係について。遺伝資源は、人類の共有財産という考え方も軽

視せずに注意深く議論すべきである。 

 それから、ＵＰＯＶ条約は、これは種苗の保護ということですけれども、ＩＴＰＧＲＦＡ条

約における農民の権利、農民の特権との関係についての国際的な議論も踏まえて議論されるべ

きであるといったご意見をいただいているところでございます。 

 以上が第１回でいただいたご意見をまとめさせていただいたところでございますけれども、

本日以降、またさらにご意見をいただいて、議論を深めていただければというふうに考えてお

ります。 

 事務局からは以上でございます。 

○茶園座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、次の議題でありますところのヒアリングに移りたいと思います。 

 このヒアリングにつきましては、本日は品種育成者の方々をお招きしております。講師のお

二人につきましては、こちらの座席に移動をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 それぞれこれからご発表いただきますが、ご発表に対しまして、ご質問、ご意見もあろうか

と思いますが、時間の都合もございますので、お二人のご発表が終わった後に意見交換を行い

ますけれども、その場でお願いいたします。 

 それでは早速ですが、まず初めに果樹等の品種の開発につきまして、我が国を代表する機関

であります農業・食品産業技術総合研究機構で長年果樹の研究開発に関わってこられました、

前果樹茶業研究部門長の樫村芳記様よりご発表をお願いしたいと思います。お願いします。 

○樫村 前部門長 こんにちは。今ご紹介にあずかりました樫村と申します。品種育成者と言

われるとちょっと面映ゆいところがあって、専門は本当は育種ではないんですけれども、今ご

紹介ありましたように、農研機構の果樹の研究を統括していた立場から、今日は特に農研機構

における品種の育成を中心に、概要をご説明したいと思います。 

 それほど果樹に親しみがないという方もいらっしゃると聞いておりますので、非常に概要的

なところでお話をしますので、専門の方から見るとちょっと物足りないかもしれませんけれど

も、お許し下さい。 

 今日は時間も限られていますので、果樹における主な育種手法、果樹育種における特徴、そ

れから特に農研機構におけるこれからの果樹育種の方向と課題といったところについて、簡単

にご説明させていただきたいと思います。 
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 まず、果樹の育種手法ですけれども、いろいろありますが、大きくは突然変異育種と交雑育

種という２つに分けられます。突然変異育種というのは、要するにある品種について一つの遺

伝子に変化が起きると、そのことによって、例えば着色が良くなったものとか、収穫期が早く

なったものができるというものでございます。普通、枝変わりとか呼んでいますけれども、馴

染みのあるところでは「うんしゅうみかん」、現在つくられている品種はほとんどが突然変異

体でございますし、あとリンゴなんかでも「ふじ」の着色系などが普及しています。オリジナ

ルの「フジ」というのは多分今はほとんどないかと思います。 

 それから、一般には自然における突然変異を利用しますが、それを人為的に起こすという方

法もありまして、放射線育種と言いますが、茨城県の北の方に放射線育種場というのがござい

まして、そこで放射線を当てることによって突然変異を強制的に起こすと、そういった育種も

しておりました。代表的なものとして「ゴールド二十世紀」という品種があります。「二十世

紀」は、皆さんご存じかと思いますが、非常に病気に弱いんです。これに放射線を当てること

によって、黒斑病という病気に強い品種を育成しました。今、鳥取で「二十世紀」をいっぱい

作っていますけれども、かなりの部分はこのゴールドタイプに替わっていると思います。 

 今の説明から分かるように、ある全く別の品種を作るんではなくて、既存の品種を一部変え

ていくというタイプの育種ですので、いい形質に変わっていれば非常に農家としては入れやす

いということがあります。ただ、逆に言うと、全く違う画期的な品種というのはなかなか得ら

れないという特色があります。 

 もう一つが、果樹育種のメインですけれども、交雑育種、要するに２つの品種を交配して得

られた実生、その種から出てきた植物体を実生といいますけれども、これの中から優れた特性、

両親のいいところを併せ持った、そういったものを選抜していくというのが王道の育種になり

ます。 

 ２つの品種からいいとこどりをするわけなんで、非常にいいものを得られる可能性があるで

すけれども、人間の兄弟であっても千差万別で、必ずしも両親のいいところを引き継ぐという

わけではございません。ランダムに親の形質を引き継ぎますので、いい両親だからいい子供が

できるとは限りません。これがはもう確率の問題なので、こういう言い方をすると非科学的で

すけれども、要するに宝くじと同じで、たくさん買えばその中に当たっているくじが入ってい

る可能性が高いのと同じで、たくさんの実生を育てて、その中から選ぶということが非常に重

要になってきます。 

 あとは、新品種は非常にいろんな新しい性質を持っていますので、果実品質だけでなく栽培
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特性も含めてきちんと評価しないとなかなか普及には回せない、そういった特徴がございます。 

 果樹育種、特に交雑育種の特徴ですが、一つは普通の作物よりも植物体が大きく、畑に植え

るにしても非常に大きな面積が要ることになります。それから、なかなか種をとるのが難しい。

特に桃なんか１個しかないわけで、たくさんの種をとろうと思っても非常に手間がかかるとい

うことで、先ほど言った育種の実生の数を増やすのが非常に難しいわけです。 

 それから、「桃栗三年、柿八年」と言いますけれども、種をまいてすぐ実がつくわけではあ

りません。なおかつ、何年か経って実がついても、初成りと言われる１年目の実の性質という

のは必ずしも本当の性質ではないんですね。何年か成らせて実の性質を見ないと、本当の性質

が分かりませんので、その性質を明らかにするためには長い期間が要ります。このため、広い

圃場を長期間にわたって占有しないと育種ができないという問題があります。 

 それから、果樹の場合、どうしても食味という非常に複雑な要因が重要です。なかなかこう

いった複雑な特性は客観的な評価、機械で例えば計るとか、そういうのは非常に難しいため、

評価に多大な労力と高度なスキルが必要になってきます。 

 最後に、ＤＮＡマーカーという遺伝子を選抜するというお話をしますが、複雑な形質につい

てはＤＮＡマーカーでの選抜もなかなか難しい。いろんなＤＮＡマーカーを我々も作っていま

すけれども、それで全ての特性が分かるわけではないありません。 

 実際の育種のことを実例に沿ってお話ししたいと思います。ここでは、多分皆さんもご存じ

かと思いますが、ブドウの「シャインマスカット」、これの育成のお話をさせていただきます。 

 ブドウにははアメリカブドウ、米国ブドウとヨーロッパブドウ、欧州ブドウという２つの大

きな種があります。欧州ブドウというのは、「マスカットオブアレキサンドリア」、これが代

表的ですけれども、非常に香りがよくて味がいいと。でも、日本で作ると非常に病気にかかり

やすく、栽培しにくいです。一方、米国ブドウは好き好きですけれども、独特な香りがあり、

日本でも作りやすい。 

 このため、日本では主に米国ブドウが作られていたんですが、それだけだとなかなか消費が

伸びないため、ヨーロッパブドウの味を持って、日本でも栽培できる、そういう品種を目指し

てずっと育種をしておりました。ですから、育種の手法としてはヨーロッパブドウとアメリカ

ブドウ、これの交雑育種というのが主体となります。 

 「シャインマスカット」を作るのに何年かかったんですかと尋ねられると、大体15年とか20

年とかよく言うんですが、これを見て分かるように、確かに「シャインマスカット」を育成し

た交配は1988年で、それを品質登録したのが2003年ですから、15年かかっているんですね。交
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配して、翌年に種をまいて、1990年には実がなったあと、それを我々の方でいろいろ調査をし

て、これはいけるんではないかというところで、次、平成11年から15年に系統適応性試験。こ

れは何かというと、我々としては育成した品種を日本全国のブドウ産地に作ってもらいたい。

でも産地によって気象条件や土壌条件は全然違いますので、いろんな産地で実際作ってみない

と、本当に品種にしていいかどうかが判断できません。そこでブドウ主産県の公的機関で栽培

試験をしていただきまして、その結果に基づいてこれはどこでもいけると、こういうところな

らいけるというのが分かった段階で品種登録出願をしています。これが大体15年かかって、そ

の後ウイルスを抜いたりしながら、実際苗木を販売するまでには19年かかったということで、

一般的には20年かかりますというふうに言っているんですが、実はもっとかかっているんです。 

 ある品種とある品種を交配すると、必ずしもその両方のいいところだけをとったものという

のは必ずできるわけではないです。そこそこにいいものはできるけれども、もう一回何かをか

けてあげないと、本当にいいものはできてきません。 

 「シャインマスカット」の場合には、２回、２サイクルをかけて作っています。一番最初に

かけたのが「スチューベン」という、これはアメリカブドウですけれども、これに「マスカッ

トオブアレキサンドリア」を交配したのが1973年。ここから計算を始めますと、２サイクルか

かって30年実際はかかっているということになります。 

 「シャインマスカット」の場合、２世代でできたわけですけれども、野生種が持っているよ

うな耐病性とか、そういうものを入れていこうとすると、２回ぐらいの交配を重ねたぐらいで

は本当に食べられるものは出てこないです。そういう意味では、より画期的なものを作ってい

こうと思えば、世代をどんどん繰り返す必要がある。そうすると、どんどんどんどん育成にか

かる年が長くなっていくということで、目標を高くすればするほど育成にかかる期間が長くな

っていくという特徴があります。 

 それから、その評価というところでお話ししたいのは、「シャインマスカット」というとや

っぱり皮ごと食べられる、それが一番売りかなと思いますけれども、では、皮ごと食べられる

という性質、一言で言えば一言なんですけれども、実は中身はいろいろあるんです。それを要

素に分解していくと、皮が薄いと。当然、皮が薄くないと皮が食べられないです。 

 それと２番目が重要なんですけれども、裂果しないと。実はヨーロッパブドウをいろいろ見

ると、皮ごと食べられるというのは別に珍しいことではないんです。でも、そういう品種は大

概皮が弱いので、日本で栽培すると雨とかが降った時に裂果してしまうため、日本では普通の

農家さんが安心して作れませんので、日本における皮ごと食べられるぶどうは、裂果しないと
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いう性質を併せ持つ必要があります。 

