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（2）日本式での試行的な野菜・果実栽培技術の調査 

①大豆 

世界的に需要が伸びている大豆について、その機能性に着目し、豪州の広大な農地で栽培、世界市場を対

象に加工製品として販売することを目的として、豪州の気候に適した品種の開発が進められている。 

検討は、平成 28 年度からスタート、豪州の研究機関への委託を通じて、日本の自治体が開発した、ある特

定の機能成分の含有量が高い品種について、同研究機関が開発した、豪州の気候に適した品種との掛け合

わせが進められている。 

豪州側の期待として、大豆加工製品の世界販売の一端を担う、というビジネス上の期待もあるが、仮に、亜

熱帯地域での栽培が可能となる品種が開発される場合、さとうきび栽培のローテーションクロップとしての栽培が

期待されている。 

これは、さとうきび栽培で失われた地力を豆類の栽培により戻すために行われている取り組みである。5 年間の

内、3 年、さとうきびの栽培を実施、2 年間、豆類の栽培を行う地域や、1 年の内、8 ヶ月、さとうきびを栽培し、

4 ヶ月、豆類を育てる、といった具合に、地域によってローテーションの頻度は異なっている。 

さとうきび栽培で使用される農薬等が降雨によりグレートバリアリーフなどの海域における汚染に結び付いている

という指摘もあり、大豆をローテーションクロップとして栽培する取り組みは、過度な農薬を使用せず大豆を育てる

ことで、地力の回復、海洋汚染への影響低減、さとうきび栽培よりも付加価値の高い大豆栽培に伴う収入増

につながる、という面が期待されている。 

 

日本の自治体が開発した品種と、豪州の研究機関が開発した品種との掛け合わせは、クイーンズランド州の

州都ブリスベンから 100km 程度、西に位置する州政府が管理する農業試験場で実施されている。 

このエリアは、亜湿潤から亜熱帯の気候にあり、日中 30℃程度以上の気温となる長い夏と、5℃程度の気温

となる短い冬の二季となっている。10 月から 3 月の豪州における夏季に、年間平均降雨量である 778mm の

70%が集中する。散水用の水資源は地下水が使用されている。 

豪州の研究機関が開発し、日本の自治体が開発した品種との掛け合わせが行われている品種は４種類で

あり、その特徴は以下の通り。 

 

図表 12 掛け合わせが行われている品種の特徴 

品 種 特 徴 

A ニューサウスウェールズ州の北部から北部豪州まで幅広く対応する品種で、熱帯地域で、栽培は通年では

なく、季節性(夏もしくは冬)作物となる。大きな種で、へそは透明、高い収率とプロテイン含有量が平均よ

りも高い点が特徴となる。 

B ニューサウスウェールズ州の北部からクイーンズランド州の南部に対応する品種で、熱帯地域には適用でき

ない。A 品種よりもさらに大きな種で、へそは透明、A 品種と同様、高い収率とプロテイン含有量が平均よ

りも高い点が特徴となる。 

C ニューサウスウェールズ州の北部からクイーンズランド州の南部に対応する品種で、熱帯地域では冬作物と

なる。B 品種と同様、大きな種で、へそは透明、高い収率だが、プロテイン含有量は平均。 

D ニューサウスウェールズ州の北部からクイーンズランド州の南部に対応する品種で、熱帯地域には適用でき

ない。中程度の種で、へそは透明、A 品種と同様、高い収率とプロテイン含有量が平均よりも高い点が

特徴となる。 

出典 豪州研究機関資料から NRI 作成 
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令和 2 年度は、豪州の研究機関に蓄積されつつある、豪州の研究機関が開発し、日本の自治体が開発し

た品種との掛け合わせによって得られた品種のデータに基づき、フィールドテストに移行する 20 種程度への絞り込

みが進められた。 

絞り込みは、フィールドテストを通じて、以下の視点に基づき、実施された。 

✓ 商業化に不可欠な、栽培で安定的な品質を得ることができそうか、 

✓ 事業性が確保される収量を安定的に達成しそうか、 

✓ 想定している加工製品に求められるプロテイン及び目的としている機能成分の含有量が達成され、また、

安定的に抽出が可能となるか、 

 

