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ま　え　が　き

我が国の農林水産業の競争力の強化を図るには、国際化に対応した農林水産分野全般に

わたる知的財産の創造・保護・活用を戦略的に推進することが重要となっています。

平成19年度には、知的財産権の啓発普及体制整備事業において、普及組織による知的

財産の取組に関して基本的な考え方や留意点等を「普及組織における知的財産への取組の

あり方」として取りまとめました。

その中では、農業現場において、農業者の創意や工夫により生み出された品質や収量の

向上、省力化に資する技術や、環境保全型農業、有機農業に資する技術、さらに、農業者

が改良・発見した品種等優れた技術が存在しており、地域農業の活性化、ひいては、我が

国農業の国際競争力強化や食料の安定供給を図るためには、これらの創造を支援するとと

もに、生み出された技術等について適切な保護の下、その活用を図ることが必要であると

しています。

本書では、これらの知的財産権のうち、育成者権に焦点を絞り、普及指導活動の中で、

遭遇する農業者等の育成者権について、創造、保護、活用、権利侵害への対応の面から、

普及組織が担うべき役割と具体的な支援方策、活用事例等について「普及組織による育成

者権取扱いマニュアル」として取りまとめたものです。

本書の作成に当たり、ご尽力いただいた元座長竹森三治氏（現東海農政局長）、並びに

長谷川裕座長をはじめ、検討会委員の各位に厚くお礼申し上げます。

また、併せて、本事業の実施にご指導下さった農林水産省関係者に厚くお礼申し上げま

す。

本書が普及組織における知的財産の取組に活用していただければ幸いです。

平成21年3月

社団法人　全国農業改良普及支援協会

会　長　　　大　　森　　昭　　彦
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Ⅰ　は　じ　め　に

１．農林水産分野の知的財産

現在、発展途上国を中心とする経済発展やこれに伴う人口増加、バイオ燃料需要の拡大、

異常気象の頻発等を背景に世界の食料供給はかつてないほど不安定な状態になっていま

す。我が国は、食料の6割を海外からの輸入に依存しているとともに、担い手の高齢化・

減少や耕作放棄地の拡大等の課題を抱えており、国内農業の体質強化により食料供給力の

確保等を図っていくことが喫緊の課題となっています。

このような状況の中、農業分野において知的財産の発想を導入して、担い手の経営発展

や地域の活性化を促し、農業の潜在的な力を発揮していくことの重要性が高まっています。

知的財産とは、人間の創造的活動から生み出されるものをいい、農業の分野における知

的財産には、植物の新品種、栽培・加工に係る技術・ノウハウ、農業機具の形状、商品に

つけるマーク・ブランド等が挙げられます。我が国の農林水産物・食品は、農林水産業・

食品産業関係者の努力や技術、伝統文化といった貴重な知的財産によって成り立っており、

他国に負けない特質・強さを有しているという特徴があります。

農林水産分野の知的財産

知的財産権

育成者権
（植物の新品種）

特許権
（農薬、農業機械、栽培技術　等）

実用新案権
（農業器具　等）

商標権
（マーク、地域団体商標　等）

意匠権

古くからある農業技術、植物品種
（コシヒカリ、ふじ　等）

動物の遺伝資源
（和牛　等）

ブランド
（地域ブランド、農産品ブランド　等）

食文化・伝統文化

人々の手によってつくられた
農山漁村景観

知的財産権以外の重要な知的財産
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こうした知的財産を農林水産業や地域の活性化につなげていくためには、農林水産業者

や普及指導員を含めた全ての農林水産関係者が、品種や技術・ノウハウ等を知的財産とし

て認識するとともに、農業者個人あるいは地域において戦略的に扱っていくことが必要で

す。また、知的財産を適切に保護しながら有効に活用し、そこから得られた収益を新たな

知的財産の創造につなげていくという知的創造サイクルの好循環を促していく環境を整備

していくことが重要です。

2．普及指導員の役割

農林水産分野における知的財産の重要性が高まる中、知的財産に関する知識は、農業生

産や産地育成など農業の様々な場面で指導的立場にある普及指導員にとっても重要な知識

となっており、こうした点を理解した上で普及指導活動に取り組む必要があります。

知的財産をどのように取扱うかは、知的財産の所有者や取扱う者が自身の農業経営の観

点等から決定するものです。普及指導員には、農業者等からの求めに応じて、支援内容を

判断し、適切な対応をとることが求められています。具体的には以下のような支援内容が

考えられます。

1）各種知的財産関連制度の紹介

2）農業者が開発した品種や技術・ノウハウについて、地域農業において価値あるものと

して選定する等農業現場における知的財産の発掘

3）農業者の技術的な相談への対応

4）技術内容を明らかにするために必要な試験実施等への助言

5）技術内容等を明らかにする「文書化」の支援

6）品種や技術・ノウハウとして確立するために必要な課題解決方法等に関する助言や試

研究機関の研究員等専門家の紹介等

7）品種や技術・ノウハウとして確立するために必要な技術の改良・開発のための調査研

究、技術実証試験、共同研究等の実施

8）権利化すべきか否かについての相談への対応や申請手続きに関する助言

9）弁理士等知的財産権について相談する専門家の紹介

10）権利化した知的財産の活用方策に関する助言

また、知的財産権の権利化は、これが地域全体で利用される場合も、また、地域では利

用されない場合であっても、権利化することにより当該農業者の意欲向上や経営発展等を

促し、地域農業が活性化するものと考えられることから、適切な支援を行うことが重要で

す。
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3．育成者権の取扱いについての基本的な考え方

種苗は、農業生産にとって極めて重要なものです。栽培環境に適し、品質が良く、優良

な種苗を選択し栽培することが農業生産の基本です。このため、農業者はよりよい種を集

め、また選び栽培してきました。これにより、各地域に在来種といわれる品種がたくさん

育成されました。その後、遺伝学等関連科学の発展に伴って組織的に育種に取り組まれる

ようになり、農業生産の飛躍的な向上に積極的に寄与してきました。

農業生産に果たす種苗の役割が大きいことから、稲、麦等の主要な作物については国や

都道府県が育種の主体的な役割を担ってきました。一方、野菜や花については、民間企業

が中心になって育種を進めています。優秀な新品種が育成され、供給されることは、将来

にわたり農作物の生産・消費の両面で重要なことです。また、農業の国際競争力の強化の

観点からも重要であり、我が国農業の未来の鍵を握っていると言えると思います。

植物の新品種の育成には、専門的な知識、技術、経験が欠かせない他、長期にわたる労

力と多額の資金や圃場等の設備が必要です。一方、一旦新品種が世の中に出た場合、これ

を第三者が増殖することが極めて容易です。従って、新品種を育成した育成者に対し、品

種登録した種苗の利用に関する権利を独占させ、新品種の販売等を通じて資金を回収する

ことを可能とし、次の新品種の開発への意欲を高める必要があります。この育成者の権利

を担保するものが品種登録制度であり、品種登録制度は、農業生産の基礎を支える優良な

品種の育成を支え、農業の発展に資するものです。

育成者権の取扱いについては、制度の趣旨を十分に農業者の方々に理解していただき、

新品種をルールに従って活用してもらうことが重要です。種苗については、自家採取や農

家間の種苗の交換により流通してきたこと、主要な作物については国等の公的な機関が育

成してきたことから、みんなのものであるとの意識も払拭されておらず、意図せず法律に

反する行為を行っている事例が多く見られます。このことは単に権利者の利益を害するだ

けでなく、優良な新品種の開発へのインセンティブが失われ、ひいては日本農業の活力を

もそぐことになることを農業者にも理解してもらうことが必要となっています。

さらに、今後、規模拡大による低コスト化に限界のある日本農業にとって、味や品質の

良いもの、特色のあるものなど高付加価値化に向けた努力も欠かすことができません。そ

の際、他にない品種を育成することは、経営や産地の高度化に大きく寄与することになり

ます。農業者は作物に直接且つ長期間にわたって接しており、その特性を熟知しており、

その変化（変異）を見いだすことも可能です。その知識と経験を生かし、新品種育成にか

かるコストも踏まえつつ、新品種の育成に取り組むことも経営発展に向けた選択肢の一つ

であり、普及組織としても支援を行うことが重要です。その際、関係者の間で十分な意思

疎通を図り、長期的かつ計画的な取組が必要です。

取得した育成者権については、積極的な活用を進めることが大切です。自ら活用するの

か、地域で産地確立に活用するのか、民間企業とも連携しつつ広く許諾していくのか戦略

を明確にしながら、取り組むことが重要です。また、育成者権の侵害への対応については、

普及組織として最も対応の難しい部分であり、弁護士や種苗管理センター等の専門家の援



5

助を受けながら対応することが不可欠です。

本マニュアルは、育成者権を積極的に経営改善や地域農業の振興に役立てるという基本

的な考えに基づき、普及指導員が現地で育成者権について、農業者等の相談や指導に当た

って参考となるように取りまとめたもので、十分に活用していただきたいと思います。





Ⅱ 品種登録制度の概要と育成者権
について
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項　目　一　覧

1．品種登録制度の目的と品種登録の要件
Ｑ1 ：品種登録制度の目的

Ｑ2 ：品種登録制度の概要

Ｑ3 ：品種登録制度の対象

Ｑ4 ：新品種が登録される要件

Ｑ5 ：既存品種の取扱い

2．出願・登録の手続と費用
1）出願から登録までの流れと保護制度

Ｑ6 ：品種登録の出願から登録までの手続

Ｑ7 ：品種登録の出願者

Ｑ8 ：出願公表のあらまし

Ｑ9 ：仮保護制度とは

Ｑ10：出願品種の審査の方法と審査期間

Ｑ11：品種登録の出願が拒絶される場合と拒絶に対する異議申立

Ｑ12：品種登録について

Ｑ13：品種登録の登録料　

Ｑ14：品種登録後の名称変更

2）出願書類の作成

Ｑ15：品種登録出願に必要な書類

Ｑ16：品種登録出願書作成等のポイント

Ｑ17：出願料と納入方法

Ｑ18：出願提出代理人の添付書類　　

Ｑ19：住所・氏名の記載についての注意

Ｑ20：文書送付先の記載についての注意

Ｑ21：農林水産植物の種類の記載についての注意　　

Ｑ22：出願品種に名称を付ける際の注意

Ｑ23：出願品種の名称記載についての注意

Ｑ24：出願品種の育成者の記載

Ｑ25：既に外国で出願した品種の登録記載等についての注意

Ｑ26：出願前に譲渡した品種の登録についての注意

3）補足情報書類の作成

Ｑ27：職務育成品種の定義と取扱い

Ｑ28：職務育成品種の補足情報の添付書類

Ｑ29：種子又は種菌を種苗とする品種を出願する場合の種子・菌株の送付先
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4）説明書の作成

Ｑ30：出願品種の栽培技術及び生育状況に関する問い合わせ先の記載

Ｑ31：出願品種の育成及び繁殖の方法の記載

Ｑ32：出願品種の形質及び特性の記載

Ｑ33：類似品種と明確に区別される出願品種の形質及び特性の記載

Ｑ34：品種審査の特性調査で対照品種や類似品種が少ない場合

Ｑ35：品種審査において参考となりうる追加情報

Ｑ36：品種審査において参考となりうる追加情報として添付する写真

Ｑ37：出願品種の栽培状況に関する情報の記載

3．育成者権について
1）育成者権とは

Ｑ38：育成者権と権利の存続期間

Ｑ39：「登録品種と明確に区別されない品種」とは

Ｑ40：「従属品種」とは

Ｑ41：「繁殖のため常に登録品種を交雑させる必要がある品種」とは

Ｑ42：登録品種の従属品種、交雑品種を利用する場合の注意点

2）育成者権の効力が及ばない範囲

Ｑ43：育成者権の効力が及ばない範囲

Ｑ44：試験又は研究目的の品種利用と育成者権の効力

Ｑ45：農業者の自家増殖と育成者権の効力

3）登録品種の利用

Ｑ46：育成者権を譲渡した後の登録品種の種苗、収穫物、加工品の権利

Ｑ47：登録品種の名称使用、品種登録表示の義務化

Ｑ48：育成者権者が登録品種（育成者権）を利用する方法

Ｑ49：登録品種を利用する場合のチェックポイント

Ｑ50：新品種育成で親として利用できない場合

Ｑ51：登録品種の育種への利用

Ｑ52：出願公表品種の栽培

4．権利侵害への対応
Ｑ53：育成者権の侵害者への対応

Ｑ54：育成者権の侵害に関する相談機関

Ｑ55：品種保護Gメンへの依頼料金

Ｑ56：品種類似性試験の依頼

Ｑ57：品種類似性試験の特性比較と比較栽培の違い

Ｑ58：植物のＤＮＡ品種識別技術

Ｑ59：海外登録品種の国内での取扱い
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Ｑ60：育成者権を侵害する種苗等の輸出入防止法
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1．品種登録制度の目的と品種登録の要件

Q 1 品種登録制度はどのようなことを目的とした制度ですか。

A 農林業の発展には、多収、高品質、耐病性などといった優れた品種の育成が不可

欠です。

新しい品種を育成するためには、専門的な知識、技術とともに長期にわたる労力

や多額の費用が必要です。しかし、一旦育成された品種については、第三者がこれ

を容易に増殖することができる場合が多いことから、育種を積極的に奨励するため

には、新品種の育成者の権利を適切に保護する必要があります。

このため、我が国では、種苗法に基づく品種登録制度により、植物の新品種を育

成した者に知的財産の一つである育成者権を与え、その権利を保護することにより、

新品種の育成の振興を図り、もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする

制度です。

Q 2 品種登録制度の概要を教えて下さい。

A 新しい品種を育成した者が農林水産省に品種登録を出願し、審査を経て、品種登

録を受けると、育成者権が与えられます。育成者権を有する者（育成者権者）は、

一定の期間その新品種を独占的に利用することができます。育成者権者以外の者が

登録品種を無断で利用した場合、育成者権者は利用の差し止めや損害賠償を請求す

ることができます。

登録品種を利用するには、育成者権者の許諾を受けて許諾料を支払う必要があり

ます。一般に店頭販売されている種苗の代金の中に許諾料相当額が含まれています。

正規に購入した種苗でも、その種苗を用いて増殖するには、育成者権者の許諾が必

要です。（育成者権の効力の例外についてはＱ43、44、45参照）。

育成者権を侵害すると、民事の損害賠償や刑事罰の対象となります。
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図　品種登録制度の概要
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Q 3 どのような植物が、品種登録制度の対象となりますか。

A 農林水産物の生産のために栽培される全植物（農産物・林産物・水産物の生産の

ために栽培される種子植物、しだ類（ワラビ等）、せんたい類（こけ植物）、多細胞

の藻類（のり、わかめ、こんぶ等））及び政令で指定されたきのこの新品種が対象

（保護対象植物）となります。

政令で指定されているきのこは以下の通りです。

Q 5 既存の品種については、どのような取扱いになるのでしょうか。

A 品種登録制度は新品種について出願・登録によりその権利を保護する制度です。

従って、以前から一般に利用されている品種や育成者権の存続期間の満了等により

品種登録が失効した品種については、品種登録制度の対象ではなく、その利用に許

諾等の必要はありません。

Q 4 新品種が品種登録されるには、どのような要件を満たす必要がありますか。

A 新品種が品種登録されるためには、次の要件を備えていることが必要です。

1．品種特性

①区別性：既存品種等と重要な形質（形状、色、品質、耐病性等に係わる特性）

で明確に区別できること

②均一性：同一世代でその形質が十分類似していること（播いた種子から全て

同じものができる）

③安定性：増殖後も形質が安定していること（何世代増殖を繰り返しても同じ

ものができる）

2．未譲渡性

出願日から１年さかのぼった日より前に出願品種の種苗や収穫物を譲渡して

いないこと。外国での譲渡は、日本での出願日から4年（永年性植物は6年）

さかのぼった日より前に譲渡していないこと。

3．名称の適切性

品種の名称が既存の品種や登録商標と紛らわしいものでないこと等（詳細は

Q22、Q23参照）

あらげきくらげ、うすひらたけ、えのきたけ、エリンギ、おおひらたけ、きくらげ、きぬがさたけ、
くりたけ、くろあわびたけ、こむらさきしめじ、しいたけ、しろたもぎたけ、たまちょれいたけ、
たもぎたけ、つくりたけ、とんびまいたけ、なめこ、におうしめじ、ぬめりすぎたけ、はたけしめ
じ、はなびらたけ、ひめまつたけ、ひらたけ、ぶなしめじ、ぶなはりたけ、ほんしめじ、まいたけ、
まんねんたけ、むきたけ、むらさきしめじ、やなぎまつたけ、やまぶしたけ（平成21年3月現在）
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2．出願・登録の手続と費用
1）出願から登録までの流れと保護制度

Q 6 品種登録の出願から登録までの手続について説明して下さい。

A 品種登録の出願から登録までの手続の流れは、図の通りです。まず、①品種登録

を希望する人は、出願書類に必要事項を記入して農林水産大臣宛に出願します。な

お、出願書類の提出先は農林水産省生産局知的財産課の品種登録窓口です。出願書

類は、農林水産省の品種登録ホームページ（http://www.hinsyu.maff.go.jp/）か

ら入手できます。また電子申請による出願も可能です。②品種登録が出願されると、

農林水産省生産局知的財産課において、書類に不備がないか、品種名称が適切か等

を確認します。③書類審査において、書類や添付資料等及び品種名称が適切である

ことが確認されると、出願公表がされ、官報に出願者の氏名、住所、出願品種の名

称等が掲載されます。なお、出願内容の不備や品種名称が不適切な場合には出願の

補正や名称変更が命じられます。④出願公表後、農林水産省生産局知的財産課の審

査官は、栽培試験、現地調査、資料調査等により植物の特性を調査して、出願品種

が品種登録要件を満たしているかについて等を審査します。⑤出願品種が品種登録

の要件を満たすと判断されると、官報で公示し、同時に品種登録簿に登録（品種登

録）され、出願者にその内容が通知されます。なお、品種登録要件を満たさないと

判断された場合は、出願者に拒絶理由が通知されます。出願者は、自分の意見を述

べることができ、この意見を考慮した上、農林水産大臣は最終的に判断します。ま

た、出願品種の名称が不適切な場合（既存品種の名称、登録商標等と紛らわしい場

合や特性等の誤認を生じさせるなど）には、農林水産大臣により名称変更命令が出

されます。
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Q 7 品種登録の出願をすることができるのはどのような人ですか。

A 新しい品種を育成した人、又は育成者の承継人が品種登録を出願することができ

ます。承継人には、特定承継と一般承継があります。特定承継人は育成者から育成

者の地位（品種登録を受ける地位）を譲り受けた者、一般承継人は育成者の地位を

相続した者や法人合併の場合等です。

また、非法人の団体は、団体の名義では品種登録の出願をすることはできません。

団体の構成者（育成者）の個人名義で品種登録の出願（育成者が複数の場合は全員

による共同出願）をする必要があります。

図　品種登録手続の流れ
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Q 8 出願公表について教えて下さい。

A 出願公表とは、品種登録の出願が受理されると、遅滞なく（通常3～4ヶ月後）

その内容を公表し、その品種が品種登録の出願中であることを公示するものです。

出願公表の目的は、①出願公表により仮保護が始まることから、出願品種を利用し

た者が不測の不利益を被らないようにすること、②公表することにより一般から類

似品種の存在や流通実態などの情報提供を受けることで、適切に審査を行うように

することです。

公表内容は①品種登録出願の番号・出願日、②出願者の氏名（名称）及び住所、

③出願品種の属する農林水産植物の種類、④出願品種の名称、⑤出願公表の年月日

で、官報に掲載されるとともに、農林水産省の次の品種登録ホームページからも入

手できます。（http://www.hinsyu.maff.go.jp/）

Q 9 仮保護制度とは、どのようなものですか。

A 出願から品種登録までには、通常数年の審査期間を要しますので、この審査期間

中についても、出願者に一定の保護を与えるのが仮保護制度で、仮保護の期間は、

出願公表された日から品種登録された日の前日までです。

この制度により、出願者は、出願品種の種苗等の生産・譲渡等をした者に対して、

書面による警告を前提とした上で（ただし、出願品種であることを知って利用した

者には警告は不要）、品種登録後に、利用料相当額の補償金を請求することができ

ます。

Q 10 出願品種の審査の方法、期間について教えて下さい。

A 審査は、まず、願書等の書類の記載内容をチェックし、必要な添付書類が提出さ

れているかを確認した上、品種登録要件のうち、名称の適切性、未譲渡性等を満た

しているかを判定します。

次に（公表出願後）、出願品種の特性審査（区別性Dist inctness、均一性

Uniformity、安定性Stability）についての審査（各要件の頭文字をとってDUS
ディーユーエス

テス

ト）を実施します。特性審査の方法には、次表のような方法があり、出願品種に応

じて適切な審査方法が決められます。

出願の受理から品種登録までの期間は、平成19年度においては平均2.9年です。

なお、農林水産省では審査官の増員や審査登録業務の電子システムの改良を行い、

審査期間の短縮に取り組んでいます。
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表　特性審査の方法

Q 11 どのような場合に品種登録の出願が拒絶されますか。また、拒絶に対する
異議申立は可能でしょうか。

A 次の場合、品種登録の出願は拒絶されます。

①品種登録の要件（区別性、均一性、安定性、未譲渡性）を満たしていない場合

②資料（栽培試験の種苗等を含む）提出命令や名称変更命令に正当な理由がない

にもかかわらず従わない場合

③現地調査を正当な理由がなく拒んだ場合

なお、品種登録の出願拒絶に該当する場合、出願者に拒絶理由が通知され、意見

書の提出の機会が与えられ、意見を考慮した上で品種登録の出願が拒絶されるか否

かが最終的に判断されます。

また、出願が拒絶され、その判断に不服がある場合には、拒絶処分を知った日の

翌日から60日以内に、行政不服審査法に基づき、農林水産大臣に対して異議申立

をすることができます。あるいは、行政事件訴訟法に基づいて、裁判所に拒絶処分

の取消訴訟を提起することもできます。取消訴訟を提起することのできる期間は、

原則として拒絶処分を知った日から6ヶ月以内、かつ拒絶処分の日から１年以内で

す。

Q 12 品種登録について、教えてください。

A 品種登録の出願について、拒絶理由がない場合には品種登録され、同時に育成者権

が発生します。

品種登録されると、品種登録簿に、品種登録の番号及び年月日、品種の属する農

林水産植物の種類、品種の名称、品種の特性、育成者権の存続期間、品種登録を受

けた者の氏名（名称）及び住所等が記載され、官報で公示されます。
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また、品種登録がされると、品種登録を受けた者（出願者）に通知がされます。

品種登録を受けた者は、品種登録の公示日から30日以内に、１年目の登録料を農

林水産省に納付しなければなりません。納付期限までに１年目の登録料を納付しな

い場合には、その時点で品種登録が取り消され、品種登録の日にさかのぼって育成

者権は消滅します。

Q 13 品種登録には登録料が必要ですか。

A 育成者権は、品種登録料を納付しなければ維持できません。登録料を納付期限ま

でに納付しない場合には、品種登録は取り消され、育成者権が消滅します。

登録料は次の通りです。

登録料は、品種登録料納付書に収入印紙を貼付することによって納付し（収入印

紙に消印はしないこと）、毎年各年分を、又は数年分若しくは25年分（又は30年

分）をまとめて、納付することができます。

登録料の納付期限は、1年目は品種登録公示日から30日以内、2年目以降は前年

以前（育成者権の最終日。例えば平成20年9月26日品種登録の場合、2年目は平成

21年9月26日まで、3年目は平成22年9月26日まで。なお、納付期限が土曜日、日

曜日、祭日等の行政機関の休日に当たる場合は休日の翌日が期限となります）です。

なお、2年目以降の登録料については、納付期限までに納付しなかった場合でも、

納付期限後6ヶ月以内であれば登録料に加えて同額の割増登録料（登録料と併せて

倍額納付）を納付すれば登録を維持することができます。

しかし、納付期限後6ヶ月が過ぎても納付されない場合は、品種登録は取り消さ

れ、育成者権は当該年の登録料の本来の納付期間満了日の翌日に遡って消滅します。

なお、登録品種の専用利用権者、通常利用権者等は、育成者の意思に反しても、自

らが登録料を納付して、育成者権を存続させることができます。

Q 14 品種登録後に、登録品種の名称の変更を行うことができますか。

A 原則として、品種登録後に登録品種の名称を変更することはできません。

しかし、名称の適切性の要件を欠いていることが判明した場合（例えば、商標登

録はされていないが、著名性がある屋号の存在が判明した場合など）には、農林水

産大臣は、利害関係者の申立、又は職権により、育成者権者に名称変更を命じるこ

とができます。
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2）出願書類の作成

Q 15 品種登録の出願には、どのような書類等が必要ですか。

A 品種登録出願に必要な書類等は、次の表の通りです。このうち、願書（正本1通、

品種登録願を補足する情報を含む）、説明書（正本1通）、写真、さらに種子又は種

菌を種苗とする品種を出願する場合には種子又は菌株が必ず提出しなければならな

い書類等です。また、品種登録の出願に当たっては出願料を納付する必要がありま

す。

説明書は出願品種の特性及びそれにより他の植物と明確に区別される特性等を記

載したものであり、育成者は、出願に先だって特性調査等を十分に行い、説明書作

成に必要なデータの収集、整理をしておく必要があります。また、出願時に提出す

る写真は、他の品種とその区別性が明確に分かるよう、出願品種の特性が明瞭に把

握できる時期に撮影しておくことが重要です。

必要書類のうち「願書（品種登録願）」、「品種登録願を補足する情報」、「説明書」

等の様式を参考資料2（P149）に掲載し、次に各様式の作成等のポイントを述べ

ます。

表　品種登録の出願に必要な主な書類等
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Q 16 品種登録出願書作成等のポイントを教えて下さい。

A 出願関係書類作成に当たっての注意すべき、全般的事項は次のとおりです。

①品種登録出願において誰が出願者（育成者権者）になるのか（個人・会社等）、

予め決めておくこと

②一連の出願手続において、（出願者・育成者・代理人等の移転等の変更がない

限り）住所表記は統一すること

③一連の出願手続に使用する印鑑は一つにすること

④育成者の住所表記は、本人の居所を記入すること

⑤出願関係書類は提出用と出願者（代理人）の控え（写し）を作成すること

⑥品種登録出願は、一つの出願で複数の品種を申請することはできません。一つ

の品種に一つの出願が必要です。

Q 17 出願料は幾らですか。また納入方法を教えて下さい。

A 出願料47,200円（平成21年3月現在）で、収入印紙で納入します。収入印紙は

願書に貼付します。その際、収入印紙に消印はしません。

Q 18 願書の提出者が代理人の場合の添付書類について教えて下さい。

A 代理人が出願する場合は、出願者から代理人への委任状が必要です。委任状には

出願者の印鑑登録した印の押印及び印鑑登録証明書の添付が必要です。出願者が氏

名を自書した場合は押印する必要はありません。

Q 19 住所・氏名の記載について注意することを教えて下さい。

A 住所は住民票等公簿上の表記通り（「何県、何郡、何町、大字何、字何、何番地、

何号」）に記載します。フリガナ欄には地名の漢字の読みを記載します。

なお、日本以外の場合は、アルファベットで（公簿がアルファベット表記されて

いるときはその表記通りに）記載します。フリガナ欄の記入は不要です。

氏名又は名称は住民票等公簿上の表記通りに記載し、フリガナ欄には漢字の読み

方を記入します。

出願者が法人の場合には、その代表者氏名及び電話番号も記載します。法人の場

合におけるローマ字表記欄には、法人の定款等で定められた英語名称又は通常使用

している英語名称を記載します。
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Q 20 文書送付先の記載について注意することを教えて下さい。

A 文書の送付先は、補正命令、品種名称変更命令、審査計画通知、拒絶（理由）通知、

登録通知等、重要な連絡がされた場合、確実に対応可能な部署を記載しておくこと

が必要です。期限内に対応しなかった場合は出願が却下されたり、拒絶されます。

Q 22 出願品種に名称を付けるには、どのようなことに注意する必要がありますか。

A 植物の種苗は、一般的にその外観だけで品種を区別することは困難なため、品種

名称が種苗の品種を同定・識別する機能を有しています。そのため、願書提出に際

し、出願品種には名称を付けなければなりませんし、品種名称が適切であるか否か

について、前記の品種登録手続の流れで示しましたように出願公表前と特性審査終

了後の登録前に審査されます。

種苗法では、以下のような場合には出願品種の名称は認められません。

①一つの品種について二つ以上の名称を付けようとするとき

例えば、一つの品種に「A」、「B]等の複数の名称を付けることはできません。

②商標法において保護されている商標と同一又は類似しているとき

Q 21 農林水産植物の種類の記載について注意することを教えて下さい。

A 農林水産植物の種類については、「種苗法施行規則別表第二」に、出願品種が属

する種が掲載されている場合は、その学名及び和名を記載します。

同表に出願品種の属する種が掲載されておらず、属が掲載されている場合には、

属の学名及び和名を記載します。

同表に出願品種が属する種及び属のいずれも記載されていない場合で、出願品種

の種又は属が分かっているときは、その学名を記載し、これに対応する和名が判明

しているときは和名も記載します。

また、出願品種が、異なる農林水産植物の種類間の交雑により育成されたもので、

一つの農林水産植物の種類に属することができない場合には、「○○○×△△△」

のように交雑に用いられた農林水産植物の種類を「×」でつないで記載します。こ

の場合、既に当該出願品種が属する植物の種類を示す学名があるときは、その学名

を括弧書で記載します。

外国人の氏名又は外国法人の名称については、アルファベットで記載します。フ

リガナ欄は記入不要です。
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例えば、出願品種が稲の場合、米に「C」という商標が登録されている場合、

当該稲の登録品種に「C」という名称を付けることはできません。

また、出願品種がもみの木（鑑賞樹）の場合、植木のリース（貸与）業に「D」

という商標が登録されている場合、リース商品となりうるもみの木に「D」とい

う名称を付けることはできません。

③品種について一般の人に誤認や認識に混乱を生じさせるおそれがあるとき

例えば、「最高級○○」等の品質に誤認を与える名称を付けたり、赤くないの

に「レッド」という特性の誤認を与える名称を付けたりすることはできません。

なお、農林水産省の「品種登録ホームページ」（http://www.hinsyu.maff.go.jp/）

の「品種名称について」に掲載されている事項を活用することによって、品種登録

できない品種名の基準や出願しようとする品種名称と同一・類似の出願・登録名称

が存在するかチェックすることができます。

Q 23 出願品種の名称の記載について注意することを教えて下さい。

A 出願品種の名称は、一マスに一字ずつ、左詰に記載し、スペースがある場合は一

マス空けます。

使用文字は原則として漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字で表記します。アラ

ビア数字は、漢字、ひらがな、カタカナと組み合わせて記号としてとして用いる場

合にのみ使用可能です。

なお、「、」、（、）、・、。、ローマ数字等の記号は用いることはできません。

ローマ字表記の欄には、ア．出願品種名称が外来語に由来する場合は、外来語を

ローマ字（アルファベット）で表記し、イ．出願品種が日本語の場合は、ローマ字

綴りを表記します。

既に外国で出願又は登録されている品種については、外国で出願した名称と同じ

名称（同一アルファベット表記、又は言語の表音をカタカナ書きしたもの）で出願

します。

なお、出願品種の名称が適切でない場合は、名称変更命令が出されます。変更命

令に従わない場合には、出願は拒否されます。文書の送付先は、補正命令、品種名

称変更命令、審査計画通知、拒絶（理由）通知、登録通知等、重要な連絡がされた場

合、確実に対応可能な部署を記載しておくことが必要です。期限内に対応しなかっ

た場合は出願が却下されたり、拒絶されます。
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譲渡証明書の様式例

Q 25 既に外国で出願した品種の登録の記載等について注意することを教えて下
さい。

A 既に外国で品種保護を出願している場合は、出願したすべての国について記載し

ます。

優先権を主張する場合は、最初に出願した国（政府間機関）と出願年月日を記載

します。

なお、優先権主張を証する書類（最初に出願した国の受理証明書等）は出願日の

翌日から１年以内に提出することができます。

Q 26 出願前に譲渡した品種の登録について注意すること教えて下さい。

A 日本では、出願の日から1年さかのぼった日前、外国では4年（永年性殖物では6

年）さかのぼった日前に譲渡されていると品種登録を受けることができません。な

お、品種の譲渡は種苗に限らず、その収穫物も含まれます。

Q 24 出願品種の育成者の記載について教えて下さい。

A 育成者が複数いる場合は、願書別紙で追加記載します。

出願者が育成者でない場合、承継の内容を下記の様式のように記載します。
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3）補足情報書類の作成

Q 27 職務育成品種とはどのような品種ですか。また、その取扱いはどのように
なるのでしょうか。

A 職務育成品種とは、品種の育成を行っている会社、国、地方公共団体の従業者等

が、職務として育成した品種のことです。

職務育成品種の登録については、①使用者の承継による登録と②従業者等による

登録の二通りがあります。各々の取扱いは次のようです。

（1）使用者等による承継の場合

①契約、勤務規則等によって、事前に、使用者等が出願者になることを定めてお

くこと、②事後に、従業員等から育成者の地位を譲り受けることによって、使

用者等が職務育成品種について出願することができます。

この場合、品種を育成した従業者等は、使用者等に対し、対価の支払いを請求

することができます。対価の額は、使用者等が受ける利益額や使用者等の貢献

等を考慮して決められます。

（2）従業者等が品種登録を受けた場合

この場合には、使用者等は、従業者等の意思に拘わらず、職務育成品種につい

て法定通常利用権を有し、種苗の生産、販売等をすることができます。

Q 28 出願品種が職務育成品種の場合、補足情報に添付する書類がありますか。

A 出願品種が職務育成品種に該当する場合は、職務育成規定又は業務の内容が記載

された雇用契約書の写し（原本証明したもの）等を添付する必要があります。

法人の代表者が育成した品種を、法人名で出願する場合もこれに該当します。

Q 29 種子又は種菌を種苗とする品種を出願する場合、提出が義務づけられてい
る種子、菌株の送付先等を教えて下さい。

A 種子又は種菌を種苗とする品種を出願する場合には、種子：1,000粒又は菌株：

5本（18×18mmの試験管に培養したもの）を提出しなければなりません。提出先

は、独立行政法人種苗管理センターで、次記の送付書と一緒に提出します。
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4）説明書の作成

Q 30 出願品種の栽培技術及び生育状況に関する問い合わせ先の記載において注
意することはなんでしょうか。

A 審査実施上の必要に応じて、知的財産課審査官等から連絡や問い合わせがありま

すので、この欄には、出願品種の栽培試験の際の栽培技術や現地調査の場合の生育

状況等に関する照会に対して、確実に対応ができる者の住所を記載しておく必要が

あります。連絡先として普及指導員を指定する例もあります。

Q 31 出願品種の育成及び繁殖の方法の記載において注意することを教えて下さ
い。

A 交配により育成された品種の場合には、両親の品種名又は系統名を、片親しか判

明しない場合には、その親の品種名又は系統名を記載します。また、品種名、系統

名のいずれもないもの、又は不明なものについては、その入手時の状況を具体的に

記載します。

「発見及びその検定」欄については、発見した場所、発見してから当該品種の育

成完了まで、どのようの検定したのか、その過程を時系列的に掲載します。
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Q 32 出願品種の形質及び特性の記載において注意することを教えて下さい。