 それから３番として、皮が果肉から離れにくいこと。皮が果肉から離れやすいと、歯が当た

ってときに皮がずれてしまってかみ切れません。果肉の性質もかみ切りやすい必要があります。 

 それから、「シャインマスカット」は緑のブドウなので関係ありませんが、赤とか黒のブド

ウの場合には果皮にかなりのフェノール物質が含まれますので、あまりその濃度が高いと渋味

を感じてしまいます。皮ごと食べられるブドウといっても、実は多くの性質が決まってくるの

でそれらを全てクリアさせないといけません。 

 これらの性質については、まだ基礎的な知見がないため、我々では遺伝子情報を利用しなが

ら、この辺の基礎的な知見を今集めていて、それによってより簡便にこういったブドウを作れ

るようにしていきたいと、努力をしているところです。 

 「シャインマスカット」、このような優れた性質を持ったんですけれども、これで完成では

なくて、今、次を目指してやっているのは、「シャインマスカット」は緑ですので、同じよう

な性質を持ったもので、赤い色、それから黒いブドウ、それからもう少し耐病性を上げていき

たい。また、コストを考えますと、収量性も上げていきたい。あと、マスカット香を持ってい

るんですが、まだまだ十分ではない。特に収穫後、時間とともに非常に急激に失われていきま

すので、マスカット香の強化と、そういったところも今後、良くしていきたいということで、

今さらなる育種を進めているところでございます。 

 それから、これからの果樹育種ということで、今やっていることをお話しします。冒頭で言

ったように、品種育成では育種の規模を大きくする、要するにたくさんの種から育てた実生の

中から選抜することがとても重要です。上の図が従来の育種法ですが、例えば畑に100本しか

木が植えられないとすると、100本の中から選ばなければいけない。母集団が100なんですね。

でも、遺伝子情報を利用すると、芽生えの段階、葉っぱが１枚あれば、病気に強いとか、色が

つくとか、そういったところがある程度分かるようになってきました。そうすると、例えば遺

伝子情報で10分の１に絞り込むことができたりすると、同じ100個体を植えられる畑を使うの

だったら1,000個体の中から選べる、ということで、非常にいい品種を得られる確率が高まる

ということであります。 

 よく、ＤＮＡマーカー、遺伝子情報を利用すると、早く品種を育成できるんではないですか

と言われるんですけれども、決して遺伝子だけで全ての特性を評価することはできません。特

に果樹のような場合、食味とか、栽培性といったものはなかなか少数の遺伝子を見ただけでは

分からない。そうすると、結局は実際に栽培して、果実を見て評価しないと選べないというこ
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とで、実際のワンサイクル、つまり交配から最後の品種を選ぶまでの時間というのはほとんど

変わりません。 

 ただ、先ほど言いましたように、選抜する対象の個体を非常に多くできるので、より目標と

する性質を持った個体を選べる確率が高くくなる、つまり育種が効率的になるということです。 

 これからの育種目標ですが、①から⑧が書いてありますが、①のおいしさはともかくとして、

②から⑧までいろいろ書いています。果樹の種類によってどこに軸足を置くか違いますが、基

本的にはこういった新たな性質を強化することを目標としています。でも実は①が一番重要な

んですね。どんなに栽培しやすい性質を持っていたとしても、今の品種よりも高く売れなけれ

ばいけない。そうではないとなかなか農家さんは作っていただけません。ですから、表向き、

今こういう品種を作って、例えば病気に強い品種を作っていますよということは言うんですけ

れども、必ずその時に、それとともに既存品種以上の食味なりブランド化ができるような品質

を併せ持っているということが必要で、その辺が非常に難しい。例えば今、ナシで黒星病抵抗

性とか入れていますけれども、非常にろくでもない品質の品種が抵抗性の遺伝子を持っている。

それを交配をすると、やっぱりろくでもない品種しか出てこない。そこで食味の良い品種を何

度も何度も繰り返しながら味を上げていくという作業をしていくわけです。品種として最低限

持っていなければならないおいしさというところがありますので、画期的な品種の育成という

のは非常にハードルが高いというのが現実です。 

 最後に、今我々がやっている果樹育種を進める上での、特に知財関係での課題なんですけれ

ども、「シャインマスカット」が海外に流出しているということで何とかしろという話があっ

て、今、農水省さんの方の予算をいただいて、基本的に今育成している品種については海外登

録をしているんですが、登録するときに求められる栽培試験への対応が結構大変です。栽培試

験では相手国に苗木を送って評価を受けるわけですが、検疫でひっかかってなかなか、途中で

枯れてしまうとかあり、苗木をそろえて送るということが結構な負担になっています。栽培試

験データを共有できるという制度もありますので、できればそういう制度を拡大していただけ

ると、我々としてはより海外登録のハードルが低くなるんではないかなというふうに考えてい

ます。 

 それからもう１点は、海外登録した時にそれをどうやって担保するかということで、制度的

には登録していれば、相手国で栽培されればそれは権利侵害として訴えられるんですけれども、

そのような侵害をサーベイするのがなかなか現実的には難しい。どこか、例えば相手国の大き

な苗木屋さんなり販売業者なりにライセンスを供与して、そういったが利害関係を持った方が
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いれば協力いただけると思うのですが実際にはなかなかそういうことは難しいというのが実情

です。権利を確保するとともに、それをどうやって実効あるものとして担保していくかという

ことが今後の課題かと思っています。 

 以上でございます。 

○茶園座長 樫村さん、どうもありがとうございました。 

 では、次のご発表といたしまして、果樹の生産地であると同時に、品種開発も盛んで、加え

て、「つや姫」を開発・普及されて、育成者権を活用したブランド化を推進していることでも

有名な山形県で技術戦略監を務めておられます佐藤純様にご発表をお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

○佐藤 技術戦略監 山形県農林水産部の佐藤でございます。私も育種に携わったことがござ

いませんので、専門的なところがちょっと弱いので、皆様方のご期待に応えるようなお話がで

きるかと大変不安ではございますけれども、県における品種の保護とブランド化の取組という

観点からご説明申し上げたいと考えております。 

 ここに書いてありますのが、平成になりましてから山形県の方で品種登録、あるいは出願中

のものもございますけれども、品種登録した品種でございまして、全部で31ございます。この

うち、水稲が最も多くて、出願中の３件も含めて12件ということで、「つや姫」ですとか、あ

とは大吟醸向けの酒造好適米である「雪女神」、それから現在出願中であります「雪若丸」が

ございます。そばは２件、それから果樹につきましてはオウトウの「山形Ｃ12号」、リンゴの

「秋陽」、西洋ナシの「メロウリッチ」など８件、野菜は６件で、イチゴはここにあります

「サマーティアラ」など、それから、たらのめ、食用菊などがございます。 

 花につきましては、リンドウの「ハイネスホワイト」など、３件ほど登録してございます。 

 なお、登録が失効しているものにつきましては、水稲の「はえぬき」ですとか、オウトウの

「紅秀峰」、こういったものもございます。 

 次に、山形県が育成しました品種の利用権の方からでございます。利用権設定の状況につい

てでございます。基本的には、栽培につきましては県内限定といたしまして、生産振興策によ

りましては他県での栽培を認めるという方向で品種の普及を図ってございます。この方針の下

で水稲につきましては延べ18件、県の契約を締結しております。「つや姫」につきましては、

県内が２件、県外９件といったことになっております。その他、そばですとか果樹、野菜、花

卉、園芸につきましては全て全農山形さんと契約を締結してございます。 

 次に、知的財産権の保護に関する基本的な考え方でございます。 
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 本県では2013年以降、品種登録出願の可否を決定いたします県職務育成品種登録審査会にお

きまして、当該品種の振興上の位置付け、あるいは知的財産権保護の考え方を決定いたしまし

て、戦略的品種と通常の品種に分けて品種名称の決定などを行っております。 

 ここに戦略的品種でございますけれども、主要な農作物として位置付けられまして、かつ将

来の主力品種となり得る品種でございます。生産計画ですとか販売方針など、品種名を含めま

したブランド戦略の検討ですとか、推進のための組織を立ち上げまして、生産、流通、販売な

どの各種振興策に取り組んでおります。水稲の「つや姫」、それからオウトウの「山形Ｃ12号」

がこれに該当いたします。 

 通常品種につきましては、品種登録を急いで行いまして、その後、産地における評価などを

踏まえて振興方策を決めるものでございまして、地域特産的なもの、ここでありますと、たら

のきですとか食用菊、こういったものがございます。 

 山形県における育成品種の知的財産の保護の関係でございます。 

 まず、商標登録でございますけれども、国内におきましてはリンドウ「ハイネスホワイト」、

登録品種でございますけれども、これの花色の異なる類似系統を保護するということで、「ハ

イネス」を商標登録しております。また、加工品などの周辺分野の保護のために、イチゴの

「サマーティアラ」と西洋ナシ「メロウリッチ」について品種名の文字表記を商標登録してお

ります。 

 海外につきましては、振興戦略におきまして、輸出を予定する品種につきまして、主要輸出

対象国あるいは地域で商標登録を実施しております。 

 水稲の「つや姫」につきましては、中国、香港、それから台湾で日本語表記の文字、ローマ

字表記の文字、パッケージデザイン、それから「山形つや姫」の中国語の表記、「山形滋雅」

と書いて「シャンシン・ズーヤー」といいますけれども、こういったものも商標登録してござ

います。 

 それから、水稲の「雪若丸」とオウトウの「山形Ｃ12号」についても海外での商標登録を目

指しているところでございます。 

 続いて、海外での品種の登録でございますけれども、これについての統一的な見解は今のと

ころ持ち合わせてございませんが、県育成品種の海外生産は許諾しないというのが今のところ

の方針でございます。 

 「山形Ｃ12号」につきましては、中国や韓国など、ここに記載いたしました７カ国で品種登

録を行う予定としております。この登録におきましては、農林水産省の植物品種等海外流出防



－   － 15 

止緊急対策事業に採択されまして、昨年度の事業でございますけれども、植物品種等海外流出

防止環境整備緊急対策事業で継続支援の承認申請を行っております。こうした海外での品種登

録に係る事業につきましては是非継続していただくとともに、補正予算でなくて、可能であれ

ば通常予算の方で予算の方を確保していただければ、大変私どもも力強く進められるかなと考

えているところでございます。この場を借りてお願い申し上げるところでございます。 

 その他、権利侵害対策としまして、オウトウと水稲、「つや姫」を初め25品種につきまして

は、ＤＮＡの品種識別技術を開発しているところでございます。 

 続きまして、これから「つや姫」のブランド化の方のお話を申し上げます。 

 「つや姫」につきましては、今年でデビューしてから10周年を迎えるところでございます。

育成の経過、あるいは主な品種の特徴は、ここに記載しているとおりですけれども、ちょうど

「つや姫」がデビューした年が高温年ということで、その時にかなり全国的に米の品質が悪か

った。乳白粒ですとか、白い米が多かった年でございますけれども、この品種は高温に強いと

いう品種でございまして、高温年でも高い品質を示したということで、全国的に注目を浴びた

品種でございます。 

 この「つや姫」のブランド化につきましては、全農山形さん、それから山形県米穀集荷協同

組合さんから県の方で負担金を拠出いたしまして、関係団体も含めましたオール山形によるブ

ランド化推進体制を構築しております。2007年に設立しました「つや姫」ブランド化戦略会議

から、現在のここに記載しておりますけれども、山形「つや姫」「雪若丸」ブランド化戦略推

進本部に至るまで、知事をトップに、生産、販売、コミュニケーション、この３部会を設置い

たしまして、それぞれの戦略の検討ですとか推進を図ってきたところでございます。 

 下段の方に記載しましたように、2008年に策定いたしましたブランド化戦略の中で、目標の

欄にありますように、日本一おいしいお米として全国の消費者に評価されるブランド米に育て

ることを目標に掲げまして、３カ年を１区切りに戦略の評価検証、それから見直し・改定を行

いながら、評価の確立と全国定着、さらなる定着、評価の浸透というような目標に向けて取り

組んできたところでございます。 

 まず、生産戦略でございます。いろいろ書いてはおりますけれども、何といってもやはり

「つや姫」の生命線は品質と食味でございます。そのために何をしたかといいますと、県内の

水田を気象条件から色分けいたしまして、ここには栽培適地４万7,000ヘクタールと書いてい

ますけれども、大体これが本県の水田面積の約半分でございます。ですので、平場を中心とし

て中山間、あるいは山間地域は不適地だということで、平場を中心に作付けを誘導してきたと
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ころでございます。 