商業化に進む品種として、現状の 20 種類から、さらに数品種に絞り込みが進められる。 

フィールドテストは、引き続き、クイーンズランド州政府が運営する農業試験場において、豪州研究機関への委

託として進められる予定である。 
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②アスパラガス 

(i)マザーツリーの確保 

クイーンズランド州政府が管理するエアリサーチステーションにおいて、邦人生産者によるアスパラガスの日本式で

の栽培調査が継続された。 

アスパラガスは一般的に土耕にて栽培されるが、本調査では、今後、世界的に進むと考えられる気候変動に

も対応可能なシステムとして、コンクリート地盤の上でも育成可能な栽培ポットを開発した。 

 

図表 13 栽培調査が行われているシェードハウスと開発された栽培ポット 

  

シェードハウスの全景 シェードハウスの内部 

  

栽培ポットへの土入れ 栽培ポットの配置 

  

開発されたアスパラガスの栽培ポットとシェードハウス内の配置 

出典 平成 31 年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（豪州）報告書 
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栽培調査の開始は、2019 年 11 月であり、2 年目に入り、収穫に向けた取り組みが継続されている。 

今回選定したカリフォルニア種は葉が少ないため、亜熱帯という気候にも適応できていると考えられる。一方で、

気温が下がらないという環境から、アスパラガス自体が休眠しない可能性があり、望まれる太さと長さが実現する

か、が課題となっていた。 

 

図表 14 生育の状況 

  

全体の生育状況 マザーツリーは順調に育っている 

  

  

一方で、太さが足りない状況が散見される 

出典 現地協力スタッフ撮影 
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マザーツリー自体は順調に成長しているが、主に栄養分が原因と考えられる、太さが足りない状況が散見され

ており、成長及び現地の気候の状況に柔軟に対応した施肥の実施が必要となった。 

本年度は、COVID-19 の影響を受け、邦人生産者が渡豪出来ない状況が継続しており、当初は、写真と現

地の気温、湿度等の情報を送付頂き、邦人生産者で状況を把握、それに基づく栽培指導を継続した。 

肥料については、邦人生産者が現地で独自に処方した液肥を用いているが、渡豪できない状態が継続し、当

該液肥の再現が難しいことから、現地で標準的に使用されている肥料による栽培に切り替え、現地協力スタッ

フに栽培を継続して頂いている。 

 

(ii)オンラインによる遠隔栽培手法の確立に向けた調査 

当該邦人生産者は、日本の栽培において各種センサー等を用いた農場管理を進めており、COVID-19 下で

渡豪が難しい状況を鑑み、日本で使用しているシステムを応用した、オンラインによる遠隔栽培手法の確立に向

けた検討を行うこととした。 

 

[リモートカメラの配置] 

現在、シェードハウス内に、成分の構成を変えた 20 個の栽培ポットを配置している。2020 年 10 月、現地協

力スタッフとビデオ会議を実施し、優れた栽培成果が上がっている 2 つのポッドと、平均的な栽培状況となって

いる２つのポッド、全体を俯瞰できる２つ、計６つのカメラを設置する計画とした。リモートカメラは、豪州の農

業栽培で一般的に使用されている Wi-Fi を経由した製品を現地で選定頂くこととした。 

 

図表 15 リモートカメラの配置 

  

出典 NRI 作成 
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[各種センサーの設置] 

邦人生産者の日本での栽培実績と現地の気象を考慮し、以下のセンサーの設置を計画した。 

 