A 「品種の特性」欄は、農林水産省の「品種登録ホームページ」

（http://www.hinsyu.maff.go.jp/）の様式一覧、（1）出願関係、オ 特性表及び審

査基準の種類別一覧ページに掲載されている農林水産植物種類別審査基準（以下

「審査基準」といいます。）に従い、特性調査により作成する特性表（参考資料2・

P159参照）に基づいて、その特性を記入します。

審査基準の特性表欄の網掛けがある種類については、網掛けがある形質の特性を

記載します。

また、審査基準がない植物については、類似する植物の特性評価方法を準用し、

出願品種の主要な形質10形質程度を選択して、その特性を記入します。

なお、この欄に出願品種の特性データを記入すれば、特性表を添付する必要はな

いこととなっています。

Q 33 類似品種と明確に区別されることとなる出願品種の形質及び特性の記載に
ついて注意することを教えて下さい。

A 出願品種と最も類似すると考えられる既存品種を1又は2品種選定し、明確に区

別される2から3の形質について記載します。

Q 34
出願品種の特性調査において、比較すべき対照品種や類似品種が少ない品
目の場合、調査を進める上で困窮してしまうのですが、その対処法を教え
て下さい。

A 特性の調査は、出願予定の新品種、標準品種及び最も類似すると思われる品種

（対照品種）を同条件、同環境で栽培して比較して決めるのが原則です。しかし、

審査基準にある標準品種を全て入手して栽培することは困難です。このような場合、

入手可能なものだけを入手して、また対照品種はご自分の手持ちの品種の中で、又

は市販されている品種の中で新品種と最も類似すると思われる品種を選定して新品

種と同条件で栽培して調査をすることが必要です。

また、形質によっては該当する標準品種が入手できない場合があると思います。

その場合は、出願者の栽培経験からその種類の植物の中で大体どの程度に位置する

かを判断して特性値を決めるか、あるいは、その形質の各品種の実測値（通常10

個体以上の計測値の平均値）を記載することもよい方法だと思います。

形や色などの質的形質は審査基準の図やカラーチャートで確認をすればよいので

すが、標準品種は、栽培により変動する量的な形質（計測できる形質）を補正する
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ために使われるものです。そのため同じ条件で栽培して比較しなければなりません。

記録だけから比較しても正しい結果とはなりませんのご注意ください。

さらに、出願書類作成については特性表上の必須項目及び主張すべき特性（対照

品種との区別性）の調査だけでよいのですが、出願後知的財産課審査官や栽培試験

担当者から特性の問い合わせ等がある場合もありますので、できるだけ多くの特性

を調査しておく方がよいでしょう。出願者ご自身ができるだけ多くのデータを保有

しておく方が、結果的に審査が早く終了できることになると思います。

Q 35 品種審査において参考となりうる追加情報の記載について注意することを
教えて下さい。

A 「出願品種の主たる用途」欄には、食用、切り花、鉢物等、出願品種の主な用途

として出願者が想定しているものを具体的に記入します。また、「きく」について

は、「輪ぎく」、「スプレー」の別、「カーネーション」については、「スタンダード」、

「スプレー」の別、「ばら」については、「単花咲き」、「スプレー」の別を記載して

下さい。

Q 36 品種審査において参考となりうる追加情報として添付する写真は、どのよ
うなものが望ましいでしょうか。

A 出願品種の写真は、キャビネ判（17.8×12.7cm：2L)程度のカラー写真とし、

出願品種の名称、撮影年月日及び撮影場所を記載した白の台紙（A4サイズ）1枚に

写真1枚を貼付して提出します。なお、デジタルカメラで撮影した写真をプリンタ

ーで印刷する場合には、A4サイズの写真用紙（光沢用紙）にカラー印刷します。

写真は、出願品種の特性が最も顕著に表れる時期に撮影し、①植物全体（根部を

利用する植物以外は地上部のみで可）の写真、②花を観賞するものは、花の全体の

形状及び着生の状況が分かる写真、並びに花の拡大、分解等を行い、花弁等の花の

各部位の色、模様その他の形状が分かる写真、③果実を利用するものは、その表面

及び内部の形状を示す写真（果樹の添付写真は具体的には次に示した表の通りで

す）、④花及び果実以外の部位を利用するものは、主として利用される部位の形状

が分かる写真、⑤さらに、顕著に区別性が認められる部位の写真、の提出が望まれ

ます。

また、出願に際して対象品種として用いた植物体の写真をなるべく提供するよう

にしましょう。
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Q 37 出願品種の栽培状況に関する情報の記載について注意することを教えて下
さい。

A 種子又は菌種を種苗とする以外の品種については、原木や親株等の品種の特性を

確認できる植物体の維持及び保存の状況を記載しますが、「維持及び保存の場所」

欄には「何県、何郡、何町、大字何、字何の出願者所有の温室内」のように具体的

に記載します。

また、「維持及び保存の方法」欄には、「保温により親株を維持」のように、維持

及び保存の方法を具体的に記入します。

「日本国内における現地調査が可能な栽培場所」の欄には出願者の管理下にあり、

現地調査が可能な出願品種の栽培場所を「何県、何郡、何町、大字何、字何、何番

地」のように詳しく記入するとともに、当該栽培場所への交通機関及び最寄り駅を

記載します。
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3．育成者権について
1）育成者権とは

Q 38 育成者権とは、どのような権利ですか。また育成者権の存続期間は何年で
すか。

A 育成者権は、品種登録により発生する権利で、権利が存続する期間は、品種登録

日から25年（ただし、果樹等の永年性植物は30年）です。

育成者権を有する者（育成者権者）は、業として登録品種、登録品種と明確に区

別されない品種、従属品種及び繁殖のため常に登録品種を交雑させる必要がある品

種を利用する権利を専有します。

したがって、育成者権者以外の人は、育成権者の許諾を得なければ登録品種等を

業として利用することはできません。

なお、登録品種を“業として利用”するというのは、個人的（私的）又は家庭的

な趣味的な利用を除くというもので、個人として利用していても事業性を帯びる場

合には“業としての利用”に該当します。

また、“品種の利用”とは、次のような行為をいいます。

（1）種苗に係わる行為

①生産：種苗を生産すること

②調整：きょう雑物を除去、精選、種子の洗浄、乾燥、薬剤処理、コーティング

等

③譲渡の申出：カタログを需要者に配布し、注文を受けられるようにすることや

店頭に品種名及び価格等を掲示すること

④譲渡：種苗の販売、植物園での入場者への配布等

⑤輸出：種苗を外国に向け送り出すこと

⑥輸入：外国にある種苗を国内に搬入すること

⑦保管：①～⑥のための保管

（2）収穫物に係わる行為

育苗段階で権利行使する適当な機会がなかった場合には、収穫物に関する（1）

同様の行為と「貸渡しの申出」、「貸渡」にも権利が及びます。ただし、「調整」

は、収穫物では考えられないため除かれます。

（3）加工品に係わる行為

種苗及び収穫物段階で権利行使する適当な機会がなかった場合には、収穫物か

ら生産された加工品のうち政令で指定するものに関する（2）同様の行為に権利

が及びます。



31

Q 39 どのような品種を「登録品種と明確に区別されない品種」というのですか。

A 登録品種と明確に区別されない品種とは、特性（重要な形質に係わる特性）の全

部又は一部によって、品種登録の要件である区別性が認められる程度の差がないも

のをいいます。

Q 40 「従属品種」とは、どのような品種をいうのですか。

A 「従属品種」とは、親となる登録品種に主として由来し、そのわずかな特性を変

更して育成された品種をいいます。

なお、従属品種は、一つの登録品種に主として由来するものであるため、二つの

異なる品種から由来する通常の交雑育種（両親の特性を半々に受け継ぐ）によって

生じず、従属品種が作出される育種方法は、次の4種類、すなわち①変異体の選抜

（枝変わり等）、②戻し交雑、③遺伝子組み換え、④細胞融合（非対称融合に限る）

に限られます。

そして、上記育種方法を利用すれば、ある登録品種Ａの主たる特性を保持したま

ま、特性の一部を容易に変化させた新品種Ｂを容易に育成することが可能であるこ

とから、新品種Ｂを登録品種Ａの従属品種と呼び、登録品種Ａの育成者権の効力は、

新品種Ｂにも及ぶこととしたものです。

なお、新品種Ｂは、特性により登録品種と明確に区別できることから、それ自体

品種登録可能です。出願についても、一般の出願手続きと変わりません。しかし、

登録品種Ａの育成者権が存続する間は、新品種Ｂを利用する際に、登録品種Ａの育

成者権者の許諾を得る必要があります。
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Q 41 「繁殖のため常に登録品種を交雑させる必要がある品種」とは、どのよう
な品種をいうのですか。

A 「繁殖のため常に登録品種を交雑させる必要がある品種」とは、交雑品種、いわ

ゆるＦ1品種と呼ばれるものです。

交雑品種とは、種苗を得るために、その都度、必ず特定品種を他の品種と交雑さ

せる必要がある品種をいいます。例えば品種Ｂを得るために、必ず登録品種Ａと他

の品種Ｃと交配しなければならない場合、品種Ｂは、登録品種Ａの交雑品種にあた

ります。交雑品種は前記の単交雑（Ａ×Ｃ）によって得られる品種だけでなく、複

交雑（（Ａ×Ｃ）×（Ｄ×Ｅ））、三系交雑（（Ａ×Ｃ）×Ｄ）によって得られる品種

も含まれます。

親品種が登録品種の場合、親品種（上記例ではＡ）の育成者権の効力は交雑品種

にも及びます。したがって、交雑品種（上記例ではＢ）を利用するには、親品種

（登録品種、上記例ではＡ）の育成者権者の許諾が必要です。

なお、交雑品種Ｂは、品種登録要件を満たせば、それ自身も品種登録することが

できます。この場合、交雑品種Ｂを利用するには、その親となった登録品種Ａの育

成者権者の許諾を得る必要があります。

また、従属品種にあたるか否かの判断については、一律の基準はなく、個々の品

種ごとに判断されます。
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Q 42 登録品種の従属品種及び交雑品種を利用する場合、どのようなことに注意
が必要ですか。

A Ｑ40、41に記述したように従属品種、交雑品種（以下、従属品種等）ともに品

種登録の要件を満たせば品種登録することができます。そのため、従属品種等の親

品種が登録品種の場合親品種（登録品種）の育成者権が存続する間は、従属品種等

には二つの育成者権が併存することになります。

そのため、育成者権者以外の者が品種登録された従属品種等を利用する場合、親

品種（登録品種）の育成者権者と従属品種等の育成者権者の双方の許諾が必要です。

また、親品種（登録品種）の育成者権者、又は従属品種等の育成者権者が、他方の

品種を利用する場合にも、それぞれ他方の育成者権者の許諾を必要とします。

従属品種等の利用にあたっての許諾関係は次図の通りです。

図　従属品種等の利用にあたっての許諾関係
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2）育成者権の効力が及ばない範囲

Q 43 育成者権の効力が及ばない範囲について、教えて下さい。

A 育成者権の効力の例外として、以下の場合には育成者権の効力は及びません。

①試験研究目的に品種を利用する場合（詳細はＱ44参照）

②登録品種の育成方法に特許権が与えられた場合

③農業者の自家増殖（詳細はＱ45参照）

④権利の消尽が生じた場合

Q 44 試験研究目的の品種利用と育成者権の効力の詳細について教えて下さい。

A ①新品種の育成には既存品種の利用が不可欠であり、そのためには登録品種を含

めた既存品種を自由に利用できるようにすることが育種振興にとって重要であるこ

と、②試験研究目的の利用である限り、育成者権者の不利益は限定的なものと考え

られることから、登録品種を新品種の育成等の試験研究のために利用する場合、育

成者権の効力の例外とされ、育成者権者の許諾を得る必要はありません。

ただし、試験研究目的で増殖した種苗や収穫物を譲渡（販売、贈与等）すること

は、試験研究目的の利用には該当しません。

また、試験研究目的の利用というためには、利用者本人が試験研究目的を有して

いることが必須です。したがって、試験研究目的を有しているが試験研究の設備を

有しない者の場合、自らのために、設備を持っている者に登録品種を譲渡すること

は試験研究目的の利用ということができます。しかし、試験研究目的を持たないな

らば、試験研究目的を有する者に登録品種を譲渡することは、試験研究目的の利用

に該当しません。

Q 45 農業者の自家増殖と育成者権の効力の詳細について教えて下さい。

A 農業者の自家増殖とは、農業者が収穫物を自己の農業経営においてさらに種苗と

して用いることをいいます。

収穫物を種苗として用いる行為は、種苗法における種苗の生産に当たり、育成者

権の効力の及ぶこととなりますので、本来育成者権者の許諾が必要です。しかし、

農業者の自家増殖は古くから慣行として広く行われて来たことに配慮して、原則と

して育成者権の効力の及ばないものとされています。

ただし、農業者の自家増殖が育成者権の効力の例外とされるのは、次の要件を備

えることが必要です。
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①正規に譲り受けた登録品種の種苗を用いることにより得られた収穫物を用いるこ

と

②別途の作業過程（メリクロン培養等）を経ることなく、収穫物を種苗としてその

まま用いること

③農業者個人又は農業生産法人であること

なお、以下の場合には、農業者の自家増殖に育成者権の効果が及びます。

①育成者権者との間で、自家増殖を制限している旨の契約をしている場合

例えばア．自家増殖自体の禁止、イ．自家増殖が可能な生産量を限定、ウ．自家

増殖する際に育成者権者からの許諾を要する、等

②次表に掲載した農林水産省令で定める栄養繁殖をする植物に属する品種の種苗を

用いる場合

農林水産省令で定める自家増殖に許諾が必要な栄養繁殖植物（平成21年2月現在）



しかし、適法に登録品種等の種苗又は収穫物を譲り受けた場合であっても、次の

ような行為については、権利は消尽せず、育成者権者の許諾を再度得る必要があり

ます。

①品種登録等の種苗を新たに生産する行為

②収穫物として譲渡されたものを種苗に転用する行為

③当該登録品種について品種の育成に関する保護を認めていない国に対し、登録

品種等の種苗を輸出する行為又は最終消費（繁殖や栽培をしないで使い尽くす

こと。例えば食用、食品加工等）以外の目的で収穫物を輸出する行為

3）登録品種の利用

Q 46 育成者権は、育成者権者が譲渡した後の登録品種の種苗、収穫物、加工品
にも及びますか（権利の消尽）。

A 登録品種等の種苗、収穫物又は加工品が育成者権者の意思に基づいて譲渡された

場合、その後の譲渡等の利用行為について育成者権者がさらに権利行使ができると

すると、種苗の円滑な流通が阻害されることになります。一方、育成者権は、既に

権利行使の機会を利用し、権利はその目的を達成したことになるので、育成者権者

がその登録品種等の種苗や収穫物等について更に権利行使をすることは許されない

こととしています。これを権利の消尽といいます。

例えば、育成者権者の許諾を得て元売りの種苗会社から販売された種苗が、その

数を増やさず、卸売り、小売り、農家と販売される場合がこれに該当し、元売り段

階で育成者権者の許諾が得られていれば、卸売業者、小売業者、あるいはその苗を

使って栽培を行う農業生産者は改めて育成者権者の許諾を得る必要はありません。

36
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Q 47 どのような場合に、登録品種の名称を使用しなければいけないのですか。
また、品種登録表示の義務化とはどのようなことですか。

A 種苗法では登録品種の名称の使用を義務づけています。それは、種苗は外観だけ

では品種の区別が付き難いことから、流通している品種が登録品種か否かの判断を

可能とし、種苗取引の安全確保と流通の混乱防止を図るためです。したがって、登

録品種の種苗を、業として譲渡の申出をし、又は譲渡する場合には、登録品種の名

称を使用しなければなりません。また、育成者権の存続期間の満了等により品種登

録が失効した品種であっても、種苗を譲渡等する場合、登録品種であったときの名

称を使用しなければなりません。なお、収穫物や加工品については、名称使用義務

はありません。

一方、近年の品種登録件数の増加に伴って、名称の使用が義務づけられている登

録品種の名称のみでは、利用者が、登録品種であるか否かを識別することが困難で、

意図せずに登録品種を無断利用し、育成者権を侵害してしまうことが懸念されてい

ます。

このため、平成19年の種苗法の改正によって、登録品種の種苗を業として譲渡

する者は、その譲渡する登録品種の種苗又はその種苗の包装に種苗登録に係わる旨

（品種登録表示）を付すこととされました。品種登録表示の具体的内容は、農林水

産省令で定められており「登録品種」又は「品種登録第○○号」です。

なお、品種登録表示は努力義務とされており、品種登録表示を付さなかったとし

ても、罰則が科せられることはありません。

Q 48 育成者権者が登録品種（育成者権）を利用するには、どのような方法があ
りますか。

A 育成者権者が登録品種（育成者権）を利用する方法には、以下の方法があります。

①育成者権者は、登録品種等を独占的に利用（種苗の生産・販売等）することがで

きます。

②育成者権者は、育成者権を財産権として譲渡ができます。また、質権を設定する

こともできます。
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③育成者権者は、登録品種等の種苗等の利用を他人に許諾（利用権の設定）して利

用料を得ることができます。利用権の設定には、通常利用権と専用利用権の二つ

の形態があります。

ア．通常利用権の許諾

一般に許諾といわれるものです。育成者権者は、複数の者に同一内容の通常利

用権を許諾することができるし、自らが登録品種の利用を行うこともできます。

許諾を受けた者（通常利用権者）は契約で定められた範囲で品種登録を利用する

ことができます。

通常利用権の契約において定められる事項としては、次のようなものが考えら

れます。

ｉ）時間的なもの：例えば、権利の存続期間を通常利用権許諾から5年間とする。

ｉｉ）場所的なもの：例えば、利用場所を○○地域に限る。

ｉｉｉ）内容的なもの：例えば、利用行為のうち種苗の生産、譲渡の申し出、譲渡に

限る。

なお、通常利用権について契約を締結するに際して、育成者権者と利用権者と

の間で、他の第三者に利用許諾をしないという特約が結ばれることがあります。

そのような特約に基づいて与えられる通常利用権を独占的通常利用権といいま

す。

また、通常利用権は、品種登録簿に登録しなくても効力が生じます。登録した

場合は、登録後に育成者権を取得した者に対しても通常利用権を主張することが

できます。

イ．専用利用権の設定

専用利用権とは、育成者権者と第三者との間の契約により設定された範囲内で、

設定を受けた者（専用利用権者）は排他独占的に、業として登録品種等を利用す

ることのできる権利です。ただし、品種登録簿へ専用利用権を設定したことが登
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録されなければ、その効力は生じません。

専用利用権が設定されている場合、専用利用権者以外の者が、設定行為の範囲

内において登録品種を利用するためには、育成者権者ではなく、専用利用権者の

許諾を受けることが必要です。設定されている範囲では、育成者権者でも登録品

種の利用はできません。また、育成者権者は、専用利用権を設定した後にこれと

同一範囲の通常利用権を重ねて許諾することはできません。しかし、既に通常利

用権が許諾されている場合に、これに重複する範囲で専用利用権を設定すること

は可能です。

専用利用権の範囲は、通常利用権の場合と同様、契約により定められます。具

体例を示すと以下のようです。

ｉ）自ら販売網等がないときに、一定期間種苗の生産・販売や権利侵害への対応

を専用利用権者に全面的に任せる。

ｉｉ）特定地域については、特定の専用利用権者に生産販売等を全面的に任せる。
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Q 50 新しい品種を育成する場合、登録品種を片親として利用することは可能と思
いますが、親としての利用が許されない場合というのはあるのでしょうか。

A 種苗法では登録品種を育種素材として利用する場合には育成者権の許諾が不要で

あると規定しており（種苗法第21条第1項第1号）、利用が許されない場合はない

とされています。

Q 49 登録品種を利用する場合のチェックポイントを教えて下さい。

A 登録品種の利用に当たっては、当該品種の権利者の許諾を受けずに利用すると権

利の侵害になることから、権利者の許諾を受けた上で利用することが重要です。権

利者の許諾を受ける前に、次の事項について検討することが望まれます。

登録品種利用に際してのチェックポイント
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Q 51
種苗法では登録品種を育種に利用することは育成者権の範囲外としていま
すが、農家が契約で育種に利用しないと約束している場合、育種に利用す
るのは認められるのでしょうか。契約していなければその登録品種を育種
に利用できますか。

A 契約の自由という原則があり、その契約が公序良俗等に反しない限りその契約は

有効であるので、育種に利用すると契約違反となる可能性があります。契約してい

なければ登録品種を育種に利用できます。

Q 52
2008年の春に出願公表された花きの品種について、管内の農家から栽培し
て良いか相談がありました。その品種は、全国各地で栽培が1998年頃から
行われていたようです。未譲渡性に抵触して登録拒絶になりませんか。

A 品種登録の要件の一つとして、種苗法第4条第2項において「未譲渡性」を定め

ており、「品種登録は、出願品種の種苗又は収穫物が、日本国内において品種登録

出願の日から1年さかのぼった日前に、外国において当該品種登録の日から4年

（木本植物の場合は6年）さかのぼった日前に、それぞれ業として譲渡されていた

場合には受けることができません。ただし、その譲渡が、試験もしくは研究のため

のものである場合又は育成者の意に反してされたものである場合は、この限りでな

い。」とされています。

質問につきましては、栽培しようとしている品種と1998年頃から全国で栽培が

行われていた品種とが同一であった場合には以下のように考えられます。

①1998年頃から全国で栽培が始まったとされており、出願の１年前の2003年2月

以前に国内において育成者の許諾の下、増殖され譲渡されていた場合には上記の

未譲渡性要件を満たさず出願は拒絶されることとなり、栽培は可能です。

②一方、育成者の許諾を得ずに増殖され譲渡されていた場合には、育成者の意に反

して行われたものとなるので品種登録が行われることとなり、栽培には育成者の

許諾が必要となります。

いずれにせよ、ご相談のようなケースは、品種登録の審査において考慮されるべ

き事項に関係しますので、ご相談いただいた内容について、農林水産省知的財産課

に相談（情報提供）されることを強くお勧めします。

【連絡先】

〒100－8950 東京都千代田区霞が関1－2－1

農林水産省生産局知的財産課種苗審査室　審査運営班

電話：03－3502－8111（大代表）
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4．権利侵害への対応

Q 53 育成者権の侵害に対して、育成者権者はどのような対応をとることができ
ますか。

A 登録品種を利用する場合には、育成者権者又は専用利用権者の許諾を受けずに、

無断で登録品種を業として利用すると、育成者権の侵害となります。

育成者権が侵害された場合、育成者権者等は、侵害者に対し、民事上、次の請求

を求めることができます。

①侵害行為を止めること、侵害行為において作られた種苗、収穫物、加工品の廃棄

を求めること（差止請求）

②損害の賠償を求めること（損害賠償請求）

③信用の回復に必要な措置等を求めること（信用回復の措置請求）

また、故意による育成者権の侵害者に対しては、刑事罰の対象となります。

このように、育成者権の侵害に対しては、法律上、民事上の救済手続と刑事上の

救済手続が設けられていますが、一般には、育成者権者は侵害者に対して、侵害行

為を中止するよう警告を発した上、侵害者との間で、損害賠償や許諾等の話し合い

（示談）をし、話し合いによる解決ができない場合、民事訴訟の提起や刑事告訴す

るといった対応となります。

示談又は裁判になるにせよ、育成者権者は、相手側の違法行為について主張する

ことになりますので、侵害行為に関する情報（侵害物の特性の確認、登録品種との

同一性の確認、販売の数量・価格等）を十分に把握することが必要です。

また、権利侵害の対応は、いずれの場合にも法律実務家との相談あるいは指導の

もとにおいて行うのが何より重要です。

Q 54 育成者権の侵害について相談することのできる機関はありますか。

A 育成者権の侵害全般については、独立行政法人種苗管理センターに品種保護対策

役（通称：品種保護Ｇメン）が配置されており、育成者権の侵害に関する相談を無

料で受け付けています。また、独立行政法人種苗管理センターでは、証拠品（侵害

の疑いのある植物体）の保管、DNA分析や品種類似性試験（侵害が疑われる品種

と登録品種とを実際に栽培して比較する試験）の実施による植物体の同一性の判定

等も有料で行っています。

また、育成者権を侵害した疑いのある者との交渉や法的解決等においては、弁護

士に相談することが考えられます。知的財産事件を取り扱う弁護士の全国組織とし

て「弁護士知財ネットワーク」（URL：http://www.iplaw-net.com）があります。

育成者権の侵害について裁判以外で解決する方法として、日本知的財産仲裁セン

ターが設けられています。
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育成者権侵害についての相談機関

Q 55 権利侵害への対応のために品種保護Ｇメンに依頼したいのですが料金はど
れくらいかかるのでしょうか。

A 侵害状況記録の作成、証拠品の寄託、品種類似性試験の実施については、育成者

権者等の個人的権利が関係していますので品種保護Ｇメンの活動については、実費

相当額の負担が必要です。手数料は以下のとおりです。

1．品種類似性試験の手数料
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栽培期間が１年を大きく超えるときの比較栽培の手数料

2．侵害状況記録の作成の手数料

3．寄託の手数料

4．品種類似性試験及び寄託のための植物体からの種苗の生産

12,495円

5．DNAの寄託における抽出手数料

5,355円

（注）上記の手数料には、試料の採取及び現地調査に要するセンター職員の旅費相当額

は含まない。

Q 56 品種類似性試験（DNA分析を除く）を依頼したいがどうしたらよいでしょ
うか。

A 品種類似性試験依頼書及び試験に供する登録品種と比較品種の種苗等を提出して

ください。ただし、品種類似性試験を依頼するためには次のような条件があります。

①試験を依頼する理由が育成者権の侵害に係るものでなければなりません。

②試験の依頼者は育成者権者、専用利用権者若しくはその代理人又は育成者権侵害

を訴えられた者若しくはその恐れがある者でなければなりません。

試験は有料サービスです。詳しくは独立行政法人種苗管理センター品種保護対策

課にお問合せ下さい。
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Q 57 品種類似性試験の特性比較と比較栽培は何が違うのでしょうか。

A 特性比較は、依頼者が提出した品種と登録品種の植物体の特性を目視及び計測に

より比較調査しますので、簡易・迅速に類似性の程度について客観的資料を得るこ

とができます。ただし、栽培条件の違いにより、特性の発現が異なる場合が多く、

期待した結論が得られないことがあります。比較栽培は、依頼者が提出した種苗を

栽培試験と同一の方法で栽培し特性を比較調査しますので、信頼性の高い結論が得

られます。ただし、侵害品からの植物体の再生が困難な場合があるほか、栽培適期

が限られ、試験に長期間を要します。両者はそれぞれ長所と短所がありますので、

特性比較と比較栽培を組み合わせることでそれぞれの結果を有効に活用することが

できます。

Q 58 植物のDNA品種識別技術について、教えて下さい。

A DNA品種識別技術は、迅速、かつ客観的に品種を識別することのできる技術で

す。したがって、侵害が疑われる品種が登録品種と同一品種であるか否かを鑑定す

る有効な技術です。この技術は、侵害が疑われる収穫物（小豆等）が（あん等に）

加工され、比較栽培試験を実施するための植物を再生することができない場合等に

も利用することができます。

DNA品種識別技術は、農林水産省所管の独立行政法人や公立の農業研究機関等

を中心に開発が進められており、既に主要な品目について実用化されています。独

立行政法人種苗管理センターにおいては、育成者権者等の求めに応じて鑑定を実施

しています。現在、いちご、イグサ、おうとう、白いんげん、そして茶について分

析が可能です。

平成18年現在のDNA品種識別技術の開発状況を次表に示します。

DNA品種識別技術の開発状況
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Q 59 海外でパテントのある品種の日本国内での取扱い（権利問題）について、
または逆のケースについて教えて下さい。

A 海外の登録品種の種苗を正規に購入して（パテント料を支払って）我が国に持ち

込むことは種苗法上は問題ありません。

一方、我が国の登録品種の種苗を海外に輸出しようとする場合には注意が必要で

す。当該登録品種について保護を認めている国への輸出の場合は、正規に入手した

種苗であれば育成者権者に輸出許諾を得る必要はありませんが、保護を認めていな

い国へ輸出する場合には、正規に入手した種苗であっても育成者権者の輸出許諾を

得る必要があります。

Q 60 育成者権を侵害する種苗等が輸出入されようとしている場合、輸出入を防
止する方法はありますか。

A 育成者権者に無断で、登録品種等を輸出入することは育成者権の侵害となる場合

があります。

平成15年の関税定率改正等により、水際取締対象となる知的財産権に育成者権

も含まれることになり、これにより育成者権者は税関に対して、育成者権侵害品の

輸出入の差し止めを申し立てることができます。

Q 61 育成者権又は専用利用権を侵害した者に対する罰則について教えて下さい。

A 育成者権侵害罪の罰則は、平成19年の種苗法の改正により、侵害者が個人の場

合は10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科（懲役と罰

金の両方を科す）、法人の場合は3億円以下の罰金となっています。

また、種苗法には育成者権侵害罪以外にも、次の罰則規定が設けられています。

①詐欺罪

虚偽の事実を申告する行為によって品種登録を受けたことを処罰するもので、刑

罰は、個人の場合は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人の場合は1億円

以下の罰金です。

②虚偽表示の罪

登録品種でない品種に登録品種と誤解を与えるような虚偽の表示をした者を処罰

するもので、個人の場合は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人の場合は

1億円以下の罰金です。
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③秘密保持命令違反の罪

裁判所が発した秘密保持命令に対して秘密を漏洩した者を処罰するもので、個人

の場合は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科、法人の場

合は3億円以下の罰金です。

Q 62
登録品種が無断で増殖され販売されている情報を入手しました。店頭で販
売している侵害品について、侵害行為の証拠を作りたいのですが、どうし
たらよいでしょうか。

A 店頭で販売されている侵害品を入手し侵害行為の証拠にするためには、入手の経

路、日時、数量、金額等を客観的に証明する必要があります。さらに、入手した侵

害疑義物品は利害関係者ではない第三者に預けるのが一番確実な方法です。独立行

政法人種苗管理センターでは品種保護Gメンを全国5ヶ所に配置し、このような場

合に依頼者とともに侵害行為の現場に行き、入手の経路、日時、数量、金額等を客

観的に記録する侵害状況記録書を作成するサービスを行っています。また、入手し

た侵害疑義物品を預かる寄託も実施しています。さらに、入手した侵害疑義物品が

切花の場合には挿木による種苗の生産も行っています。これらは有料サービスです。

詳しくは独立行政法人種苗管理センター業務調整部品種保護対策課にお問合せ下さ

い。

Q 63
違法な栽培をしている農家の情報が寄せられました。権利者が直接その農
家へ確認に行くと拒絶される恐れがあるので品種保護Ｇメンに調査しても
らいたいのですが。

A 品種保護Gメンには物品の押収や調査を強制する権限はありませんので、依頼に

より品種保護Gメンが単独で農家等侵害場所を調査することは行っていません。し

たがって、権利者は侵害疑義物品を商品として購入する等により入手するか、相手

側が納得して同意した上で現場の調査や事情を聴取することになります。その際、

品種保護Gメンは、権利者が侵害疑義物品を入手するか侵害状況を確認する現場に

立会い、その状況を客観的に記録することによって侵害を証明する資料を作成する

ことになります。
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Q 64 育成者権はあくまでも個人の権利であり、侵害問題に関してどこまで普及
指導員として関与すべきなのでしょうか。

A 権利者側からの相談について普及指導員としてどこまで関与すべきかは難しいと

ころです。法律・制度に関する相談やアドバイスを行うか、あるいは弁護士や弁理

士へのつなぎ程度までかも知れません。ケースバイケースで対応されるしかないと

思います。

Q 65
登録されている花の品種の苗にパテント料を支払って1,000株購入しまし
た。ハウスに植えたらその内の何本かが枯れました。枯れた分を増殖して
もかまわないでしょうか。

A 契約にあれば良いですが、ないと基本的には違法となります。購入した苗がもと

もと病気にかかっていて枯れたときは販売者の責任ですが、勝手に増殖することは

できません。了解をとる必要があります。

Q 66
甲が苗木について、品種登録はしていないが商標権を持っている場合、乙
が、この苗木を甲から購入して自家増殖したり、増殖したものを他人に譲
渡したり、あるいはJA生産部会で増殖する場合、何らかの法規制はあるの
でしょうか。

A 甲の苗木については品種登録されていないということですので、甲から正当に購

入した苗木を乙が自家増殖したり、JA生産部会で増殖したり、あるいは増殖した

苗木を他人に譲渡する行為自体には、何らの法規制もないはずです。ただし、甲は

苗木について商標権を取得していますので、乙がこの増殖した苗木を販売する場合、

甲の登録商標を用いたり、これと紛らわしい商標（類似する商標）を用いてはいけ

ません。それをすると、甲の商標権を侵害することになり、差止請求や損害賠償請

求を受けるおそれがあります。
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Q 67

登録が失効した品種を直売所やインターネット等で販売するとき、下記の
場合については問題が生じるでしょうか。
①種子を正規ルートで購入し、品種名を表示して販売（品種登録は失効し
ている）
②古い品種のため事実上種子の購入が不可能なので、以前に購入していた
ものを自家採種を繰り返して生産し、品種名を表示して販売（品種登録
は失効している）
③出所はわからないが種子を譲り受け、品種名を表示して販売（品種登録
は失効している）

A 全て登録が失効した品種の販売ということですので、育成者権の効力は及ばず、

特に問題は生じないでしょう。失効した品種の種苗、収穫物及び加工物に関して業

として利用することは基本的に自由です。ただし、種苗法には、登録された品種名

については、失効後もその名称を用いなければならないという名称使用義務（種苗

法第22条）や、失効後にあたかもまだ登録があるかのような虚偽の表示を禁止す

る虚偽表示禁止規定（種苗法第56条）がありますので、注意が必要です。

①については、「種子を正規ルートで購入し，品種名を表示して販売する行為

（品種登録は失効）」ですが、これは自由に行えます（もともと正規ルートで購入し

たものですので、たとえ品種登録期間中であっても、育成者権者の許諾なく種子の

再譲渡は行えます）。品種名を表示して販売する行為も問題ありません。ただし、

この場合、上記した名称使用義務がありますので、登録されたときの品種名を用い

て販売しなければなりません（「品種名○○」という表示）。

また、品種登録失効後の販売行為ですので、その販売のときに、その品種名に品

種登録表示（例えば「登録品種」、「品種登録第○○号」などの表示）又はこれと紛

らわしい表示（例えば「種苗登録」、「品種登録済み」、「Plant Protection」などの

表示）を付してはいけません。虚偽表示禁止規定（種苗法第56条）に該当するこ

とになり、刑事罰の対象ともなります（種苗法第69条：3年以下の懲役又は300万

円以下の罰金）。

なお、失効後も過去に登録品種であったことをPRしたいという場合には、「品種

登録第○○号（平成○○年○月登録期間満了）」というような書き方ができます。

②については、品種登録は失効していますので、以前に購入していたものを自家

採種を繰り返して生産し，品種名を表示して販売することに、格別の問題はありま

せん。ただし、名称使用義務がありますので、同一の品種名を使用する必要があり

ます。その際、上記①でも触れたように、品種登録表示又はこれと紛らわしい表示

を付して販売してはいけません。なお、当然ながら、自家採取の繰り返しにより、

変種となった場合には、同じ品種名を付けて販売することはできません。

③については、これも品種登録は失効していますので、基本的に問題ありません。

ただし、出所不明ですので間違いなくその品種なのか、よく確認する必要がありま
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す。その他、上記①や②と同様に、名称使用義務と虚偽表示禁止義務のある点に注

意が必要です。

Q 68
両者が合意して、品種利用許諾契約に盛り込めば、種苗法に反することで
も大丈夫になるのでしょうか。
例えば、（JA部会などある範囲内での）農家間の種苗の譲渡など、育成者
権をもつ者が、「いいよ」といえば何でもよくなるのでしょうか。