 それから、生産者については知事が認定した生産者のみということと、有機栽培と特別栽培

に限定させていただいております。それから、タンパクの含有量などの出荷のための基準づく

りも行いまして、２番目にあるような良食味、高品質安定生産技術の維持を図ってきていると

ころであります。 

 それから、つや姫マイスターということで、それぞれの地域で技術的に高い方をマイスター

ということで委嘱いたしまして、周辺の方々に対する技術の助言ですとか、マイスターの方々

の圃場を見せていただいて、生産者が勉強するような場づくりを進めてきたところでございま

す。 

 それから、ちょうど高温年にデビューした品種だということで、全国的に注目が高まったわ

けではございますが、そういったこともありまして、他県の方についても、以前「はえぬき」

という品種がございましたけれども、なかなか県外の方の作付を認めてこなかった品種でござ

います。ちょうどその前後に、「はえぬき」の前に「ひとめぼれ」ですとか、あとは、「あき

たこまち」がその一、二年前にデビューしています。隣県で育成した品種と、うちの県の「は

えぬき」、なかなか「はえぬき」が広がらなかったというようなことから、どちらかというと

高温に強い品種というような注目がありますので、むしろ積極的にと言うと言い過ぎかもしれ

ませんけれども、他県から要望があれば作付けも認めてきたと。ただし、特別栽培したものに

限定したり、必ず奨励品種に入れて下さいというような条件を付した上で、他県での作付けを

認めてきたところでございます。 

 次に、コミュニケーション戦略でございます。 

 ＰＲあるいはプロモーションなどの対策としまして、まずは「つや姫」の認知度向上、これ

が大きな課題でございます。首都圏向けのテレビＣＭですとか、新聞、雑誌広告などで広く製

品をアピールして参りました。毎年の田植え、あるいは稲刈りのイベントには必ず知事が参加

しており、今年も参加を予定しております。必ず知事が参加するということで、話題づくりに

努めてきたところでございます。 

 それから、県の観光大使に併せて、つや姫大使として委嘱するということで、口コミでの広

がりも期待したところでございます。いろいろグッズも作りました。ネクタイなんかもありま

すし、ピンバッジも、今は「雪若丸」とセットでございますけれども、こういったものでＰＲ

に取り組んできたところでございます。 

 次に、最後に販売戦略です。 
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 店頭での販売キャンペーン、これについても知事が出向いています。それから、トップセー

ルスとして知事が出向いて、先頭になって自ら全国に発信しております。それから、全国の米

穀販売店には山形つや姫取扱協力店ということで登録していただいて、流通業者の方々と連携

協力のもと進めてきたところでございます。 

 それから、県内での一層の定着を図るためには、旅館、ホテル、飲食店に「つや姫」を取り

扱っていただくとともに、県内どこでもつや姫キャンペーンを実施しております。知事は常日

頃からやはり県民の方々が一番のセールスマンであり、どんどん県民の方から買ってもらって、

全国の親戚、友人に「つや姫」を送ってほしいというようなこともおっしゃっております。 

 こういったこともございまして、これが今の「つや姫」の生産・販売の状況でございますけ

れども、栽培面積につきましては、需要に応じた生産量を確保できる面積を毎年ブランド化推

進戦略本部の方で決定しております。これまで取り組んできましたブランド化戦略が功を奏し

たと思っていますけれども、こういう安定した価格を維持しておりますし、ブランド米と言わ

れるポジション、魚沼の「コシヒカリ」とほぼ肩を並べるぐらいまでの単価で取引されるよう

になっております。 

 次に、サクランボの新品種、「山形Ｃ12号」でございます。 

 育成の経過、特徴については、ここに書いてあるとおりでございますけれども、何よりも特

徴は、右の画像にありますとおり大玉ということで、500円玉を超えるようなサイズ、３Ｌか

ら４Ｌというような品種でございます。 

 「山形Ｃ12号」のブランド化戦略といたしましては、本県果樹では初となります生産者登録

制度を採用しております。登録のための主な要件といたしましては、県内に居住する農家、あ

るいは事務所を構える農業法人であること、それから苗木は10本以上購入して下さいと、そし

て全て自分たちの農地に作付けして下さい、それから購入した苗木は第三者への譲渡・販売・

海外への持ち出しを行わないで下さい、それから剪定枝は適切に処分し、第三者への穂木の譲

渡、あるいは高接ぎ更新はしないで下さいと、こういった条件を理解していただいた方に対し

まして、右にありますような生産者登録証をお渡ししております。全部で1,400名ほどに昨年

お渡ししております。 

 生産者登録制度の目的でございますけれども、３つございます。１番目は、まず出荷量を確

保して、早期のブランド化を図りたいということであります。下の方にグラフがございますけ

れども、一番下が「紅秀峰」の作付面積の推移です。「紅秀峰」は苗木の販売から10年間かか

っても全体の５％までしか普及しておりませんでした。大体県内のサクランボの作付面積
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3,000ヘクタールございますけれども、10年かかって2001年ではまだ150ヘクタールぐらいしか

なかったということでございまして、これを何とか早期に短期間のうちに「山形Ｃ12号」の作

付面積を増やしたいということでございます。 

 どうしても「紅秀峰」が出た時には、試作的に数本買う農家の方々が多かったものですから、

自家消費が相当ありまして、なかなか売るものとして上がってこなかったというような結果が

ございます。そういったことを防ぐためにも、最低10本以上買って下さいということで、作付

けの急速な拡大を図っていきたいことが第１の目標でございます。 

 ２番目の目的でございます。次は品質を一定に保つことによって、早期のブランド化を図り

たいということでございます。品種名「山形Ｃ12号」とは別に、果実を販売する名称を定めて、

商標を取得し、商標は品質基準を満たしたもののみ使用を認めることで、消費者の皆様に届け

られる果実の品質を一定に保つということを目的にしております。 

 そして、３番目の目的は、生産者が栽培する本数を把握することによりまして、第三者への

譲渡、海外や県外への持ち出しを抑制したいということでございます。これにつきましては、

2005年、「紅秀峰」が無断で海外に持ち出しされて増殖されたというような経過を踏まえた対

応を踏まえております。 

 最後のスライドになります。新品種開発の課題とその対応として、３つほど説明させていた

だきます。 

 １番目としましては、品種開発の効率化ということで、先ほどもご説明ありました、ＤＮＡ

マーカー、こういったものを使いまして、品種育成の効率化を進めていきたい。２番目は、品

種の迅速な普及を図るという意味からは、ただ単に品種が売れて自然に広がりを待つのではな

くて、その品種の特徴を生かし切る栽培技術をセットで売り込む。そのためのマニュアルを作

成することです。そして適宜講習会などで高品質・安定生産・品種の特徴を引き出す技術を広

めていくということもセットでやる必要があると考えております。 

 ３番目でございますけれども、海外への輸出も視野に入れまして、具体的にと書いています

けれども、水稲であれば早生で良食味なもの。それから、先ほど言いました「山形Ｃ12号」を

超えるような４Ｌサイズの超大玉のオウトウ。それから、先ほどの「シャインマスカット」で

はございませんけれども、できれば赤い色で皮ごと食べられるようなブドウ、こういったもの

も今育成して、取組を進めているところでございます。 

 本県では、地域の豊かさを支え、高いブランド力で国内外に展開する農林水産業を共通目標

に掲げまして、各種施策を講じておるところでございます。 
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 また、園芸試験場を初めまして、試験機関の施設整備についても国の交付金などを活用しま

して現在進めているところでございます。育種には年数がかかります。マーケットに即応する

というのはなかなか難しいところがございますけれども、育種はロマンだという生産者の方も、

育種家の方も少なくございません。若い農業者が夢と希望を持って農業を営むことができる高

いブランド力で国内外に展開できる農林水産業、その礎となるのが人であり人材、それから農

作物であれば品種だと考えております。この実現に向けまして、新品種開発の果たす役割は大

きいものがございますので、引き続き国内外に誇れる新品種の開発に取り組んでいきたいと考

えております。 

 非常に雑な話とお聞き苦しいところがあったと思いますけれども、ご静聴ありがとうござい

ました。 

○茶園座長 樫村様、佐藤様、どうもありがとうございました。お二人にはこの後、意見交換

の場でもご同席いただきまして、委員のご質問等にご対応いただければと考えております。 

 それでは、意見交換に移りたいと思います。今までの本日の説明、そしてご発表等を踏まえ

まして、各委員からご意見、あるいはご質問等をお受けしたいと思います。ご意見等がござい

ましたら、挙手をお願いいたします。どなたかおられますでしょうか。 

○小松委員 佐藤様にちょっと質問と確認させていただきたいなと思うんですけれども、「山

形Ｃ12号」につきましては、生産者登録制度を行って、穂木は直接に処分というふうになされ

ていますけれども、先ほど発表の中では高接ぎは禁止ということだったんですけれども、苗木

養成を含めた自家増殖を全て禁止するのではなくて、高接ぎのみを禁止しているんでしょうか。 

○佐藤 技術戦略監 今のところは高接ぎの禁止ということを考えておりまして、自ら苗木を

作られる方については、細部、私も頭に残ってないんですけれども、恐らく増殖する場合には、

何本増殖しましたというようなことで、届出してもらうような形になるんではないかなと記憶

しています。 

○小松委員 ありがとうございました。この登録制度というのは、実質的には何か栽培許諾契

約に基づく種苗の譲渡というように思えるんですけれども、登録制度としたにとどめて、契約

という言葉を使わなかったのは、何か特別な理由があるのでしょうか。 

○佐藤 技術戦略監 そうですね、初めての取組でもありますし、いきなりがんじがらめとい

うところもどうなのかなというところがあって、あとはその生産者の善意に多少やっぱり頼ら

ざるを得ないところはあるとは思いますけれども、ご存じのように、果樹農家は高接ぎしたり、

自分でいい穂木、あるいは突然変異も含めて増やすような方がいらっしゃるのは当然の話でご
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ざいますけれども、そういったところを完全に防げるかというようなところもございまして、