図表 16 センサーの設置場所とセンサーにより計測する対象 

センサーの設置場所 センサーにより計測する対象 

シェードハウス内の中心付近に 1 か所 ✓ 温度の計測 

✓ 相対湿度を計測し、飽和水蒸気圧に基づき飽差※を算出 

✓ 太陽光放射強度を測定し日射量の算出 

✓ CO2 濃度の計測 

✓ 風速と風向きを計測 

4 つの近接カメラを設置する栽培ポッドに設置 ✓ 土壌電気伝導率を計測し、土壌の肥料含有率として数値化 

※ 飽差は 1 立方メートル当たりに含むことができる水蒸気量(g)を示す数値で、二酸化炭素を取り込む植物の気孔が開

く適切な飽差レベルに気温と湿度を維持することで、吸水と二酸化炭素の取り込みの継続が期待される。 

出典 NRI 作成 

 

各種のセンサーは、2 分おきに計測を行い、データは専用のソフトで分析され、リアルタイムでの数値情報と時

系列でのグラフでの状況の確認等が行えるシステムの導入が計画された。 

 

[期待される効果] 

今回の栽培試験においては、現地の状況がリアルタイムで確認できることで、時期を逸しない的確な指示出

しが可能になることに加え、指示が的確に実施され、その効果の発現を確認することができ、今後、このシステ

ムを用いた事業化を図る際、状況に応じた適切な指示のあり方が整理されるというメリットもある。 

また、状況の把握と指示の内容が蓄積されることで、栽培マニュアルの作成に係る基礎情報の整理が可能

となり、将来的には栽培の自動化に向けた優れた情報源ともなりえる。 
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（3）豪州に於ける農業の知財ビジネスモデル構築に向けた取組 

本調査で対象とされた種は柿(樹木)で、2015 年 3 月に日本で品種登録されており、海外では、中国で品種登

録がなされている。 

知財ビジネスモデルの構築では、(i)現地における育種権(Plant Breeder’s Rights(PBR))の取得と、(ii)PBR の取

得を含めたビジネスパートナーとの契約が重要となってくる。 

PBR の申請は、オーストラリアでは海外品種となることから、日本での販売から 6 年以内に実施しなければならず、

上記品種の販売が同 2015 年 3 月であることから、2021 年 2 月までに申請が必要となった。 

 

(i)現地における育種権(Plant Breeder’s Rights(PBR))の取得 

豪州は、UPOV 条約(植物の新品種の保護に関する国際条約)締約国であり、また、日本政府と、植物品種の

保護に係る審査協力に関する協力覚書を結んでおり、日本における審査結果が活用できる。 

本検討では、豪州における PBR の取得を現地のビジネスパートナーに依頼し、実施した。これは、豪州における PBR

申請が、①オーストラリアの市民権を得ている者、②オーストラリアに住んでいる者、③当該品種をオーストラリアで育

てた者、のいずれかである必要があり、当該邦人企業はいずれにも該当しないことに依る。 

ビジネスパートナーの選考自体は、本検討の以前から当該邦人企業が実施しており、①柿の産地となる、ニューサ

ウスウェールズ州、ビクトリア州、クイーンズランド州南部に販売網を有し、②組織培養が可能なレベルのクリーンルー

ムと技術者を有する、以上 2 点により選考された。 

ビジネスパートナーは、豪州の手続きに従って、Application Part1 と呼ばれる書類を、UPOV の電子出願システ

ムである PRISMA と、eServices と呼ばれる、豪州連邦政府が各種ビジネス等のために構築提供している電子出

願システムを活用した。 

Application1 で記載すべき内容は次の通り。 

 

図表 17 Application Part1 で記載すべき内容 

(a) 申請者の名前と住所 

(b) 申請者が代理人を使用して申請者に代わって申請を行う場合、代理人の名前と住所。 

(c) 申請者が品種のブリーダーである場合-その効果の声明(a statement of the effect)。 

(d) 申請者が品種のブリーダーではない場合-ブリーダーの名前と住所、および割り当ての詳細、または申請を行う権利

の意志または法律の運用。 

(e) その品種が他の一般的な知識の品種とは異なるという一応の事例を確立するのに十分な品種の植物の簡単な

説明、または簡単な説明と写真。 

(f) 第 27 条の要件を考慮した品種の名前、およびその名前の同義語の提案。 

(g) 品種が育てられた場所の名前。 

(ga)育種プログラムで使用される各品種(親品種)の名前。これには、各親品種に関して以下が含まれる。 

(i)オーストラリアで親品種が知られているまたは販売されている名前(同義語を含む)の詳細。 

(ii)オーストラリアまたはその他の契約当事者で付与された PBR の詳細。 

(gb)品種が育てられた方法の簡単な説明。 

(h) 他の国におけるさまざまな種類の権利の申請または付与の詳細。 

(i) 承認された人物の名前：(NRI 注；豪州で求められる Qualified Person のこと) 