A 契約は両者の合意で成立する（契約自由の原則）とは言っても、全て自由に決め

られるものではありません。当然ながら、公序良俗に反する契約は無効ですし（民

法第90条）、強行法規に反する契約も無効です（民法第91条）。

したがって、お互いの合意で成立した品種利用許諾契約であっても、それが種苗

法の強行規定に反するような契約は許されません。例えば、種苗法には「登録品種

（登録品種であった品種を含む。）の種苗を業として譲渡する場合には、当該登録品

種の名称を使用しなければならない。」というような規定があり（種苗法第22条第

１項）、これは強行規定だと思われますので、これに反する契約は無効です。つま

り、登録品種名以外の他の品種名だけを用いるような契約をお互いに交わしたとし

てもその条項は無効であり、別の品種名だけを用いて販売することはできません。

もし差別化を図りたいというのであれば、育成者権者とは違った商標を考え、それ

を付して販売するとよいでしょう。

一方、強行規定に反しなければ、契約はお互いの合意で自由に行えますので、例

えば、育成者権者から「正規に購入した種苗を自家増殖すること」や「その増殖し

た種苗をJA部会の範囲内で農家に販売すること」を認める契約を育成者権者と結

んでいれば、それは有効ですので自由に行えます。なお、この点は省令により農家

の自家増殖が認められない植物についても、同様です。契約で育成者権者が許容す

れば自由に行えます。

Q 69

次のような対応は、育成者権の侵害になるでしょうか
①農家が隣の家から種を分けてもらい栽培し、直売所で販売している場合
②農家が食用として販売されている豆を自分の畑にまき、収穫物を得て販
売している場合
③市等が種子を購入し農家に栽培させる場合

A 該当する品種は、全て登録品種であり、かつ自家増殖が制限されている栄養繁殖

をする植物に属する品種の種苗でないとの前提で回答いたします。
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なお、当該品種が登録品種でなければ、質問1～3の行為には何ら問題ありませ

ん。

①については、隣の家から分けてもらった種子が正規に入手（育成者権者等の権

利者若しくは権利者の許諾を得た種苗会社又は卸・小売業者等適正な流通経路から

入手）したそのものの種子である場合は、権利が消尽した種子であるので、権利侵

害にはなりません。しかし、その種子が隣の家で増殖した種子であった場合は、そ

の種子を利用する行為は権利侵害となります。

なお、隣家の行為（種苗を増殖して第三者に譲渡）ついても権利侵害となります。

②については、食用として販売されている豆を種子に転用し、収穫物を得て販売

することは、許諾を受けずに種苗を利用したこととなり、権利侵害に当たります。

③については、市等が種子を正規に購入した時点でその種子に関する育成者権は

消尽していますので、その種子を農家が譲渡を受けて農家自身が栽培することは権

利侵害には当たりません。
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5．海外における権利保護対策

Q 70 UPOV条約とは、どのような条約ですか。

A UPOV条約（仏語：Union internatinaie pour la Protection des Obtentions

Vegrtales）とは、植物の新品種の保護に関する国際条約の略称です。

この条約は、植物の新品種を各国が共通の基本的原則にしたがって保護すること

により、優れた品種の開発、流通を促進し、これを通じて農業の発展に寄与するこ

とを目的としたもので、新品種の保護の条件、保護内容、最低限の保護期間、内国

民待遇等の基本的原則を定めています。

UPOV条約は1961年に採択され、1968年に発効しました。その後1972年に1

次改正（小国の加盟を容易にするための分担金の負担区分を改正）、1978年に2次

改正（加盟を容易にするための条約内容に弾力化。2次改正後の条約を78年条約と

いう）、1991年に3次改正（91年条約という）が行われています。3次改正では保

護対象植物の拡大、育成者権の強化が図られ、78年条約は品種保護植物：24種類

以上、育成者権の存続期間：登録から15年以上（永年植物は18年以上）ですが、

91年条約は品種保護植物：全植物（締結後10年間の猶予）、存続期間：20年以上

（永年生殖物25年以上）になっています。

平成21年1月現在、締約国は67カ国（ＥＵを含む）で、日本は1982年（昭和57

年）に78年条約を締結し、1998年（平成10年）には91年条約を締結しています。

Q 71 外国の品種登録制度について教えて下さい。

A UPOV条約締約国は、UPOV条約という共通の枠組みを原則としながら、各国独

自の品種登録制度を有しています。

アジアにおいてUPOV条約を締結している国は、日本以外には中国、韓国、シン

ガポール、ベトナムの4カ国のみです。また、韓国、シンガポール、ベトナムは91

年条約締結国ですが、現在の保護対象植物は、韓国：稲、りんご、なし、菊等223

目（いちご、みかん等は対象外）、シンガポール：らん類、水生植物、タイサイ等

15品目、ベトナム：稲、大豆、トウモロコシ、トマト等27品目です。中国は78年

条約を締結しており、保護対象植物は稲、かんきつ、りんご、菊等151品目（小豆、

いぐさ等は対象外）です。

アメリカは、UPOV条約を締結していますが、特許法及び植物品種保護法によっ

て植物の新品種を保護しています。また、ＥＵは、UPOV条約に基づく域内で共通

の権利を取得することができる品種登録制度を有しています。しかし、イギリス、

オランダ、ドイツ等の主要国は、UPOV条約に基づく植物品種保護法も有しており、

育成者は、ＥＵの品種登録制度と各国の品種登録制度といずれにも出願することが

できます。
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Ⅲ 普及組織による支援方策について
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1．新品種の創造
要約

１）農業者等の新品種育成・活用状況と普及組織の支援
種苗法に基づく品種登録出願件数・品種登録

件数はともに年々増加傾向にあり、平成19年度

末までの品種登録件数は16,962件となっていま

す。作物分野別の登録状況は、約7割近くを「草

花類」が占めており、次いで、「観賞樹」「果樹」

「食用作物」「野菜」の順になっています（図Ⅲ

―1）。

また、業種別の品種登録件数をみると、登録

件数の多い「草花類」や「観賞樹」は種苗会社

等の民間企業が中心であるのに対し、「果樹」は

個人が、「食用作物」は都道府県や国等の公的機

関が中心の構成になっていることが分かります

（図Ⅲ―2）。

このように、新品種を育成するには、農業者

等個人が取り組みやすい作物とそうでないもの

があります。

普及組織における支援事例をみると、差別化による高値販売や地域特産物の育成等を目

的として、「草花類」「果樹」「野菜」を中心に新品種の保護・活用の取り組みが行われて

います。支援内容としては、個人や地域（組織、集団）を対象に、育成者権の取得に向け

た啓発・情報提供や生産者育種の支援等の新品種の創造に係る支援、品種特性調査の実施

や申請書類の作成等の権利化に係る支援、栽培体系の確立・技術指導や販路開拓による販

売促進等の活用に係る支援等幅広い取組が行われています。

○新品種の育成には相当の時間と経費がかかるため、十分な情報収集を行い、方針

を明確にして計画的に実施するように助言します。

○新品種の波及効果や経営へのリスクを考慮し、地域的な取組を推進することが必

要です。

○育成に当たっては、類似品種の開発状況や市場の動向などに注意し、対応するよ

うに指導します。

草花類
67.0％

観賞樹
17.4％

果樹
4.9％

食用作物
4.5％

野菜
4.1％

その他
2.2％

図Ⅲ―1 登録品種の作物分野別
内訳（平成19年度）
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2）新品種育成に取り組む際の方針の明確化
交雑育種等本格的に新品種の育成に取り組む際には、品種育成に長期間を要することか

ら、農業者等は、まず次の事項についてきちんと整理し、取組方針を明確にする必要があ

ります。

・取り組む目的は何か（個別経営の高度化か、地域特産物の育成か等）。

・個人で取り組むのか、組織として取り組むのか。組織として取り組む場合は、育成者権

等の取扱いをどうするのか（個人所有、共同所有等）。

・どの作物に取り組むのか。その作物の繁殖様式（種子繁殖、栄養繁殖）、生殖様式（他

殖、自殖等）等育種法等を検討する上で必要な情報は揃っているのか。

・新品種として目指す特性の市場価値はどうか。

・新品種を育成するのに必要な素材や育種法があるのか。目指すものを育成するのに何年

かかるのか。特別の施設、設備等が必要か。

・新品種の商品価値は、育成にかかったコスト等を上回る可能性があるのか。

これらについては農業者等が十分な情報を持っていない場合が多いと思われます。その

場合、普及組織は農業者等と協力して、できる限り詳しい情報を収集することが重要です。

特に、育種技術や研究開発動向に関するものについては、都道府県の試験場、国の研究独

立行政法人、大学等の専門家によく相談することが望ましいと考えられます。商品の動向

などについては市場やJA等流通関係者から情報収集することも重要と考えられます。た

だ、新規の作物では情報も限られることから、実際に育成に取り組みながら課題を解決し

ていくことも必要です。

図Ⅲ―2 作物分野別の品種登録件数（平成19年度）
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個人として取組を考えている場合には、取組の波及効果を高め、個別経営へのリスクを

軽減する観点から、普及組織は地域において組織的な取組ができないかどうかについて、

関係者との間で検討できるよう支援していくことが望ましいと考えられます。

取組の開始に当たって、普及組織は、育成するのに経営上の負担がどの程度になり、ど

れだけ販売でき、新品種の経営上のメリットがどのくらい期待できるかについての的確な

情報を提供することが必要です。取り組むかどうかの最終判断は、農業者等に委ねられま

すが、リスクが大きい場合にはやめるよう助言することも必要です。農業者等が実施する

と決断した場合でも、経営上のリスクとしてどの程度まで取り組むかについての目安（掛

ける費用は年間幾らまでとする等）を助言することにより、経営への過重な負担を防ぐこ

とができます。

情報を収集し、上記のような検討を行い、農業者等が取り組む方針を最終決定すると良

いでしょう。

＜取組方針＞

○ 取組主体と役割分担

○ 取り組む目的

○ 取り組む作物と目標

○ 取組の規模・年限と投資規模

3）方針に沿った具体的な計画策定と実施、見直し
普及組織は農業者等の取組について以下の視点から助言します。

農業者等の取組方針が決まったら、交配の組み合わせ内容と量、選抜の手順、方法等の

具体的な新品種の育成計画を策定し、交配等を開始します。選抜に当たっては、品種登録

を円滑に行えるよう農林水産植物種類別審査基準（以下、審査基準といいます。）を踏ま

えたものとする必要があります。併せて、品種登録出願に必要な写真等についても、時期

を失しないよう記録しておきます。

計画については、毎年、交配が計画通りうまくいったか、具体的に望むものが得られた

かどうか等について検討し、必要に応じ見直し、効果的に目的の新品種の育成が行えるよ

うに努める必要があります。

見直しに当たって、作り出そうとしている新品種の商品価値の変化等にも留意する必要

があります。想定される事態で最も問題となるのは、同じものを他の農業者等や種苗会社

が登録した場合です。同じものでは登録できないので、育種目標そのものを変更する必要

が生じます。育種目標を変更する際には、再度、取組の方針自体を再検討する必要があり

ます。

4）枝変わり等変異個体の選抜・育成
栄養繁殖性作物、特に果樹などで優良な変異個体を発見し、それを品種に育成しようと

する農業者等からの相談が実際には一番多いと考えられます。この場合、まず、品種登録
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の要件を満たしているかどうかを判定する必要があります。そのために、農業者等から

①当該品種をどこでいつ発見し、その親品種は何か親品種との大きな違いは何か（区別性）

②接ぎ木等で増殖しても特性が変わらず安定しているかどうか（安定性）

③それを販売・譲渡（無償であっても）していないか（未譲渡性）

等の基本的な事項を聞いて、新品種となり得るかどうかを判断します。また、親品種が

登録品種であり、従属品種とならないか、等の点も考慮して判断します。詳しくは、２の

新品種の保護の項目を参照してください。

5）共同出願
育成に当たって、交配の組み合わせを策定した場合、さらに実際に交配や選抜を農業者

等と一緒に行った場合等のように、品種の育成に普及指導員が直接係わった場合、育成者

の一人となることが可能です。また、育種素材を提供した場合、育成者権の権利者となる

ことが可能です。農業者等との間に誤解やトラブルが生じないように、事前に、どのよう

な場合に共同育成者になるのかという方針を明確にしておき、よく説明をしておくことが

重要です。

手続きとしては、職務で行った行為なので、都道府県の職務発明規程等で規定がある場

合にはそれに従って手続きを行うことになります。職務発明規程等では、権利者が都道府

県になることが多く、その場合、都道府県が公的機関として利用方法に制限を設ける（個

人の独占を認めない等）必要が生じることもあるので、この点についても農業者等に説明

をしておく必要があります。

都道府県か、普及指導員個人かを問わず、共同育成者となった場合、権利を管理する事

務や経費が生ずることも、よく考慮しておく必要があります。

6）支援に当たっての留意事項
①普及組織内の体制整備

農業者等からの育種に対する支援要請があった時点で、まず、育種には相当の年数と

技術を要することを説明するとともに、普及組織としての支援にも限界があることを認

識してもらうことが必要です。また普及組織として支援体制を整えるためにも、内部で

の業務の調整等に少なくとも月単位の時間が必要になることも理解してもらう必要があ

ります。

新品種の育成には、相当長期にわたる支援を行う必要があることから、普及組織とし

ては、支援に当たって、支援するのかしないのか、するならどこまで支援できるのか、

きちんと組織内で合意を得て、普及指導計画にも位置付けておくことが不可欠となりま

す。特に、担当の普及指導員の異動により支援体制が大きく変わることのないよう留意

する必要があります。

②支援内容について農業者等との確認、合意

支援に当たっては、普及組織としてできること、できないことを明確にし、農業者等

に説明し、十分な理解を得ておく必要があります。共同出願の項でも記述したように普
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及指導員が支援することにより、共同出願する場合もあることをよく説明しておく必要

があります。

③情報管理と人材育成

普及指導員が支援する際に知り得た情報については、普及組織以外の者に漏れないよ

うにきちんと管理する必要があります。どうしても他の農業者等への指導に使いたい場

合には、当該農業者等の了解を得る必要があります。指導上不可欠なものについては事

前に農業者等に了解を得ておくことが望ましいと考えられます。

新品種の育成支援には、育種技術の取得、育成者権への理解等通常の指導上必要とな

るものと異なることから、今後積極的に取組を強化するには、研修の実施等により担当

普及指導員の能力強化を図る等人材育成に力を入れることも重要です。

○支援内容を明確にし、普及指導計画にも位置付けるとともに、農業者等に十分に理

解してもらうことが重要です。特に、担当の普及指導員の異動により支援体制が大

きく変わることのないよう留意します。

○支援することにより共同出願するのであれば事前に方針を定め、農業者等にきちん

と説明する必要があります。

○情報管理を徹底するとともに、人材育成を計画的に行います。

普及指導上のポイント
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2．新品種の保護
要約

○出願しようとする品種が品種登録できるかどうかを見極め、明確な経営戦略の下に、

可能な限り権利化することを指導します。

○品種登録する場合、計画的に出願の準備を進め、円滑な登録が可能となるよう指導

します。

○品種登録しない場合は、商標登録の活用や秘匿化について助言します。

権利化できない場合でも、コーディネート機能を発揮し、地域での活用の可能性を

検討する必要があります。

1）品種登録への支援
（1）品種登録できるかどうかの判断

最初に、出願しようとする品種が品種登録できるかどうかを見極める必要があります。

品種登録は「区別性」、「均一性」、「安定性」等（語句の詳細についてはＱ4を参照）の要

件を満たす必要があります。

まずは公知の品種と区別性があるかを調査する必要があります。育成のもととなった品

種との比較や既存品種との比較、品種カタログ調査等を行います。この段階での調査は出

願しようとする品種が新品種かどうかを見極めるために行うものであり、詳細な調査は必

要ではありません。併せて、「均一性」や「安定性」についても農業者等に確認しておく

とよいでしょう。

「未譲渡性」の確認を忘れてはなりません。種苗法の規定では、出願の日より１年をさ

かのぼった日より前に出願品種の種苗や収穫物を他者に譲渡（無償であっても）している

と、品種登録することができません（Ｑ4参照）。種苗ばかりでなく収穫物の譲渡も含ま

れるのでよく確認しておきます。

（2）品種登録するかどうかの判断

品種登録が可能と判断された場合には、次に実際に申請するかどうかを判断する必要が

あります。

育成した新品種を活用するための方策として、以下のことが考えられます。

①「品種登録」し、育成努力の結果を自ら守り、戦略的に活用する。

②「商標登録」し、商品の名称（ブランド）として守り、地域等で活用する。

③「秘匿化」し、保護を優先しながら、可能な範囲で活用する。

①～③の活用方策の特徴と違いを整理すると表Ⅲ-１のようになりますが、まずは、①

の「品種登録」から検討し、条件に応じて②や③の方策を考慮するよう助言するとよいで

しょう。また、農業者等の経営戦略によっては、①の「品種登録」に②の「商標登録」を

組み合わせる方法や、種苗会社等と提携して品種登録する方法についても助言します。
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品種登録をすると、種苗法による育成者権が付与され、その品種の利用を種苗の段階か

らコントロールでき、品種を独占して利用したり第三者へ利用許諾する等、新品種の権利

を活用した経営戦略を組み立てることができます。一方で、商標登録と比べ権利化まで約

3年間とやや時間がかかること、出願書類の作成等の事務手続きの負担や権利化の費用負

担が発生することも理解しておく必要があります。また、権利者として権利侵害に対して

毅然とした対応をとる必要も生じます。

育成者権を取得しようとする場合、育成者はこれらの権利を維持・管理するための負担

を負うことを理解した上で、品種登録するかどうかの判断をしなければなりません。

また、品種登録するかどうかの判断をするまでには、権利の利用方法や利用許諾の範

囲・方法等活用戦略を決めておくこと、さらには育成された品種が地域農業に貢献する度

合いも考慮すること等が望まれます。

普及組織の役割は、農業者等が適切に経営判断を下せるよう、これら品種登録の仕組み

や特徴についての理解を深めさせ、その上で可能な限り権利化を検討するよう助言・指導

することになります。

（3）出願書類の作成

出願書類の作成については、専門的な知識や技術が必要な場合もあるので、普及指導員

がその作成を支援することができます。ただし、特性調査から出願書類作成まで全てにわ

たって請け負うような習慣は望ましいものではありません。どんな支援をどこまで行うの

か前もって取り決めておくことが必要でしょう。

出願書類の記入方法や提出方法については、Q6から37までを参考として下さい。その

中でも特に重要な特性表と名称については、以下の点に留意してください。

表Ⅲ―1 新品種の活用方策の特徴と違い
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①特性表

出願書に記載する特性表の調査項目は、種類ごとに設定されており農林水産省の品種

登録ホームページ（http://www.hinsyu.maff.go.jp/）からダウンロードすることがで

きます。また、同HPから審査基準も入手することができます。

特性調査は審査基準に従って出願品種と対照品種（類似品種）を比較栽培して調査を

行うもので、植物に関する基本的な知識があれば容易に行うことができます。出願書類

には出願品種と類似対照品種の比較写真を貼付する必要があります。出願品種の特性が

よく分かる写真を撮影するためには、普及指導員が写真のレイアウトや撮影方法につい

て細かく支援することが必要かも知れません。いわゆるスナップ写真ではなく、必要が

あればスケール等を入れた記録写真が求められています。特に写真撮影の時期が限られ

る花や果実については注意が必要です。撮影時期を逸すると1年間待たなければならな

くなってしまいます。

②品種名称

出願品種については、出願者が自由に命名することができますが、登録商標や既存品

種名称と同一または類似している場合、農林水産省から変更命令が出されることがある

ので、あらかじめ特許庁HP（http://www.jpo.go.jp/indexj.htm）でチェックしておく

とともに、代替案を準備しておくことがよいと思います。なお、登録商標との照合は出

願書提出時と品種登録直前の2回実施されることとなっています。

③補正命令や問い合わせへの対応

出願書類が農林水産省生産局知的財産課に提出されると、担当官により提出書類の不

足や記入漏れ等についてのチェックが行われます。不備の場合には期限を定めた上で補

正命令が出されます。期限までに補正がされない場合、出願が却下されることとなりま

すので注意が必要です。出願書に記載された連絡先住所あてに補正命令等の文書が送付

されるので、確実に対応ができる者の住所を記載しておく必要があります。例えば、担

当する普及指導員の連絡先を指定することも可能です。

（4）品種登録の名称とブランド戦略

農産物の場合、品種の名称がそのまま収穫物の商品名に使用されることが一般的です。

新品種を登録し農産物のブランド化に取り組む場合、商品のイメージを高め、消費者へア

ピールできる新品種の名称を考案することが重要になります。ブランド戦略を明確にし、

命名した名称を確実に自己のものとして幅広く活用していくことを考えている農業者等に

対しては、次のような品種登録と商標登録を組み合わせる方法について助言すると良いで

しょう。

①品種登録と商標登録を組み合わせて、品種名称を確保する方法

品種登録審査中に、同じ名称を第三者が商標出願した場合、先に商標が登録となるこ

とで第三者に名称を取得されてしまい、品種登録直前に行われる品種名称の照合（（3）

の②を参照）によって、せっかく考案した品種名称の変更を求められることがあります。

これを防止するための手法の一つとして、品種登録出願と同時に、商標登録も申請し、
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品種登録を受ける直前に商標権を放棄することで、品種名称を確保する方法があります。

②品種登録と商標登録を組み合わせて、商標名称を幅広く活用する方法

加工品等の関連商品の販売まで経営を拡大する場合、品種だけでなく関連商品にも共

通した名称を使用することが、ブランド形成のためには効果的です。このような場合、

品種登録と商標登録を合わせて申請し、商標登録した名称を使用することも一つの方法

です。福岡県の登録品種であるいちごの「あまおう」のように、「福岡Ｓ6号」の名称

で品種登録し、「あまおう」の名称で果実に加え、ジュースや酒類等の食品・加工品に

ついても商標登録をしている事例もあります。

なお、品種登録は出願時に47,200円、登録後10年間の登録料を累積すると135,000

円が必要となり、また、商標登録（1区分の場合）の取得には、最低でも、出願時に

12,000円、登録時に37,600円（10年分）が必要になるので、費用対効果も考慮して

判断するよう合わせて助言します。

（5）種苗会社等との提携による品種登録

農業者等が自らは品種登録しない又はできないと経営判断した場合でも、種苗会社等と

提携し品種登録する方法があります。新品種をそのまま放置することなく、育成努力の結

果を少しでも収益に結びつけることができるよう、権利の譲渡や譲渡に合わせて専用利用

権設定契約を結ぶこと（Ｑ48及びP166を参照）等を助言すると良いでしょう。

2）品種登録しない場合の対応策
（1）「商標登録」する場合

商標登録による権利化は、品種登録と比べ費用負担や事務手続の負担が軽く、権利化ま

での期間が約1年と短いこと、また、種苗だけでなく収穫物から加工品まで広く活用でき

ること等の特徴があります。一方で、第三者が同じような品種を別な商品（品種）名で販

売しても、登録品種のように対抗することができないことに注意する必要があります。

花きなど品種の商品寿命が短い作目の場合、農業者等が権利化するまでの期間等を勘案

し品種登録をしないか、またはできないと判断することがあります。このような場合には、

商標登録により商品名として権利化する方法があることを助言する必要があります。

（2）「秘匿化」する場合

ノウハウなどの知的財産では、権利化により公開された場合のデメリットが大きいと判

断し、知的財産保護のため権利化よりも秘匿する方法を採る場合があります。

植物品種については、簡単に増殖されてしまうので、一般的にはこの方法はなじみませ

んが、Ｆ1 品種（交雑品種）の場合は、両親を秘匿化すれば第三者は簡単に増殖すること

ができなくなるので、品種登録が可能であっても、あえて登録せずに秘匿することがあり

ます。ただし、この場合も（1）の「商標登録」する場合と同様に、第三者が何らかの方

法で同じ品種を作り出してしまえば、登録品種のように対抗することができないので、そ

のことも十分に考えておく必要があるでしょう。
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3）品種登録できない場合の対応策
品種登録申請の一年以上前の販売等により未譲渡性を欠く場合や、区別性を満たせない

場合等には、品種登録はできないと判断されます。このような場合であっても、類似した

品種がすでに登録切れになっている場合等、他者の権利を侵害するおそれがない場合であ

れば、地域の特産品等としての活用を推進することが可能です。

このような地域の農業振興に有効と考えられる品種については、普及組織が中心となっ

てコーディネート機能を発揮し、育成した農業者等の了解を得つつ、情報の収集や地域の

合意形成を図ることで特産品等の開発・活用戦略を取りまとめるなど、地域での活用を支

援することも一つの方法です。（その際、商標登録を活用することもできますので、2）

の（1）を参考にしてください。）

4）支援に当たっての留意事項
（1）品種登録支援

①育成者権は個人の権利であるため、普及指導員の支援にはおのずと限界があります。

予め、普及組織としての支援範囲や支援の基準を決めておき、品種登録の段階から農

業者等や地域の関係者等にも理解してもらう必要があります。

例えば、個人の育種家の中には地域貢献や権利化による経営向上等の意識はなく、品

種登録という名誉だけのために品種登録出願する方もいます。そうした場合の普及組織

としての支援について、一定の基準を決めておくことが必要です。

さらには、品種登録後の権利侵害の対応を見据えて、普及組織としての支援は、権利

侵害の防止策や対抗策等の基礎的な知識の説明や相談助言等までとし、権利侵害への対

応に普及指導員が直接関与しないこと等、支援の範囲には限界があることも、予め説明

しておくことが必要です。

②普及組織が品種登録等の支援活動を円滑に行うためには、権利を取得する目的や経営

戦略における位置づけを農業者等に明確化させ、農家経営の発展や地域農業の活性化

に寄与することを、地域の関係者に理解してもらうことが重要になります。

③品種登録するかどうかの判断をする場面では、次の点を確認し、助言します。

・あせって固定不十分なまま手続きに入ろうとしていないか確認し、経営戦略等も考

慮し、最適な登録のタイミングについて助言します。

・新品種に市場性があるか等知的財産権としての価値を評価し、自己満足の育種貧乏

にならないか、出願や権利維持に必要となる費用を確認させ、それを上回る許諾料

収入や販売収益が見込めるか、経営判断するよう助言します。

・権利侵害に対応できるか、管理事務の負担に耐えられるか等、取得した権利を管理

できるか確認し、権利侵害に対応するための費用と労力の負担が可能か、経営判断

するよう助言します。

④品種登録等の権利や、付随して発生する利益（不利益も）は、全て新品種を育成した

農業者等に帰するものです。最終的な判断は必ず農業者等が下すように支援する必要

があります。
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（2）情報管理

農業者等への指導に当たっては、支援事例を他者への指導資料として活用する場面が多

くなりますが、守秘義務に違反することがないよう注意が必要です。

○特性の調査や写真撮影は時期が限られるため、計画的かつ機動的に調査を行う必要

があります。

○育成者権などの知的財産権は個人の権利であるので、最終判断は必ず権利者となる

農業者等にさせます。

○農業者等の経営向上や地域農業の振興との関係について、地域の関係者の理解を得

ながら支援する必要があります。

普及指導上のポイント
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3．新品種の活用
要約

○育成した新品種を活用する場合の留意点

・新品種の活用方針を明確にします。

・育成者権、利用権の取扱いについて十分理解し、最適な方法を選択します。

・有利な生産・販売に結びつき、地域活性化につながるよう支援します。

○農業現場で生み出された品種は、権利化等による適切な保護に留意しつつ、有効に

活用されるよう支援します。育成者である農業者等の意向に即し、普及組織は関係

機関と連携して有利な生産・販売に結びつくよう、栽培マニュアル作成あるいは販

売促進のためのＰＲ活動等の支援を行い、地域活性化につなげます。

1）活用方針の明確化
自ら活用するか、地域で活用するか、それとも第三者に許諾するか、新品種の活用に当

たっては、まず活用方針を明確にします（表Ⅲ－2）。

育成者権を守るための利用許諾の契約締結やパテント料支払い等を、農業者等が確実に

実施できるよう普及組織が働きかけることは重要です。品種の育成者と利用者とが生産農

家同士の場合には手続きが煩雑であると敬遠したり、特にそれが近隣の生産農家であると

きにはドライな交渉ができなかったり、農家間の直接取引が難しいことがあります。育成

者と利用者との間に種苗会社を仲介させて交渉・取引を進める等、民間企業と連携するこ

とでスムーズに運んだ事例もみられます。

表Ⅲ―2 活用の方法と育成者らが期待できること及び生じる負担
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2）許諾の方法（Ｑ48参照。専用利用権の設定と通常利用権の許諾）
（1）利用権とは

育成者権は、品種登録により発生する権利で、育成者権を有する育成者権者は、業（す

なわち個人的または家庭的な利用とはいえない場合）として、登録品種の種苗、収穫物お

よび一定の加工品を利用する権利を独占することができます。育成者権者は育成者権を行

使できるだけでなく、様々な形で経済的に利用することが許されています。第三者に売却

することもできますし、利用権を設定することも可能です。利用権とは、育成者権者以外

の者が、育成者権者の設定した条件の下で、その品種を業として利用することができる権

利です。

（2）専用利用権

専用利用権とは設定行為で定められた範囲内において、業として他人の品種を独占的・

排他的に利用できる権利です。この結果、専用利用権者は、設定行為で定めた範囲内にお

いて、業としてその品種の利用を専有します。専用利用権は、設定の範囲内では、育成者

権者もその品種を利用できなくなるという排他的な性質を持ちます。

（3）通常利用権

通常利用権とは育成者権者以外の者が、その品種を業として利用することができる権利

です。許諾により定められた時間的・場所的・内容的制約の範囲内でその品種を業として

実施できる権利で、専用利用権と比べると“弱い権利（債権的権利）”です。

通常利用権は、図Ⅲ－3のように分類できます。許諾通常利用権は、当事者間の設定契

約（利用許諾契約）によって成立します。非独占的通常利用権は、利用権者が同一の品種

について、複数の被許諾者に許諾した場合の許諾通常利用権です。非独占的通常利用権を

許諾した場合、育成者権者は、同一の範囲において重ねて通常利用権を許諾することも、

またその範囲で育成者権者が自ら利用することも可能です。

独占的通常利用権は、育成者権者が同一の品種について、単独の被許諾者にのみ許諾し

た場合の通常利用権をいいます。この場合も、同一の品種について、利用権を許諾した育

成者権者・専用利用権者が自ら利用することができる点で、専用利用権とは異なります。

独占的通常利用権は、専用利用権とは異なり独占権を登録できないため、第三者に対して

図Ⅲ―3 利用権の分類
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独占権を主張することができません。独占権の保護はあくまでも利用権を許諾した育成者

権者・専用利用権者との利用権許諾契約の履行を通じてのみ図られるに過ぎません。

法定通常利用権は、法律上当然に発生する通常利用権であり、対抗要件としての登録は

不要です。例えば、職務発明において使用者が有する通常利用権、育成者権者が品種登録

を出願する前から既に品種を利用していた者が有する先利用権等があります（表Ⅲ－3）。

（4）利用権の許諾

通常利用権を許諾

する場合において、

権利を付与する側は

ライセンサー、権利

を与えられる側はラ

イセンシーといいま

す。育成者権の許諾

通常利用権の場合、

利用許諾を与える育

成者権者・専用利用権者がライセンサーとなり、被許諾者である通常利用権者がライセン

シーとなります（図Ⅲ－4）。

通常利用権を許諾しても、同一の品種について、ライセンサー（使用権を許諾した育成

者権者・専用利用権者）が自ら利用することはできます（排他性はない）。通常利用権は、

通常利用権者による品種の利用に対して、育成者権者は差止請求等の権利行使をしないと

いう不作為義務（何かをなさない義務）を課すだけの権利です。通常利用権者は、通常利

用権が設定された範囲内で、品種を利用しても育成者権者から訴追されない（育成者権侵

害として訴えられない）という地位を有するに過ぎません。この点が専用利用権との違い

です。

表Ⅲ―3 通常利用権の種類とその主な内容

図Ⅲ―4 育成者権について貸主と借主との関係
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許諾の際には、通常利用権、専用利用権のいずれが適当か、育成者の意向、権利の借主、

品種特性、産地戦略等を考慮し、農業者等への支援を行います。農業者等には充分に認識

してもらいましょう。

（5）許諾契約書例

許諾契約書には、通常利用権許諾契約書と専用利用権設定契約書があります。育成者権

者が生産農家と交わす栽培に関する契約書では、契約対象品種とロイヤルティ、権利の範

囲、品種名の取扱い、種苗の栽培中に生じた突然変異種の取扱い、契約違反に関する損害

賠償、契約の期間等について遺漏なく明文化しておくことが肝要です。契約例については

第Ⅵ章の参考資料3に示しましたので参考にしてください。

ロイヤルティについては、利用対象となる種苗等を特定し、その算定方法を明記するこ

とが必要です。①種苗売上金額の ○％、②種苗生産数量 × ○円、③種苗販売数量 × ○

円、④一括払い利用料 ○円、⑤一時金 ○円及び種苗売上金額の ○％、の５つが主な算定

法です。

3）販売促進のためのＰＲ
新品種を増殖し、販売していくためには、どの程度売れるかその試算が必要ですし、ま

た販売促進のためには積極的なPRが欠かせません。各種品評会や展覧会への参加支援、

販売拡大のための情報提供や市場動向調査の支援が重要となります。育成者個人で取り組

むには限界があるので、育成農業者らの理解が得られ、産地のブランド化にその品種が利

用できる場合には、アッサムニオイザクラ（ルクリア）の事例（P93参照）のように市町

村やJA等の支援も受けつつ、地域振興の核にするのも良いでしょう。その際、商標（地

域団体商標）等も活用すると良いでしょう。

4）海外での活用
育成した品種を海外で活用する場合、その品種の育成者権を海外で取得することが重要

です。UPOV条約では、海外への品種登録は日本での品種登録出願の日からさかのぼって

4年前（果樹等の永年生植物については6年前）に「業として譲渡していない」という未

譲渡性の要件があります。このため、海外での登録を考える場合は国内での出願に先立っ

て計画的に進める必要があります。そうでなければリンゴ「シナノゴールド」の事例

（P121参照）のように、海外での品種登録が不可能であるために商標権を取得して生

産・販売の許諾を行う等の手立てを考えなければなりません。また、日本一の生産を誇る

岩手県八幡平市安代地区（旧安代町）のリンドウの事例は、ヨーロッパへの輸出、それに

周年にわたる切り花供給という観点から、国内生産のみでなく南半球のニュージーランド

での生産も行うものです。冬期は、ニュージーランドで栽培した安代リンドウの国内輸入

にも取り組んでいます。
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5）支援に当たっての留意事項
（1）活用法と地域の活性化