まずはみんなでやっぱり知的財産として、山形県として育成した大玉の品種でございますので、

やっぱりみんなで大事に育てていこうということで、まず関係機関、生産者の方々の協力をも

らいながら、そういう方向でまず一体として取り組んでいこうということも、そこはまず強く

言っていく必要があるのかなと思ってはいます。 

○小松委員 わかりました。 

○茶園座長 他にどなたかおられますでしょうか。では、池村委員。 

○池村委員 どうもありがとうございました。佐藤様に２点確認させてください。１点目は、

いろいろ知財戦略ということで戦略を立てられている。これは主に品種登録するかどうかとい

うことだと思いますが、特許権の取得はその中には入っているのかいないのかということです。

２点目ですが、税関での水際での差止めのところで、ＤＮＡの品種識別技術の開発をされてい

るということですが、これは確認に少し時間を要する技術ではないのかと思います。疑わしい

ものが税関で見つかった時に、この技術を使うことで、この被疑品が品種登録されているもの

と同一のものだということが短時間で分かるものかどうか。その２点について確認させてくだ

さい。 

○佐藤 技術戦略監 特許の方についても取得しているものはいくつかございます。なかなか

特許収入を得るまでは至ってないわけですが、特許もいくつか実績がございます。 

 それから、ＤＮＡマーカーを使っての鑑識ですけれども、確かにご指摘のとおり、即座にと

いうわけにはいかないと思いますので、ある一定程度の時間はかかるのかなと思っております。 

○茶園座長 では、お願いします。 

○合瀬委員 大変興味深いお話を聞かせていただきまして、ありがとうございました。いくつ

かちょっと質問があるんですが、一つは樫村さんに。品種開発の期間というのは説明していた

だいたんですが、例えばコストみたいなところを出せるのかどうか、それから家畜なんかは改

良をする時に、いろいろ研究者間で遺伝資源の交換をしたりすると思うんですが、研究者間で

のそういう海外との品種交換みたいなことがあるのかどうか、その二つを教えていただきたい

ということです。 

○樫村 前部門長 まず、コストですけれども、なかなか難しいです。というのは、一つの品

種を目指して全部作業をしているわけではありません。例えばリンゴの育種に対して今４名か

５名ぐらい毎年投入してやっているんですけれども、それで必ずしもその中から一つの品種だ

け出てくるわけではないんですね。ある期間にかかった経費を出てきた品種の数で割れば１品
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種あたりのコストで割れば１品種あたりのコストを出せるかもしれませんけれども、なかなか

簡単にはいかない。 

 ただ、交配から品種化までに要する平均的な期間に投入される経費については試算したこと

があって、農薬代など畑の維持にかかった経費や人件費を全て合計すると、億単位になるんで

はないかと思います。もちろん先ほど言いましたように、品種によって非常に長い期間かかる

ものと、１回の交配で済むものもありますので、大きくコストは変わってきますけれども、今

申し上げたような試算はしたことがございます。 それから、品種の交換ですと、今は各国と

も守りに入っているので、なかなか難しいんですけれども、かつては研究者同士での遺伝子資

源の交換というのがありまして、例えばリンゴでいうと、我々と、それからニュージーランド

の方とでお互いに例えば花粉をやりとりして、交配して、育成された品種もございます。 

 最近も職員が、例えば海外との共同研究の中で、向こうに有用な遺伝子資源があるというこ

とが分かった事例もあり、制度面でうまくいけば交換して、それを利用していくという方向は

考えていますが、ハードルは結構高いというのが実情です。 

○合瀬委員 先ほどのコストですが、例えば、海外に流出した場合の損失費用というか、本来

はこれだけその売り上げが伸びたはずなのに、海外に流出したことでどのぐらいのロスがあっ

たとか、そういうことは計算されたことはありますか。 

○樫村 前部門長 それはなかなか難しいです。例えば中国で作ったものが、もしそれにライ

センスをかけていればどのぐらいになるかというのは、なかなか計算が難しいですし、また、

輸出先でどのぐらい売り上げているかというのも、我々ではなかなか把握ができませんので、

そういった損失を計算したことはございません。 

○合瀬委員 よろしいですか。もう一つすみません。 

 佐藤さんに、先ほど、つや姫のブランド戦略のところで、はえぬきが栽培を県内に限定して

たのでなかなか広がらなくて、そのためにつや姫は県外の生産者に生産を許諾しているという

ようなお話があったんですが、ちょっとよく分からないんですが、自分たちが開発した品種を

県外の人たちに許諾することのメリットって何ですか。 

○佐藤 技術戦略監 これは水稲の話でございますけれども、以前、かなり古い話になってし

まいますけれども、自主流通米の二大巨頭というと「ササニシキ」と「コシヒカリ」だったわ

けですね。「ササニシキ」はどちらかというと東北でしか作れない品種で、「コシヒカリ」は

南東北以西であればどこでも作れる品種で、品種が地元で作っているか作ってないかというの

が、やっぱり米を買う消費者の方々が選ぶ基準になります。それが、「はえぬき」が県内、山
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形にしか限定して(他県には)なかった。１年ぐらい前に「あきたこまち」がデビューし、北の

宮城県では「ひとめぼれ」がデビューし、「ひとめぼれ」は結構今、全国作付けになっており

ます。「はえぬき」がなぜ隣県の「ひとめぼれ」あるいは「あきたこまち」に負けたのかとい

うような反省を踏まえた中で、やはり県内で作っていて、県内では確かに名前、品種は広がり

ますけれども、県外の方に小売の方だけで押し切るというのはなかなか難しいところがありま

す。 

 県外で作ってもらえば、地元で作った品種だということで、地元の米屋さん、飲食店も使っ

てもらえます。そういったこともありまして、「つや姫」については初めから、山形は優先的

に種は配る対策を打っていますけれども、他県からも要望・要請があれば、先ほど申したよう

な特別栽培して下さい、それから必ず奨励品種を入れて下さい、こういったことを条件にして

県外での作付けを認めて、それぞれの地域の中で、「つや姫」という名前を売り込んでいく。

当然うちの県であれば良食味にはかなり自信を持ってやっていますので、名前を広げていただ

ければ、あとは味の方では負けませんよというようなことで、山形の製品を売り込んでいくと

いうのが一応のストーリー立てだったと思います。 

○合瀬委員 こういうことはないとは思うんですが、例えば山形の「つや姫」よりも他の県の

「つや姫」の方が美味しいみたいな話になってしまうと、育成した県としては大変問題がある。

すでに山形の「つや姫」というのは、全国での認知度は上がっていたと思うんですが、それで

も他の県に栽培を許諾する理由は何ですか。 

○佐藤 技術戦略監 うちの県でセールスするとしても、首都圏、あと関西までが精いっぱい

なんです。先ほど申したように、面積比でも１万ヘクタールまだないですし。 

○合瀬委員 要するに、名前が広がることで相対的に山形の「つや姫」の値段も上がるという、

そういう理屈ですか。 

○佐藤 技術戦略監 いわゆる「つや姫」の名前を知らしめたい、「つや姫」のシェアを、米

の中のシェアを増やしていきたい。いわゆる主食用米、食べるご飯の中の…… 

○合瀬委員 それが山形県にとってどういうメリットがあるのかを聞きたいんですが。 

○佐藤 技術戦略監 やはり自分のところで作った米を売りやすくするためです。販路開拓を

容易にするためです。さらに、「つや姫」の米は穀検の評価で特Ａの評価をいただいていると

ころがうちの県以外にもありますので、味だけは間違いない品種だということ。あとは本家と

か元祖という言い方がいいかどうかは分かりませんけれども、山形の方はしっかりとした品質

を維持、確保しながら、できれば「つや姫」のグループの先頭を走っていきたい、いかなけれ
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ばならないという自負はありますし、そういうふうな務めで生産者の方々も日々取り組んでい

ただいているということがあります。 

○合瀬委員 ありがとうございます。 

○金井委員 よろしいですか。まず、意見ですけれども、樫村さん、15年から30年かけて、大

変長い間やっているということ、大変勉強になりました。本当にこれだけコストもかけてやっ

ていますので、本当に国民共有の財産として位置付けたらいいかなというふうに改めて思いま

した。 

 あと、山形県ですけれども、こういう生産から販売までブランド形成をし、しっかり知的財

産の戦略として位置付けているということは、山形県に限らず、本当に国としてもしっかりこ

ういう戦略を立てていただきたいなと思います。 

 その中でいくつか聞きたいんですけれども、品種はいいんですけれども、例えば品種をやっ

たとしても、やっぱり栽培技術とかの知的財産なんかもあるわけではないですか。そこら辺を

どういうふうに捉えているのかということ。 

 あと、米についてはマイスターとか、サクランボについては一定の条件を設定して、使用し

ているとありましたが、具体的にマイスターを選ぶ時もそうですし、この条件をどういう条件

にするかということの合意形成というのは、どんな形で進められているのかなということを教

えていただきたいと思います。 

 あと、こういう登録した品種、自家増殖している方の扱いはどうするのかと思うのですが、

こういうことは生産者の意見も聞いてみればいいとは思いますが、そこら辺はどうやっている

のか、実態を教えてもらいたいと思います。 

 あと最後になりますけれども、先週、北京に出張してきたんですけれども、今、北京のスー

パーで「不知火」、いわゆるデコポンが山ほど並んでいて、向こうの人が旬だと言うんですよ

ね。それで試食会をいっぱいスーパーで行っていて、見たら、心外にも非常においしいんです。

それで、えー、これ日本の農産物なのかなと思って見ていたら、もうこっちでは普通に生産さ

れていて、みんなもうメジャーな、多分、北京の人はこれは日本のものと思ってないのかなと

いうぐらい普通に売られている、どこでも。 

 とすると、これってどのように中国に出ていったのか、またはこれは出ていったとすると、

これを登録しなかったんだというふうに思うんだけれども、登録する、しないって一体誰がど

う判断して、こんな事態になってしまったのかというのは、責めるわけではないんですけれど

も、今後のためにちょっとケースを教えていただければなと思います。 
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 以上です。 