(i)アプリケーションの詳細を確認 

(ii)セクション 37 で要求される品種の試験栽培またはさらなる試験栽培を監督 

(iii)そのような説明がレジストラに提供された場合、品種の詳細な説明を検証 

(j) 承認されたフォームで要求されるその他の詳細(ある場合)。 

出典 Plant Breeder’s Rights Act 1994 No. 110, 1994 から NRI 作成 
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Application Part1 の作成において、当該邦人企業とビジネスパートナーとの間でやりとりが実施された。その中で、

特に、今回登録しようとしている品種の”Origin”及び”Parentage”(起源や系統)の明確化が進められた。 

“Origin”については、例えば、controlled pollination(調整受粉), open pollination(開放受粉), genetic 

manipulation(遺伝子操作), spontaneous mutation(自然突然変異) or sport(突然変種), ”Parentage”につ

いては、maternal parent(母方の親)と paternal parent(父型の親)、any of the parents(その他の両親)の明確

化が求められ、それぞれの品種における PBR の取得状況等が確認された。 

これら起源に関係して、良く知られ、性質が似通った他の品種や両親との比較(似通った点と異なる点)の明確化

も進められた。 

種の開発については、最初に観測(observations)が行われた場所、当該場所おける他の作業の実施状況、候

補となる種の開発で使用された主な基準(main criteria)、候補品種に固定された世代数などについて確認がなさ

れた。 

これらのやりとりは、当該邦人企業とビジネスパートナーの間で、登録を行う品種に対する共通の理解を深めると共

に、今後、共同で進めていくマーケティングで、品種の特徴を最大限アピールする方法等の検討において、共通の土

台が形成されることにもつながった。 

 

(ii)PBR の取得を含めたビジネスパートナーとの契約 

ビジネスパートナーとの契約に当たって意見交換が進められた主な項目は次の通り。 

 

図表 18 ビジネスパートナーとの契約に当たって意見交換が進められた主な項目 

(a) ビジネスパートナーが有することができる権利の内容 

(b) ビジネスパートナーが権利を行使する地理的な範囲 

(c) ビジネスパートナーに渡される原木等の内容と渡す方法、繁殖に係る制限や規定 

(d) 繁殖時に突然変異が発生した場合の対応 

(e) マーケティングの方法と協力関係 

(f) PBR の申請と権利 

(g) 権利に対する支払い 

(h) 当該邦人企業によるビジネスパートナーへの立入検査 

(i) 契約の期間と終了 

(j) 契約の不履行と司法 

出典 NRI 作成 

 

(a)ビジネスパートナーが有することができる権利の内容 

本項目については、地理的な範囲内における、①商業化の可能性等に関する評価、②品種の繁殖、③広

告・宣伝・販売、以上 3 つの排他的な権利が対象とされることが一般的と考えられ、①を、ビジネスパートナーに

依頼する前に当該地理的範囲内で、依頼側が事前に、独自に実施したり、①をビジネスパートナーと実施し、そ

の結果を踏まえ、②と③を対象にすることも考えられる。 

また、②日本の増殖と③の広告・宣伝等を分けて、別々のパートナーと契約することも考えられる。 
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(b)ビジネスパートナーが権利を行使する地理的な範囲 

本項目は、ビジネスパートナーに PBR の取得を依頼する場合、その範囲とも関わってくる。ビジネスパートナーが

海外に子会社や提携関係のある会社があるケースでは、複数の地域や国を対象とすることが可能となる。豪州

の場合、ニュージーランドなどのオセアニア諸国を含めて対象とすることも考えられる。 

 