育成した新品種をどう活用し、地域の活性化につながるかについて、普及指導員が事例

の紹介や品種利用に当たっての留意点等の様々な情報を提供することで、農業者等はより

良い判断を下せることでしょう。産地の拡大・強化にその品種の活用が有効な場合、育成

農業者等は排他的な利用を考えるとしても、普及組織が働きかけてその品種を地域で活用

できるよう誘導したいところです。

（2）関係機関との連携

新品種を地域農業活性化のために活用するには、育成者権者と地域の他の農業者等との

調整が必要です。農協や市町村等関係機関も交えて、双方の充分な意思疎通を図る必要が

あります。個別の契約については、民間種苗会社が仲介した事例等参考にすると良いでし

ょう。また、流通関係者とは日頃から情報を交換し、育成者権の侵害等が疑われる場合に

は品種保護Ｇメンへ連絡・相談する等注意深く対応しましょう。

○新品種の活用方針を明確にしておきます。

○新品種利用の許諾については最適な方法が選択できるよう支援します。

○新品種の栽培マニュアル作成や販売促進のためのPR活動が重要です。

○新品種をどう活用するか、地域の活性化につながるよう、関係機関とも連携して対

応します。

普及指導上のポイント
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4．登録品種の利用
要約

○登録品種を利用する場合の留意点

・登録品種を利用するには、正規に販売されている種苗の購入が必要です。

・購入した種苗を増殖する際は育成者権者の許諾が必要となります。

・自家増殖した苗を、譲渡（販売）することは種苗法違反となります。

・利用許諾契約をして活用する場合は、契約内容をよく検討して利用しましょう。

・許諾契約を守り、登録品種の管理を徹底しましょう。

1）登録品種の通常利用（販売されている種苗を購入）
登録品種を利用する場合は、正規に販売されている種苗の購入が必要です。正規に許諾

された種苗であるかどうかを確認しましょう。正規の登録品種であれば品種登録表示が付

されています。（品種登録表示は努力義務のため、付されてない場合もあるため注意が必

要です。）

正規に購入した登録品種の種苗＊や、それを用いて得られた収穫物や加工品を販売する

のはなんら問題ありませんが、購入した種苗を増殖する際は育成者権者の許諾が必要とな

ります。しかしながら、これまでの農業慣行等に配慮し、農業者等の行う一定の自家増殖＊＊

については、育成者の許諾を要しないことが特例として認められています。

この特例の対象となる自家増殖については、以下の要件を満たす必要があります。

①個人又は、農業生産法人が行うものであること。

②省令で指定された82種類の栄養繁殖性の植物でないこと（Q45参照）。

③最初に使用する種苗は、育成者権者等の権利者から正規に譲渡されたものであること。

（他の農家から余った種苗をもらって、自家増殖を開始した場合は、特例の対象となり

ません）

上記の条件を満たさない場合又は個別の民事契約で自家増殖の制限が定められた場合

は、原則通り、その利用について育成者権者の許諾が必要となります。

＊種苗の譲渡に関して、別途、許諾契約に地域や名称に制限が定められている場合があるので注意
して下さい。

＊＊ここでは、正規のルートで種苗を購入して生産した収穫物の一部を、自己の次期作の種苗として
そのまま用いる場合であり、自家増殖して余った種苗を他の農家に配布する場合は権利者の利用
許諾が必要です（図Ⅲ-5）。
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○ 農業者の自家増殖と育成者権の効力の詳細（Ｑ45参照）

○ 登録品種を使用する場合のチェックポイント（Ｑ49参照）

2）育成者から許諾を受けての利用
省令で指定された82種類の栄養繁殖性植物については、自家増殖が制限されておりま

す。また観賞用植物等では、農業者等の自家増殖が法律上認められていても、種苗の販売

等に際して、①自家増殖を禁止する、②自家増殖を一定の範囲に限る、③自家増殖の際に

はその都度許諾を要する、といった条件を付した販売を行っている登録品種もあります。

これらの登録品種について契約条件外の利用をする際は、許諾契約を結ぶことが必要です。

利用許諾契約を得て利用する場合には、契約内容をよく検討して利用しましょう。例え

ば、利用面積で許諾を受ける場合、病害等で生産量が予定を下回る場合があるので、その

ような場合には許諾料を減額できるようしておくことが必要です。また、数品種をまとめ

て許諾する際に、登録が切れてしまった品種が契約対象になっていることもありますので、

それぞれの品種登録情報を確認した上で許諾契約を結ぶように注意しましょう。

図Ⅲ―5 登録品種の利用
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○権利侵害の未然防止のため、自家増殖した種苗を譲渡しないこと等種苗法に基づく

育成者権についての啓発活動を徹底します。

○農家の自家増殖の適切な取扱いの指導を実施します。

○利用許諾契約には、増殖条件やロイヤルティ等許諾の範囲が定められますので、よ

く内容を検討して結ぶように指導します。

普及指導上のポイント
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5．権利侵害への対応
要約

○育成者権の侵害に対しては、民事上の救済手続きと刑事上の処罰があります。また

育成者権を侵害する物品の輸出入に対しては、関税法に基づく、輸入（輸出）差止

申立制度があります。

○育成者権の侵害を発見した場合は、侵害行為に関する情報を十分に把握した上で、

侵害者の状況に応じて、必要な措置を講じることになります。

○相談機関：品種保護Ｇメン（（独）種苗管理センター品種保護対策課）

TEL 029－838－6589 ＵＲＬ http://www.ncss.go.jp

弁護士知財ネット

TEL 03－5798－7277 ＵＲＬ http://www.iplaw-net.com

日本知的財産権仲裁センター

TEL 03－3500－3790 ＵＲＬ http://www.ip-adr.gr.jp

1）育成者権者が侵害者に対して取れる対応措置
登録品種を利用する場合には、原則として、育成者権者又は専用利用権者の許諾を受け

る必要があります。この許諾を受けずに、無断で登録品種を利用した場合、育成者権の侵

害となります。

育成者権者は、育成者権の侵害者に対して、侵害行為を中止するよう警告を発した上で、

当事者間で示談（和解）をする対応をとることができますし、当事者間同士の直接の交渉

や話し合いで解決ができない場合は、第三者を間に入れて解決を図る方法として調停、仲

裁があります。知的財産権をめぐる紛争に関する調停・仲裁機関として、日本知的財産仲

裁センター等があります。

第三者による仲裁・調停で解決が図られない場合、あるいは直接に、民事上の措置とし

て裁判所に対し、

・差止請求…侵害行為を止めること、侵害行為において作られた種苗、収穫物もしくは

加工品の廃棄を求めること等

・損害賠償請求…損害の賠償を求めること

・信用回復の措置請求…信用の回復に必要な措置等を求めること

を請求する、民事訴訟（裁判手続）による解決を図ることもできます。

また、故意による育成者権の侵害者に対しては、刑事上の措置として、刑事告訴による

対応をとることができます。

さらに、育成者権を侵害する種苗等の違法な輸出入に対しては、関税法に基づき税関に

対して、育成者権を侵害する種苗等の物品の輸出入の差止めを求めることができる「輸入

（輸出）差止申立制度」があります。
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○ 育成者権者が侵害者に対して取ることができる対応措置（Ｑ53参照）

○ 育成者権の侵害についての相談機関（Ｑ54参照）

○ 育成者権を侵害する種苗等の、輸出入の防止方法（Q60参照）

2）権利侵害対応の流れ
（1）情報入手

権利侵害については、市場、店舗、インターネット等で販売されているものを自ら発見

する場合と、他者からの情報により知る場合とがあります。

権利侵害行為では、登録品種を登録品種名もしくは品種名を明示しないで販売している

ことが多く、そのほかに次のような例も考えられます。

・当該品種を登録品種と違う名前で販売している場合

・登録品種でない品種を登録品種名で販売している場合

（2）権利侵害状況及び証拠収集

権利侵害行為に関する以下のような情報を把握する必要があります。

・できるだけ現物を入手し、権利侵害の恐れのある品種の特性、商品名、価格、数量販

売形態、場所・日時

・侵害の恐れのある品種の栽培者・販売者（輸入者）の名前、所在地

・当該品種に関する広告、パンフレット等の収集

法に基づく厳格な対応が予想される場合は、証拠品の入手時に品種保護Ｇメンや公証

人による立会が必要となる他、客観的に証拠化することが重要です。

（3）侵害者への対応

情報を把握するとともに関係機関へ相談します。特に権利侵害対応は、法律実務家への

相談あるいは指導のもとに行うのが大切です。

育成者権の侵害者に対し、育成者権者として権利行使を行うのか、侵害者自らの意思に

よる是正を促すのか方針を決めます。

（4）注意・指導による解決

権利侵害状況調査の結果等から、侵害者に対し注意等による解決で十分と判断される場

合も今後の違法行為を抑制するために文書による通知（警告）を行う他、侵害者から書面

による顛末の報告を求めることが必要です。

（5）交渉・訴訟

民事請求や刑事告訴が妥当と判断される場合は、弁護士など法律の専門家と十分協議を

行い、法的措置に関する方針や行動についての指導を受けて下さい。
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また、交渉の成り行きによっては和解による解決を選択する余地があるかについても検

討を行い、今後の交渉や訴訟について方針を決定しておくことが必要です。特に、故意の

侵害行為や侵害行為が悪質等、後日の紛争や責任追及が予想され場合は、証拠の情報収集

や交渉段階から、弁護士の助言を受けておくことが望まれます。

○育成者権の侵害者に対する罰則（Ｑ61参照）

3）権利侵害への支援パターン
育成者権に関する権利侵害についてはいくつかのパターンがあります。それぞれに対応

した普及指導員の支援活動を考えてみました。公的な立場の普及指導員がどこまで関与で

きるのか都道府県毎に事情は違うと思われるので事前に検討しておくとよいでしょう。

（1）相手側が意図せずに権利侵害を侵していると判断できる場合

この場合、育成者権に対する知識不足や登録品種かどうかの確認不足等に起因すること

が多いので、疑侵害者への注意喚起等の行動で解決できる場合が多いと考えられます。た

だし、当事者間でいきなり直接交渉がされると、感情的になり問題がこじれる場合がある

ので、普及指導員が第三者的立場として交渉の場に立ち会うことが必要かも知れません。

その際、第三者的立場に徹することを念頭に法律等の規定の説明を行うことを心がけるこ

とが必要です。

（2）相手側が登録品種の権利の範囲内にある品種を利用している場合

種苗法第20条には、育成者権の権利が及ぶ範囲として「登録品種と特性により明確に

区別できない品種」があげられているので、独自に育成した品種であっても登録品種と明

確に区別できない品種を利用すると育成者権利侵害となります（Ｑ39を参照）。この場合

も疑侵害者側の育成者権についての知識不足が原因ですが、当事者間の話し合いによる解

決は難しい場合があります。独自育成品種が登録品種と特性により明確に区別できるかど

うかが問題となる時があります。これを支援するために品種保護Ｇメンは「品種類似性試

験」を行っています。詳細についてはＱ54～58をご覧ください。交渉に入る前に品種類

似性試験を行い、権利の範囲内かどうかを確認しておくこともできるでしょう。

また、交渉が長引くようであれば専門家に相談することを提案する必要があります。

（3）無断利用者への対応

権利者の許諾を得ずに登録品種を無断で栽培し収穫物を得て販売している場合もあるで

しょう。この場合、故意による利用と考えられるので直接交渉を行っても解決されること

は少ないと思われます。普及指導員は専門家（弁護士・弁理士）への相談を勧めることが

必要です。「故意」に権利侵害を侵していることが明白な場合には刑事告訴も視野に入れ

て対抗策を考慮しておくことも権利者に伝えておくとよいでしょう。品種保護Ｇメンは侵

害への対抗策等について無料で相談を受け付けていますので、専門家に相談する前に品種
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保護Ｇメンに相談することもできます。

無断利用のパターンとして、

① 無断栽培による収穫物の販売については、育成者権侵害となり、差し止め請求、損害

賠償の請求、信用回復措置の請求等ができます。

② また、無断増殖した種苗を販売することも育成者権侵害に該当しますが、さらに登録

品種名と違う品種名を付して販売すると、権利侵害に加えて種苗法第22条（登録品種

名の使用義務）違反にも該当します。

③ さらに、登録品種でない品種に登録品種名を使用すると不正競争防止法違反になる可

能性もあります。

4）権利侵害（育成者権）への対応方法に対する支援　
種苗法に基づく登録品種の育成者権者は、登録品種等の無断利用者に対して一般的に以

下の方法で対抗することができます。

（1）警告：相手側に警告書を送付し権利侵害を中止するように警告することができます。

一般的に回答期日を指定して内容証明郵便で相手側に郵送します。普及指導員として

警告書案の作成を支援すること対応可能かも知れませんが、主体は育成者権者が行う

ことが必要です。警告書の内容については法律の専門家に相談するように勧めます。

（2）交渉：相手側の主張を把握した上で合意点を見つけるための交渉（話し合い等）を

行います。必要に応じて法律の専門家に相談するよう勧めます。交渉の場に普及指導

員が立ち会うことも可能ですが、第三者的立場に徹することが必要でしょう。

（3）訴訟等：交渉（話し合い）による和解が難しい時には民事裁判所に訴状を提出して

裁判による決着を目指すことができます。育成者権者には、差止請求権、損害賠償請

求権、信用回復措置の請求権が種苗法で認められています。弁護士等を訴訟代理人と

して裁判を行います。普及指導員としてこの段階にまで関与することは避けた方がよ

いと考えます。権利者が主体として対応します。

裁判外の解決として日本知的財産仲裁センターによる調停・仲裁という方法もありま

す。なお、侵害行為が故意である場合は刑事告訴をすることもできます。

（4）輸入差止申請：海外に登録品種が無断で持ち出され、無断栽培による収穫物等が日

本に輸入されようとする場合、権利者は税関に差止申請を行うことができます。普及

指導員としてその手続き等を支援することは可能であると思われます。

以上、普及指導員として対応できる支援レベルを記述しましたが、どこまで支援できる

かについては都道府県毎の事情にもよりますので、事前に支援活動の基準を設けておくこ

とが必要です。さらに、農業者（育成者権者）とも十分な理解を得ておく必要があります。
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5）品種保護Ｇメン制度の利用
一般的に育成者権の行使に関して対応が難しい場合があります。そうした場合、育成者

権者等（農家から相談を受けた普及指導員も含む）は品種保護Ｇメン制度を利用すること

ができます。なお、品種保護Ｇメンの活動は、中立的な立場で実施されますので、「自分

の権利が侵害された」場合だけでなく、「侵害していると警告を受けた」場合であっても

品種保護Ｇメンの制度を利用することができます。詳細はQ55，63をご覧ください。

（1）「相談窓口」を利用する

種苗法の規定の適用や権利行使等について不明な場合、電話・FAX、メール等で相談

することができます。相談は秘密厳守が原則で無料となっています。

（2）「侵害状況記録書の作成」及び「証拠品の寄託」を利用する

相手側と交渉又は民事裁判を行うにせよ、育成者権者は相手側の違法行為について立証

する必要がありますので、侵害行為に関する情報（侵害事実の把握、証拠の入手等）を確

実に把握しておく必要があります。以下の２つのサービスを利用すると法的に有効な証拠

を保全することが可能となります。なお、これらは有料のサービスとなっています。

○「侵害状況記録書の作成」：依頼者等からの依頼に応じて、権利者等が侵害現場の調

査を行う時に品種保護Ｇメンが同行し、侵害事実を証明する書類を作成することです。

○「証拠品の寄託」：依頼者が入手した疑侵害品を第三者的立場で品種保護Ｇメンが保

管することです。さらに、入手した疑侵害品が「切り花」で長期保管が難しい場合、挿し

木が可能な種類については切り花から種苗を再生して保管することも行っています。

（3）「品種類似性試験」を利用する

入手した疑侵害品が登録品種と同一あるいは登録品種と明確に区別できない品種である

ことを確認するために、品種保護Ｇメンに栽培試験等を依頼することができます。品種類

似性試験には特性比較、比較栽培、DNA分析の３種類があります。

6）裁判交渉事例
参考資料として、これまでに接した裁判及び交渉事例について紹介します。

（1）「秋菊」権利侵害事件
事案は、平成9年に発生し、同13年の弁護士による交渉が実らずに育成者権者が名

古屋地裁一宮支部に同13年8月に提訴し、判決が同16年1月に下されたが、双方控訴

して第2審は名古屋高裁において訴訟上の和解が成立した。

①事案の内容

「秋菊」の育成者権者と19名の栽培農家との争いである。権利者は従来栽培面

積に制限を設けていなかったが、途中から制限を設けることとし、この19人に対

しても制限付きを条件にした。19人のリーダーは、市場への販売でなく葬儀業者

への直接販売を行うことを考えて、そのために販売対象候補者の葬儀業者に低廉な
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価格で納めて、今後の需要に関して好感触を得た。

しかしながら制限は撤廃されず、農家は2,000m2以上栽培した。そこで、育成者

権者は19人を悪人扱いし、違反農家の名前を記した立て看板を無断で立てて写真

を撮ってそれをチラシにして栽培農家の所在する地域一帯に撒くなどした。

②交渉決裂と提訴

栽培農家の代理人は育成者権に詳しかったが、育成者権者の代理人は種苗法を知

らなかった。農家側は一定の違反を認めて和解金を支払う旨提案したが、育成者権

者は数億の和解金を要求し、結局和解できず提訴となった。

平成13年8月に名古屋地裁一宮支部に提訴し、イ、損害賠償として3.8億円、ロ、

栽培禁止を求め、農家側は、育成者権者の立て看板を立てる、写真を撮ってチラシ

を撒くなどをしたことを不法行為ととらえて各被告に対して金50万円の損害賠償

請求を反訴として提起した。

③訴訟の争点と判決

訴訟の争点は、イ、栽培面積の確認、ロ、損害の算定、ハ、信用毀損の有無及び

損害額であった。

育成者権者は、「耕作面積申告書」は実際の耕作面積であることを主張するとと

もに、育成者権者、社員、近所の農家で平成9、10、12年に農家の立ち会いなし

で面積調査をし、これを証拠として提出した。

侵害者からは、反証として、原告提出の証拠写真と説明が事実と異なるとして新

たに撮影した現場写真を提出し、違反面積の根拠も不明であると反対尋問で追及し

た。また、その過程で調査者の記憶が曖昧であることも暴露した。さらに、生育不

良により栽培面積減少していることを立証して、共同出荷していたので出荷量の資

料を提出した。

ところが、1審判決は、平成15年6月に結審したにもかかわらず、判決言渡し期

日を延期して、実際には同16年1月に下された。内容は、1億1,300万円の支払い

を命ずるものであった。その根拠は耕作面積申告書が実際に栽培した面積であると

認定したのであった。なお、農家が起こした反訴に関しては、信用毀損行為につい

ては損害賠償各30万円を認容した。

④控訴審での訴訟上の和解

双方が控訴し、名古屋高裁において、農家側は耕作面積申告書の性質が判決と違

うことを主張し、さらに、実際の耕作面積を当事者と代理人が実測調査してその結

果を提出した。裁判官は当初から訴訟上の和解を勧め、結局2,000万円の支払いを

約束することで訴訟上の和解が成立した。

⑤「秋菊」権利侵害事件の教訓

面積の違反の場合には、イ、栽培地の住所、面積、地図等を記載した報告書の提

出を契約書の中で義務付けすること、ロ、現地調査は、複数の調査員が違反者の立

ち会いのもとに実施し、その結果を写真及び文書で記録化し、さらに録音をするこ

と、ハ、勇み足をしないこと等である。
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（2）シイタケ権利侵害事件
事案は、育成者権を有する会社の元従業員が社内抗争に関わり辞職後、同社の登録
品種であるシイタケを平成15年1月から同17年5月まで増殖栽培して販売したとこ
ろ、平成17年8月に育成者権者が内容証明にて違反行為を指摘して販売の具体的事実
の開示を求めた。侵害者は、近隣の弁護士と相談のうえ、同年9月3日に内容証明に
て、前記販売の具体的事実を開示したところ、育成者権者は、内容証明にて、損害金
3,068万円の支払いを請求してきた。侵害者は、内容証明にて、育成者権侵害につき
謝罪し、300万円を10回の月割りにて支払う旨回答したが、育成者権者は納得せず
に、東京地裁知財部に平成18年9月に提訴し、同20年8月29日に判決が下された。
①訴訟の内容
育成者権者は、イ、侵害行為の差止、ロ、設備及び材料の廃棄、ハ、損害金645

万円の支払い、ニ、謝罪広告、を求めて提訴した。
②訴訟上の争点に関する判決
訴訟上の争点は、通常利用権の成否及び効力であるが、これは原告の主張通り認

容し、種苗法35条の過失の推定を覆す事情の有無については、被告の主張は認め
られず、差止請求の可否 については、「侵害者が本件品種を保管している事実は認
定できないが、しかし、他から今後購入して侵害する恐れはある」とし、差止請求
を認容した。
ところが、他の争点である廃棄請求の可否については、「廃棄請求は、差止請求

権の行為を実効あらしめるものであって、かつ、差止請求権の実現のために必要な範
囲のものである場合に限り許されるものである」と一般的な基準を定律したうえで、
本件においては、差止請求権を認容しつつ、廃棄を求める設備はシイタケ菌床の製
造工程に使用するものとしては汎用性があるとともに侵害者は本件シイタケ以外の
シイタケの製造に利用しているとして必要な範囲を超えると判断して棄却した。
さらに、損害賠償額については、遺失利益としては、187万5,000円のみを認容

したに過ぎなかった。そして、育成者権者の社員の派遣費用と対峙培養試験費用合
計245万円の請求に関しては、本件に直接関係する費用とは認められないとし、さ
らに侵害者が育成者権者の求めに応じて具体的に開示していることからして、相当
因果関係のある損害と言えないとして棄却した。
最後に、謝罪広告請求の可否についても、「本件全証拠によっても、被告による

侵害行為によって、登録品種の種菌又は菌床の価格相場や商品イメージが具体的に
低下したことを認めるに足りないとし、被告による販売によって原告の業務上の信
用が害されたとの主張は、その前提を欠く」として棄却した。
③「シイタケ」権利侵害事件の教訓
・廃棄請求に関しては、その必要性に関する緻密な主張と立証が必要であること
・調査費用請求に関しては、その必要性に関する緻密な主張と立証が必要であること
・謝罪広告請求に関しては、被告による侵害行為によって、登録品種の種菌又は菌
床の価格相場や商品イメージが具体的に低下したことを主張し立証することが必
要であること
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（3）「山芋」権利侵害事件
事案は、個人の篤農家が品種登録したが、育成者権に基づく使用許諾契約を締結す

る前に、たまたま町の有力者が違法栽培している現場を発見して交渉するも合意でき

ず、代理人どうしの交渉も決裂して、侵害差止めの訴訟を平成17年4月に提起し、裁

判官の主導のもとに同19年3月20日に訴訟上の和解が成立したものである。

①事件の発端と当事者間交渉

入院中の育成者権者が平成16年10月に外出許可を受けて妻方の親戚の法事に出

席する途中、偶然に「山芋」が3,800m2余り栽培していることを発見し、現場写真

を撮り、上京中の長男を帰宅させ、代理人として被告親子と交渉させたところ、侵

害者は侵害を否定するも、その息子は一定の金額を支払って和解の意向もあったが、

最終的に交渉不調に終わった。

②代理人依頼と交渉の決裂

依頼を受けた弁護士は3日後の同年11月6日に現地にて侵害状況の写真を撮影

し、違反面積と本数を調査したところ、侵害者の代理人弁護士から問題の山芋は侵

害者が以前に育成者権者から購入した別の品種であり、登録品種ではない旨の内容

証明郵便が届いたことを契機に、弁護士どうしの交渉を同年末から開始し、一時は

育成者権者の求める金銭支払いによる和解案を侵害者の弁護士が被告親子に勧める

方向で合意したが、侵害者が納得せずに、交渉決裂し、相手弁護士は本件から離脱

した。

③育成者権侵害差止請求事件

育成者権者は平成17年4月に、差止め、廃棄、500万円弱の損害賠償を求めて宮

崎地裁都城支部に育成者権侵害差止請求事件を提訴した。

被告は、イ、栽培品種は本件登録品種ではないこと、ロ、被告は従前原告から購

入した他の品種を栽培していたに過ぎないこと、ハ、品種登録自体が誤りであるこ

と、ニ、当事者どうしの交渉において、侵害事実を認めていないこと等を主張した。

証拠調べは、写真撮影報告書その１で、同一性の立証をしつつ、写真撮影報告書

その2で、以前被告らが購入していた原告の他の品種との相違性を立証し、あわせ

て原告本人調べと当事者間交渉について原告の長男の証人調べ、さらに、被告の息

子本人調べを経た後に、裁判官主導で平成19年3月20日に訴訟上の和解が成立し

た。内容は、イ、差止め認諾、ロ、廃棄認諾、ハ、損害賠償請求の放棄である。裁

判官は事案の内容は理解でき原告の主張通りであるが、判決となると同一性立証が

比較栽培試験を経ていないので難しいことを示唆しつつ、侵害者に一定の損害賠償

責任を負わせる意向での訴訟上の和解案を示唆したが、結局損害賠償請求には被告

が応じなかったので、その分は原告が譲歩することにした（育成者権者は前記イ、

ロの和解内容にて満足の意向を示していた）。

④品種登録に関する異議申立事件（平成17年12月と同18年2月申立て）

この事案に特徴的なことは、育成者権者のなした品種登録そのものに対して、2
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つの異議申立事件が申し立てられたことである。

すなわち、平成17年12月に大阪市在住の某氏から本件登録品種の取消を求める

異議申立事件を提起されたので、原告代理人は相手方代理人として参加して反論し、

平成18年9月に却下決定を得た。また、同18年2月に被告息子から同様の異議申立

事件を提起されたので、原告代理人は相手方代理人として参加して反論し、同19

年3月27日に棄却決定を得た。

⑤「山芋」権利侵害事件の教訓

侵害行為を発見した時点においては、品種保護Ｇメンの制度が発足前であったこ

と、侵害者が町の有力者であったこと、育成者権者が病気がちであったことなどか

ら、代理人に就任後、違反物を入手する交渉が困難であり、その結果品種類似性試

験を実施できずに提訴したために、判決を得ることができなかった。侵害を発見し

た時点での前記品種保護Ｇメンによる権利侵害状況報告書並びに品種類似性試験

（特性比較、比較栽培、DNA分析）の実施依頼を強く勧める。

（4）「ペチュニア」権利侵害事件
事案は、育成者権者である会社が侵害物件を定期的に探していたところ、発見した

ので品種保護Ｇメンによる権利侵害状況報告書を平成19年4月25日に作成し、栽培

農家と交渉を進めていたが侵害について認めようとしなかったので、品種類似性試験

（特性比較）を依頼しその報告書が同年8月31日に作成されたことを受けて弁護士が

代理人となり交渉したところ、侵害事実については認めたが、損害賠償金については

宮崎の弁護士に相談中であり、高額過ぎるとの回答を得ているので、さらに相談して

結果を回答する旨述べて終わったが、回答がなかったので、育成者権侵害差止請求事

件を平成19年12月28日に提訴したところ、第1回期日に訴訟上の和解が成立したも

のである。

①事件の発端と当事者交渉・弁護士による交渉

育成者権を有する会社は、侵害物件探しを定期的に実施していたところ、それを

発見したので、品種保護Ｇメンによる権利侵害状況報告書を平成19年4月25日に

作成し、栽培農家と交渉したが、栽培農家は独自に発見したものである旨述べて侵

害を認めなかったので、品種類似性試験（特性比較）を依頼しその報告書が同年8

月31日に作成されたことを受けて弁護士が代理人となり交渉したところ、侵害事

実については認めたが、損害賠償金については宮崎の弁護士に相談中であり、高額

過ぎるとの回答を得ているので、さらに相談して結果を回答する旨述べて終わった

が、回答がなかった。

②育成者権侵害差止請求事件の提訴と訴訟上の和解

そこで、やむを得ず同年12月28日に宮崎地裁に、イ、権利侵害差止め、ロ、侵

害物の廃棄、ハ、損害賠償金353万円の請求、ニ、謝罪広告を求めて育成者件侵害

差止請求事件を提訴した。
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被告は事前の言い分と異なり弁護士を依頼せずに本人のみが出席したところ、裁

判官は、被告の言い分を詳しく聞いた後に、原告に対して損害賠償額の削減を要請

して、原告がそれに応じたので、即刻和解を勧告して、第1回期日での訴訟上の和

解が成立した。内容は、既に、栽培農家の方では侵害物の廃棄と今後の栽培はでき

る状況にはなかったことを踏まえて、イ、和解金80万円の支払い（14回の月賦）、

ロ、謝罪広告（費用は解決金の中から） という内容であった。

③「ペチュニア」権利侵害事件の教訓

原告会社による日頃の侵害事案発見の調査努力が功を奏した。そして、直ちに、

品種保護Ｇメンに侵害状況報告書並びに品種類似性試験報告書の作成を依頼したこ

とが早期解決につながった。弁護士が品種類似性試験報告書を相手方に交付して、

侵害事実を認めさせ、訴訟において、損害賠償金の削減に柔軟に応じて（被告の資

力考慮）早期解決を図った。品種保護Ｇメンへの依頼の有効性が直接実証された事

案である。

7）相談機関等の活用
育成者権の侵害への対応については、法律（種苗法等）や植物についての専門知識が必

要です。このため以下の機関を積極的に活用してください。

独立行政法人種苗管理センターには品種保護Gメンが配置されており、育成者権の侵害

に関する相談（無料）を受け付けています。また、独立行政法人種苗管理センターでは、

侵害状況の記録、証拠品の保管（侵害の疑いのある植物体）や侵害事実の確認（DNA分

析や品種類似性試験等による植物体の同一性の判定）を行っています。

育成者権を侵害した疑いのある相手方との交渉や法的な解決等については、弁護士に相

談することが考えられます。日本弁護士連合会による知的財産事件を取り扱う弁護士の全

国組織として「弁護士知財ネット」があります。（http://www.iplaw-net.com）

また、問題が当事者同士の直接の交渉や話し合いで解決できない場合、裁判外で解決す

る方法として調停、仲裁があります。知的財産権をめぐる紛争に関する調停・仲裁機関と

して「日本知的財産仲裁センター」（http://www.ip-adr.gr.jp/）等が設けられています。

インターネットオークションにおける育成者権侵害を疑われる出品に対する対策とし

て、Yahoo！JAPANが運営するオークションでは「Yahoo!オークション知的財産権保護

プログラム」に育成者権が追加されました。育成者権者として登録品種を対象物品として

申し込みしておけば、権利侵害出品物があった場合に、出品物の削除や侵害者の特定等、

必要な措置への対応が迅速にできるようになりました。

この他、海外に流出した「違法農産物」の輸入阻止や、国内における「無断栽培」の防

止を図り、農産物の知的財産権を保護するため、各都道府県、団体間の情報交換を行う組

織として「農産物知的財産権保護ネットワーク」（事務局：福岡県農産物知的財産権セン

ター）設立されています。（http://farc.pref.fukuoka.jp/center/index.html）
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8）支援にあたっての留意事項
法的な紛争へと発展する可能性がある場合は、普及指導員は直接関与せず、権利者側か

ら品種保護Gメンや公証人に証拠品入手の立会等を依頼します。

○権利侵害かどうかの判定等に関与する場合には、普及指導員は特に慎重に対応する

必要があります。（例：普及指導員のメモが裁判の資料として使われた例がありま

す。）

○権利侵害関係については、関係機関による連絡協力体制の構築が不可欠です。対応

に当たっての、具体的な対応方策をまとめておくことが望まれます。

普及指導上のポイント



Ⅳ 普及組織における育成者権に関する
取組事例
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ラベンダー「イーハートーブむらさき」の育成者権

生産者

（1）権利化した背景・ねらい

①産地の現状

本調査対象農家は、施設（パイプハウス）2,650m2を有し、内訳は鉢花類1,650m2、イチゴ1,000m2

である。その他に露地でブルーベリー（鉢物）6ａ、水稲2.2haを栽培している。自家労力は本人及び

両親の3人であるが、両親はイチゴと水稲の生産を分担し、鉢物は本人と常時雇用6人で栽培に当たり、

シクラメン、ラベンダー、クローバーその他の鉢物を生産している。

②権利化に至ったきっかけ

ラベンダーは、寒冷地向きで暑さに弱いため当地の適作物と判断し、優良品種の育成と権利化によ

る保護、活用を目的とした。

（2）権利化の経過

○出　願　日：平成16年8月26日

○登　録　日：平成19年3月15日

○登 録 番 号：第15005号

○品種登録者：佐藤修司（本人）

○育 成 経 過：平成13年に品種「ヒドコート」の自然交雑実生の中から矮性で花穂の長いものを選抜

した。以後、栄養繁殖を行いながら特性調査を行い、均一性、安定性を確認したため

平成16年に育成を完了した。

（3）取得した権利を活用した取組

○県下の１農家に栽培を委託することによって合計約2万鉢を生産し、主に大手量販店の「母の日」用

のオリジナルギフト商品として出荷している。

○量販店のオリジナル商品として直接全国へ発送しており、荷傷みしないため苦情はゼロである。

○その他に東京の卸売市場を介して主に販売店2社へ3,000鉢程度を出荷している。

○取得した権利の許諾状況･･･なし

（4）取組の成果・活用

○ラベンダー作付面積：670m2、販売量：2万鉢／年である。

○農産物に原価主義を導入している。生産量が増えることによって単価の下落を引き起こす可能性が

あるため規模拡大は現時点では考えていない。需要に対応して生産量を決定している。

（5）その他

調査対象農家は、商標「しあわせみぃつけた」を取得している。（平成15年4月8日出願、平成15年11

月28日登録、商標登録番号：第4729049号）調査対象農家は、クローバーをこの商標で年間約10万鉢

販売している。（自家生産は10％程度。残りは生産を隣町の農家に委託。）

1．ラベンダーの新品種登録支援
～岩手県一関農業改良普及センター～

権利化した知的財産

出　　　願　　　者

取 組 内 容



調　査　者　の　所　感

90

（1）支援のきっかけ

関東方面の大手量販店で岩手県の物産フェアを行っていたことから県庁（流通課）から紹介を受けた。

普及指導員は、県庁と対象農家の仲立ちを務めるところからタッチした。

（2）権利化

出願に関する情報収集から、品種登録出願に必要な特性調査の実施、出願書類の作成まで、一連の過

程全てにわたって支援した。（今回のケースではマーケティングまで含めた取組の一環として支援した。

権利化だけを単発で支援するのは疑問と捉えている。）

（3）活用

スーパーとの仲介を始めとして契約生産に至るまでの一連の環境整備に努めた。

（4）問題点・課題（普及組織が支援する際の問題点や課題）

一般の生産者は、知的財産の意義・活用法を正しく認識しているとは言い難い。

知的財産権とその活用についての周知に努めることが必要と考える。

（5）その他

○普及指導センターの支援体制

重点課題としての位置づけはない。一般課題としての対応であった。

○関係機関（弁理士等の知的財産専門家）との連携体制

必要に応じ、岩手県知的財産所有権センター（県工業技術センター内）と連携し対応。

○権利侵害の未然防止や侵害対応の取組内容

登録品種、商標等を中心に農家の意識向上を図っている。

○普及指導員の資質向上策

県工業技術センターの知財研修、農林水産部の育成者権に関する研修による。

花き生産者、なかでも鉢物生産者で経営的に成功を収めている農家は、生産物を「商品」という観点
で捉え、栽培だけでなく流通・販売まで考えた作目選定、経営を実践しているという共通点がある。本
調査対象の佐藤氏も典型的なこのタイプの農家であり、アイディアマンであった。そして、適地適作の
原則、規模拡大ではなく付加価値で利益を上げていこうとする姿勢が知的財産の有効活用に結びついて
いるものと思われた。
普及指導員との関係について、ギブアンドテイクの関係というより農家が普及指導員を「上手に活用

している」という印象を持ったが、知的財産に係わる活動の1プロセスとして捉えれば有効ではないかと
思われた。
今後は、この事例を地域のモデルケースとして位置づけ、地域農業の活性化、他の生産者の活性化に

結びつけることが大切であると思われた。

普及組織の関与（支援内容）

ラベンダー「イーハートーブむらさき」 鉢クローバー「しあわせみぃつけた」（商標登録）

調査日：平成19年10月30日（火）
調査者：伊藤健二（愛知県農業総合試験場）
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オステオスペルマムの育成者権