○樫村 前部門長 私の方で答えられるところがいくつかあると思います。一つは栽培技術の

特許の件なんですけれども、農業関係の技術というのはこれまで広くオープンでやっていて、

農家が使っていくという形になっていて、あまり特許化というのはなかったんですが、最近

「ジョイント栽培」のように特許というのものもあります。我々としては基本的に特許という

のは、例えば先ほど山形県さんの方で品質の保証とありましたけれども、ある種のちゃんとき

ちんとした生産物を得るために、こういう技術でやってくれということの担保をしていくため

のものとしては、使い道があるのかなというふうには思っています。ただ、基本的にそのこと

で何か、少なくとも我々としては国の機関ですので、何かそれで利益を上げていくとか、その

ような考え方はあまり持っておりません。 

 それから、「不知火」の話がございましたけれども、「不知火」はいろいろあって、実は国

内でも品種登録をしていないものなんです。それで、品種登録のありなしにかかわらず、果樹

というのは枝１本あれば持ち出せるので、正直言って技術的にそれを完全に阻止するというこ

とは極めて難しいと思っています。 

 ですから、本当にどこかでちょっと手に入れて持って帰る、あるいはそれこそ今、ホームセ

ンターとかでも主な品種の苗を売っていますが、それを買って、その苗木のどこかだけ、一部

の枝だけを切って乾かないようにして持っていけば、向こうで接ぎ木すればまた増やせること

があって、技術的にその辺を完全に阻止することは、先ほども言いましたように、極めて難し

いと思っています。 

 それで、海外登録の件なんですけれども、先ほどご説明しましたように、「シャインマスカ

ット」の件もあって、あとは農水省さんのご支援もあって、今は育成した品種のかなりの部分

は海外で品種登録を行っています。 

 過去には、いろいろあって、品種登録をすること自体がむしろ国外での生産を促進すること

になるんではないかというような考え方もかつてはあったんですね。ですから、どちらかとい

うと海外での品種登録に関して言うと、むしろ後ろ向きであったという時代が結構あったと思

います。 

 そういう中で、過去の品種についてはかなり海外登録がないものもございます。一部、海外

での展開も考えられるような、例えば台木とかについては品種登録を行っていますけれども、

必ずしも今回のようなことを想定しながら、海外の品種登録をしてきたわけではありません。

その辺は日本の果樹栽培を守るという立場で、どれが一番いいやり方なのかということについ
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ての考え方が変遷していますので、そういう中でその時その時の考え方に合わせてやってきた

というのが実情だと思います。 

○茶園座長 では、佐藤さん。 

○佐藤 技術戦略監 では、私の方は２点、マイスターの選定と、あと自家増殖の関係をご説

明します。最初に、自家増殖につきましては、原則として認めておりません。極力全て購入種

子を使って下さいということと、自家増殖されているような方が見受けられましたら、やめて

下さいとお願いに行っております。 

 それから、マイスターについては、当然農協さんの稲作もいろんな部会がございますので、

やっぱり地域で技術的にすぐれている方というのは、誰もが認める方がいらっしゃいますので、

そういった方々をそれぞれの地域、あるいは農協の例えば支店単位の、そこの部会の方からご

推挙いただいて、全体としてふさわしいかどうかを見ながら選定しているところでございます。 

○茶園座長 よろしいでしょうか。 

○金井委員 デコポンの話なんだけれども、すみません。あれって、そうすると向こうで作っ

たものを、検疫以外考えたら自由に日本にも輸入できてしまうという制度になってしまうわけ

ですか。何とかならないかなと思うんですけれども、そういうの。 

○樫村 前部門長 検疫の問題はありますけれども、その品種、育成者権という観点からいく

と、そこについては止められません。 

○金井委員 あと、心配なのは、これから外国人労働なんかも増えてきますと、苗１本、１切

れで持っていかれてしまい、かつ技術的な問題も何の知的財産のプロテクトもしていないとな

っていると、本当にどんどん外に自由に出ていってしまうということが非常に心配なんですね。

だから、これをどうやって知的財産として保護するかというのがちょっとできないということ

なんですかね、そうすると。 

○樫村 前部門長 この知的財産については、権利をとっておかなければいかんともしがたい

のですが、果樹の品種はライフタイムが非常に長いですから、知財権が切れた後でも結構使え

るという問題があります。例えばリンゴの「ふじ」なんて今、世界的に見ても非常にメジャー

な品種になって、場合によってはまだ新品種という扱いをしているところもあるんですね。で

も当然、知財権なんて特にないわけなので、そういう意味では知財権だけでそこをプロテクト

していくというのはかなり厳しいと思います。 

 海外への流出については、知的財産課の方でいろいろと検討されているかと思いますが、な

かなか研究レベルでそれをどうこうというのは結構厳しい。問題として認識は当然我々もして
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いますけれども、ではどうすればいいのかと問われても、我々として技術的に何かできるかと

いうと、今それはないというのが正直なところです。 

○茶園座長 どうもありがとうございました。では、小松委員。 

○小松委員 先ほど合瀬さんの方からお話があった、「つや姫」を県外にオープンしたという

問題なんですけれども、やっぱりここは育成者にとっては一つの肝だと思います。新品種が消

費者に知られて、一定の市場価値を生むためには、それなりのボリュームのものが出荷されな

くてはならないと。そのボリュームを得るために、例えばプロダクションのレベルが小さい場

合は、どこかにパートナーを求めて、例えばそれは県外であったりして、一定の生産量を市場

へ投入することによって自分たちの利益を得るという、そういったオープン＆クローズ戦略の

一つとして恐らく「つや姫」はオープンにされたのではないかなと思います。 

 私ども長野県につきましても、皮ごと食べられる「ナガノパープル」という黒い果皮の品種

がございます。これをクローズ戦略で、長野県に限定して栽培している間に、後から育成され

ました「シャインマスカット」は全国展開ですので、あっという間に市場を席巻されてしまっ

たという経験がございます。そこで、昨年から「ナガノパープル」を県外にもオープンにして

市場での認知度を高めようという工夫をしております。そこは育成者にとって新品種を生かす、

殺すの一つの判断ではないかと考えています。 

○茶園座長 どうもありがとうございました。 

○中平委員 樫村さんの話は、私も種をまいて新品種を選抜している関係から、非常にために

なるというか、そのとおりだなと本当に思いました。本当に20年、30年かかって品種登録をす

るという流れだと思うんですけれども、さらに付け加えると、そこから我々一般の農家は苗木

を購入して育てますので、一般的な強木栽培という普通のリンゴの木で育てた場合は、やっぱ

りそこから15年、20年かかって実がとれるようになるということで、実際のサイクルだと本当

に40年、50年というサイクルで、リンゴの、その品種ができてから実がとれるまでという流れ

があるというのが一つだと思います。 

 あと、やっぱり品種を私も作っているんですけれども、山形県さんのこういう登録制度とい

うのは、私の近所でもやっぱり「ピンクレディー」というリンゴがあるんですけれども、ニュ

ージーランド(注：正しくはオーストラリア)のリンゴでしたかね、何かその登録制で栽培許可

を得て作っているというリンゴがありまして、やっぱりそういうちょっと面倒くさい手順を踏

んでいる関係でなかなか浸透していない。悪いリンゴではないと思うんですよ。日持ちがいい

ですし、リンゴのない２月、３月に売れるリンゴで、非常にいいと思うんですけれども、いま
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いち広がりがないというのがちょっと気がかりかなと思いまして、せっかくいい品種であれば、

今の小松さんも言いましたけれども、やっぱりどかんと広げるのも一つのやり方ではないかな

と思いますけれども、それは順調に広がっているんであれば全然いいとは思うんですけれども、

どういう戦略があるかというのをお願いします。 

○佐藤 技術戦略監 サクランボ、「山形Ｃ12号」のことだと思うんですね。この苗木が昨年

の冬からようやく配布が始まったところで、実際実がなるのが４年後でございます。今はもう

試験場で作っているようなわずかの木ぐらいしか実のつくのがないものですから、まずは４年

後に農家さんが作ったものが市場に出回ってどうなんだというようなところが恐らくあると思

います。 

 ただ、サクランボに関しましては、多分、全国の作付面積が4，700ヘクタールぐらい、うち

3,100が山形でございますので、他県に売るメリットがあまりないのではないかなと思います。

当然、要望があって、今後の県外の方の作付を認めるかどうか、私どもの方でまた検討はして

いきますけれども、まずは８割ぐらいのシェアを持っている山形の方で、まずしっかりと根づ

かせるというところが重要です。それから、こういったもので、ちゃんとした市場の中で認知

していただいて、大玉でいい品種だと認めていただければ、他県での作付の方についても、そ

れはどうするかというのは検討をこれからしていかなければならないかなと思っています。 

 先行して、青森県さんが「ジュノハート」という品種を開発しており、これも３Ｌの品種を

育成されていまして、今年から青森県内限定で販売を始めるようなお話でございますけれども、

作付面積からすると、うちの「山形Ｃ12号」よりも少ないかなというぐらいですので、先ほど

説明しましたけれども、生産者登録して、最低１人10本は植えて下さいよということです。自

分たちで食べる分だけではなくて、しっかりと消費者の方々に売る分まで作って下さいという

ところが私どもの生産者登録制度の一つの鍵でもあるかなと思っています。 

○茶園座長 何か他にございますか。 

○前田代理委員 前回の１回目の会議の中で、新品種の出願数自体が日本は右肩下がりだとい

う報告があったと思うんですけれども、果樹に関してもそのことは同様の傾向かということに

ついて樫村さんにお伺いしたいのが１点で、関連しますけれども、これは佐藤さんも含めてお

二人からお伺いできればと思うんですけれども、果樹の育成者権保護は他の作物に比べてさら

に難易度が高いというお話は伺っていて理解できたんですけれども、育成者権保護の前の段階

で、そもそも研究開発にどのような環境、あるいは支援があれば、仮に右肩下がりの出願数を

もう一度回復することができる環境が望ましいのかということについて、コメントをいただけ
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ればと思います。 