(c)ビジネスパートナーに渡される原木等の内容と渡す方法、繁殖に係る制限や規定 

本項目は、検疫との関係に留意する必要がある。今回のケースの場合、繁殖に関して特殊な技術や訓練を

要する品種であったことから、検疫所で枯らせてしまうなどの事象が発生した。 

原木等の輸送及び検疫に要する費用については、ビジネスパートナーが負担するケースや将来的に得られる権

利に対する支払い(ライセンスフィー)から差し引かれるなどの方法がある。 

ビジネスパートナーに渡される原木等は、繁殖されるものとは厳格に分けて管理されることが重要であり、専用の

保管庫の準備や持続的に維持することができる管理手段など、そのための措置を規定することが必要となる。 

仮に、契約が解除された場合、当該原木等が完全に処理され、それを確認できる手段があることも重要であ

り、契約事項に加えることが必要となる。 

 

(d)繁殖時に突然変異が発生した場合の対応 

突然変異が発生した場合、速やかに連絡を受け、その権利がビジネスパートナーではなく、当該邦人企業に帰

属することを規定することが重要となる。また、当該突然変異が商業的に優れたものであると評価される場合、

その商業化について、当該法人企業とビジネスパートナー間で協議がなされることを規定することも必要となる。 

 

(e)マーケティングの方法と協力関係 

当該品種について、既に商標などを取得している場合には、統一的なブランドとして展開することも考えられ、

本項目は、その状況と密接に関わってくる。コマーシャル上の呼び方、ロゴのフォントや色、キャラクターの使用、宣

伝時に強調する特性とその表現方法等が対象となるが、これらについては、本契約とは別に協議、規定すること

になる。この場合、商標登録や知的財産権など、当該法人企業の側で事前に確保しておくことが重要となる。 

地理的範囲におけるマーケティング費用の負担についても規定する必要がある。全てビジネスパートナーが担う場

合と、当該邦人企業がある程度の割合を負担する場合がある。 

 

(f)PBR の申請と権利 

今回のケースでは、申請等手続きはビジネスパートナーに依頼し、権利は、当該法人企業が有することとしたこ

とから、費用については、当該邦人企業が最終的に負担することとした。但し、支払いについては、将来的に得

られる権利に対する支払い(ライセンスフィー)から差し引かれる方法とすることも一つの方法である。 

 

(g)権利に対する支払い 

権利に対する支払い(ライセンスフィー)の金額については、当該邦人企業が研究開発等に要してきた費用と、

当該品種が生み出すビジネスパートナーの付加価値を考慮して決定される。為替変動リスクをどちらが負担する

かによって、円とするか、豪州の場合、オーストラリアドルとするか、という意見交換も必要となる。 

また、販売に応じた支払いとなることから、販売本数等に係る信頼できるビジネスレコードの記録と保管、当該

法人企業へのレポートの方法、支払いのタイミングを規定することも重要となる。 
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(h)当該邦人企業によるビジネスパートナーへの立入検査 

先に規定した、原木等の管理の状況、繁殖施設の状況、ビジネスレコードの保管の状況など、定期的及び場

合に応じた立入検査の方法やタイミング、事前通告の時期などを定める。 

 

(i)契約の期間と終了 

契約の期間は、10 年程度とされることが一般的であるが、ビジネスパートナーとの協議が必要となる。また、双

方の権利として、途中で契約を解除するための通知タイミングと方法を規定することも重要となる。 

 

(j)契約の不履行と司法 

いずれからの主体が契約の不履行や事業継続が難しくなった場合の協議等の方法について規定する。裁判

所については、一般的に事業実施国/地域が指定されることが一般的であり、地の利として、ビジネスパートナー

側に有利となる点に留意する必要があり、場合によっては、第三国の裁判所とすることもある。 

 

 

上記項目を踏まえ、ビジネスパートナーとの契約が進められ、まずは PBR の取得に向けた取り組みが継続される。 

  