生産者

（1）権利化した背景・ねらい

①産地の現状

有限会社「はなせきぐち」代表の関口政行氏は、昭和45年に就農し、野菜栽培を開始したが、昭和

48年からシクラメン等の鉢花栽培に転換した。昭和50年からオステオスペルマムの栽培を開始した。

当時、国内では紫と白の花色しかなかったこと、種ができづらいなどの欠点があった。関口氏は子供

の頃からサボテンの交配を行うなど品種改良に興味があった。育成した品種について大手種苗会社を

通じて種苗を販売する一方、独自に鉢花を市場出荷している。

②権利化に至ったきっかけ

オステオスペルマムの栽培を始めた当時、花色の種類が少なかったことから、多くの花色があれば

有利販売と需要拡大が見込めると考え、昭和57年頃から育種に着手し、一つ一つ問題を克服してきた。

この結果、花色もオレンジ色、レモン色等が加わり、花弁も覆輪や変わり咲き、暗くても花が咲く系

統など様々なものを育成してきた。

（2）権利化の経過

品種登録については、平成6年に初めて申請した「マザーシンフォニー」が、平成11年にこの花では

国内初の農林水産省登録品種となるとともに、平成13年にシンフォニーシリーズとして6品種が、平成

17年に10品種が品種登録された。さらに、平成18年に7品種を登録申請しており、関口氏は現在も新品

種の育成に努めている。

（3）取得した権利を活用した取組

育成した品種については、大手種苗販売会社に、海外での品種登録、種苗増殖及び苗販売を委託して

おり、北米、ヨーロッパで1,000万本以上、国内でも20万本以上の苗を販売している。種苗会社は、ア

メリカ、ドイツ、日本、オーストラリア等に拠点を置く花卉種苗会社で構成される組織（プルーブンウ

ィナーズ）に加盟しており、関口氏が育成した品種もこのネットワークにのり、世界各地域での専門家

の評価を経た後に販売されることになっており、評価は厳しいが、無駄な登録は防止できるようになっ

ている。

（4）取組の成果・活用

関口氏の経営は、オステオスペルマムの新品種の育成とともに、育成した品種を活用し、ガーデン用、

室内用、贈答用等需要に応じて、4サイズの鉢物を多彩な色の組み合わせにより多くの商品を用意して、

高い評価を得ており、経営の拡大・安定に大きく貢献している。

権利侵害への対応についても、種苗会社に委託しているが、裁判になった場合の経費については関口

氏も負担することになっている。実際に海外において裁判で争ったケースがあり、権利保護にも相当の

負担が必要であるということが明らかになった。

2．鉢花苗の新品種登録支援
～群馬県中部農業事務所～

権利化した知的財産

出　　　願　　　者

取 組 内 容
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（1）支援のきっかけ

関口氏は当初、品種登録申請の仕方がよくわからなかったため、特性調査など普及組織が技術的支援

を行った。

（2）権利化

関口氏が種苗会社との委託関係を結んで以降は、権利化等については普及組織としては関与していな

い。

（3）活用

生産面での技術指導を行っている。

（4）問題点・課題（普及組織が支援する際の問題点や課題）

苗販売は権利を委託した種苗会社が管理しており、権利侵

害については種苗会社が監視している。一方で、苗を購入し

た切り花生産農家で権利侵害の知識がないことがあり、知的

財産権の知識のPRが必要とされている。

（5）その他

県内のバラやアジサイ等の花育成農家の支援を実施。

関口氏が育成者権という知的財産権を活用し、農業経営として成功したのは、次のような要因による

ものと判断された。

（1）本人が育種ということに深い関心があり、品種（知的財産）の価値を理解し、改良に向けて不断の

努力をされたこと

（2）生産面の技術的な支援とあわせ、品種登録の申請を始める際に、普及組織が積極的な支援を行った

こと

（3）育成品種を積極的に評価、販売、保護してくれる企業が存在したこと

（4）自ら育成した品種を中心にブランド化を図り鉢物の販売などに積極的に取り組み、経営の安定に努

力したこと

従って、農業者による知的財産の活用を積極的に進めていくためには、

（1）農業者自身が、知的財産の重要性を十分に理解すること

（2）知的財産の取得に最初取り組む際には普及組織の支援が重要であること

（3）品種の評価、販路の確保や保護を積極的に進めるには、専門の企業との連携などきちんとした体制

を構築すること

（4）知的財産のロイヤリティ収入だけでなく、それ自体を積極的に活用した販売戦略を展開し、経営の

安定を図ること

などが重要であると考えられた。

普及組織の関与（支援内容）

種々の花色を持つオステオスペルマム

調　査　者　の　所　感

調査日：平成19年11月8日（火）
調査者：竹森三治（（独）農業・食品産業技術総合研究機構）



権利化した知的財産

出　　　願　　　者

取 組 内 容
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アッサムニオイザクラ（ルクリア）の育成者権

山梨県富士河口湖町鉢花生産農家

（1）権利化した背景・ねらい

アッサムニオイザクラ（ルクリア）は山梨県を代表する主要な鉢花である。山梨県の鉢花生産者の多

くは富士北麓花き生産協議会に属している。本会は、平成9年3月に富士吉田市・道志村・忍野村・富士

川口湖町・鳴沢村に点在する既存の花き生産組織や新規に設立した花壇苗生産組織を含めて、合計9組織、

63戸の農家により設立された。これに関連する下部組織としてアッサムニオイザクラ、エリカ、洋ラン

の3つの研究会があり、生産者間で活発に情報交換しながら、栽培技術の向上・均一化、種苗会社・市場

と連携した新商品開発・販路拡大、市町村・ＪＡと連携した地域の飾花活動などに取り組んでいる。現

在、ビオラ等の秋出し花壇苗100万鉢以上、アッサムニオイザクラ等の鉢花20万鉢以上を出荷している。

山梨県はアッサムニオイザクラの生産で全国第1位ではあるが、年々他県の生産が拡大しているため、

そのシェアが低下している。従来通りに既存品種を生産し、市場出荷しているだけでは価格低迷により

経営が厳しい状況である。他産地や農家間の差別化を図るためには、農家オリジナル品種育成や市場性

かつ地域適応性のある種苗会社等の新品目・新品種のいち早い導入と早期技術確立による生産安定化が

必要である。

（2）新品種発掘から権利化の経過

育種希望農家に対しては育種手法の習得支援を行い、農家育種の推進を図っている。また、新品種育

成農家に対しては、市場性評価、地域適応性等を踏まえた品種選抜、種苗登録へ向けた支援を行ってい

る。アッサムニオイザクラの交配は比較的容易で、1果当たりの種子数も数百単位で得られる。従って、

交配花数はそれほど多くを要しない。また、交雑で得られる実生個体は、選抜の段階で淘汰された個体

についても品質の揃いは良くないが販売物にすることが可能である。従って、育種行為が経営に対して

それほど大きな負担となることはないと考えられる。

「ガーネット」 出願日2003年12月11日、公表日2004年12月17日、出願者：渡辺富士雄

「ホワイトパール」 出願日2003年12月8日、公表日2004年7月16日、出願者：小佐野成太郎

「河口湖ピンクオパール」出願日2005年12月20日、公表日2006年12月18日、出願者：渡辺富士雄

「さくや」 出願日2007年8月23日、公表日2007年12月5日、出願者：中村順司

（3）登録品種を活用した取組

育成した品種は、地域の産地強化のために活用する。１戸の生産規模が小さいので、育成品種はグル

ープで共有して活用することが重要であるが、そのためには最初のスタートが問題となる。

育成品種の親株はこれまでは地域内に無償で提供してきた。しかし、育成者権を守るため、普及組織

が生産農家に説明してラベル代でパテント料を出してもらうようにした。現在は育成農家と生産農家の

間に民間種苗会社が入ってパテント料支払いができるようにしている。

育成者と利用者の間に民間種苗会社が入って取引を行うのは、県が増殖することはできないし、育成

3．アッサムニオイザクラの品種育成支援
～山梨県総合農業技術センター農業技術普及部～
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者も親株を用意して苗を大量増殖することは困難であり、さらに、農家間での直接取引は同一品目を栽

培するしがらみもあり難しい。種苗会社へは、山梨県限定で種苗を提供するよう話してあり、他県から

栽培希望がある場合には育成者、普及センターも交えて協議することとしている。

（4）取組の成果・活用

農家品種育成に関する成果

①種苗登録に向けて品種選抜を行っている農家数3戸

②種苗登録申請を行った農家数と品種数3戸4品種

③農家育成品種導入農家数3戸

種苗会社育成品種の導入状況

①「シャルロッテ」導入農家数6戸出荷量約7千鉢

②「スイートルビー」導入農家数3戸出荷量約1万鉢

（1）支援のきっかけ

富士北麓地域は、高冷地で夏季冷涼な気候を活かした花壇苗や鉢花の生産で市場から高い評価を得て

きた。しかし、近年の産地間競争激化や価格低迷、さらには高齢化等による生産意欲低下にともない、

生産量が減少し、産地競争力の低下が懸念される。農家経営の安定化や産地強化のためには品質向上、

安定生産などへの支援が必要である。産地間あるいは農家間の差別化を図るためには、農家オリジナル

品種の育成や市場性・地域適応性のある新品目・新品種のいち早い導入と栽培技術確立による生産安定

化が重要な課題である。

普及組織は、平成18年から22年までの活動計画として「アッサムニオイザクラの産地強化」に取り

組んでいる。品質向上による農家経営安定化と産地強化を目標とし、育成農家の育成品種を地域に広げ、

産地振興となるよう支援活動を行ってきた。

（2）新品種の創造

普及指導員は、育種希望農家に対して育種手法の習得支援（交配、選抜、品種固定化等）を農家のほ

場で現物を使って実際に行い、農家育種の推進を図っている。新品種育成農家に対しては、市場評価、

地域適応性等を踏まえた品種選抜、品種登録へ向けた支援を行うとともに、新品種が地域へ普及するよ

う働きかけている。さらに、種苗会社等の新品目・品種導入や早期技術確立へ向けた支援も行っている。

こうした取り組みは、農家育種による新品種の創造に役立っている。

出荷間近のアッサムニオイザクラの鉢 生産組織のPR パンフレット

普及組織の関与（支援内容）
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（3）新品種の権利化

農家が育成・選抜した有望品種について、品種特性調査をはじめとする種苗登録申請の支援を普及組

織が行っている。アッサムニオイザクラの在来品種は1つしかなかったため、主に花色の濃淡、花の大小、

開花の早晩などで在来品種と明確な違いを有するように品種化してきた。新品種としての要件や市場性

の有無など、普及組織が育成農家と一緒に検討している。

（4）登録品種の活用

今年度中に「富士のにおいざくら」として地域団体商標を申請して地域振興の核にする予定である。

育成農家は権利を独占したいと思っているが、普及組織として地域で共有して産地拡大・強化するよう

理解させている。また、販売拡大のための情報提供や市場動向の調査には普及組織として取り組む。新

品目・新品種導入支援として、品種展示ほ設置（地域適応性の確認）や研修会、講演会等を開催して情

報提供を行っている。

（5）権利侵害への対応

市場へ情報提供を求めており、権利侵害の情報については普及組織が市場と連携をとり生産者に情報

を提供する。新品種はラベルで管理しているので、ラベル無しの鉢花出荷があればすぐ把握できる。ま

た、権利侵害に関する知識については、研修を通じて生産者への周知を図っている。

（6）問題点・課題

マイナーな品目では、特性調査のためにどの形質について比較するか、またその基準などがないため

対応に苦慮する。今回のルクリアについてはカンパニュラの特性表を基準にして調査を行った。こうし

た鉢花や花壇苗などのマイナー品目についても即座に対応できる制度への改善が必要とされている。

（7）その他

普及組織は、平成18年から22年まで「アッサムニオイザクラの産地強化」を普及指導活動計画に位置

づけ、担当者1名（渡辺淳氏）を配置し取り組んでいる。品質向上による農家経営安定化と産地強化を目

標とし、育成農家の育成品種を地域に広げ、産地振興となるよう支援活動を行ってきた。

弁理士等の知的財産専門家とは今のところ必用に迫られることはなく特に連携していないが、市町村、

ＪＡとは連携を密にして支援活動を行っている。

普及指導員の資質向上策としては、品種登録の申請書作成の際には若い普及指導員を立ち会わせ、

OJTの場とする。実務に関しては、農業技術普及部内で情報を共有して支援している。さらに、国が開

催する研修に参加し資質向上に努めている。

アッサムニオイザクラは、インドのアッサム地方原産の短日植物である。秋ギクと同様、シェードと

電照による日長操作で開花時期を自在にコントロールし、山梨県の鉢花生産者は基幹品目として計画生

産を行っている。夏の高温に弱いだけでなく5℃以下の低温でも枯死するので、栽培しやすい品目とは決

して思えないがそれを作りこなしている。標高900ｍの富士山麓の夏季冷涼な気候を活かした、平坦暖

地では真似のできない特徴ある鉢花生産といえよう。話を聞かせていただいた小立ガーデン渡邊富士雄

氏は、3人の息子をヨーロッパへ研修に出し、ドイツで1月に播種したシクラメン苗を5月に国内へ導入

し、ガーデンシクラメンとしてミニ鉢で9月から国内にて販売、一方で海外へのルクリア輸出を考えるな

ど、富士山麓に居ながらグローバルな視点を持って鉢花生産を行っていた。堅実に生産しつつも積極的

に攻める姿勢が印象的であった。

普及が行う「アッサムニオイザクラの産地強化」に関する取り組みは、新品種の創造から権利化に至

調　査　者　の　所　感
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るまで実に手厚いものである。さらに、品種活用場面におけるマーケッティングに関する支援について

は、ここまでできて羨ましいと感じた。鉢花ルクリアの産地として今後も日本一の地位を維持しようと

いう山梨県をはじめとする関係機関の強い意志が感じられた。

販売促進に関する取組は、普及組織の支援でアッサムニオイザクラ研究会として富士山をモチーフに

したポスター、ポップ、ラベルを制作したが、県1/2、市町村1/4、JA1/4の補助があり、ほぼ全額を賄

われるとのこと。こういう点は愛知県の生産者に比べ恵まれていると感じた。

生産農家はもちろん関係機関との連携をうまく取って、利用できるものは上手に活用していると感じ

た。

普及組織は、農家に対する丁寧な対応、それにラベル、ポップ、ポスターなどのデザインをはじめと

した企画制作、資金面の援助など販売促進に関わる支援が市町村役場やＪＡも関わらせて手厚く行って

いるという感想を持った。

調査日：平成20年9月2日（火）
調査者：二村幹雄（愛知県農業総合試験場）
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アジサイの育成者権

愛知県鉢物生産専業農家

（1）権利化した背景・ねらい

愛知県田原市は、渥美半島の先端に位置し、昭和43年の豊川用水の通水以来、農業近代化に努め、花

き（354億円）、露地野菜（183億円）、畜産（167億円）は全国屈指の産地で、平成18年度の農業産出

額は全国一となっている。特に、菊（切り花）は大産地であり、現在でも全国の25％のシェアを維持し

ている。

今回の調査対象である花の鉢物生産は、市内で約220戸が300品目を栽培し96億円の生産額をあげて

いる。

しかし、鉢物の市場価格は平成11年頃から頭打ちになっており、高値販売のために新品種導入が期待

されているが、新品種の許諾料も高くなっている状況にある。そこで、農家の中にはコスト低減、高値

販売を実現するため、独自に品種の育成に取り組む動きが出てきている。

普及センターの把握しているところでは、2003年以降98品種が登録申請され、現在までに23品種が

登録されている。また、産地の主力品目であるアジサイについては、約60戸が栽培し、うち7戸が品種

登録に取り組んでいる。

今回聞き取りした鉢物生産農家の永井氏は、アジサイとポインセチアを栽培する専業農家で、施設の

規模が3,300m2である。永井氏も普及センターの担当普及員の勧めがあり、7年前から交配に取り組むこ

ととした。交配方法もよくわからなかったので、交配方法を普及センターから指導を受けて取り組んだ。

永井氏は、普及センターの指導なくして新品種の育成に取り組むこともなかったし、新しい品種も作れ

なかったと言っている。

（2）新品種発掘から権利化の経過

永井氏は、7年前に初めてアジサイの交配に取り組み、3～4千鉢の後代を育て選抜に取り組んだ。現

時点で6品種の登録申請を行っている。相当数の後代を育てる必要があり、手間やコストを考えると負担

が大きく、ここ3、4年は交配を休んでいた。今年から交配を再開し、一度にすべての種子から育成、選

抜するのは大変なので、何年かに分けて育成・選抜することを検討しているとのことであった。

（3）登録品種を活用した取組

永井氏は自分で育成したアジサイ品種については、基本的に自分で育てて出荷している。出荷してい

るもののうち1/4については、出願した6品種と未出願の1品種を出荷している。これについてはオリジ

ナルブランドとして市場でも他のブランド品種と同様に高く買ってもらっている。ただ、自分の育成し

た品種は八重等の売れ筋のものでなく、出荷割合を高めると希少価値が薄れ、高く買ってもらえないの

でこれ以上自分の品種の出荷量は増やせないと言うことであった。

他の人への許諾については、6人で研究会を作っているので、その仲間内で使ってもらう程度で今のと

ころ外部まで範囲を広げることは考えていない。

4．鉢物生産農家の育成者権の権利化・活用支援
～愛知県東三河農林水産事務所田原農業改良普及課～
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（4）取組の成果・活用

永井氏が、アジサイとともに取り組んでいるポインセチアについては、登録品種を購入すれば根付き

苗で70～80円、挿し穂でも45～50円するので、自ら育成したものであれば、購入経費を抑えることが

でき、その面でも経営のプラスなっているものと考えられる。

しかし、永井氏は交配、育成、選抜に膨大な手間と時間がかかることから、交配部分でも、育成・選

抜部分でも良いので公的な支援が欲しいとのことであった。具体的な事例として岡崎市が設置している

岡崎バイオセンターや、農協のキク部会の取り組みを挙げていた。

また、普及センターとの関係では、これまで実証圃などに協力してきたが、自分に返ってくるものが

あまりなかったが、品種育成に対する支援は自分の経営に直接返ってくるものなので本当に役立ってい

るとのことであった。近年は、普及員の異動が多いので、できるだけ長く一カ所で取り組めるようにし

て欲しいし、功績のあった者については積極的に表彰したらとの意見であった。

（1）支援のきっかけ

平成15年頃から鉢物の販売価格がが頭打ちになったことから、普及センターは農家のオリジナル品種

の育成支援に力を始めた。従来は枝変わりのものを育てることが多かったが、今では積極的に交配を行

うところまで進んでいる。特にアジサイについては最重要品目として普及センターが支援してきた。そ

の結果、品種登録数も増えており、アジサイについても永井氏を含め7戸の農家が品種登録に取り組んで

いる。

管内は昔からの園芸の産地であり、アジサイ以外にも菊や蘭、メロンなどの品種育成に取り組んでい

る生産者もいるが、生産者の要望に応じ、育種方法、他産地での取り組み事例などの情報を提供してい

る。

（2）新品種の創造

新品種への育成については基本的には個々の農家が判断すべきことであり、普及組織としては農家の

要請に応じ、育種方法や他産地での取り組み事例などの情報提供に努めることが基本であると考えてい

る。アジサイについては交配の支援までかなり積極的に取り組んできたが、すべての人に同一の支援は

難しいことから自ずと限界が存在する。

（3）新品種の権利化

権利化に当たっては、費用もかかるので自己満足にならないようにと農家の人に注意している。また、

十分固定していないと品種として登録できないのでじっくり選ぶように話をしているが、農家は他の人

が同じようなものを出すと大変だ、早く市場に出したいということですぐに登録を申請しようとするこ

アジサイの挿し木育苗 育成したアジサイの新品種

普及組織の関与（支援内容）
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とが問題と考えている。

新しい品種かどうかの見極めも難しい。登録されている品種の特性はわかるが、過去の品種の特性は

わからない。また、品種の特性は気象条件によっても左右され、その点をどう判断すればよいのか迷う

ことが多い。その点何らかの工夫ができないかを考えて欲しい。

普及センターが支援する場面が多いのは、出願書類を書くときで、必要な書類、具体的な流れなどを

説明している。農水省ではホームページに載っていると言うけれど、この地域にインターネットが一般

化したのは2、3年前にケーブルテレビが普及してからである。以前は、様式や特性調査票を普及センタ

ーが手に入れ農家に渡していた。また、カラーチャート、ノギスなどの機材を使って、具体的な特性調

査についても支援してきた。

ただ、普及組織が手伝う場合には、例えば出願書類の書き方などを他の人の参考にすることがあり、

事前に他の人にも見せることがあることを理解してもらっている。このため、交配の組み合わせなど他

の人に知られたくない人は普及組織の助けを借りない。永井氏も自分からいろんな情報を出すつもりは

ないが、普及員を通じ、他の人の経営の改善や産地の発展に繋がるのであれば情報が伝わっても仕方が

ないと思うと話していた。

特に、農家からの要請の多いのが農水省からの問い合わせ（補正）が来たときである。平成20年度か

ら申請書類が大幅に改善され、作文の部分がなくなったので、随分楽になったが、問い合わせの文面が

難しくて農家はよくわからない。

また、特性表の説明が難しい。雲竜性とか、稜の有無などわかりにくいので図付きの説明にしてもら

うとありがたい。また、記入例が稲だけであり、品目毎に記入例を揃えて欲しいとのことである。

（4）登録品種の活用

登録品種の活用については農家に基本的に任せている。他の生産者の利用についても生産者同士の話

し合いで決めている。種苗会社に譲渡している者もいる。自分で管理が難しい場合には代理店契約もあ

ることを情報提供している。一度、ロイヤリティの具体的な手続きや経費についての研修をしようと種

苗会社にお願いしたことがあったが、特別の決まりがあるわけではないと断られたことがある。他の人

の事例を教える以外に方法はないと考えている。

（5）権利侵害への対応

権利侵害については、DNA分析などもあるが、花の産地では争うことがイメージダウンに繋がるとの

意識が強い。

農家が侵害されているのではないかと持ってきても、普及センターでは特性について十分に熟知して

いるわけでもなく、同じものかどうかを答えられないので、品種保護Ｇメンを紹介している。普及員の

メモが裁判で証拠となることも懸念されるので、慎重に対応する必要があると考えている。

（6）問題点・課題

交配方法の段階から教えるのは、1戸の農家に相当の時間を割く必要があり、体制がしっかりしていな

いと難しい。また、育成には時間と手間、費用がかかることから、農家も十分に理解してもらった上で

開始する必要がある。

普及組織としては、地域の技術レベルのアップを目指すものであるから、個人の農家の経験等を他の

農家へ伝えることを了解してもらう必要がある。

（7）その他

愛知県では、普及員は担当専門分野が決まっており、各作物の担当が必要に応じ育成者権について勉

強しながら指導をし、特に育成者権関連の指導を専門的に行うという体制にはなっていない。
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普及組織が、農業者の育成者権の権利化・活用に係わる場面として大きく3つに分けられる。

①農業者の育成者権というものを理解し、新しい品種育成に取り組む段階

②育成された品種を権利化する段階

③権利化された品種を活用したり、その権利を守る段階

本調査では、普及センターが新産地の育成を目指し積極的に①の段階から取り組んだ事例である。農

業者が自主的に取り組んでいる場合には支援は容易であるが、新たな取り組みを開始する場合には、

ア．交配から、播種、栽培、選抜に至る労力、時間、コストについて理解し、新品種が育成された

場合の経営上のメリットと比較検討を行う必要があり、

イ．交配方法を始め育種の技術そのものから指導する必要がある。

アについても、イについても、指導に当たって相当の準備と時間を必要とするものである。従って、

地域として取り組むべき作物を絞り込み、産地としての戦略を明確にして取り組む必要があると考えら

れる。

②の段階については、登録することのメリット、デメリットを十分に比較検討し、登録に必要な書類

を整えることに対する支援となる。単なる自己満足とならないように検討した上で申請するよう指導す

ることが必要である。

登録に必要な書類の書き方等については、できるだけ記入例等をそろえることで相当に現場での指導

が効率化される。すべての作物の特性表の記入例や特性の表現の難しいものの解説などの工夫をすれば

現場の負担が軽減される。

現場の要望として、本当に新品種なのかどうかの判断が難しいとの意見であったので、特性について

の情報提供の仕方、実地での研修などについて検討する必要がある。

③の段階については、新品種の活用に当たって、最終的には権利者の判断となるが、普及組織として

は、産地としてのブランド育成を考えて行く必要がある。権利侵害への対応について、現地では産地の

イメージを損なう恐れもあり慎重にということであったが、権利，即ち経営や産地を守るという観点か

ら対応が必要である。法的な対応と言うことになれば普及組織だけでは対応できないので専門家の助け

を得ながら支援する必要がある。

調　査　者　の　所　感

調査日：平成20年8月26日（火）
調査者：竹森三治（（独）農業・食品産業技術総合研究機構）
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バラの育成者権

生産者

（1）権利化した背景・ねらい

①産地の現状

1）呉市内のバラ農家は5戸と少ないが、バラ生産農園「今井ナーセリー」代表の今井清氏は全国組

織の日本バラ切花協会の中で親子経営を行っている約100戸を中心として、品種や栽培技術に関す

る情報交換を行っている。

2）バラの輸入量は年々増加し、国内生産者の大きな脅威となっている。また、国内で栽培されてい

る品種もほとんどが海外育種会社のものであり、国際競争に打ち勝つためには、国内オリジナル品

種の育成が大きな課題である。

②権利化に至ったきっかけ

今井ナーセリーでは国内大手種苗会社のバラ苗生産を受託してきたが、独自に育成した品種の苗や

切り花を独占販売することにより、経営の向上を図ることとした。

（2）権利化の経過

1）今井氏は20年以上前からバラの品種育成に取り組み、平成11年に初めて品種登録出願を行った。

これまでに23品種を出願し、15品種が登録済みである。

2）権利化に当たっては日本バラ切花協会の会員に試験栽培を委託し、3名以上の生産希望があった場

合に品種登録出願を行っている。

3）地域の普及組織からは、出願の際の特性調査や書類作成について全面的な支援を受けている。

4）平成14年にはオランダで開催された花の五輪「フロリアード」で銅賞を獲得し、市場でも高い評

価を得られるようになった。

（3）取得した権利を活用した取組

1）育成した品種は切り花用苗として、全国の日本バラ切花協会会員を中心に独占販売している。

2）苗の販売に際しては、１戸当たり1,000株以上購入した場合に限って自家増殖の許諾を行っている。

3）今井ナーセリーでは育成した品種の苗販売のみでなく、切り花の生産出荷も行っている。

（4）取組の成果・活用

1）現在の作付面積はそれぞれ、育種用1,150m2、台木用990m2、さし木用920m2、切り花用3,300m2

で、全てハウスである。家族3名、社員5名、パート約15名で、バラのオリジナル育成品種を中核と

した経営を行っている。

2）育成した品種の苗は、年間20万本を海外導入品種より2割安く、日本ばら切花協会の会員を中心に

販売しており、経営の向上に大きく貢献している。

3）今井ナーセリーの活動に刺激されて、平成17年6月には日本バラ切花協会の下部組織として全国の

バラ農家約100名からなる育種組織「ドリームローズジャパン」が設立され、この中で今井氏も育種

5．バラ苗生産農家の新品種登録支援
～広島県西部農業技術指導所～
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方法の講習など積極的な活動を行っている。

4）原油高騰に伴うハウス暖房経費の増加等のため、苗の販売量が減少しており、高収量性品種の育成

やヒートポンプ等を活用した省エネ技術の開発に取り組んでいる。

（1）支援のきっかけ

1）今井氏が平成11年に初めて品種登録出願を行った際に、当時の農業改良普及センター（現、広島

県西部農業技術指導所）に支援要請がなされた。

2）その後は、担当者が人事異動により交代しても業務を引き継ぎながら、今井氏のすべての育成品種

の出願支援を普及指導員が行っている。

（2）権利化

1）品種特性は、今井氏と普及指導員が共同で調査を実施して、出願用の特性表を作成している。

2）出願用の申請書類は、普及指導員が作成している。

3）交配や選抜等の育成に係わる業務は今井氏が行っており、普及指導員は品種育成に直接的な関与は

していない。

（3）活用

農業技術指導所が地域で講習会等を行う際に、花の先進的な経営事例として紹介し、産地の活性化を

図っている。

（4）問題点・課題（普及組織が支援する際の問題点や課題）

広島県では、地域8箇所の普及組織が平成18年度から県内3

箇所の農業技術指導所に統合・広域化されており、品種登録

出願の支援を行う専門的な担当者の確保が課題である。

（5）その他

品種登録出願は普及指導員が支援しているが、今井氏が開

発した特許の出願書類作成については弁理士に依頼している。

調査を行った呉市はバラの産地的な広がりは小さいが、今井ナーセリーの場合は日本バラ切花協会や

ドリームローズジャパンなどの全国組織に所属する全国のバラ農家と連携しながら、国際競争を見据え

たオリジナル品種の育成と苗の生産販売を行っている。これまでに23品種を登録出願し、オリジナル品

種の苗の独占的な販売を通じて収益の向上を図っており、知的財産権を積極的に活用した先進的な花の

経営事例として高く評価できる。地域の普及組織も当初の品種登録出願から現在まで一貫して出願に係

わる支援を行っており、農家が知的財産を権利化する際の普及組織の典型的な協力事例の一つである。

原油高騰の影響等による国内バラ生産の減退傾向など、オリジナル品種の販売環境悪化が懸念される中

で、今井氏は省エネルギー技術の開発についても知的財産の権利化を通じた全国バラ農家の支援を念頭

に進めており、普及組織からの積極的な技術開発支援が望まれる。

育成したバラの栽培ハウス（今井ナーセリー）

普及組織の関与（支援内容）

調　査　者　の　所　感

調査日：平成19年11月19日（月）
調査者：矢羽田第二郎（福岡県農業総合試験場）
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バラの育成者権

生産者

（1）権利化した背景・ねらい

①産地の現状

当該地域のうち、特にJA糸島管内は花き生産が盛んで、約300戸の農家で構成される花き部会を中

心に、洋ラン、菊、ユリ、リンドウ等の生産や販売を行ってきた。

さらに、この中の29戸は育種研究会を組織し、普及センターの指導を受けつつ新品種の育成に取り

組み、これを生産に結びつけてきている。

②権利化に至ったきっかけ

こうした中で、当該地区では、以前から満生昌一（みつゆきまさかず）氏が中心となってイトギク

の育種を行ってきており、育成されたイトギクの新品種がこれまでになく優れ、市場で高く評価され

た。このため、育成者の権利を法的に守ることとし、普及センターの支援を受けつつ種苗法に基づく

品種登録の出願を行い、平成8年に初めて「伊都の昴」の品種登録がなされた。

これに続き、次表の通り、次々にイトギクの品種登録がなされたことから、新品種を武器として、

イトギクを産地ブランドとして販売を行うこととなった。この登録品種数は、平成18年までに10品種

に及んでいる。

なお、満生氏は、イトギク以外でも新品種の育種を手掛けており、平成3年から平成10年の間に

「新鉄砲ユリ」3品種の品種登録を行い、イトギクと併せて産地形成を図っている。

（2）権利化の経過

満生氏は、平成8年から18年まで10品種の品種登録を受けたが、その品種は次表の通りである。なお、

この中で現在も登録を維持しているのは、「伊都の粧」、「伊都の鼓」の2品種となっている。これは、出

願はしたものの、登録までの3年程度の間に市場での評価を得られなかったものは、登録料を払わずに登

録を消滅させたためと考えられる。

なお、満生氏は引き続き新品種の育種を続けており、数種の登録出願を行っている。

（3）取得した権利を活用した取組

①新品種の栽培体制の確立

平成8年（1996年）以降の品種登録を梃子として、普及センターの指導を受けつつ、これらの品種

の栽培を行う生産者を募集して「糸菊研究会」を設立した。

満生氏は、この研究会メンバーとの間で栽培契約書を締結し、栽培指導を行いながらその生産増強

を図ってきた。

研究会メンバーは当初18戸だったが、生産技術があり、ハウス栽培が可能な農家を選別して契約し

てきたため、現在では8戸となっている。

6．キクの新品種登録とブランド化支援
～福岡県福岡地域農業改良普及センター～
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②マーケティング

販売に当たっては、JA糸島の協力により、イトギクの完全共選共販体制を取っているが、市場の評

価は極めて高く「糸島ブランド」として定着し、市場からは生産の増加を強く求められている。

③取得した権利の許諾状況及び許諾料

糸島ブランドを確立するため、育成者権の許諾は「糸菊研究会」のメンバーのみと栽培契約を結ん

でいる。

研究会メンバーは、平成16年まではイトギクの販売量の1本当たりの利用料（ロイヤリティー）を

満生氏に支払ってきたが、現在は、許諾料として、1品種当たりの契約料をまとめて契約の際に支払う

方法に変更している。

（4）取組の成果・活用

イトギクの生産は、現在、生産者8戸で189aを栽培し、販売額3,000万円となっている。前述の通り生

産者は減少したが、各々規模拡大を行ったため生産量はむしろ増加し、品質も向上している。

（1）支援のきっかけ

福岡地域農業改良普及センターでは、以前から花き生産地の育成に力を入れてきたが、平成18年～21

年の課題として「ブランド花きの育成と育種の推進体制整備」を取り上げ、花き生産の一層の支援を行

っている。

こうした中で、主にJA糸島花き部会における「ブランド花き育成」を重点課題として、系統選抜支援、

品種登録支援を行っている。

（2）権利化

品種登録支援の一環として、農家には不得手な申請手続き支援として、品種特性データの収集、登録

申請書作成の支援を行い品種登録に結びつけている。

また、登録後は、栽培農家と満生氏との間の栽培契約書作成と締結の指導を行ってきている。特に、

キクは農家の自家増殖が認められているため育成者権の侵害が起き易いことから、栽培契約書の作成は

重要となっている。

（3）活用

現在8戸の生産者には、まだ栽培技術に差があり、また、出荷時期、品種により品質のバラツキが見ら

れるため、満生氏とも連携しつつ栽培指導を実施している。（具体的には、土壌診断や栽培暦の作成を行

っている。）

伊都の昴（すばる）
伊都の望（のぞみ）
伊都の里（さと）
伊都の粧（よそおい）
伊都の錦（にしき）
伊都の輝（かがやき）
伊都の光（ひかり）
伊都の紅（くれない）
伊都の和（なごみ）
伊都の鼓（つづみ）

品種名

第5150号
第7412号
第9671号
第10537号
第13000号
第13001号
第13002号
第13003号
第13584号
第14096号

登録番号

1996/08/22
1999/09/06
2002/01/16
2002/09/04
2005/03/23
2005/03/23
2005/03/23
2005/03/23
2005/12/07
2006/03/20

登録日

2002/08/23
2005/09/07
2005/01/18

2005/03/23
2005/03/23
2005/03/23
2005/03/23
2005/12/07

消滅日

＜満生氏が出願した登録品種＞

注：消滅日が登録日と同一のも
のは登録しなかったもの

（農林水産省品種登録ＨＰより）

普及組織の関与（支援内容）
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一方、販売促進も重要であり、ブランド化推進を目的としてPR活動の支援を行っている。（開花期に