○樫村 前部門長 すみません。農研機構の出願数は分かりますけれども、全体としてはどう

なんでしょう。それはちょっと事務局にお願いします。 

○尾﨑課長 前回、作目を通じた全体としての出願が減っていますということをご紹介させて

いただいております。これは果樹に切り分けた時にどうなっているのかというのは、ちょっと

ここに数字の持ち合わせありませんので、また調べさせていただいて、次回までの宿題という

ことでご報告させていただきたいと思います。 

○樫村 前部門長 育成までの間の研究開発段階での支援というお話でしたけれども、一番重

要なことは、やはり安定的にその育種環境を継続できるかどうかというところかと思います。 

 先ほど申しましたように、非常に広い圃場を長年にわたって管理していかなければいけない

というところがあります。今、どちらかというと予算が重点配分ということで、変動しやすい

中で、育種に関して言うと、畑の維持管理にかかる経費を継続して安定して確保していかない

と、途中で木が枯れてしまったら、どうにもならなくなりますので、そこが非常にポイントか

と思って、私どもも育種に関しては基礎的な予算を重点的に充当するというような対策をとっ

てきていました。その辺がなかなか成果が出てくるまでに時間がかかるということもあって、

通常の、例えば今、国立研究開発法人ですと５年間の中期計画で動いているわけですけれども、

果樹の育種というのは先ほど言いましたように、それとは全くレベルが違うスパンで動いてい

ますので、そういう観点からきちんとサポートしていただけるということが非常に重要かなと

考えています。 

○佐藤 技術戦略監 山形県としても、やはり樫村さんから発言があったとおりでございまし

て、果樹については30年といっても、実際、成木になるまで10年、15年になりますし、そうこ

うしているうちに広がり普及するまで、やはり10年ぐらいから15年かかりますよね。実際それ

からまた成木になるまで10年、15年かかってしまいますので、一丁前になったと思ったらそれ

で終わりというようなところがあるのは事実だと思います。 

 あと、先ほど圃場のところ、あと予算付けのところは樫村さんと同じ意見でございますけれ

ども、あともう一つとしては、それぞれのやはり都道府県なりの考えとして、メインである農

作物はしっかり、育種も含めて守っていくんだというような決意をどこまで、いわゆる県の上

層部が、はっきり言えば知事ですけれども、が性根を据えて頑張れるかにかかっているのでは

ないかなと思っています。幸いにもサクランボについては、山形といえばサクランボと言われ

るぐらいの代名詞になってきていますので、これだけはやっぱりしっかり山形として守ってい
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かなければならないかなと、育種も含めてでございますけれども、考えているところです。 

○茶園座長 他に何かございますか。 

 では、魚住委員。 

○魚住委員 お二人にお伺いしたいんですけれども、品種開発を行われる時に、やはり利潤を

追求することになります民間の事業の方々と違って、公的機関の皆さんというのはどのような

視点で品種開発を行っているのでしょうか。 

○樫村 前部門長 民間の場合、品種育成するにしても、それが金にならなければいけないわ

けですよね。我々も当然、最終的にはそこなんですけれども、そこに投入する予算については

比較的損得勘定抜きと言うとちょっと語弊があるかもしれませんけれども、必ずしもペイしな

くてもいいということがあります。 

 そういう観点から何が重要かというと、やはり先を見て、将来的にこういう品種が必要だろ

うと。例えば今で言うと、今、果樹の生産農家は非常に高齢化が進んでいる、あるいは労働力

が減っていく中で、今すぐということではありませんが、例えば５年、10年先には、もっと労

力をかけなくても同じような品質のできるような品種が必要だろうということで、そういった

目標の下に品種育成をやっています。 

 そのためには先ほど言いましたように、単純にただ１回の交配ではなかなかうまくいきませ

んので、非常に時間かかるんですけれども、そこはやはり公的機関として、将来的に日本の果

樹栽培を維持するために必要なものであれば、予算、時間をかけてやっていくという観点から、

長期的に計画を立てて進めているということでございます。 

○佐藤 技術戦略監 都道府県レベルになりますと、やはり一番は作る農家さんの手取りです。

農家の方々がやはり儲かるものを作ると。ですから、儲かるためにはどうする。儲かるという

のは、やはり売れなければだめなわけですし、今、樫村さんが言われましたとおり、なるべく

手間暇かからないのであれば、それに越したことはないわけですので、そういったものを念頭

に置きながらやっていると思います。 

 以前、種子法が廃止になる折に、外資の方からかなり種を席巻されるというような懸念され

るご意見を述べられた方もいらっしゃいましたけれども、そういったところもやはり、うちの

県は種子条例を制定しております。やはり現場の生産者の方々から、今まで安く米の種を買っ

ていたのが、いきなり高くなるのではないかというような懸念の声も確かにあったことはあり

ました。そこはやはり行政の責務として、低廉な値段で安定して主要農作物の種子を供給する

という責務を負うということで条例を制定しております。いずれも農家の方々の手取りを一銭
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でも多く上げたいというのがやはり根底にはございます。 

○茶園座長 よろしいでしょうか。 

○中平委員 先ほど日本の品種登録、特に今日は果樹の話だと思うんですけれども、登録数を

上げるにはどうしたらいいかというお話があったと思うんですけれども、先ほど樫村さんのお

話の中であったように、どうしてもやっぱり限られた予算と土地、多くの要望をこなしていく

中で、どうしても無理があるという思いになります。 

 一つの取組、私がやっている取組なんですけれども、今年から始めた取組で、外国の品種を

品種登録をする研究農場として今、私もやっているんですけれども、イタリアのキウイなんで

すけれども、日本で品種登録するのに実が成るまで育ててほしいというのを、一応契約栽培と

いうのをやっております。何でこんなことを始めたかというと、遊休農地といって、もう要す

るに木を切ってしまって、草がぼうぼうに生えている畑を、また一から植え替えるにはちょっ

と条件の悪い畑ってどうしてもあるんですけれども、そういうところもちょっと有効活用して

みようかなということで、ナシの畑だったんで、棚があったんで、では、ちょっとイタリアで

そういう農家というか、種苗会社ですけれども、日本でその品種登録を取りたいということで、

それでは私がやるよということで、今契約で栽培しているんですけれども、もし国がよければ

ですけれども、こういう農家でやっぱり土地があいている場所ってどうしてもあるんですよ。

なので、例えば農林水産省長野県何々圃場みたいな感じで、そこでもう作るというのも一つの

手ではないかなと思います。 

 私も種をまいてやっていますので、分かりますけれども、たくさんまいて、たくさん芽を出

して、育って、とにかく数を打たないと当たらない勝負ですので、たくさん種をまけばいいも

のが出る確率は格段に上がりますので、そういうのもまた一つ考えていくと、中国みたいにそ

んな何百品種も登録する必要はないと思うんですけれども、我々農家からすると、やっぱり有

望な品種というのは多いに越したことはないというのはありますので、また一つ検討してみる

のもいいかもしれません。 

○茶園座長 では、金澤委員。 

○金澤委員 先ほどの金井さんの件なんですが、デコポンとか、そういったものが例えば試験

場で、おいしさ、食べやすさ、日持ちのよさ、見た目などの選抜、育種していて、その際にど

うしてもこれはそぐわないという品種を廃棄にしますよね。その廃棄したものが、実は研修生

が熊本に持ち帰って、それで自分で作り上げていったのがデコポンだという話を私は聞いてお

ります。そういったものはたくさんあって、例えば鳥取のあの「二十世紀なし」も、何かナシ
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とか果物を食べたごみ捨て場から出たものを拾い上げたものが「二十世紀なし」だったみたい

な、意外と育種をしていっても、全てが時代にマッチングしたパーフェクトの品種かといえば、

そうではなくて、捨てた中に未来のそういった品種が眠っている場合もあるんですね。その時

代の物差しが、スケールがちょっと違うので。 

 イチゴの四季成りなんかも、もともと奈良県の農業試験場で開発した一部が今の四季成りの

イチゴの、夏イチゴのもともとの親の一つになっていたという話もございます。そういう育種

の段階での見極めの部分がやっぱり未来永劫見通しをしてやれるという形ではないので、たま

たまそういう形でその品種を取り上げて販売したところ、現代風に、ミカンであれば頭のとこ

ろにぽこんとあると、デコポンみたいな、そういうネーミングでヒットしているという部分も

ございます。そういったものもたくさんありますので、なかなか育種、さらにその見極めとい

うのが非常に育種関係は難しいということがありますね。 

 それと、お二方にお伺いしますが、実際許諾をして、その中でのロイヤリティーをどういう

形で入れているのか。自分の県の方だとか国の方にどれくらいパーセンテージで、１本につき

幾らなのか、それとも成果物に対しての県以外とか、そういう場合に生産物に対してのロイヤ

リティーを取るとか、そういった方向だとか、今後どういう方向が一番、例えば県の試験場で

あれば県内の生産者以外の方々に徴収するためのそのロイヤリティーの部分についてはどうい

うふうになっているのか。それと、国の農研機構で作られた果樹の苗木についてはどのような

ロイヤリティーの戻し方をしているのか、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。 

○樫村 前部門長 農研機構の育成品種について、許諾契約をした苗屋さんが苗木を作って販

売していますが、その販売高の３％、育成した時期によって違いますが、最近の品種は３％を

利用料としてお支払いいただいています。 

 あと、これからの検討事項として今考えているのは、海外での利用という場合には生産物に

対して掛けていくというようなやり方もあるんではないかなと考えています。今のところまだ

実現していませんけれども、そういった方向も検討対象の中には入っています。 

○佐藤 技術戦略監 山形の場合ですと、水稲、そばにつきましては、種苗の有償譲渡、いわ

ゆる販売ですね。種苗の販売の段階で、県内は0.16％、県外は0.5％、園芸作物は苗の譲渡の

県内は１％、県外が５％と、ほとんどただに近いようなロイヤリティーだけですので、育種に

かかる予算あるいは人員的な、人件費も考えれば、ほぼ無償というような形になるような状況

でございます。 

○金澤委員 佐藤さんにお聞きしますが、私も福島県で、海外とか他県に福島県の育種したも
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のをその許諾をしていきながら、どうやったらいいかということで、やっていたんですけれど

も、100人の壁どころではない、１万人の壁ぐらいの壁がございまして、県内の県費を使って

育成したものに対しては、県外に放出するのは好ましくないと。何といってもそういった枠を

超えることができません。どういった形で農業立国の山形が県外のところに許諾をしていった

かという、その経緯を教えていただければと思います。 

○佐藤 技術戦略監 今のところ認めているのは、「つや姫」だけですので、「つや姫」はや

はりその販売戦略、いわゆる全体の戦略を検討する中で、いかに全国にいい米だということで

広く知らしめて、しかも高く売っていくかという中で、先ほどのご質問とお二人かぶるんです

けれども、やはり山形だけで囲って作ったんでは認知度が広まらないということで、委員の

方々からも発言あったとおり、やはり名前を知らしめるためには、それなり一定の仲間を作っ

ていかないと広げることはできないというような考えで、「つや姫」のブランド戦略全体を考

える中で、そういうことで実現しました。それをもって、その議論の中からやはり他県でも作

付を認めていくべきだというような議論になって現在に至っているところでございます。 

○茶園座長 では、大渕委員。 

○大渕委員 お二人の方に、大変分かりやすくご説明いただきまして、実情がよく分かりまし

た。良い品種を作っていくというご努力は大変よく分かったのですが、日々ご努力される中で、

知的財産の分野で我々ができること、制度面ないし法律面で何かこういう工夫がないか、制度

や法律をこう変えた方がよい、あるいは、こうだったら、よりよく新品種ができるのになど、

何かありましたら、日々の中で気づかれたところなどお伺いできれば、我々の参考になるかと

思います。 

○樫村 前部門長 そうですね、育成した品種について、我々としてはやはりできるだけ多く

普及させたいと思っています。そういうところでもう少し制度面で何かあるのかなという気が

しますが、作っていく段階においては純粋に研究開発なので、制度面というよりは、予算的な

ところの方がむしろあって、そこのところはすぐ何かお答えというのはないかなと。 

○佐藤 技術戦略監 私も今、育種に携わった経験がないものですから細かなテクニカルな話

はできないですが、やはり周りで取り組んでいる研究員の姿を見ていると、今言われたように

予算的なところなのかなと。 

 あともう一つ、海外のところですね。ある権利として、都道府県レベルで作った品種、うち

の県の品種を持ち出されたのも、なかなか情報が入ってこなかったんですよね。実際この輸出

する話が上がって初めて気づいたようなところがあったものですから、そんなところもやはり
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可能であれば財源の確保、あるいはＪＥＴＲＯさんからも協力いただいて、それと特にマーケ

ットでの流通ですね。あの辺りのところ、今も一生懸命やっていただいておりますけれども、

なお一層のご協力、ご尽力いただければなというふうに思っているところでございます。 

○茶園座長 では、伊原委員。 

○伊原委員 すばらしいプレゼンをありがとうございました。 

 お二方のご発表をお聞きすると、やっぱり長い時間とお金と手間をかけて築き上げた知的財

産を、どういうふうに保護してコントロールしていくかという、そういう大きな観点で我々が

何かにご協力できる範囲があれば、弁護士としてですけれども、していかないといけないんだ

ろうなというふうに思いを新たにいたしました。 

 その上でちょっと技術的なことをお聞きしたいんですが、矢野所長も多分ご専門みたいなん

ですけれども、ＤＮＡとか遺伝子情報とかという言葉がいろいろ出てきた、ＤＮＡマーカーと

か。我々弁護士が育成者権の侵害訴訟でもしようかと思った時には、相手方のやっている植物

体が登録品種と同一の品種か、もしくは同一ではないんだけれども、特性において明確に区別

できない品種かどうかを見る。権利範囲ということでは、完全同一品種でなくても、ちょっと

権利の外延が広いわけですよね。完全同一ではなくても、似ていたらいいという、ざっくり言

えば。その似ている範囲まで含めて侵害だということが言えますよというのが法律の立付けに

なっています。 

 その時に、同一あるいは似ているということをＤＮＡ的にはどう証明できるんだというのが

ちょっと僕らが分からないところなんですね。何かＤＮＡとか遺伝子とかという言葉に振り回

されて、それを見たら全てのことが全部解明できるというように思いがちなんですが、現状を

見ていると、ＤＮＡマーカーというのを開発するにはすごい手間と時間とお金がかかって、何

か特別の植物体しかＤＮＡマーカーはまだ開発されていませんよというような段階であろうと

思いますので、ＤＮＡというものと植物の特性ですよね、そこの関わりというのが一体どうな

っているのかなというのは、もし教えていただければありがたいと思います。 

○樫村 前部門長 我々の方の果樹でいうと、水際対策としてはＤＮＡマーカーでの品種識別

技術を作っています。難しいのは、法的に耐えられる必要かがあって、そのためには再現性・

安定性が担保されたものでなければいけませんので、どのマーカーでも使えるというわけでは

ございません。我々としては研究段階で、きちんと使えるマーカーセットというのを作って、

担保をして、それは今、農研機構の種苗管理センターでサービスを受けられるようになってい

ます。権利侵害に関わる案件があれば、そこに持ち込めば、例えばそれが「シャインマスカッ
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ト」かどうかというような判断はできることになっていまして、それについては法的なところ

にも出せます。そういったものが今、たしかナシとブドウと間もなくカンキツができるかな。

そのような実施については、日本で栽培されているほとんどの品種については品種識別できる

ように今揃えているところで、今後ともできるだけ多くの樹種についてできるようにやってい

ます。 

 あと、矢野さんから補足いただければと思います。 

○矢野委員 今、樫村さんの方から説明があったとおりのところだと思いますけれども、形質

と関係があるＤＮＡマーカー、選抜に使うマーカーということで、それが開発の途中であると

いうようなことと、品種が同一であるかどうかということを識別するＤＮＡマーカーというの

は、全く違うものとして考えて、識別に可能なマーカーのセットみたいなものをしっかりと作

ってしまえば、それを使っていけば、先ほど樫村さんがおっしゃったように、いくつかの作物

についてはもう識別がちゃんとできます。この仕組みは種苗管理センターの方で確立していま

す。 

実際にマーカーを開発しないと、例えばある特定の果樹についてはできないということになり

ますので、そういったものをきちっと守ろうとすれば、その種類をどんどん増やしていくとい

うことをしないといけない。そのためには、もう今はＤＮＡの解析技術というのは非常に進ん

でいますので、マーカーのセットを作るというニーズがきちっと出れば、技術的な問題はない

と考えます。 

○樫村 前部門長今、矢野さんがおっしゃったのは、選抜をする時に重要な形質を識別するよ

うなマーカーについては、まだ研究開発途中のものがいっぱいあるということで、品種を識別

する、品種が同一かどうかを調べるためのマーカーと、育種に使うマーカーは別だと考えてい

ただければいいと思います。 

○伊原委員 ありがとうございます。その侵害の品種の識別のためのＤＮＡマーカーが、農水

省のホームページを見ると、15から20種類ぐらいしかオフィシャルなものが列記されていなか

ったので、15から20で全ての植物体の侵害を判断できるわけではないだろうと思っているので、

単純な、素朴な疑問として、これから何か100も200も作っていくといったら、手間も暇もお金

も多分ないんだろうと思うんですけれども、少なくとも今は15から20ぐらいの識別マーカーし

かないのではないかなというのが僕の質問の前提知識でした。 

○矢野委員 要するに、今重要だと考えられている品種をきちっと識別するのに、例えば15ぐ

らいでまずは識別できますという範囲を決めているので、それ以外の品種が入ってきたら、確
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かにそれはまた増やさないといけないというようなことは必要になるかもしれません。ただ、

その品種を選ぶのは日本でたくさん栽培されていて重要だと思われるものがある程度選ばれて、

識別マーカーというセットを作っているというふうに理解していただければいいと思います。 

○伊原委員 仮にそのＤＮＡマーカーが用意されている植物体であれば、それで分かるのは同

一品種かどうかが分かるんですか。要するに、似ている品種まで育成者権の侵害だよというこ

とを言えますよというのが、さっき前提の質問で申し上げたんですけれども、どの程度似てい

たら侵害なんだというのが僕らはいつもぼやっとして分からないので、それがＤＮＡマーカー

で分かる範囲が全部カバーできるのかというと、そうでもないんですよね。 

○矢野委員 現段階である品種について、少なくともこれだけは全部区別できますということ

は言えるので、これはこの品種であるという確率は非常に高いということは言えると思うんで

すけれども。また、新しい品種が出てきた時には、それについてそれが違うかどうかというこ

とは言えない場合が出てくる可能性はあります。これは多分、いろんな識別、ＤＮＡの鑑別を

行っているものと全く同じような感じで、例えば100％これは同じですよというような形で言

うのは、種類が多くなればなるほど難しくはなると思います。 

○伊原委員 そうしたら、ＤＮＡマーカーで見た時に、別品種だよということになった時でも、

特性だけ見たらよく似ているから侵害だよねという判断もあり得るということでいいんですか。 

○矢野委員 多分、種苗の品種登録の時は、ＤＮＡマーカーの情報というのは使われてないの

で、そこはどう考えるかなんですけれども、ＤＮＡマーカーで違うということになれば、少な

くともその部分については違うというような科学的なデータなので、何らかの違いはあるとい

うことです。それが形質として全く違ったものになるかということになると、そこは同じよう

に見えてしまうものもあるのかもしれませんけれども。 

○伊原委員 分かりました。 

○栗原委員 佐藤さんに米の関係で２点お伺いさせていただきたいのですが、先ほど主要農作

物種子法廃止で県の条例を制定されたということなんですけれども、例えば、北海道では米・

麦の種子や大豆だけでなく、条例制定時にでエンドウを新たに取り入れたりしておりますが、

今回山形県で条例を制定された際に、新たに県独自の内容を盛り込んで制定されたかどうかを

お聞きしたいということと、もう一点、「つや姫」は官民一体となってブランド化を成功させ

た事例だと思います。その中で今後、海外戦略なども視野に入れた品種開発も行う必要がある

ということで資料に記載されており、その中に輸出向けに米の早生品種を開発していきたいと

されているように見受けられますが、海外市場と早生の品種がどういう関係となっているのか
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を教えていただければと思います。 

○佐藤 技術戦略監 種子条例につきましては、あくまでも主要農作物で従前のものでござい

ますので、うちの県でいえば水稲と大豆程度でございます。新しいものを入れたものはござい

ません。 

 それから、海外戦略と水稲の早生、これはリンクしてないです。あくまでもうちの県として

早生の水稲の品種で良食味のものが県オリジナルでまだないものですから、この開発を急ぎた

いというようなことで、早生の水稲の品種を作ったから、それを輸出に向けていくという考え

ではなくて、むしろ４Ｌのオウトウですね。今の「山形Ｃ12号」よりもうちょっと大きいよう

なものができれば、それであれば海外に打っていけるのではないかというようなところです。 

○茶園座長 よろしいでしょうか。では、はい。 

○矢野委員 海外での品種の方で、佐藤さんにお伺いしたいんですけれども、「山形Ｃ12号」

について７カ国にいわゆる出願を行う計画ということですけれども、この７カ国はオウトウが

きちっと市場で評価され、利用されるような理由ががあって、この７カ国が選ばれているのか。

海外の出願国を増やすということは、結構コスト的にもかかるので、どのタイミングで、どの

ように判断されるのかをちょっとお聞きしたいんですけれども。 

○佐藤 技術戦略監 ７カ国については、まずは無断栽培をされそうな、危ない国がございま

す。どことは申しませんけれども、皆さんご存じのとおりのところ、上の方でございますけれ

ども、あとはサクランボの作付で日本への輸出を狙っているようなところ。こういったところ

に対して品種登録をしていきたいというような考えでございます。 

○茶園座長 私からもお聞きしたいのですが、先ほど品種出願数が減少しているということを

話されていました。そこで、大渕先生のご質問と同じようなものとなるかもしれないのですが、

海外については流出とかの問題があって、そのために海外での出願が考えられているというこ

とがありましたけれども、他方、日本で品種登録をするその目的としてどのようなことがある

のでしょうか。例えば特許でしたら、それによって独占的な利潤を獲得したいとか、あるいは

それと関わりますが、技術の利用をコントロールしたいとかといったことが目的となると思う

のですけれども、果樹に関して、今日は公的機関から来ていただいていますので、民間とは違

うかもしれませんけれども、品種登録を日本でされるのは何を目的とされているのでしょうか。 

 そして、その目的に照らして、現在の制度において何か改善して欲しいというところがあり

ましたら、お教えいただきたいのですけれども。 

○樫村 前部門長 我々として品種育成の目的は日本の果樹栽培の振興という、この１点です。
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ですから、別にそのことによって我々が利潤を得ようというような目的はございません。ただ、