は、NHKに取材を依頼。）

（4）問題点・課題（普及組織が支援する際の問題点や課題）

イトギクの育種及び栽培を行っている満生氏の熱意と技術に支えられて発展してきた面が強く、研究

会メンバーも当初の18戸から、8戸に選別されて品質も向上し、市場の評価も確立してきている。反面、

高品質を求めるため生産量が伸びず、市場の要望に応え切れないという課題を持っている。

このため、普及組織としても、満生氏が持つイトギク栽培技術のノウハウを学びつつ、将来を見通し

ながら満生氏の後継者づくりに重点を置いた支援を実施している。

（5）その他

①普及センターの支援体制（普及指導計画への位置づけ、担当者の配置）

花き係を窓口として担当者を配置。平成18年～21年の課題として「ブランド花きの育成と育種の推

進体制整備」を実施している。

②職務発明規定の整備状況について（普及指導員が発明に関与した場合の取扱い）

普及センターとしては、特に職務発明規定を設けていない。そのような事象が発生した場合、まず

県農業総合試験場の知的財産管理課へ相談する。

③関係機関（弁理士等の知的財産専門家）との連携体制

県農業総合試験場の知的財産管理課へ相談し支援内容を検討。

④権利侵害の未然防止や侵害対応の取組内容

育成者より相談があった場合、普及センター内部での協議、

知的財産管理課への相談、JAとの連携により対応。必要に応

じて弁理士や弁護士へ相談。

農家やJAの生産部会等で育成者権の啓発。

⑤普及指導員の資質向上策

県農総試知的財産管理課主催の研修。

普及主務課の育種に係る研修。

所内体制：積極的に知財に関する研修を受講し、

所内研修で周知。

上記の通り、当該産地では、満生氏というイトギクに熱意と技術を有する人に恵まれる一方、普及指

導センターとしても以前から支援を惜しまず、現在も平成18年～21年の課題として「ブランド花きの育

成と育種の推進体制整備」を取り上げ、品種登録の支援を行うなど、産地形成に力を注いできている。

また、販売もJA組織が共選共販制を取るなど、「三位一体」となった取り組みが効を奏していると感じら

れた。

しかし、満生氏という先駆者を中心とした生産販売体制がいつまでも続くとは言えず、後継者の確保

（人づくり）が次の課題と考えられる。

一方、キクのように栄養繁殖植物は増殖が容易なため、侵害事件が発生し易いとされている。現在の

ところ、栽培契約により特定の農家にのみ苗が渡る仕組みになっているので目立った侵害はないとのこ

とだが、普及組織としても育成者権の重要性を広く啓発していくことが重要と思われた。

糸島ブランド品へ成長させたイトギク類

調　査　者　の　所　感

調査日：平成19年12月7日（金）
調査者：鈴木昭二（（社）日本種苗協会）
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レケナウルティア（初恋草）の育成者権

福岡県鉢物生産グループ

（1）権利化した背景・ねらい

久留米地域普及センター管内は、福岡県の農業産出額の約4分の1を占める農業の盛んな地域であり、

作目別では野菜に次いで種苗・苗木の生産が2位であるなど、従来から新品種に対する関心の高い地域で

ある。また、クルメツツジの育成など、民間育種の盛んな地域でもある。特に旧田主丸町では、露地植

えの花木栽培から、これらの技術を生かした花木類の鉢物生産への転換が急速に進んでいる。

支援対象である4戸の鉢物グループ「T.I.U.」は、平成6年当時、いち早く鉢物生産に転換したが、カー

デニング・ブームにより主力であったコニファー類は、各地で栽培されるようになり、供給過剰による

価格低下が懸念されていた。そこで、比較的軽装備の施設で生産でき、蓄積した花木の繁殖技術等が応

用できるオセアニア原産植物（数年前に導入済）の鉢物への転換を検討してきた。

導入したレケナウルティアを、平成8年に初恋草として出荷し市場で高い評価を得たが、導入種であっ

たため他産地での栽培に対して何らかの対抗措置も取れない状況であった。また、この導入種は庭園向

けに選抜されたため、鉢物としての特性に難があり、青色の秋咲き品種もなかったことから、T.I.U.はオ

リジナル品種の育成に取り組んだ。鉢物の評価向上には、組合せ販売するための特性上の適用幅の拡大

が必要であり、様々な花色や草姿などバラエティーが必要であった。

（2）新品種発掘から権利化の経過

グループで育成した品種は、花径の大小に加え、原種にはないパステルカラーの花色や青色の秋咲き

性など、非常に多くのバリエーションがある。

平成6年～ オーストラリア等で原種収集

平成9年～ 交配育種を開始

平成14年 品種登録出願を開始

平成16年 枝変わり系統を品種登録

これまでの登録出願数 60品種

登録数（現在） 39品種

出願公表中（現在） 12品種

登録品種「アーリーレナ」（第15753号）の権利化の経過（一例）は、以下のとおりである。

平成13年 交配

平成16年 特性調査

平成17年2月 品種登録出願

平成19年10月 品種登録

（3）登録品種を活用した取組

育成した品種は、グループのオリジナル品種として栽培、出荷しており、登録品種を他者への許諾は

7．鉢花の品種育成支援
～福岡県久留米地域農業改良普及センター～
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実施していない。単一の花色の鉢物から、多様な花色や草姿の品種を育成し、セット販売が可能となっ

たため、全国シェアの9割以上をグループで出荷するようになった。また、第三者が登録品種を入手して

出荷しても、その品種の評価は既に低下しているので、権利侵害への対応は必要ないと考えている。

（4）取組の成果・活用

グループで育成した品種を販売することにより、1戸当たり売上高は、平成10年の利用しない時に比

べて、平成14年には120％へと増加した。鉢物単価が低下する状況下で、売上高が増加したのは、育成

した初恋草の新品種の効果だと考えている。

鉢物を初めとして花きでは、品種寿命の短縮化が顕著になっており、評価の高いオリジナル品種を開

発しても、何年間も需要があるとは限らない。県が開催する「フラワー＆ガーデニングフェスタ」等で、

鉢物プレゼント付きのアンケートを実施するとともに、消費者からのWeb上での質問などの要望・意見

を取りまとめ、今後どの様な鉢物が必要とされているか、情報を育種にフィードバックし、一歩先を読

んだ商品開発とそれに必要な特性の品種育成を心がけている。

（1）支援のきっかけ

グループ「T.I.U.」がオセアニア原産植物を鉢物化する際、普及センターは、導入種の栽培法確立のた

め、用土や施肥、開花調節等の技術支援を始めたのがきっかけである。鉢物の有利販売には、花色を初

めとした特性のバリエーションが必要であるが、幸い紫・白・赤・黄の花色のレケナウルティア原種を

育種素材として入手しており、新しい特性を持った鉢物を出荷するため、交配等の育種を含めた技術支

援を始めた。

（2）新品種の創造

レケナウルティアの新品種育成では、交配率と発芽率の低いのが、技術的な課題であった。花が特殊

な構造をしているとともに、乾燥地に自生する植物であることによる。乾燥に適応するため、斉一に発

芽しない特性があり、発芽率は1%未満であった。また、国内の文献がほとんどないため、数少ない外国

文献を頼りに、トライ＆エラーで現在の育種システムを構築した。

支援に当たって注意している点は、技術的な支援に留めていることで、育成品種の情報や選抜につい

ては、全てグループの判断に任せている。

（3）新品種の権利化

品種登録は全てグループ4人の連名で出願しており、新品種の利用もグループ内に限られている。普及

センターは、品種特性調査や特性表を含めた出願書の作成について支援を実施した。

初恋草の栽培ハウス グループ共同での交配作業

普及組織の関与（支援内容）
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多い年は年間16品種を出願したが、新品種の育成に必要な経費を研究費として、売上高の5%を目処に

グループの4人で均等に拠出するとともに、品種登録出願や登録料に必要な経費を別に積み立て、速やか

な権利化が可能な体制としている。

（4）登録品種の活用

登録品種の活用については、第三者との許諾契約を締結していないため、普及センターの支援等は実

施していない。T.I.U.が生産している鉢物では、今後製品化すべき鉢物の特徴についてのマーケティング

が重要である。それに基づいた育種の方向性についてはグループが判断しているが、グループがアンケ

ート等を実施する機会に、普及センターが情報提供するなど、商品開発に必要な情報の入手に関して支

援している。

（5）権利侵害への対応

普及センターとしては、権利侵害への具体的な交渉や調査はできないが、侵害の内容についての相談

や相談先の紹介・調整を行っている。

現在、国内でレケナウルティアの新品種を育成しているのはT.I.U.のみであり、権利侵害された場合、

市場やグループのネットワークを通じて情報が入ってくるため、現在は、具体的な対応は取っていない

とのことである。たとえ権利侵害されたとしても、既に市場評価が低下した品種となっているため、問

題はないとのことであった。

（6）問題点・課題

育成者権はあくまで個人の権利であるので、育種や申請等についての普及組織の支援が、個人的な支

援でなく産地振興に繋がるかどうか、常に念頭において活動する必要がある。

また、新品種の特性調査には１品種に１時間程度を要し、出願書の記入を含め、品種数が多くなると

業務量が多くなるので、普及指導員の異動に備えて、特性調査等の注意点を引継ぐ必要がある、と考え

られた。

（7）その他

普及指導員の資質向上のための知的財産に関する専門研修は、県段階では実施していないが、国主催

の研修に普及指導員を積極的に参加させている。また、生産者に対しては、「花き・花木の知的財産と権

利侵害に関する研修会」を開催するなどの支援を、普及センターとして実施している。

対象がレケナウルティア（初恋草）というマイナーな作物であり、挿し木で簡単に増殖できる作物で

あるのに、第三者に許諾を与えていないということ聞き、育成者権の取扱いに関して、今後の参考とな

る事例になるか不安が残っている。

しかし、たとえ権利を侵害されたとしても直ぐ判明するし、第三者が出荷した頃には、その品種の評

価がどうなっているか不明であるため、気にしていない、との考えにはやや驚いた。グループがレケナ

ウルティア属の育種素材を押さえ、国内で育種をしている唯一の組織であるためであろうが、マーケッ

トの要望に沿った新品種を次々と登録し、他産地より一歩も二歩も先んじているとの自負によるものと

考えられ、情勢変化の早い分野に対応するには必要な考え方なのかもしれない。

最後にグループの成功のKeyは「人」だと伺った。良い花に巡り会えたこと、グループ4人が出会った

こと、支援してくれる人がいたこと、で今のT.I.U.がある、とのことである。普及組織は支援してくれる

人として、グループから厚い信頼を得ていた。今後、新品種の育成や育成者権の取得についても様々な

支援が可能な体制として、産地振興のツールとして活用しなければならない、と感じた。

調　査　者　の　所　感

調査日：平成20年9月3日（水）
調査者：清水光男（愛媛県農林水産部農産園芸課）
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シダ類植物「しまおおたにわたり」の育成者権と商標権

生産者

（1）権利化した背景・ねらい

①産地の現状

管内に熱帯性のシダ類である「しまおおたにわたり」の生産はなかったが、昭和36年に杉本氏(出願

者の父)が、鹿児島県屋久島で当該植物の変異株1株を発見し、栽培を開始したのが発端となった。

②権利化に至ったきっかけ

その後、杉本氏が、この変異株の後代を胞子培養し、以後系統選抜、固定化に努めてきたものであ

る。

杉本氏は、当該品種がウェーブ入りで、人目を引く色合いであることに着目し、昭和63年頃から商

品化のため品種登録を考えたが、当時シダ類は種苗法の品種登録対象植物ではなかったため、登録出

願が受理されない状態が続いた。

しかし、その後、登録対象植物となり品種特性表が定められたので、平成6年に農業改良普及センタ

ーの支援を得てデータを揃えて提出した。その結果、品種特性が安定していることが確認されたため、

登録出願が受理されるに至った。

（2）権利化の経過

ア　品種登録

○　出願日：平成6年

○　登録日：平成10年10月29日

○　登録番号：第6866号

○　品種登録名：エメラルド

○　品種登録者：杉本健康

イ　商標登録

○　平成17年7月登録名「エメラルドウェーブ」

ブランド化を図るために、商標登録を申請。

（3）取得した権利を活用した取組

①取得した権利の許諾状況

南筑後農業協同組合と許諾契約(平成7年)

JAみなみ筑後エメラルド研究会会員に使用許諾

実施料等許諾条件：切り葉１枚ごとに実施料（ロイヤリティ）を支払う

②新たな販路開拓

「JAみなみ筑後花き部会」の共販品目として、JA全農ふくれんを通じ出荷開始。関東、関西の花市

場で「エメラルド」の存在をPRすることにより徐々に販路を拡大。

8．シダ類植物の新品種登録支援
～福岡県南筑後地域農業改良普及センター～
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③マーケティング

新しい商材として花店、フラワーデザイナーへのPR、イン

ターネットでのアレンジコンテストなどを活用した使い方の

PRを実施。

・一般消費者へ産地紹介やチラシ配布、使い方提案

・地元イベントでの無料配布や使い方紹介

④品質の維持・管理

「花き部会エメラルド研究会」において、品質向上に取り

組む。

年１回、会員の持ち株数を把握し、株枯れ等で不足した分

については、杉本氏がJAみなみ筑後を通じて苗を供給。

盗難防止対策の徹底。

（4）取組の成果・活用

①生産状況

平成13年 平成18年

作付面積： 28ａ → 96a

販 売 量： 126,000枚 → 351,000枚

生産者数： 3人 → 6人

②今後の展開方向

3年後には1.5倍の出荷量が予想されるため、新たな市場開拓と使い方のPR等が必要。そのため、関

東、関西地域のフラワーデザイナーとの交流や福岡の花店と連携した一層のPR活動を実施。

（1）支援のきっかけ

①品種登録

品種登録の気運が高まった昭和63年頃は、シダ類はまだ品種登録対象植物ではなかったため、関係

者を通じ農水省種苗課に対象植物とするよう働きかけを行った。その後、登録に必要な品種特性表が

作成されたので登録申請が可能となった。

②商標登録

商標登録申請の相談及び調査を実施。（平成17年）

（2）権利化

品種登録に係る具体的支援として、当該植物の特性調査、写真撮影、名称検討等を行い、申請書類の

作成を支援。

（3）活用

①技術的な支援

生産者が開発した栽培方式の技術確立を支援。それを基に栽培基準を作成。

地域のオリジナル品種として、技術確立とブランド化を支援。

実証試験や経営実態調査を通じた産地拡大に必要なデータ収集。

②マーケティングに関する支援

消費者ニーズの調査支援。

育成した熱帯性シダ「エメラルドウェーブ」

他の生産農家へ苗を出荷販売

普及組織の関与（支援内容）
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産地紹介、PRチラシの作成支援。

育成した熱帯性シダ「エメラルドウェーブ」

他の生産農家へ苗を出荷販売

（4）問題点・課題（普及組織が支援する際の問題点や課題）

知的財産に関する知識が不足。また、法律が絡むため慎重を要する。

育成者権の侵害については、種苗法に基づいた法的措置が必要であり、専門の弁護士への相談が必要。

（相談料が高く、事実確認が難しいという問題がある。）

このため、県農試の知財管理課への問い合わせや「品種保護戦略フォーラム」による弁護士との相談

会を通じて支援。

（5）その他

①普及センターの支援体制（普及指導計画への位置づけ、担当者の配置）

現在は窓口係を配置。

②職務発明規定の整備状況について（普及指導員が発明に関与した場合の取扱い）

普及センターとしては、特に職務発明規定を設けていない。そのような事象が発生した場合、まず

県農業総合試験場の知的財産管理課へ相談する。

③関係機関（弁理士等の知的財産専門家）との連携体制

県農業総合試験場の知的財産管理課へ相談し、支援内容の検討する体制が出来ている。

④権利侵害の未然防止や侵害対応の取組内容

育成者より相談があった場合、普及センター内部での協議、知的財産管理課への相談、JAとの連携

により対応。必要に応じて弁理士や弁護士へ相談を助言。

管内JA生産部会等で啓発。

⑤普及指導員の資質向上策

県農業総合試験場知的財産管理課主催の研修へ参加。

普及主務課の育種研修。

所内体制：知財に関する研修を受講推進、所内研修。

上記の通り、これまで栽培のなかった「しまおおたにわたり」の変種を杉本氏が系統選抜して、新た

なオリジナル品種を確立したその慧眼は高く評価されるものである。これに加え、品種登録に向け、種

苗法に基づく登録対象植物にシダ類を加えるよう働きかけた結果、これを為し遂げたことは努力の賜物

ということができよう。

一方、杉本氏の努力を支援し続けた地域の農業改良普及センター及びJAの活動も大きな成果をあげた

と言うことができる。特に、オリジナル品種である「エメラルド」の栽培技術、販路開拓等は、全てが

初めての経験で、産地形成の熱意なくしては遂行出来なかったはずであり、氏の苦労と共に普及指導員

やJA職員の苦労も並大抵ではなかったと思われる。

幸い、「エメラルド」は生産及び販売とも順調に伸びているが、懸念されるのは、育成者権の侵害問題

と登録の有効期間が平成25年に終了することを挙げることができる。「たにわたり」は胞子での増殖が簡

単にできるため、これまでも侵害とみられる事件が発生している。

このため、侵害には法的措置を取るべく弁護士の協力を求めるとともに、栽培では苗供給の一括管理

などの対応をしているが、登録が消滅した時にどう対処するかが課題であり、「エメラルド」を超える新

品種の育種が待たれる。

調　査　者　の　所　感

調査日：平成19年12月6日（木）
調査者：鈴木昭二（（社）日本種苗協会）
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カボチャ「ニューなかやま」の育成者権

栃木県、那須南農業協同組合

（1）権利化した背景・ねらい

①産地の現状

「中山かぼちゃ」は戦後、北海道の開拓者が作っていたものが旧烏山町中山地区に伝わり、自家用

として栽培されていた。昭和50年代に、当時の烏山町農協婦人部がおいしいカボチャに目をつけ、地

域おこしのため、栽培と加工品の開発に取り組んできた。現在、品種改良された新品種「ニューなか

やま」をJA中山かぼちゃ部会の30人が約４ha栽培し、市場出荷と宅配便で約30ｔを販売している。

②権利化に至ったきっかけ

在来種より品質が良く、着果節位の低い栽培しやすいカボチャの品種が望まれ、昭和63年に栃木県

農業試験場黒磯分場へ「品種特性試験」を依頼したのがきっかけで、試験場で系統選抜を繰り返しな

がら、平成12年に現在の「ニューなかやま」かぼちゃを選抜した。

（2）権利化の経過

○ 出　願　日：平成13年3月

○ 登　録　日：平成16年8月

○ 登 録 番 号：第12198号

○ 品種登録者：栃木県、那須南農業協同組合

（3）取得した権利を活用した取組

ＪＡの育苗ハウスで栽培用種子を確保している。訪花昆虫による受粉を未然に防ぐためネット被覆し、

人工授粉を徹底して系統の固定を図っている。（栽培管理は部会員が交代で出役。）部会員には、種では

なく苗で配布している。苗の配布は部会員に限定しており、他には一切供給しないという徹底ぶりであ

る。（他のJAにも配布なし。）部会員が出荷した商品にはニセモノとの区別も容易にできるように、生産

者の顔写真入りシールを貼っている。

（4）取組の成果・活用

栽培当初は、「那須高原かぼちゃ」として販売していたが、「えびす」や「みやこ」に比べて知名度が

低く、東京都中央市場では相手にされなかった。そんな矢先、地元の宇都宮青果市場から「ご当地かぼ

ちゃとして販売したい」との依頼があり、地元の名称である「中山かぼちゃ」と命名して、地元市場限

定品のブランドとして地位を確立していった。現在、宇都宮市場とJA宅配便、山あげ会館での直売の3

つの販売ルートを持っている。

販売実績は、市場出荷26ｔ（販売金額446万円、170円／ kg）、宅配便出荷4ｔ（販売金額140万円、

350円／kg）に達している。

9．カボチャの新品種登録支援
～栃木県南那須農業振興事務所～
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（1）支援のきっかけ

烏山町農協職員と烏山農業改良普及所の農業改良普及員が「中山かぼちゃ」を特産品として育成しよ

うと力を入れていたが、果型や果色が揃わないうえ、果実の着果節位が高く成熟が遅いため、収量が低

いことで困っていた。農協を通じて栃木県農業試験場黒磯分場へ品種改良を要請した。

（2）権利化

育成された新品種を栃木県と那須農業協同組合が共同申請するための連絡調整を実施。

（3）活用

新品種「ニューなかやま」の安定栽培技術を展示圃場を活用して指導。

地域ブランド品として栃木県マーケティング協会から認定を受けるよう指導。

（4）問題点・課題（普及組織が支援する際の問題点や課題）

業務内容の多様化に伴い技術指導に充てる活動時間が減少。

（5）その他

「中山かぼちゃ」で地域団体商標登録の申請。

「中山かぼちゃ」の名称は新品種「ニューなかやま」に限ることの周知。

農協と普及センター、試験研究機関の信頼関係が厚く、濃密な連携をとっており、育成した品種を県

と農協で共同出願し、産地育成に貢献していること、さらに、「烏山にしかない幻のカボチャ」を謳い文

句に、ご当地カボチャをPRしたこと、東京に出荷せず、地元一点集中出荷に絞ったことなどが、成功の

秘訣とみられた。

今後、地域団体商標を取得し、全国的に流通させるためのロット拡大のための取組が必要とみられた。

普及組織の関与（支援内容）

中山かぼちゃの果実 中山かぼちゃの栽培圃場

調　査　者　の　所　感

調査日：平成19年11月13日（火）
調査者：一家伴安（茨城県農業総合センター）
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からみ大根の育成者権

長野県下條村及び信州大学教授

（1）権利化した背景・ねらい

長野県下條村は飯田市の南、天竜川右岸に位置し、梨、辛味大根、畜産、水稲を主に生産する山あい

の農村地域である。

「親田辛味大根」はカブのような球形であるが、独特の辛味が特徴で、各種料理の薬味として利用さ

れ、とくに、そばの薬味に珍重されている。

独特の辛味は、下條村親田高原の限られた土地と気象条件の下で出るとされ、江戸時代から栽培され

てきた。戦後は栽培が減少し、昭和50年代には1～2戸の農家で細々と作られていた。

下條村は、親田辛味大根を村の特産品とするため、種の保存、生産安定、有利販売を主な狙いとして、

昭和62年に親田辛味大根生産者組合を設立し、辛味大根の生産に力を注いできた。現在、組合員数26名

で3.5haに作付けし、約10トンを生産し、全国のそば店約200軒に直接出荷している。

作型は8月下旬から9月下旬に播種し、10月下旬から12月上旬に収穫する「秋作型」が主で、一部、4

月中旬から5月下旬に播種し、6月下旬から7月下旬に収穫する「夏作型」も行われている。平成10年に

高湿高鮮度保冷庫を導入し、貯蔵により翌年6月上旬までの長期出荷を可能とした。

在来種は雑交配が進んで、味や形にばらつきが生じていたため、信州大学大井美知男教授の指導によ

り、品種の固定化を目指し、一代雑種種子を作り、白玉と赤玉の2品種を育成した。

（2）新品種発掘から権利化の経過

品種の辛味を損なうことなく球形の揃いをよくする方策として、二元交配による一代雑種の策出に成

功し、白玉品種「ごくらくがらみ」と赤玉品種「とやねがらみ」の2品種を育成した。品種育成は大井教

授の指導で、普及指導センター及び下條村の支援のもとに生産者が実施。

この2品種を平成10年3月17日に申請した。いずれも出願者は下条村と大井美知男教授の連名。

申請書作成は大井教授が行った。申請費用は下條村で全額を負担。

「ごくらくがらみ」は、平成11年3月18日に出願公表され、同14年3月25日に品種登録され、登録番

号は第10074号である。

「とやねがらみ」も同じく、平成11年3月18日に出願公表され、同14年3月25日に品種登録され、登

録番号は第10073号である。

（3）登録品種を活用した取組

登録品種2種については、親田辛味大根生産者組合が管理し、組合員が雑種種子を生産し、組合員に配

布して利用してきた。生産物の出荷は生産組合で規格を統一し管理してきた。このため、安定した製品

を出荷することができた。全国のそば店への販路を開拓に努め、宅配便による直接販売を実施。

その後、組合員が雑種種子を生産するのは労力を要するため、平成15年に民間の種子会社に種子生産

の委託を実施。

10．からみ大根の品種発掘、権利化支援
～長野県下伊那農業改良普及センター～
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登録品種の種子は種苗会社と生産農家との契約により地域外への流出を防いでおり、高品質の生産に

は、この地域の土壌・気象条件に限られており、また、独特な栽培技術が必要なことから、現在のとこ

ろ他地域での生産はなく、権利侵害等の問題は発生していない。

（4）取組の成果・活用

作付け面積は組合発足以来、徐々に増加し、現在、生産農家26戸で350アールに達している。出荷量

は平成14年の6kg入りケース2,000箱を超えるに至った。しかし、その後は、少しずつ減少傾向にあり、

平成19年度の出荷量は1,700箱（10.5トン）にとどまっている。これは、栽培農家の高齢化が進み、後

継者の確保が困難な状況に加えて、収量が低く、品質の良いものを作るためには経験による栽培技術を

要し、人力作業割合が高く大規模生産に向かないことが作付け面積の増加を困難にしている。

現在、生産量は全量をそば屋等への宅配便による直接販売を行っており、需要と供給はほぼ均衡して

いるが、需要の高い夏季には必要量を確保できず出荷を断っている。このため、指導的立場にある農家

では、夏季にハウスを利用した移植栽培を試みている。

地域ブランド化をはかるため、地域団体登録商標の取得を検討している。生産者組合の法人化や生産

体制のさらなる強化を検討している。

（1）支援のきっかけ

昭和60年に親田辛味大根が「信州の郷土食」として雑誌で紹介され、反響を受けて、村の特産品にし

たいとの要望が出され、普及センターは村と協力して生産者を募り生産復活に尽力した。昭和62年に、

辛味大根生産者組合が設立され、普及指導センターは村役場とともに事務局の機能を果たしてきた。

信州大学大井教授の指導のもとに、生産者が在来品種から分離系統を選抜するのを普及指導センター

が村と協力して支援した。

（2）新品種の創造

品種育成は大井教授の指導で、普及指導センター及び下條村の支援のもとに生産者が実施した。

品種の辛味を損なうことなく球形の揃いをよくするため二元交配による一代雑種の策出に成功し、新

品種出願のための情報提供を行い、申請を支援した。

（3）新品種の権利化

普及指導センターは新品種出願のための情報提供を行った。申請に必要な品種特性調査を支援した。

親田辛味大根 親田辛味大根の栽培ほ場
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品種登録にあたっては、普及指導センターはあくまで支援する立場に徹し、生産者と大井教授が新品

種育成と登録の責任者となるようにした。

（4）登録品種の活用

普及指導センターは「親田辛味大根の安定生産と供給安定に向けた支援」を普及活動課題として設定

して、次のような技術的な支援を行っている。①長期貯蔵のための高鮮度保冷庫に保存するときの荷姿、

②夏作安定生産のための栽培試験の実施、③高品質生産へ向けた取組、④高品質種子生産のための種苗

会社との連携。

地域ブランド化を平成19年に進めようとしたが、生産者組合が任意団体であり取得要件を満たさない

こと、生産者組合員が高年齢化しており、まず生産者組合の強化を図ることを優先すべきであるとの意

見が生産者組合総会で出て、一時中断している。

平成10年に県単事業により、高湿高鮮度保冷庫を導入し、同17年3月8日には中日農業賞特別賞を受賞

し、同18年7月に、大手宅配便業者による新出荷システムを稼働開始させ、同19年7月12日には信州の

伝統野菜に認定（認定番号19－05002）され、同20年1月には辛味大根ドレッシングを試作している。

しかし、本筋がこだわりを持っているそば屋における辛味であるために、用途拡大がやや難しい面があ

る。

普及指導センターは、親田辛味大根の販路の確保、販売の円滑化に向けた取組として、地元実需者の

掘り起こしを行い、新たな需要創造のために、規格外品を活用したドレッシングの委託製造・販売に取

り組んでいる。

（5）権利侵害への対応

権利侵害については、登録品種は雑種交配種子で生産されるため、権利侵害の心配は生じていない。

生産組合に加入していない村内の生産希望者には、自家用の名目で0.5アール分の種子を販売している。

これらを含めた村内での生産に必要な種子は、注文に基づき全量を委託した種子販売会社から購入して

おり、村外への種子の配布は自粛しており栽培地区は下條村内の3つの地域に限られている。

また、耕作地が赤土に限られ、生産者組合の組合員が保有している土地に限定されており、権利侵害

の発生する余地が極めて乏しい。したがって、権利侵害への対応は今のところ必要がない。

（6）問題点・課題

生産者組合の強化に関して、女性の活用を検討しており、同組合のメンバーと協議して、実現させる

ことが当面の課題である。

（7）その他

下伊那農業改良普及センター阿南支所では、下條村担当係長を配置し、下條村に駐在し、下條村の生

産振興を活動計画の一貫として、「親田辛味大根の生産振興」を支援している。新規組合員の確保・育成

による生産組合の強化、ブランド化への推進、下條そばとセット販売による地産地消の推進、加工品の

開発による新たな需要の創造等に取り組んでいる。
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普及指導センターは埋もれていた伝統野菜を村役場と連携をとって復活させ、生産者組合の設立に貢

献し、事務局として村役場とともに支援活動を行い、地域農業振興に貢献している。信州大学大井教授

の指導による新品種育成、品種登録に当たっても、系統選抜及び特性調査などにも積極的に支援してき

た。普及指導センターの主要な活動計画に組み入れて、生産安定のための技術課題解決、販路拡大のた

めの方策に取り組んでいる。

対象が、伝統野菜であること、さらに生育する土壌が限られているため、権利侵害の恐れがない点は

有利な事情と言える。

品種の活用に関しては、味を重視する一部のそば屋に主要な販路が限られているために、利用するそ

ば屋の拡大、辛味大根ドレッシング等の新製品の開発に、普及指導センターとしての指導性が求められ

ている。

生産者組合の強化に関しては、生産者組合員自身の取組が前提となるが、普及指導センターとしてよ

り積極的な関与が望まれる。

品種の優秀さに関しては定評があるため、活用に関して将来的な可能性は大きいと感じる。

調　査　者　の　所　感

調査日：平成20年9月4日（木）
調査者：矢花公平（矢花公平法律事務所）



権利化した知的財産

出　　　願　　　者

取 組 内 容

118

ハナニラの育成者権

高知県須崎市ハナニラ生産専業農家

（1）権利化した背景・ねらい

高知県中土佐町久礼地区では古くから葉ニラが生産されており、一時期にはハナニラ栽培が取り組ま

れていたこともある。ハナニラは中華料理の食材として重宝されているが、収量性が低く、ハウス栽培

でも冬季は収穫量が極端に減少するため、この地域では定着せず、平成10年頃にはハナニラを栽培する

農家はいなかった。

昭和62年に葉ニラ生産農家の田中氏が、栽培していた葉ニラ（品種：グリーンベルト）の中に1本だ

け連続してトウ立ちする株を発見した。その株は、花茎の空洞が少なく、食味に優れ、冬季にも連続し

て出蕾がみられ、収量性も優れており、ハナニラとして適しているとみられた。当初、発芽する種子が

得られなかったため、株分けにより徐々に作付けを増やした。平成8年に発芽する種子が取れるようにな

り、形質が安定していることが分かり、育成を完了した。食材としてのハナニラの有望性に着目してい

た田中氏は、高知県における有望な品目になりうると判断して、普及センターに依頼して権利化するこ

とにした。

（2）新品種発掘から権利化の経過

平成12年7月：田中氏が出願

平成16年1月13日：ハナニラ「マルイチポール」として品種登録

普及センターは県の事業の一環として有望品目として選定して管内での産地化に取り組むことにした。

（3）登録品種を活用した取組

高知県外には種苗を出さないことを条件に、許諾料は無料で栽培許諾を行っている。契約書等の作成

は行っていない。口頭による約束のみである。田中氏が許諾者名を記録し管理している。

高知県と園芸連が東京成果（株）を通じて、横浜市の高級中華料理店などの業務用販売先を開拓した。

（4）取組の成果・活用

現在10数戸の農家で50～60アールを栽培している。品種名は「ハナイチポール」とし、ハウス栽培が

ほとんどで一部が露地栽培である。生産物は高知県と園芸連が東京市場を通じて、高級中華料理店「N」

等へ業務用食材として契約出荷をしている。一部は高知市の市場に出荷もしている。

ハナニラは収量が10アール当たり3トンと葉ニラに比べて約半分であるが、出荷時の単価は葉ニラの2

倍となり、収穫調製作業が簡便であるので農業経営上有利である。

11．ハナニラの品種登録及び産地化支援
～高知県須崎農業振興センター～
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（1）支援のきっかけ

平成11年に育成者の田中氏から品種登録や特性調査の方法についての支援の要請があった。

（2）新品種の創造

特になし

（3）新品種の権利化

普及指導員は品種登録の仕組みについて田中氏に説明し、特性表作成のための比較試験のやり方につ

いて支援を行った。具体的には比較品種の選定、特性調査の方法、写真撮影技術、出願書の記載法につ

いて助言を行った。

育成者の田中氏は高知県における有望品種としての活用を望んでおり、個人の利益を目的としたもの

ではなかった。そこで県内における許諾料については一律無料とした。

（4）登録品種の活用

品種の普及に当たっては、県内の普及指導員による実証試験などの活動が伴っている。しかし、他県

において活用されることがないよう権利取得に至ったもので、品種が他県に渡らないよう栽培者へ口頭

で注意するとともに、育成者に実証試験などで苗または種子を提供した農家のリストを報告するなどに

より、品種配布先の管理について支援を行った。

平成18年度に県の有望品目導入・定着推進事業により、産地化を図るとともに、生産組織化を図った。

JAの営農指導員とともに栽培指針を作成し、これを基に生産組織に対して、栽培技術指導を定期的に実

施し、技術習得支援を行っている。まだ、技術確立が不十分のため、現地実証試験を実施し、技術の組

み立てを行っているところである。高知県の農業技術センターで試験研究要望課題にも取り上げてもら

い、研究を実施してもらっている。

ハナニラは栽培技術が未確立であることと、ハナニラの登録農薬数が限られており、病害虫被害によ

り栽培をやめた農家もいる。

実需者の要望などの把握や情報交換を実施。また、園芸連の担当者を招いて流通・販売・品質管理な

どの検討会を年に数回実施し、実需者の要望に応えるべく対応している。業務用の販売が多いので、計

画的な生産が求められているが、十分な対応ができていない。新たな販売先の開拓も必要とされている。

ハナニラの花茎 「マルイチポール」を育成した田中さん夫妻

普及組織の関与（支援内容）
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（5）権利侵害への対応

品種の普及にあたっては、県内の普及指導員による実証試験などの活動に依るところが大きい。しか

し、他県において活用されることがないよう権利取得したものであるため、品種が他県へ渡らないよう

栽培者へ口頭で注意するとともに、育成者に配布農家のリストを報告してもらうことにより、品種配布

先の管理を行っている。

現在まで権利侵害の事例は生じていない。もし生じた場合は速やかに育成者に助言できるよう普段か

ら権利侵害の対応事例を収集するとともに、育成者との緊密な連携を保っている。実際は他品種との見

分けは困難である。

（6）問題点・課題

栽培生産農家の確保

（7）その他

JAの技術担当者と特性調査などで連携してきた。

本調査は、農家個人が育成したハナニラ品種「ハナイチポール」の権利取得に際して県の普及指導員

がそれを支援したという典型的なタイプである。一般に農家の高齢化が進み、たとえ新品種を育成（発

見）したとしても品種登録にまで持って行くことは困難である場合が多いようです。そのまま埋もれて

しまう場合が多い中、本品種の育成者はその品種特性の有用性を見極め地域農業の発展に寄与すること

を信じ、普及指導員に相談したのがきっかけとなっています。県の普及指導員は日頃から現場で農家と

密接な関係をもっているので、そうした新品種育成事例を随時把握することは可能でしょうが、農家自

身の意識改革も必要ではないかと考えます。「知的財産とは？」あるいは「育成者権とは？」といったテ

ーマでわかりやすい講習会・研修会を開催し、農家に「知的財産マインド」を習得してもらっていると、

もっと幅広く新品種育成や新技術情報の把握が可能となるのではないかと考えます。

一方、相談を受けた普及指導員の資質・能力の向上も必要と思います。普及指導員に十分な「知的財

産マインド」を持たせるための研修会が必要でしょう。さらに、相談された普及指導員の段階で時間が

過度に浪費されない体制整備も必要と考えられます。普及指導員は日常の業務が多岐にわたり、多忙で

あると聞いています。優先順位の関係で新品種の相談が後回しになってしまうこともあるかも知れませ

ん。育成者権は「先願主義」です。出願したら既に同じ品種が出願されていたといった事態にならない

ような仕組みを作ることも必要かも知れません。

今回の調査で品種保護Ｇメンの立場として気になる点がありました。品種の利用許諾に際して口頭の

みで契約している点です。確かに口頭契約でも契約は有効ですが、権利侵害等が発生した場合「言った、

言わない」の問題となります。契約に際しては、「種苗の県外持ち出し禁止と他者への譲渡禁止」を明記

した契約書の作成が必要ではないかと考えます。さらに、現時点で権利侵害の問題はないとのことです

が、今後、生産量が増加し、よく知られるようになると、必ず「まがいもの」が出てきます。本品種に

ついては、ハナニラの収穫物を見て他品種と見分けることが難しいようですので、「まがいもの」が侵害

品であるかどうかを判定する仕組みを作っておく必要があると考えます。例えば、許諾栽培品には必ず

特製のシール（商標登録を取っておく）を添付する等の目で見てわかる仕組みが必要ではないかと考え

ます。

調　査　者　の　所　感

調査日：平成20年9月18日（木）
調査者：田平雅人（（独）種苗管理センター）
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リンゴ「シナノゴールド」の商標権