品種登録をしなければ、育成した品種が全くコントロールできない。いろんな名前で売られて

しまうとか、例えば「シャインマスカット」にしても、いろんな名称のブドウとして売られて

しまう。それではブランド化もできませんし、農家から何か聞かれてもそれに対してきちんと

した対応ができません。やはり出した品種についてはきちんと管理をしたい。管理するという

のは別に利潤を上げるためではなく、品種を最大限日本の果樹栽培振興に生かすためには必要

であるという観点から登録をしています。もちろん、現代においては、それとともに、それを

しなければ海外でも知的財産権を守れませんので、そのためにはまず国内での登録というのが

前提になるということでやっております。 

 あと、今のご質問とはちょっとずれるかもしれませんが、先ほど品種育成までの段階で何か

制度的なものがあればという話がありましたが、１点ちょっと思い出したことがあります。品

種登録に当たっては区別性、安定性といったものを示せなければいけないんですが、そのデー

タをそろえるのがなかなか大変というのがあって、我々のところでも大変なので、多分民間で

の育成をした場合にはもっと大変だろうなと思います。区別性、安定性が担保されなければい

けないというのは、品種登録上非常に重要だというのは分かるんですけれども、もう少し現実

的なところを見据えた形でその辺は考えていただきたいなというのが１点。 

 それから、先ほど説明したように、我々では品種として出す前に、いろんな県にお願いして

栽培試験をやっています。当然実施いただく県との間ではちゃんと契約をして、未譲渡性が担

保されるようにしておりますが、その辺、きちんとしたその線引きというか、どのようにして

おけばちゃんと未譲渡性が担保されるかということについては、明確にしておいていただきた

いなと思います。これから先、新たな品種を作っていく中で、これまでにないようなシステム

で、例えば委託で試験栽培をしなければいけないとか出てくると思いますので、線引きをきち

っとしていただけると非常に助かるなと思っています。 

○佐藤 技術戦略監 うちの県としましては、今、基本的な考え方は樫村さん言ったとおりで

すけれども、あと産地としてやっぱりオリジナル品種ですね。それぞれの地域、都道府県のオ

リジナル品種で売っていく。先ほどの製品の説明と矛盾するようなことを言うかもしれません

けれども、やっぱり県オリジナルの品種なんだということで、例えばサクランボなり、西洋ナ

シ、結構全国的にシェアを持っていますので、それで新しい品種が出たということで強く売っ

ていくというようなところもございます。 

 それから「つや姫」、それから最近デビュー、昨年から出てきました「雪若丸」、以前から
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ある「はえぬき」、全て県オリジナルの品種でございますけれども、今まで「はえぬき」が作

り慣れている方々がいきなり「つや姫」を作れといっても作れないですね。品質もそうだし、

収量が安定しないです。昨年本格デビューした「雪若丸」については、去年の秋の天候もあっ

たわけなんですけれども、なかなか思ったほど収量が上がっていないというのがあります。 

 品種というのは、新しい品種が出ると、やはり生産者の方々の栽培に対する意欲、取組にカ

ンフル剤を与えていると思っています。いわゆる新しい品種が出ることによって、その地域と

か産地、生産者が活性化するというのはよくあります。それはやはり同じ品種を長く続けると

安定にはなるんですけれども、目新しさ、あるいは新たな新基軸と言っていいかどうか分かり

ませんけれども、より１レベル上のものを目指そうというためには、やはり品種なりを少しロ

ーテーションを持って変えていくところが、当然消費者に対する訴え方にも関わってきますけ

れども、産地を維持、活性化していくためには、やはり品種は大きなポイントになるんではな

いかなと思っています。 

 特に、その「つや姫」がデビューし、それから昨年から「雪若丸」が本格デビューし、その

前に「雪女神」というのは大吟醸の向きの酒造好適米、デビューしたりして、結構稲作農家の

方々は元気が出てきていると思いますし、サクランボについても長く「佐藤錦」オンリーのと

ころに「紅秀峰」なり、県で育成した品種が20年前からずらずら出てきましたし、今回、大玉

の品種を打ち出すことができたということで、やっぱりその産地の活性化につながっていくの

ではないかなと。それはやはり都道府県として、山形県としては期待しているところでござい

ます。 

○茶園座長 では、いいですか。 

○小松委員 私も公的試験研究機関の育成者の立場で、ただいまの茶園先生のことに若干答え

たいと思います。県で品種育成する目的というのは、県の農業者の所得の向上であり、そのこ

とによって県の税収は上がってくるという、これが恐らく一番の目的だと思います。加えて言

えば、自分たちの県で育成された品種が世界的、あるいは日本国内で評価されることで、農業

者の生産意欲の向上につながるということも目的であろうと思います。 

 そのためには、品種登録を行って、種苗をきちんと管理していくということが重要なポイン

トです。 

 一方で、多くの農業者にその新品種の福音を与えるためには、高額な許諾料を取ることはで

きないので、許諾料は薄く広く取るというのが恐らく公的研究機関の育種の考え方だと思いま

す。 
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 加えて、公的機関というのは種苗の販売による収益というのはありませんから、許諾料収入

をいかに失わないかということを制度の中でしっかりと管理しなくてはなりません。今回、佐

藤さんの発表の中で、「つや姫」にしても、「山形Ｃ12号」にしても、生産者の理解を得る中

で、品質管理であるとかブランド管理ということを目的に自家増殖を禁止されている、あるい

は制限されている。一方で、現行の種苗法は農家の自家増殖については例外的に認めている。

これは30年以上たっても、今の種苗法ができても全く変わっていない。この辺のところを制度

の中でしっかり研究していかないと、公的機関の育種というのは今後成立し得ないのではない

かなと私は考えております。まず、農家の自家増殖問題について法制の専門家の皆さんからよ

い意見をいただければと思っております。 

○茶園座長 どうもありがとうございました。では、最後に。 

○福田委員代理 すみません、私どもの業界は野菜とか花とかをやっておりますので、今日の

話は米であるとか果樹であるとか、ある意味で専門外の分野の話で、大変興味深く２人の話を

聞かせていただきました。 

 私ども野菜とか花ですと、特にビジネスとして種苗の販売で品種開発経費を回収してという

ことをやっておりますので、そういう意味で、育成者権による品種の保護というのも非常に大

事なわけですけれども、本当に簡単にお答えいただければいいんですが、果樹とか米とかでは、

そういうビジネスでないというのは今の小松場長のお話はまさにそうだと思うんですけれども、

やはり人気があるものであれば、ある程度農家の方も少しお金を払ってもいいという話がある

んではないかと思うんですが、現実にはそういうことは難しいんでしょうか。果樹にしろお米

にしろ、ロイヤリティーを高く取るとか、それから、多少種苗代は高くしても次のもっといい

品種を開発するために経費を回収していこうというようなことを進めるのは、農研機構とか県

の試験場とか、そういうところでは難しいという感じでございましょうか。簡単にお答えいた

だければ結構です。難しいということであれば、一言だけでも結構でございます。 

○樫村 前部門長 今の日本の果樹農家の体力というか、状態を考えれば、ロイヤリティーを

高くしていけば、恐らく品種更新はかなり滞ってしまうだろうと考えています。 

 我々としては、ロイヤリティー元手に品種育成のための研究開発を進めているわけではござ

いません。それよりは果樹産業が活性化して、そのことで我々が評価されて研究費が回ってく

るというのが目標ですので、やはりいかに普及させるか。そういう意味ではあまり、利用する

方からある程度のロイヤリティーを取るのは当然ですけれども、あまりそこを高くしていくと

いうのは、短期的には収益が上がるかもしれませんけれども、長期的に見れば結果的に我々の
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研究開発が滞ってしまうようになるのではないかなと考えています。 

○佐藤 技術戦略監 私も品種、いわゆるロイヤリティーを取るというよりも、やはり県全体

の産出額をどう上げていくかが一番のポイントになるかなと思っております。小松委員がおっ

しゃったとおりだと思います。 

○茶園座長 どうもありがとうございました。ちょっと時間が延長してしまって申しわけあり

ません。 

 樫村様、佐藤様、本日はどうもありがとうございました。本日はこの品種開発を行う立場か

ら、お二人の公的機関から来ていただいた方からヒアリングを行わせていただきました。 

 次回以降の検討をどうすべきかにつきまして、事務局のお考えをお伺いしたいと思います。 

○尾﨑課長 事務局といたしましては、本日お話をお伺いいたしました品種開発に携わってい

らっしゃる方、公的機関の立場で育種をされている方からのご説明がございました。また今回、

そういうお話を踏まえますと、また民間の立場からは全く違ったものがあるかと思いますので、

次回は民間種苗業者における課題は何かということで意見を聞いていただいてはどうかと考え

ております。 

 また、事務局からも品種の流出実態などについてもご説明する機会をいただければと考えて

いるところでございます。 

○茶園座長 では、それらの課題につきましては、適切なヒアリングを行うことができますよ

うに、議題の設定なりヒアリングの人選というのを農林水産省にお願いしたいと思っておりま

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）ありがとうございます。 

 それでは、農林水産省に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 では、また次回以降の日程につきましても座長である私にご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させていただきたいと思いますけれども、

皆様それでよろしいでしょうか。（異議なし）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、そして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、延長してしまい申しわけありませんけれども、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 本日はご討議ありがとうございました。次回以降の議題、日程等については、座
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長とご相談の上、また皆様にご連絡させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。本日はありがとうございました。 

午後３時３６分 閉会 