長野県

（1）権利化した背景・ねらい

・リンゴの規模拡大を図るためには、早生種、中生種、晩生種のそれぞれ優秀な品種が必要。このため、

「ふじ」に偏っていた品種構成を変えるため、早生から中生の新たな品種の育成取り組んだ。

・「シナノゴールド」は、昭和58年に「ゴールデンデリシャス」に「千秋」を交雑して得られた実生か

ら選抜され、平成11年8月11日付けで登録番号第7328号で長野県から品種登録されたリンゴ。

・黄色の品種の中では貯蔵性が最も優れており、味が濃く、食味は極めて良好。

・栽培についての制限はない。現在は、東北地域の方が長野県よりも栽培面積が多い状況となっている。

（栽培面積：全国280ha、うち長野県117ha、その他163ha）

（2）海外との許諾契約までの経過

・平成14年、海外から許諾の申し入れが行われた。その後も平成16年、17年と申し入れが行われたため、

平成18年に県でプロジェクトチームを設置して調査検討を開始した。

・種苗登録については品種登録から6年以内という期間が過ぎていたため断念。平成19年2月にＥＵ特許

庁へ「Shinano Gold」「Nagano Gold」2商標を出願した。

・許諾交渉する相手を4法人から、2法人、1法人（イタリアS機関）へと絞り、契約内容を合意。

・平成19年12月27日契約を締結した。

（3）権利化の内容

・S機関の選定理由

①ヨーロッパ最大のりんご産地を指導している。

②許諾料収入が確実に多く見込める。（商標権の許諾のため、果実許諾料収入が見込める。）

・S機関の概要

イタリア南チロルのリンゴを生産・販売する協同組合と技術指導する機関が一緒になった半公的な

機関。（試験場、普及センター、りんご生産組合の集合体で構成）

リンゴ生産量は年間約70万トン（日本の年間生産量は約80万トン）

・許諾内容（商標による許諾契約）

①本契約の締結（平成19年12月）。S機関への独占的な許諾。

②試験栽培の実施（3年間）を経て、商業栽培へ移行する２段階契約。

試験栽培の結果を受けて許諾料を何％にするのか決定する。

③商業栽培の契約（S機関がＥＵ圏内の関連業者へ再許諾）

④契約一時金、苗木販売許諾料（1本当たり）、果実販売許諾料の徴収（kg当たり）

⑤「Shinano Gold」、「Nagano Gold」または協議して決定した商標の使用。

⑥ＥＵ圏以外の栽培の禁止と果実の逆輸入防止。

12．リンゴの権利化活用支援
～長野県農政部農業技術課～
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（4）取組の成果・活用

長野県が、こうした海外との許諾契約を結ぶのは初めてで、今後、試験栽培を経て、早ければ3年後の

平成23年頃からＥＵ圏内で「シナノゴールド」が流通することになる。

県産農産物の知名度アップと果実の逆輸入防止に役立つと期待されている。

（1）普及組織と知的財産権との関わり

・果樹や花の品種登録に関する農家への支援事例がある。

（2）普及組織への研修

・平成19年度より、知的財産に関する研修を開始。専技を中心に実施している。

・弁理士を活用した研修も実施したい。

・普及員に対する知的財産権のマニュアルを作成中。

（3）普及へ期待すること

・農家に対する知的財産に関する意識の啓発。

・知的財産の権利化に対する支援。

長野県でのリンゴ「シナノゴールド」の商標権による生産・販売の許諾というのは農業分野では珍し

い事例である。ＥＵへ品種登録を行い育成者権での許諾契約を結ぶというのが通常の方法であるが、Ｕ

ＰＯＶ条約では海外への品種登録は、日本での品種登録出願の日から4年（果樹等の永年性植物について

は6年）さかのぼった以前に、それぞれ業として譲渡していないという未譲渡性の要件が必要である。こ

のため、ＥＵでの品種登録が出来ず、商標権での許諾契約となったのであるが、今後、種苗が流出し違

う名称で販売が行われた場合にどう対応するのか、許諾料の徴収方法等、種苗法とはまた違う問題も発

生するのではないかと懸念される。長野県としてもこの辺りは未知数であり、今後、具体的に実施契約

を結ぶ段階で内容を詰めていくとの話であった。

世界的に通用する様な品種を育成した場合は、外国でも品種登録を進めておく必要があると考えられ

るが、特に果樹の場合は登録されて本格的に販売されるまでには時間がかかり、評価が出てくる頃には、

登録可能な期間は過ぎてしまうことが多い。個人であれば見込みで対応することも可能であろうが、県

育成品種の場合では予算に限度があるので、本件は品種登録が出来なかった場合の対応策として参考に

なると考えられる。

シナノゴールドの着果状況 イタリアS機関との許諾契約調印式

長野県における普及組織の関与

調　査　者　の　所　感

調査日：平成20年9月5日（金）
調査者：藤井茂樹（福岡県農業総合試験場）
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モモ「千種白鳳」の育成者権

岡山県モモ生産農家

（1）権利化した背景・ねらい

①岡山県旧瀬戸町地域は、古くから新品種の育成や登録が盛んな地域であり、果樹の枝変わりの発見

や品種登録に対する意識が高かった。近年、モモの品種育成は農業試験場が中心となって進めてい

るが、農業者等による品種育成も行われている。

②岡山県では、昭和58～61年に、大久保等から白桃系品種へモモの品種転換が進められ、新品種の導

入に取り組んできた。

③本件の育成者権者である国定氏は、元農業改良普及員であり、昭和53年に退職した後、モモ栽培に

取り組み、地域のモモ生産部会長として活躍し、「白鳳系品種（紅清水、あかつき）」の試作導入を

推進してきた。

（2）新品種発掘から権利化の経過

①昭和62年に国定氏が「白鳳」の枝変わりを発見、平成7年頃まで芽接ぎや育苗をしながら選抜を繰

り返し、品種を固定した。

②平成7年に県関係者の試食で好評を得たことをきっかけとして、周囲から品種登録を勧められ、出願

書類を作成しようとしたが、個人での作成は困難と感じ、普及指導センターに相談し、出願書類作

成等について協力を要請した。

③平成10年から普及指導センターの支援を受け、特性調査及び特性分類調査報告書を作成した。

④平成13年に育成を完了したとして品種登録を出願、平成15年に現地調査を受け、平成17年1月19日

「千種白鳳」として品種登録〔登録番号12588号〕が認められた。

（3）登録品種を活用した取組

①旧瀬戸町及びＪＡが、東備地域の特色となる品種（オリジナルブランド）の育成に力を入れていた

こともあり、「千種白鳳」を地域の推進品種とした。現在、普及指導センターと協力して地域への導

入と普及に取り組んでいる。

②通常利用権の許諾先等

・ＪＡ岡山東

契約期間：H18.9.11～22.9.10、モモ生産部会員以外には苗木の販売譲渡をしない。苗木生産は

委託し、全量引き取る契約となっている。

管内導入計画：2,200本

導入状況実績（Ｈ19末）：1,000本

・種苗業者（山梨県内）

契約期間：H18.2.1～23.1.31、許諾料のうち一定額を（社）日本果樹協会に支払っている（ウィ

ルスフリーの証紙代金に相当する経費分と思われる）。販売状況は把握していない。

13．モモの品種育成支援
～岡山県備前県民局農林水産事業部東備農業普及指導センター～
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（4）取組の成果・活用

①「千種白鳳」の栽培状況（H19末）

・栽培者：220人

・栽培面積：4.9ha（H17：1.0ha）

・（ＪＡ岡山東管内全体のモモ栽培452人、128ha）

②「千種白鳳」の出荷状況

・今年から「千種白鳳」の名称で市場出荷、市場単価は「白鳳」の２割高

③今後の展開方向

・将来的には作付け面積を倍増させ、モモ（13品種）の作付け全体の１割まで持って行く計画とし

ている。

・県水準（糖度12度）よりも高い糖度12.5度の高糖度良食味品種として売り出し、生産者の売上額

のアップを図る。

④権利侵害対応

・不確定な侵害情報は入っているが、権利侵害の実態は把握していない。

・「千種白鳳」が地域ブランドとして認識されつつあるので、「千種白鳳」の名前では、侵害品が出

回ることはないと考えている。

（1）支援のきっかけ

①農業者（国定氏）からの支援要請に対応した。

（2）新品種の創造

①普及指導センター内で対応を協議して、採用3年目の果樹担当職員が、品種の固定選抜から品種登録

出願までの相談対応、調査支援に取り組んだ。

①国定氏は、「枝変わり発見で止まっているケース（あきらめるケース）は多い。普及指導センターへ

依頼しなければ、個人では出願できなかった」と考えている。

（3）新品種の権利化

①最初（平成７年）は要請活動で始まり、品種の登録がある程度具体化し地域へ普及させる時点（平

成10～14年）では、展示ほ事業として位置づけることにより普及計画活動として対応した。

②権利化へ向けた支援内容

・平成10年までは、品種の固定確認とデータ収集方法

・平成10年からは、特性調査及び特性分類調査報告書の作成方法

育成した千種白鳳の果実 品質評価のための試食会

普及組織の関与（支援内容）
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（高度な専門的知識を必要とする調査の方法や特性表の作成方法支援に当たっては、試験場担当

者と連携して対応した。）

（4）登録品種の活用

①品質評価会の実施支援等を行った結果、モモ部会の推進品種となった。

②ブランド化を図るため、ネーミング等、産地戦略づくりの支援を行った結果、産地が活性化してい

る。

③技術指導支援

・普及指導センターで栽培指導資料「栽培の手引き」を作成し、指導会を開催

④生産者へのＰＲ

・部会員を対象に食味をＰＲする試食会の開催を支援

（5）権利侵害への対応

①権利侵害対応及び侵害防止については、特別な対応はしていない。

（6）問題点・課題

①農業者個人が育成品種を登録する場合、労力的な制約や手続き制度に関する知識不足などの問題が

あり、多大な困難が伴う。このため、個人で登録までに至る事例は少なく、種苗業者とタイアップ

して品種化しているのが現状である。

このような中、普及指導員が個人の品種登録を支援する場合、個人の権利に公的な普及組織がど

こまで関わるべきか、疑問やジレンマがある。

普及活動の位置づけを明確化するためには、県の明確なスタンス、対応指針及び対応できるシス

テムの整備が必要である。

②品種登録の相談は今でもあるが、普及組織として対応しきれず断っている。

現場の人員削減が進む中で、品種登録まで年数を要し、かつ膨大な調査支援を継続して実施して

いくことは、組織としても困難な状況である。

③長期に渡る継続的な支援は、関係機関・団体とのコンセンサスの形成が必要となる。

（7）その他

①現場においては、普及指導員の知的財産との関わり、特に、個人の権利取得にどこまで係わるかにつ

いて戸惑いがあるようだ。

普及指導員の役割は、知的財産に係る知識の普及までなのか、農家個人に対する支援にまで踏み込

むべきなのか、その場合、何をどこまで支援するべきなのかなど、普及指導のあり方を明確にしてい

く必要があると考えられた。

農林水産省は、平成20年3月17日付けで大臣官房参事官名の通知「普及組織における知的財産取り

組み指針について」を示しており、その2（2）の中で「農業者の知的財産の権利化の支援にあたって

は、これが地域全体で利用される場合も、また、地域で利用されない場合であっても、権利化するこ

とにより当該農業者の意欲向上や経営発展等を促し、地域農業が活性化すると考えられることから、

適切な支援を行うことが重要と考えられる。」としている。

これを受け、各都道府県において知的財産の推進に取り組むために、農家個人に対する普及指導の

指針や考え方を明確にしていくこと、また、普及指導員が知的財産の創造に関与した場合の対応ルー

ル、さらには、農業者個人から得た知的財産に係わる情報の取り扱いについての対応指針なども、明

調　査　者　の　所　感
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らかにしておくことが必要になると考えられる。

②また、上記大臣官房参事官名の通知においては、普及組織によるコーディネート機能の発揮と協力体

制の構築が重要とされており、今回の調査においても、東備農業普及指導センターから、関係機関・

団体とのコンセンサス形成の重要性が指摘されている。これらの重要性を認識し、普及組織の役割を

明確にしていくことも重要になると考えられる。

③農業者に限らず初めて品種登録を出願する者にとっては、特性表を始めとして出願書類を自力で作成

することは困難であり、出願経験者又は専門的知識を有する者の助言を受けることは不可欠であると

考えられる。

普及指導員が品種登録に係わる支援活動を行うためには、品種登録に関する基礎的な知識、品種の

固定選抜の技術手法、及び特性表作成のための調査方法などの習得が必要となる。併せて、試験研究

機関と連携して普及指導活動ができる体制や外部の専門家の支援等を活用できる体制づくりをしてお

くなど、普及指導活動への支援体制を整備しておくことも必要になると考えられる。

調査日：平成20年8月29日（金）
調査者：新見清夫（栃木県農産物知的財産権センター）



Ⅴ 都道府県における支援体制
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栃木県では、農産物知的財産権の創造、保護及び活用を推進するための基本方針として、

県や農業者等が取り組むべき具体的方策を示すために、平成18年12月に「栃木県農産物

知的財産戦略」を策定した。知的財産権の範囲を育成者権、特許権、商標権、実用新案権、

意匠権とし、戦略の柱を次の3点とした。

1） 知的財産の創出の推進

時代の流れに即応した創意工夫と意欲に富んだ知的財産を創出するために、①いちご

等県の主要農産物の魅力ある新品種の育成、②生産性や品質の向上、環境に配慮した農

業生産確立に向けた新技術の開発、③産地間競争力の強化や地域経済の活性化を図るた

めの地域ブランドの創出、等を推進する。

2） 知的財産の取得と侵害対策の強化

創出した知的財産について、権利として確保し、権利を守るための意識や保護対策を

図るために、知的財産の迅速な権利化と保護に関する意識の醸成、権利侵害対策への積

極的な取組を強化する。

3） 知的財産の積極的活用

知的財産は有効に活用されてはじめてその価値が生まれるため、県農業の振興と農産

物のブランド化等に向け知的財産の積極的活用を図る。

上記の知的財産戦略を具体的に推進するために、平成19

年4月に「栃木県農産物知的財産権センター」を県庁経営

技術課内に設置した。専任職員2名、農業試験場との兼任

職員1名を配置。

主な業務内容は次のとおり。

1） 知的財産の権利取得手続き案内

2） 権利侵害対応アドバイス

3） 知的財産活用支援・アドバイス

4） 弁護士・弁理士等専門家・専門機関の紹介

5） 弁護士・弁理士等専門家による知的財産無料相談会の開催

6） 市町、農業団体等が主催する研修会等での知的財産関連の相談、講演等

7） 県有農産物知的財産の保護及び活用

1．栃木県における知的財産権に関する支援体制

1．知的財産戦略の策定

2．農産物知的財産権センターの設置

知的財産権センターのパンフレット
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1） 相談活動

平成20年3月末現在、35件の相談に対応した。

2） 権利侵害対応の事例

①インターネットオークションサイトへのいちご「とちおとめ」苗の出品が3件あり、

サイト管理者へ削除を依頼した。

②県内スーパーマーケットでの鉢植え「とちおとめ」の販売に対して、店頭からの撤去

による販売中止を依頼し、仕入れ先・生産者の情報を収集した。

③県内農業者が許諾を受けていない者（県内）へ「とちおとめ」の苗を譲渡したことに

対して、種苗法及び許諾契約の遵守を指導した。

④県内農業者が他県の水稲登録品種を無許可で生産・販売したことに対して、種苗法の

遵守を指導した。

3） 普及啓発活動（平成19年度）

①職員研修

・知的財産権センター職員の研修（発明協会主催4、7月、普及支援協会主催7、8月）

・普及指導員等を対象とした知的財産戦略及び品種登録制度の研修（4、7月）

・普及指導員等を対象とした品種登録出願手続きの研修（11、2月）

・農政部出先機関職員を対象とした商標登録手続きの研修（11月）

②農業者等対象

・県主催：知的財産の創造、保護及び活用に関する研修を3地区で開催、173名参加

・団体等主催：農業者団体等からの講師派遣依頼に4件対応

③農業高校、農業大学校対象

・農業高校（4校）の特別講義

・農業大学校の特別講義

4） 県有農産物知的財産権の活用・管理状況

①育成者権：登録品種数11品種、実施許諾件数27件

②特許権：登録件数15件、出願中9件、実施許諾件数26件

③商標登録権：登録件数2件

3．農産物知的財産権センターの活動状況
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愛知県では、平成16年3月に「あいち知的財産創造プラン」を策定した。

1） プランの主な構成

①現況と課題、②基本方針、③主体別の取組方策からなり、その全文をホームページ

上で公開している。農業総合試験場は知的財産戦略特別チームとして１名がプラン策定

に参画。

2） プランの基本方策

①知的財産を大切にする風土づくり・基盤づくり、②知的財産を活用したたくましい

中小企業づくり、③産学行政連携による知的財産創出、の3本からなり、目標年度を

2010年としている。

3） プランと試験研究

①社会・産業に貢献する知的財産を創出する

研究者に対する研修、共同研究等取扱指針を策定、知的財産創造に関する研究業

績評価の導入・充実

②創出した知的財産を適切に保護する

研究成果物取扱指針を策定、知的財産出願等取扱指針を策定、登録補償金の支払

手続を明確化

2．愛知県における知的財産権に関する支援体制

1．支援体制の組織構成と目的

民間企業
県有知的財産の利用希望者

企業への情報提供

知的財産情報を集約

環損調査
センター

衛生研究所
心身障害者
コロニー

産業技術
研究所

農業総合
試験場

森林・林業
技術センター

水産試験場
がん

センター

県有特許の利用・共同研究
など知的財産に対する相談

知的財産活用窓口
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③創出した知的財産を社会・産業の発展につなげる

独占的通常実施権や譲渡も出来る、実施許諾料算定の明確化、ホームページでの

紹介、展示会での広報活動

4） 知的財産に関しての総合的な担当部署

県知的財産活用窓口は、産業労働部新産業課知的財産に関する事務の一元化・迅速

化、情報提供

（2008年10月時点）

品種の登録状況　　　登録中　26 出願中　9

特許の登録状況　　　登録中　 8 出願中　7

（2008年10月時点）

品種登録の状況　　　愛知県全体　　1,537 うち登録中　867

草花・観賞樹　1,376 うち登録中　765

1） 平成17年3月策定の協同農業普及指導事業の実施に関する方針における位置づけ

①3つの大項目とその内訳として8項目を普及指導活動の基本課題として定め、その大

項目の１つに「技術革新等による競争力ある経営体及び産地の育成」、この内訳の１

つに「技術革新による産地の競争力強化」を位置づけており、多くが知的財産と関連

がある。

②経営体育成と産地強化のために普及すべき技術等として、作物部門ごとに高品質生産

技術、高付加価値化技術の普及を位置づけるとともに、花き部門では「商品開発及び

高付加価値化技術」に農業者自らの取組支援を位置づけている。

2） 普及指導活動重点課題における取組状況

いずれの農業改良普及課においても、県育成品種に関係する課題、農業者（組織）自ら

の品種育成・商品開発に関係する課題に取り組んでいる。農業者（組織）自らの品種育

成・商品開発に関係する課題のうち多くは花きに関する課題で、特に鉢花、洋ラン等の品

種育成や仕立て方法などに関するものが主体となっている。切り花部門では、県育成品種

の普及促進が優先されているが、デルフィニウム等の洋花では生産者組織による品種育成

を課題化している。

2．県有農産物の知的財産権

3．生産農家の知的財産権

4．普及指導活動と知的財産
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3） 普及指導員対象の啓発活動

平成19年度は機能強化研修「花き・果樹における知的財産の活用とブランド化」にお

いて普及指導員22名、平成20年度は機能強化研修「花きにおける知的財産権対応能力の

強化」において普及指導員12名を対象に、知的財産に係る相談業務に対応できるよう演

習を含む内容で研修を実施した。

生産者育種の多くのケースで普及指導員が何らかの支援を行っている。普及課における

花き担当普及指導員は複数で配置されており、品種登録申請時に申請書の書き方、特性調

査の実施等の支援を実施している。こうした支援を経験していない若手普及指導員に対し

ては、OJTでその方法を習得させている。

4） 農業者等対象の啓発活動

種苗法の遵守に関する研修の実施（知多地域等）。
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高知県では、知的財産をツールに地域産業の振興を図ることを重要と考えて、平成19

年4月に知的財産課を設立し、県内の知的財産を巡る現状を踏まえた実効性、独自性のあ

る知的財産戦略指針を策定することとし、平成20年3月に「こうち知的財産戦略指針」を

策定した。その内容は、現状を「「知的財産は重要」と考えながらも、実際の活動に繋げ

ているところは少なく、今後に関しても、多くの場合、具体的対応までは考えられていな

い。」と分析し、将来のあるべき姿を「知的財産に関する取組が実を結び、その成果とし

て次々と価値ある情報が生み出される。その成果が一層意識を高め、新たな行動が即され

る。」とし、「知恵が生き、人が輝く高知」のスローガンを掲げている。その目標達成の

ために平成23年度までを第一ステージとして「知的財産を尊重する土壌づくり」の実現

に向け、以下の3つの基本方策に取り組むことにしている。

1） 地場技術・地域資源の再評価と高付加価値化の促進

身近にある地域資源や地場技術を見直し再評価しつつ、新たな取組を進めることで、

知的財産に対する付加価値を高めていく。

2） 知的財産に対する意識の向上

普及啓発活動などを通じて、企業の経営陣をはじめ研究者や技術者、農林水産業関係

者や行政の職員など幅広い人材が、知的財産に目を向け、意識を高めていく。

3） 権利化・事業化の支援基盤づくり

相談や知財情報の流通機能強化等を図ることで、知的財産の権利化や事業への活用を

支援する基礎的な基盤を作っていく。

上記の「こうち知的財産戦略指針」の①では、「地場技術（農機具関連技術、紙関連技

術）の新展開に向けた研究開発の支援」を実施する一方、基幹産業である農林水産業をタ

ーゲットに「農林水産分野での知的財産の戦略的な活用」として、農林水産業関係者の知

的財産に対する意識を高める啓発運動を進めながら、品種登録による種苗の適切な管理や

知的財産という視点に立った技術・ノウハウの普及指導、商標によるブランドの保護等、

農林水産分野の知的財産の戦略的な活用促進を図ることにしている。

3．高知県における知的財産権に関する支援体制

1．支援体制の組織構成と目的

2．支援体制の取組内容
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また、「地域資源を活かした信頼の高知ブランドづくり」として、地域資源の発掘・再

評価と革新運動の促進のため、大豊町の碁石茶等地域固有の価値ある資源でありながら、

忘れ去られ、眠っているものを発掘し、再評価し革新する運動を地元行政や企業、住民の

手で進めることとしている。地域団体商標等を活用した品質保証等の仕組み作りとして、

平成19年4月現在、「四万十川の青のり」など4件の地域団体登録商標を取得しており、

商標登録を契機として出所や品質を保証する認証の仕組みを作ることにしている。

戦略指針の②では、普及啓発活動の効果的な推進を図るため、経営トップの意識の醸成

を図り、さらに、農林水産関係者の意識向上のため、市町村やJA等の農業団体関係者を

対象に研修会やセミナーを通じて知的財産に関する意識の向上を図ることにしている。さ

らに、企業や大学、経済団体、行政等、様々な立場で知的財産に関わる人たちが、情報交

換できる「知財サロン」を開設し、情報交流のネットワーク作りを進めている。

戦略指針の③では、知的財産に関する相談機能の充実を図るため、（社）発明協会高知

県支部および（財）高知県産業振興センターが、情報提供と相談事業を行っている。相談

窓口では、知的財産に関する各種相談を受け付け、専門の支援機関への取り次ぎを行う

「知財駆け込み寺」の役割を担う商工会議所や商工会との連携を図るとともに、財務事務

等を通じて企業と関係の深い税理士会等の協力を得ながら、相談窓口の拡充を進めている。

また、地域の企業や農林水産業者において、知的財産の相談対応や掘り起こしを行ううえ

で、身近にいる地域の中核的団体の対応は重要であり、市町村、商工会議所、商工会、

JA、森林組合、漁協等の団体による現場に密着した実践的な対応を行う。県職員はセミ

ナー等への参加を通じてスキルアップを図ることにしている。

大学の連携研究センターと協力しながら、大学と公立

試験研究機関が持っている研究成果、現在行っている研

究内容、研究シーズの情報交換を行っている。

高知県が保有する特許等については、独立行政法人工

業所有権情報・研修館が運営する特許流通データベース

の掲載や県内企業へ積極的に紹介を行っている。

3．外部関係機関との連携

こうち知的財産戦略指針のパンフレット
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平成15年3月 福岡県農産物知的財産戦略を策定

4月 農業総合試験場に農産物知的財産権センターを設置

5月 農産物知的財産権保護ネットワークが18道県で発足（福岡県が事務局）

6月 農総試のホームページを開設

平成16年3月 イチゴ品種の見分け方パンフレットを作成・配布

6月 インターネットオークション会社に品種保護対策強化の要望書を提出

平成18年3月 イチゴ「あまおう」を中国に品種登録出願

11月 イチゴ「あまおう」が中国政府農業部より出願公告

平成19年1月 福岡市で品種保護対策研修会を開催（講師：品種保護Ｇメン）

3月 福岡県農産物権利侵害対応マニュアル策定

平成21年1月 農産物知的財産権保護ネットワーク参画数（40道府県）

(図Ⅴ―１）

1） 知的財産情報の提供　

①ホームページの運営：知的財産情報の提供、県や農家等の知的財産のデータベース

化・公開

②知的財産に関する相談

2） 県の知的財産取得支援

①新品種、特許等の出願に係る事務：内部審査会の運営、農林水産部知的財産権審議会

農産部会

3） 農家等の知的財産権取得支援

①農家の新品種、新技術の情報収集及び取得支援：農家育成品種の情報を収集、ホーム

ページに公開、品種、特許、商標（地域団体商標）の出願支援

②知的財産に関する相談窓口業務：品種登録、商標登録、権利確保、情報提供等

4） 知的財産権の保護

①啓発活動：研修会、セミナー等の開催

②違法農産物の流通状況調査：流通業者(市場、量販店、小売店等）への聞き取り調査、

店頭調査

③インターネットオークション調査：　農産物知的財産権保護ネットワークの運営（事

務局：福岡県、40道府県が参画）、育成品種リスト等の作成・公開、違法輸入農産物

に関する情報収集、国内で無断栽培された農産物に関する情報収集

4．福岡県における知的財産権に関する支援体制

1．主な取り組み経過

2．農産物知的財産権センターにおける支援体制
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図Ⅴ―1 福岡県の農産物知的財産に関する支援体制

図Ⅴ―2 県育成品種に対する権利侵害対応の基本フロー
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1） 権利化する技術や品種等の開発に関わる農家への支援は、普及センターが中心とな

って実施

2） 開発に関わる手法や新品種の特性調査等については、試験研究機関からも助言

3） 先行技術調査や権利化への判断、出願書類の作成、審査中の拒絶対応等は、知財権

センターが普及センター等と連携して支援

4） 特許電子図書館や品種登録ホームページ、特許情報活用支援アドバイサー等を活用

1） 知的財産権保護に関する啓発活動

・知財権センターが普及センターと協力して、農家やＪＡに対する啓発活動を実施

・普及センターや知財権センターによる農家等を対象とした知財権保護の啓発研修会を

開催

2）「福岡県農産物権利侵害対応マニュアル」（図Ⅴ―2）

・県育成品種への権利侵害に対し迅速かつ適正に対応できるように、侵害情報の入手か

ら警告、法的措置に至るまでの一連の手順、手続きや関係機関の協力体制をマニュア

ル化

①違法輸入農産物への対応

②県内及び県外における無断栽培への対応

③ネットオークション違法出品への対応

事案別に、知財権センターや普及センター等の関係機関がどのように対処するかを

取りまとめ

・知財権センターが事務局を担当し、権利侵害の情報交換を行っている全国組織の農産

物知的財産権保護ネットワーク（平成15年発足、平成21年1月時点で40道府県が参

画）で協力して侵害に対応

3．具体的な支援の進め方

4．権利侵害の未然防止について



Ⅵ 参　考　資　料
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育種とは、農業上役立つように生物を遺伝的に改良することであり、一般的には品種改

良といわれています。品種改良という場合には同じ種の中に限られるものですが、育種と

いう場合には種を超えた改良も含まれる点が異なっています。

育種の技術は、まず求める改良の中味によって異なります。また、その作物の繁殖様式

（有性生殖か無性生殖か）によって異なります。有性生殖であっても、自殖か、他殖かに

よっても異なります。このため、育種は、以下の手順を踏まえて進めていきます。

1） 何をどのように改良するのかという育種の目標を明確にする必要があります。目標

には、①収量を上げる、②品質を改善する、③環境に対する適応性を高める、④病害虫

に対する抵抗性を強化する等が考えられます。これらの形質には、花の色や米のモチ・

ウルチ性などのように環境の影響を受けがたい質的形質と草丈などのように環境の影響

を受けやすい量的形質があります。

2） 次に、目標とする形質の遺伝特性を知ることが必要です。遺伝特性とは、その形質

を支配している遺伝子が一つなのかどうか、その形質は優勢なのか劣勢なのか等で、イ

ネ、コムギ、ダイズ等の主要な作物については研究が進んでいます。研究の少ない作物

では、同種や同属の作物の例を参考にして計画を立てる必要があります。

3） その形質を持っている育種材料を見つける必要があります。

4） その上で、育種方法を決定しますが、対象作物の繁殖様式により大きく左右されま

す。また、目標を達成するために必要となる年数、施設の種類・規模も異なることに注

意が必要です。交配、採種や検定法等具体的な技術内容については、都道府県の農業試

験場や独立行政法人の試験研究機関等の専門家の助言や指導を受けるとよいでしょう。

5） 採用した育種法により、これまでない形質を持つ品種が育成されますと、新品種と

して登録することとなります。

★主要な育種法
1）導入育種法
これは他の国や地域で栽培されている作物の品種等を導入して、栽培・利用する方法で

す。導入された品種等がそのまま利用される場合と新たな品種を育成するための素材とし

て利用される場合があります。導入される作物が、その地域ですでに栽培されている場合

には、育種の素材として、従来その地域では栽培されていなかった新規作物では、そのま

ま利用される例が多くなっています。

そのまま活用を考えるのであれば、その地域の日長、温度等の自然条件が似通っている

地域から導入することが望ましく、一方、育種の素材として考えるのであれば、育種目標

とする形質を持ったもの、もしくは可能性の高いものを選ぶ必要があります。

いろいろな作物について、自ら調査し、導入するのは限界がありますので、農業生物資

源ジーンバンクの利用が最も効率的です。農業生物資源ジーンバンクには世界各国の作物

1．育種技術について
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等24万点が保存され、特性等もきちんと整理されています。

なお、海外で自ら購入し、日本国内に持ち込む場合には、植物防疫法等により持ち込み

が規制されている場合がありますので、注意が必要です。

2）分離育種法
育種のあまり行われていない作物の在来種や導入種の中から、より優れた形質(遺伝子

型)のものを選抜して新品種を作り出す方法です。育種の初期の段階では有効な方法です

が、選抜の対象となる集団が持っている遺伝的変異の中から良いものを選抜することにな

るので限界もあります。

分離育種法は、作物の繁殖方法により以下の通り選抜と固定の方法が異なります。

（1）自殖性作物――純系選抜法（純系淘汰法）

純系とは、対立遺伝子（染色体上に対になっている遺伝子）が、優性もしくは劣性の同

じ型で固定している集団（系）をいい、個体間に変異がなく、繁殖を続けても均質です。

個体間に遺伝的な変異がないので、系統内で選抜することは無意味となります。

具体的な流れとしては、在来種等育種の対象となる群について、出来るだけ均一なほ場

に一本植えし、肥料や日当たり等環境による変異をできるだけ小さくするように栽培管理

し、特性を調査します。使うものの数は多いほどよいのですが、一般に1,000～5,000個

体を栽培、調査し、優良な個体を50～200個体選抜するのがよいといわれています。

翌年、選抜した個体の種子を1系統として20～50粒を選び、一本植えをします。その

系統内にばらつきのない固定された優良な系統を選抜します。この系統について、３年目

以降に生産力や各種の適応性等の特性検定を実施し、優良なものを品種とします。

この方法は、一部の自殖が可能な他殖性作物にも応用が可能です。

（2）他殖性作物――集団選抜法

この育種法は、自殖が難しい他殖性作物で、劣悪な個体を除いて、実用的に支障がない

程度に集団の均一性を保つ育種法です。

具体的には、初年度には一本植えした集団の中から優良個体を選抜します。集団の規模

については純系選抜法に準じます。選抜に当たって、熟期、種子や果実の色、形、品質、

草丈等栽培管理や生産物の品質にかかる重要な形質については、実用的に支障がない程度

に揃っていなければならないので、これらの形質については確実に選抜を加える必要があ

ります。

2年目についても、選抜した個体を1本植えし、求める形質と異なるものを除き、優良

なものの割合を高めていきます。3年目についても同様な選抜を繰り返し、全体の形質が

目標とする水準に達したものについて生産力や各種の適応性等の特性検定を実施し、優良

なものについて品種とします。

この方法の変形として、選別した個体を次に系統で栽培し、選別していく系統集団選別

法、形質の似通った群に分けて選別を行っていく成群集団選抜法等多くの改良された方法

があります。
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（3）栄養繁殖作物――栄養系分離法

果樹、桑、茶、イモ類、球根類等の栄養繁殖作物では、1個体でも遺伝的に優良な個体

を見出すことができればそれを新品種として増殖し、活用することができます。このため、

既存の集団の中の変異を評価して、優良個体を選抜し、それを増殖し、各種の特性検定を

行い、優秀なものについては品種とする方法です。

果樹や茶等の永年性作物では、枝の一部分が自然突然変異を起こし、優良な形質を示す

ことがあります。これを穂木として接ぎ木や挿し木により増殖していきます。これらの作

物では実をつけるまでに長期間を要することから相当長期に渡り計画的に取り組む必要が

あります。

また、栄養繁殖の場合には、ウイルスに罹病すると種苗を通じて伝染するので、採取ほ

場では罹病株を完全に除去しなければなりません。ウイルスフリーの苗を育成するため、

イチゴやニンニク、球根類では生長点培養による増殖法が確立されています。

3）交雑育種法
優秀な異なる形質をもつ品種等を交配し、多くの有用な遺伝子を集積した品種を育成す

る方法です。交雑には、品種間だけでなく、種間や属間で行われているものもありますが、

交雑の成功率が低く、後代の稔性が低い等多くの難点があります。

この方法を用いる際には、まず以下の点が重要です。

（1）育種の目的に合った交雑親を選定すること。

（2）開花期を合わせるか、花粉を貯蔵する等交配のタイミング合わせること。

（3）自殖が起きないように、また目的とするもの以外の花粉が飛んでこないよう除雄や

隔離・袋かけを行うこと。

交雑は、通常1回ですが、次の方法があり目的に合わせて組み合わせることが必要です。

（1）特定の形質だけを改良するために、挿入すべき遺伝子をもった品種（Ｂ）に、改良

しようとする品種（Ａ）を交配し、そのＦ1にＡを繰り返し交雑する戻し交雑法や

（2）いくつかの品種が持っている有用遺伝子を、特定の品種に集積しようとする多系交

雑法

やり方として、自殖性作物と他殖性作物では内容が大きく異なり、自殖性作物では、系

統育種法、混合育種法、派生系統育種法等の方法が用いられています。

（1）系統育種法は、Ｆ2の段階から優良個体を選抜しＦ3を系統栽培し、再び優良個体を選

抜して系統栽培と個体選抜を繰り返して優良な系統を育成する方法です。関与する遺

伝子の数が少なく、また環境変異の小さい量的形質の場合は有効であり、他の2法に比

べ初期選抜に手間がかかるが、ほ場面積は少なくて済むことが利点となっています。

（2）混合育種法(集団育種法)は、遺伝的分離が大きい初期世代では個体選抜を行わず、種

子を混合採取して世代を進め、Ｆ4やＦ5等の後期世代から選抜を開始する方法です。収

量等の量的形質のように多数の遺伝子が関与している場合、遺伝的に固定した段階で

選抜をするので効果的です。ただ、初期に選抜をしないので育種年数を要することや

一定の集団規模を必要とすることからほ場も系統育種法よりも多く必要です。
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（3）派生系統育種法は、両者を組み合わせた方法で、Ｆ2あるいはＦ3の初期の段階で遺伝

率の高い形質を選抜し、量的な形質を遺伝的に固定した後代で選抜をする方法です。

(1)よりも初期世代での労力が少なくてすみ、（2）よりも初期世代のほ場面積が少なく

てすみ、また育種年限も短縮できる利点があります。

他殖性作物は、自殖性作物と異なり、強制的に自殖させない限り、雑種後代が遺伝的に

固定しません。そのため、極端な自殖弱勢や自家不和合性がない場合には、人為的な自殖

を繰り返すことによって自殖性作物に準じた選抜を行うことができますが、それ以外の場

合は、熟期や農業形質等にある程度の選抜を加えて放任受粉品種を育成するか、ヘテロシ

スを積極的に利用してＦ1品種あるいは合成品種を育成することになります。

他殖性作物の交雑育種法として、循環選抜法があります。自然交雑品種、雑種後代等の

集団を対象として、自殖をさせ、その中の優良個体を選抜し、選抜個体間の相互交雑(自

然交雑を含む)をし、それを次のサイクルの材料として、順次求める遺伝的特性について

のレベルを高めていく方法です。この方法により改良された集団は、そのまま品種とする

こともでき、Ｆ1品種や合成品種の材料にもなり非常に利用範囲が広いものです。

循環選抜法には、検定交配の有無、検定親の種類、改良を目指す遺伝的特性の違い等か

ら、表現型選抜法、一般組合せ能力循環選抜法、特定循環選抜法、相反循環選抜法があり

ます。

4）雑種強勢育種法
この育種法は、雑種第1代(Ｆ1)が、収量、各種の適応性・耐性、成分含有率等において、

いずれの親系統よりも優れていることを雑種強勢（ヘテロシス）を活用した方法です。雑

種強勢は両親から異なる遺伝子が集まることによって起こるので、一般に極めて近縁の品

種間では共通の遺伝子が多いため雑種強勢は小さく、あまり遠縁の品種間でも雑種強勢は

期待できないといわれています。

具体的な効果は、遺伝子の組合せの状況に支配され、交配親の組合せの選択により決定

されます。各品種を交雑してＦ1を作った時に、そのＦ1が示す雑種強勢の発現能力を、そ

れぞれの親とその組合せの組合せ能力として評価します。

組合せ能力は、ある品種が多数の品種との交雑により示す能力を評価した一般組合せ能

力と、特定の組合せが発揮される能力を評価した特定組合せ能力とがあります。前述の選

抜法を活用し、これらの能力を事前に知っておくことで、育種目的を効果的に達成するこ

とができます。

具体的な方法としては、品種間交雑、自殖（近交）系統間交雑、合成品種があります。

（1）他殖性作物の品種（自然受粉品種）や自殖性作物の品種(純系品種)をそのまま両親と

して使って育成するもの。他殖性作物の育種の初期段階や、自殖弱勢がきわめて強い

場合や自家不和合性によって自殖が困難な場合、果樹等のように1世代の年数が長いた

め自殖系統の育成が困難な場合に用いられます。

（2）他殖性作物で、雑種強勢を効率的に利用するため、ヘテロな品種から自殖や近親交

配を繰り返しながら組合せ能力について選抜して自殖(近交)系統を育成し、これらを組
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み合わせてＦ1を育成するもので、野菜等でもっとも広く行われている方法です。組合

せのやり方で、単交雑、三系交雑、複交雑等があります。

＜単交雑＞　　　＜三系交雑＞　　　　　　　＜複　交　雑＞

Ａ　×　Ｂ　　　Ａ　×　Ｂ　　　　　　Ａ　×　Ｂ　Ｃ　×　Ｄ

↓　　　　　　　↓　　　　　　　　　　↓　　　　　↓

栽　培　　　　　 Ｆ１　×　Ｃ　　　　　Ｆ１　 ×　 Ｆ１

↓　　　　　　　　 ↓

栽　培　　　　　　 栽　培　

（3）合成品種とは、組合せ能力について選抜された多数の系統間の相互交雑によって育

成され、自然受粉で維持されている品種です。Ｆ1の採取が困難で、また多様な環境条

件に適応できる遺伝的な多型が求められる場合に有効であり、主に牧草の育種に用い

られています。

Ｆ1種子の採取を効率的に行うには、雄性不稔系統の活用が不可欠です。

5）突然変異育種法
放射線照射や化学薬品の処理により人為的に突然変異を起こさせ、既存の品種にはない

新たな機能を持った遺伝子を作り出す育種法です。この方法は、少数の遺伝子に支配され

ている形質を添加あるいは削除することによって、既存の品種を改良しようとする場合に

有効であると考えられます。

ただし、放射線照射や化学薬品の処理について特別の施設や資格等が必要となりますの

で、専門の研究施設で専門家の指導を受けながら実施する必要があります。

6）倍数性・異数性育種法
（1）倍数性

通常の作物は二倍体といわれ、ゲノムの基本染色体数の2倍の染色体をもっています。

作物の中には、ゲノムの基本染色体数の3倍、4倍、5倍・・の染色体を持っているものが

あり、三倍体、四倍体、五倍体、・・と呼ばれています。同種のゲノムが倍加したものを

同質倍数体、異種のゲノムを含むものを異質倍数体と呼んでいます。イネやオオムギは、

二倍体ですが、コムギの異質六倍体、サツマイモ、ジャガイモでの同質四倍体に近い部分

的異質四倍体、イチゴ、ナタネでの異質四倍体等があります。

この育種法のねらいは、ゲノムの量的倍加により得られる倍数体を素材として新しい有

用形質の出現を求めようとするものです。同質倍数体では、遺伝子の量だけが増加して遺

伝情報は付加されませんが、異質倍数体の場合は複数のゲノムの遺伝情報を集積して遺伝

変異が拡大されることが期待されます。また、三倍体では稔性が特に低いので、これを利

用して種なしスイカ等が育成されており、このような活用も可能です。
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倍数体の作成方法は、イヌサフランの球根や種子から得られるアルカロイドの一種であ

るコルヒチンを利用します。コルヒチンの薄い水溶液で生長点を処理すると高率で倍数体

が生じることが分かっています。

（2）異数性

異数性とは、基本染色体数の正倍数よりも多い、あるいは少ない染色体数を持つことで、

その個体を異数体と呼んでいます。異数体は一般に弱く不稔ですが、まれには珍しい形質

を現すことがあるので、変異物が観賞される花類では菊や、クロッカスのように、特異品

種として栄養繁殖によって維持・活用されているものがあります。多くは倍数体の偶発実

生として得られますが、四倍体と三倍体の掛合せによって生じることも知られており、人

為的に作り出すことも可能です。

（3）半数体

半数体とは、ゲノムの基本染色体数だけの個体であり、葯培養等により半数体を作出し、

その染色体数を倍化すれば直ちに純系を得ることができ、育種年限を短縮することが可能

です。

7）遺伝子組み換え法
これまでの育種技術では有用遺伝子の取得先が基本的に同じ種の中に限定されるという

限界があったのですが、遺伝子組み換え技術では、生物のDNAがあれば種を超えてそれ

を利用することが可能となります。海外では、大豆、トウモロコシ、ナタネ等多くの作物

で実用品種が作出され、日本でもイネを中心に研究が進められています。この方法を活用

するためには、相当高度な知識・技術を必要とし、また、環境に対する安全性、食品とし

ての安全性等の確認が必要です。

★参考資料
育種学ハンドブック　松尾孝嶺編　養賢堂　1974年

植物遺伝育種学　武田和義著　裳華房　1993年

新版　植物育種学　　角田重三郎他著　文永堂　1991年

植物の育種学　　日向康吉著　朝倉書店　1997年

植物育種学（上：基礎編、下：応用編） 藤巻宏他著　培風館　1992年

植物育種学辞典　　日本育種学会編　培風館　2005年
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★問い合わせ先
＜遺伝資源関係＞

独立行政法人　農業生物資源研究所　ジーンバンク

〒305-8602 茨城県つくば市観音台2－1－2

URL http://www.gene.affrc.go.jp

電話　029-838-7645（生物遺伝資源管理室）

＜育種関係＞

独立行政法人　農業・食品産業技術総合研究機構（略称：農研機構）

〒305-8517 茨城県つくば市観音台3－1－1

ＵRL http://www.naro.affrc.go.jp

電話　029-838-8988

（作物別担当研究所）

・水稲、小麦、大麦等・・・作物研究所

大豆、サツマイモ　　　　〒305-8518 茨城県つくば市観音台2-1-18

ゴマ、アマランサス　　　URL http://nics.naro.affrc.jp/

電話　029-838-8260

・そば、バレイショ、・・・北海道農業研究センター

テンサイ、カボチャ　　　〒062-8555 北海道札幌市豊平区羊ヶ丘1

タマネギ　　　　　　　　URL http://cryo.naro.affrc.go.jp

電話　011-851-9141

・サトウキビ、ハトムギ・・九州沖縄農業研究センター

イチゴ（促成） 〒861-1192 熊本県合志市須屋2421

URL http://konarc.naro.affrc.go.jp/

電話　096-242-1150

・ナタネ、ホウレンソウ・・東北農業研究センター

イチゴ（夏秋どり） 〒020-0198 岩手県盛岡市下厨川字赤平4

URL http://tohoku.naro.affrc.go.jp/

電話　019-643-3433
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・野菜、茶・・・・・・・・野菜茶業研究所

〒514-2392 三重県津市安濃町草生360

URL http://vegetea.naro.affrc.go.jp/

電話　059-268-1331

・果　樹・・・・・・・・・果樹研究所

〒305-8605 茨城県つくば市藤本2－1

URL http://fruit.naro.affrc.go.jp/

電話　029-838-6416

・飼料作物・・・・・・・・畜産草地研究所

〒305-0901 茨城県つくば市池の台２

URL http://nilgs.naro.affrc.go.jp/

電話　029-838-8600

・花　卉・・・・・・・・・花き研究所

〒305-8519 茨城県つくば市藤本２－１

URL http://flower.naro.affrc.go.jp/

電話　029-838-6801
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様式第一号（第五条関係）

（ちょう付した収入印紙の額　　　　　　　円）

品　種　登　録　願

農林水産大臣　殿

年　　月　　日

種苗法第５条第１項の規定に基づき、次のとおり出願します。

（この願書を提出する者（注））
□出願者（１．に記載） □代理人（以下に記載）

フリガナ
住所又は居所：（〒　　　　）

フリガナ
氏名又は名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

法人の場合には代表者氏名：

電話番号：

□別紙あり（代理人が複数ある場合には、「□」に「レ」を付し、２人目からは
別紙に同じ欄を人数分設けて全員記載すること。）

（注）
１．この願書を提出する者が出願者である場合には、「□出願者」に「レ」を付し、本欄
には記載せずに、「１．出願者」に記載する。
２．この願書を提出する者が代理人である場合には、「□代理人」に「レ」を付し、本欄
を記載する。
３．なお、氏名を自署する場合には、押印を省略することができる。

2．品種登録出願様式

ここに収入印紙をちょう付してください。

収入印紙は、消印や汚損等しないでください。
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１．出願者
（1）住所又は居所並びに氏名又は名称

フリガナ
住所又は居所：（〒　　　　　）

フリガナ
氏名又は名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
（ローマ字表記）：

法人の場合には代表者氏名：

電話番号：

（2）出願者の国籍：

□別紙あり（出願者が複数ある場合には、「□」に「レ」を付し、２人目からは別
紙に同じ欄を人数分設けて全員記載すること。）

２．文書送付先（国内の住所等）
（1）住所又は居所：（〒）

あ て 名：

電話番号：

（2）上記（1)の住所又は居所は、次の者のものである。
□出願者の１人　　　□代理人　　　□業務用住所（非居住者の場合など）

３．農林水産植物の種類
学　　名（ローマ字）：

和　　名：

４．出願品種の名称

（品種名称は、名称中のスペースが分かるようにます目を用いて記載すること。）

フリガナ
品種名称
ローマ字表記
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５．出願品種の育成者
（1）本品種を育成した者は、

□出願者と同一である（育成者の氏名を記載する必要はない。）。
□出願者と異なる。

フリガナ
氏　　　　名：
（ローマ字表記）：
□別紙あり（複数名の場合には、「□」に「レ」を付し、２人目からは別
紙に同じ欄を人数分設けて全員記載すること。）

□上記の他に育成者はいない。
（2）本品種を出願する地位は、出願者に次の手段で承継されている。

□契　約（特定承継）
□相続等（一般承継）
□その他（具体的に記載）：

（3）本品種が育成された国：

６．外国での出願（該当する場合に記載すること。）
国又は政府間機関名：
出願年月日：　　　　年　　月　　日
出願番号：
□品種名称　又は　□仮名称：
栽培試験の実施状況　□完了　　□実施中　　□実施予定
審査状況　□審査中　　□拒絶　　□取下げ　　□登録
□別紙あり（出願先が複数ある場合には、「□」に「レ」を付し、２件目からは
別紙に同じ欄を必要数設けてすべて記載すること。）
□先の出願で提出した種苗は、本出願のものと一致していることを誓約します。

７．優先権の主張（該当する場合に記載すること。）
以下の出願に関して優先権を主張します。
国又は政府間機関名：
出願年月日：　　　　年　　月　　日
出願した品種名称：

８．本品種の種苗又は収穫物を業として譲渡した履歴
（1）日本における譲渡

□譲渡していない。
□　　　　年　　月　　日に日本で最初の譲渡を行った。
譲渡時の名称：

（2）外国における譲渡
□譲渡していない。
□　　　　年　　月　　日に（国名） で最初の譲渡を行った。

譲渡時の名称：
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（願書別紙）

１　代理人（２人目からは記載欄を必要数設けて全員記載すること。）
フリガナ
住所又は居所：（〒　　　　　）

フリガナ
氏名又は名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

法人の場合には代表者氏名：

電話番号：

２　出願者（２人目からは記載欄を必要数設けて全員記載すること。）
フリガナ
住所又は居所：（〒　　　　　）

フリガナ
氏名又は名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
（ローマ字表記）：

法人の場合には代表者氏名：

電話番号：

出願者の国籍：

３　出願品種の育成者（２人目からは記載欄を必要数設けて全員記載すること。）
フリガナ
氏　　　　名：
（ローマ字表記）：

４．外国での出願
国又は政府間機関名：
出願年月日：　　　　年　　　月　　　日
出願番号：
□品種名称　又は　□仮名称：
栽培試験の実施状況　□完了　　□実施中　　□実施予定
審査状況　□審査中　　□拒絶　　□取下げ　　□登録
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（別添様式）
品種登録願を補足する情報

１　出願者（品種登録願「１.出願者」関係の補足）
（1）共同出願の場合において、持分の定めがある場合には、出願者全員の氏名又
は名称並びにその持分を記載すること。なお、持分については、分数で、その
合計が１となるように記載すること。
氏名又は名称：　　　　　　　　　　　　　持分：
氏名又は名称：　　　　　　　　　　　　　持分：
氏名又は名称：　　　　　　　　　　　　　持分：
氏名又は名称：　　　　　　　　　　　　　持分：
氏名又は名称：　　　　　　　　　　　　　持分：
（行が不足する場合には、本欄に行を追加して記載する。）

（2）共同出願の場合において、種苗法第２３条第２項の定め又は民法（明治２９
年法律第８９号）第２６４条において準用する同法第２５６条第１項ただし書
の契約がある場合には、この欄に当該定め又は契約がある旨を記載すること。

（3）出願者が外国法人の場合には、法人の法的性質を記載すること。

２．職務育成品種（品種登録願「５.出願品種の育成者」関係の補足）
本出願品種が職務育成品種である場合には、次の「□」のいずれかに「レ」を

付すこと。
□使用者等による出願
□従業者等による出願（下欄に使用者等の名称及び住所を記載）

使用者等の名称：
住　　　　　所：

３．出願品種が種子又は種菌を種苗とする場合
（1）提出する種子又は種菌の別及びその量（次の「□」のいずれかに「レ」を付
すこと。）
□種子：1,000粒　　 □菌株：試験管５本

（2）独立行政法人種苗管理センターへの提出方法及び年月日（次の「□」のいず
れかに「レ」を付し、日付を記載すること。）
□送　付　　　　　　　□持　参

提出年月日　　　　年　　　月　　　日
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［提出物件及び添付書面の目録］

願書に添付した書類等の「□」に「レ」を付すこと。

□１．願書様式
□（１）代理人（２人目以降）
□（２）出願者（２人目以降）
□（３）出願品種の育成者（２人目以降）
□（４）外国での出願（２件目以降）

□２．説明書
□３．代理人により出願する場合は、その権限を証明する委任状等の書面
□４．出願者が種苗法第11条第１項の規定により優先権を主張する場合は、最先の
締約国出願又は最先の特定国出願があったことを証明する書面（原文及び翻訳
文）

□５．品種登録願を補足する情報を記載した書面
□６．出願品種の植物体の写真
□７．出願品種の育成をした者の承継人が出願する場合は、承継人であることを証
明する書面

□８．出願者が外国人又は外国法人である場合は、次に掲げるいずれかの書面
□（1）種苗法第10条柱書関係

出願者が日本国内に住所又は居所（法人の場合は営業所）を有するときは、
これを証明する書面

□（2）種苗法第10条第１号及び第２号関係
出願者が日本国以外の締約国等又は同盟国の国籍を有するか、当該国に住

所又は居所（法人の場合は営業所）を有するときは、そのいずれかを証明す
る書面（原文及び翻訳文）

□（3）種苗法第10条第３号関係
出願者の属する国（締約国等及び同盟国を除く。）が、日本国民に対し品種

の育成に関してその国の国民と同一の条件による保護を認めているとき、又
はその国の国民に対し日本国が育成者権その他育成者権に関する権利の享有
を認めることを条件として日本国民に対し当該保護を認めているときは、こ
れを証明する書面、当該国が出願に係る品種につき品種の育成に関する保護
を認めるものであることを証明する書面（原文及び翻訳文）

□９．試作データ（別紙）
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様式第二号（第七条関係）
説　　明　　書

１．農林水産植物の種類
学　　名（ローマ字）：
和　　名：

２．出願品種の栽培技術及び生育状況に関する問合せ先
フリガナ
住所又は居所：（〒　　　　　）
フリガナ
氏　　　　名：
（法人にあっては、担当部署名及び担当者氏名）
電　話　番　号：
Ｆ Ａ Ｘ 番　号：
Ｅ-mailアドレス：

３．出願品種の名称
フリガナ
品　種　名　称：
（ローマ字表記）：

４．出願品種の育成及び繁殖の方法
（1）育成方法（（a)～（d)のうち該当事項を１つ選択し、必要事項を記載する。）
（ａ）交　配

□母親の品種名：
□父親の品種名：
□両親とも不明

□（ｂ）突然変異（枝変わり）親品種名：

□（ｃ）発見及びその検定（いつどこで発見し、どのように育成したか記載する。）

□（ｄ）その他

（2）繁殖方法
（ａ）種子繁殖
□（ア）自家受粉
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□（イ）他家受粉　　　□集団採種　　　□合成品種
□（ウ）交雑品種（種子を得るために毎回親品種を交配するもの（Ｆ１品種等））
□（エ）その他（具体的に記載）：

（b）栄養繁殖
□（ア）挿し木、接ぎ木
□（イ）組織培養
□（ウ）その他（具体的に記載）：

□（c）その他（具体的に記載）：

５．出願品種の形質及び特性
形質番号　　形質名　　　　特　性　　　　　　出願品種の階級値（特性値）

６．類似品種と明確に区別されることとなる出願品種の形質及び特性
類似品種名　　　　形質名　　　　類似品種の特性　　　出願品種の特性

７．品種審査において参考となり得る追加情報
（1）上記５及び６に記載された情報に加え、出願品種を区別するために役立つと
思われる追加的な形質はありますか。

□はい　　　　　　　　　　□いいえ
「はい」の場合、その内容を記載してください。

（2）品種の栽培又は審査の実施に関連して、特別な条件はありますか。
□はい　　　　　　　　　　□いいえ

「はい」の場合、その内容を記載してください。

（3）その他の情報
（ａ）出願品種の主たる用途

（ｂ）出願品種の写真（添付書類として提出する。）
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８．栽培の許可
（1）出願品種は、環境保全、人間及び動物の健康保護に関して、関係する法令に
基づきその栽培について事前の許可が必要ですか。

□はい　　　　　　　　　□いいえ
（2）（1）が「はい」の場合、その許可を既に得ていますか。

□はい　　　　　　　　　□いいえ
（3）（2）が「はい」の場合、その許可のコピーを添付してください。

９．審査用種苗に関する情報
特性は、病害虫、薬物処理（例：生長抑制剤又は農薬）、組織培養の影響、台木

の違い、採穂条件の違い等の要因により影響を受けることがあります。審査用種
苗の提出については、審査当局の指示に従ってください。ただし、通常の栽培に
おいて、以下のような処理を行っている場合には、次の（１)から（４)までの該当
する項に「□」を付した上で、「はい」の場合その詳細を記載してください。
（1）微生物（例：ウイルス、細菌、ファイトプラズマ） □はい　　　□いいえ
（2）薬物処理（例：生長抑制剤、殺虫剤） □はい　　　□いいえ
（3）組織培養　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□はい　　　□いいえ
（4）その他の要素　　　　　　　　　　　　　　　　　　□はい　　　□いいえ

「はい」の場合は詳細を記載してください。

10．出願品種の栽培状況に関する情報
（1）種子又は種菌を種苗としない品種の場合において、特性を確認できる植物体
の維持及び保存の状況（場所及び方法）について記載してください。
（ａ）維持及び保存の場所：

（ｂ）維持及び保存の方法：

（2）日本国内における現地調査が可能な栽培場所について記載してください。
住　所（〒　　　　　　）
：

交通機関：　　　　　　　　　（最寄り駅）：



158

（3）作型について記載してください。
□露地　　　□施設　（施設の種類）：

（ａ）は種、植付け等の適期
は　種　　　　　　　月　　旬～　　　月　　旬
植付け　　　　　　　月　　旬～　　　月　　旬
接ぎ木　　　　　　　月　　旬～　　　月　　旬
挿し木　　　　　　　月　　旬～　　　月　　旬
その他（ ） 月　　旬～　　　月　　旬

（ｂ）開花期、収穫期その他出願品種の特性の把握に適した生育ステージの時期等
開花期　　　　　　　月　　旬～　　　月　　旬
収穫期　　　　　　　月　　旬～　　　月　　旬
成熟期　　　　　　　月　　旬～　　　月　　旬
その他（ ） 月　　旬～　　　月　　旬
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特　　性　　表（アベリア属の特性表）
2005．5

農林水産植物の種類名（アベリア　　　　　　　　　　）出願番号

出 願 品 種 の 名 称　（ ）
よみ：　（ ）

出願者の氏名又は名称　（ ） 育成者（ ）
出 願 者 の 住 所　（ ）
育 成 地 の 場 所　（ ）
特 性 調 査 場 所　（ ）
特性調査者の氏名　（ ） 対照品種名
特 性 調 査 年　（ ） （ ）（ ）

（特性について該当する項目を○で囲んで下さい）

区
分

植
物
林

枝

葉

形　　質

樹姿

そ
の
他

匍
匐
性

開
張
性

半
直
立
性

直
立
性

極
高

か
な
り
高

高や
や
高

中や
や
低

低か
な
り
低

極
低樹高

極
太

か
な
り
太

太や
や
太

中や
や
細

細か
な
り
細

極
細枝の太さ

そ
の
他

赤
褐

褐緑黄
緑新梢の色

密中粗

分枝性

極
長

か
な
り
長

長や
や
長

中や
や
短

短か
な
り
短

極
短節間長

そ
の
他

卵
形

楕
円
形

披
針
形葉全体の形

そ
の
他

円
形

鈍
形

鋭
形葉先端の形

そ
の
他

円
形

鈍
形

鋭
形葉基部の形

極
長

か
な
り
長

長や
や
長

中や
や
短

短か
な
り
短

極
短葉身長

極
広

か
な
り
広

広や
や
広

中や
や
狭

狭か
な
り
狭

極
狭葉身幅

そ
の
他

淡
紅

赤
褐

緑
褐

緑黄
緑

黄
新葉表面の

色

そ
の
他

緑黄
緑

黄
成葉表面の

色

出願品種の特性値（標準品種との比較）

01 02 03 04 05 06 07 08 09

備　　考

（測定値等）

対照品種の特性値

（ ） （ ）
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区
分 形　　質

出願品種の特性値（標準品種との比較）

01 02 03 04 05 06 07 08 09

備　　考

（測定値等）

対照品種の特性値

（ ） （ ）

葉

花

有無
葉色の季節

変化

そ
の
他

濃
褐

赤
褐

緑
褐変化後の葉

色

有無

斑の有無

そ
の
他

覆
輪

中
斑

掃
き
込
み
斑

散
斑斑のパター

ン

そ
の
他

２
色

１
色斑の色数

新葉の斑色

（JHS）

主たる斑色

（JHS）

２次の斑色

（JHS）

有無
斑色の季節

変化

そ
の
他

褐紅淡
紅変化後の斑

色

多中小無
葉の毛の多

少

有無

葉の光沢

極
長

か
な
り
長

長や
や
長

中や
や
短

短か
な
り
短

極
短葉柄の長さ

そ
の
他

円
錐
花
序

集
散
花
序

花序のタイ

プ

下
向
き

横
向
き

上
向
き花の向き

そ
の
他

八
重
咲

一
重
咲花形

そ
の
他

鐘
状

筒
状花冠の形

極
大

か
な
り
大

大や
や
大

中や
や
小

小か
な
り
小

極
小花径
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区
分 形　　質

出願品種の特性値（標準品種との比較）

01 02 03 04 05 06 07 08 09

備　　考

（測定値等）

対照品種の特性値

（ ） （ ）

極
長

か
な
り
長

長や
や
長

中や
や
短

短か
な
り
短

極
短葉の長さ

蕾の色

（JHS）

花色（JHS）

花筒の色

（JHS）

極
長

か
な
り
長

長や
や
長

中や
や
短

短か
な
り
短

極
短がく片の長

さ

そ
の
他

褐淡
紅

濃
桃がく片の色

極
多

か
な
り
多

多や
や
多

中や
や
少

少か
な
り
少

極
少がく片数

極
多

か
な
り
多

多や
や
多

中や
や
少

少か
な
り
少

極
少花数

強中弱

花の香り

晩中早

開花期

長中短

開花期間

常
緑
性

半
常
緑
性

落
葉
性落葉性

強中弱

耐寒性

強中弱

耐暑性

強中弱

病害抵抗性

強中弱

虫害抵抗性

花

耐
倒
伏
性

生
理
・
生
態
的
特
性
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１）通常利用権許諾契約書の書式例

（前文）

○○（以下「甲」という。）と○○（以下「乙」という。）は、種苗法（平成10年

法律第83号）による品種登録を受けている品種に関して、次の条項によって利用契

約（以下「本契約」という。）を締結する。

（通常利用権の許諾）

第1条　甲は乙に対し、次の登録品種（以下「本品種」という。）について通常利用

権を許諾する。

品種登録番号

品種の属する農林水産植物の種類

品種の名称

育成者権の存続期間

（解説）当条項は育成者権に係わる利用権を特定するための条項であり、通常利用権か専用利用権か明
確になるようにします。また品種登録番号等により、利用許諾の対象となる育成者権を特定します。

（許諾の内容）

第2条　前条の通常利用権の内容は、次の通りとする。

（1）許諾の期間

（2）許諾に係わる行為の内容

（例）本品種に係わる種苗（原々種及び原種を含む）について

（例1）乙が生産（乙が委託して行う生産を含む。）、調整、譲渡の申出、譲渡又は

これらのための保管の行為とする。（輸出又は輸入を含む場合は、追加する。）

（例2）乙がその所属する県下において行う生産、譲渡の申出、譲渡又はこれらの

ための保管の行為とする。

（例3）乙（所属する組合員を含む）が行う生産、譲渡の申出、譲渡又はこれらの

ための保管の行為とする。

2 乙は、本品種を前項（2）で定める行為以外に利用し、又は第三者に利用させて

はならない。

（解説）当条項は通常利用権の内容・条件を定めるもので、具体的には、時間的制限、場所的制限、内
容的制限を加えて設定します。

（利用料）

第3条　乙は、本契約の契約期間中、次の基準によって計算した金額を利用料として

甲に支払わなければならない。

3．登録品種の利用権契約書の書式例
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（例1）種苗売上金額の○％、（例2）種苗生産数量×○円、（例3）種苗販売数量×○

円、（例4）一括払い利用料○円、（例5）一時金○円及び種苗売上金額の○％

2 前項の利用料の支払期日は、毎月○日締めの翌月末払いとする。

3 乙は、甲が定める納付期限までに正当な事由なく前項の利用料を支払わなかった

場合には、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、利率（○％）で計算

した延滞金を甲に対して支払わなければならない。

4 経済事情その他に著しい変化が生じたときには、甲乙協議の上、支払期限の未到

来の利用料を変更することができる。ただし、協議が調わない場合は、従前の利用

料を適用する。

（解説）当該条項は利用料の支払い義務を定めたものです。利用料は、利用対象となる種苗等を特定し、
利用料率等を明記することが必要です。支払方式は、例示の通りですが、基本的には次の3通りです。
①ランニングロイヤリティー方式（出来高払い）：例1～3、②一括払い方式：例4、③イニシャルペ
イメント方式（一時金払い及び出来高払い）：例5。

（報告等の義務）

第4条　乙は、1年を○月○日から○月○日までと○月○日から○月○日までの･･･の

○期間に分け、当該各期間における本品種の利用に係わる種苗の生産数量、販売

数量、利用料及びその他甲の指定する事項に関する報告書を作成し、当該期間経

過後○日以内に甲に報告しなければならない。

2 乙は、前項の期間内に本品種の種苗を販売した事実がないときは、その旨を表示

した報告書を前項の報告書に代えて○○（期限）までに甲に送付するものとする。

3 甲は、第1項の規定にかかわらず、随時必要に応じて、本品種の利用状況その他

利用に関する事項について乙に報告を求めることができる。

4 乙は、正当な理由なく、前項の報告を拒むことはできない。

（解説）利用料が出来高払い等で支払われることを前提とし、育成者権者が利用料の基礎となる数字を
的確に把握できるように利用者に利用料支払いの対象となる数値を報告させることを定めたものです。
なお、利用料を一時払いする場合は、基本的に第１項は不要です。

（通常利用権の移転の取扱い）

第5条　乙について相続その他の一般承継が生じた場合には、その一般承継人は、遅

滞なく、甲に通知通知しなければならない。

2 乙は、本品種の利用に係わる事業の一部又は全部の譲渡その他本品種の利用権の

移転その他の変更をもたらす行為をしようとするときは、事前に書面による甲の承

諾を得なければならない。

（解説）通常利用権者において相続等の一般承継が生じた場合には、遅滞なく、育成者権者に通知しな
ければならないことを規定したものです。また、品種の利用に係わる事業の譲渡など権利の移転や変
更がなされる場合には、事前に育成者権者の了解を得ることとしたものです。また、後日の紛争を未
然に防止するため、育成者権者の許諾を書面にて求めることにしたものです。
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（権利の保全等）

第6条　甲は、本品種に係わる品種登録に関し、異議申し立て若しくは取消訴訟が提

起されたとき又は取消処分が確定したときは、その旨を乙に速やかに通知するも

のとする。

2 甲は、育成者権を放棄するときは、事前に乙に通知し、その承諾を得るものとする。

3 甲が、本品種に係わる育成者権を第三者に移転しようとするときは、事前に乙に

通知するものとする。

（解説）①育成者権に関して異議申し立て等があった場合、通常利用権の成否に影響を及ぼすことにな
るため、利用権者にその旨を伝えるように義務付けしたものです。②育成者権を放棄するときも利用
権者に影響が及ぶため、その承諾を得るにようしたものです。ただし、育成者権が放棄された場合は、
直ちに利用契約履行不能となり、契約解除につながると考えられます。③育成者権を第三者に移転し
た場合、通常利用権者は、当該通常利用権の登録のない限り、育成者権の譲受人に対抗できないため、
事前に通知することとしたものです。

（権利侵害への対抗）

第7条　乙は、本品種に係わる育成者権に関し、第三者の侵害又は侵害のおそれのあ

る行為を発見したときには、直ちに甲に報告し、甲と協力してその排除にあたら

なければならない。

（解説）通常利用権者は、育成者権の侵害に対して差止請求権や損害賠償請求権等の積極的な侵害等の
手段をとり得ないので、利用権者は育成者権者に警告、訴訟等の手段をとるよう申し出ることを規定
し、育成者権者が行う侵害排除等の手段に協力することにより、侵害を排除することとしたものです。

（契約の有効期間）

第8条　本契約の有効期間は、本契約締結の日から平成○年○月○日までとする。た

だし、本品種の登録に関し、取消処分が確定したときは、その確定の日をもって

終了する。

（解説）契約の有効期間は、通常利用権の許諾期間と同じに定めます。

（契約の解除）

第9条　甲は、乙が本契約の規定する義務を履行しないときは、乙に１ヶ月の猶予期

間を定めてその履行を催告し、当該期間内にその履行がないときは、本契約を解

除することができる。

2 前項の場合において、甲に損害が発生したときには、甲は、乙に対し、損害賠償

を請求することができる。

（解説）契約の解除は、履行遅滞、履行不能又は不完全履行による解除（法定解除）の他、契約による
解除（約定解除）がありますが、本条項は、契約義務違反を広く事由とする約定解除条項を規定して
います。利用料不払いは履行遅滞解除事由になりますが、例えば、販売実績報告の提出義務違反とい
った契約上の付随義務違反は、その義務違反が契約目的を阻害するときは、契約の不完全履行による
解除権が発生します。しかし、予め同義務違反を約定解除権発生事由としておけば、義務違反が契約
目的を阻害するか否かを個別に判断することなく契約を解除することができます。
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第10条乙は、著しい経済事情その他の著しい変化により、本品種の利用による利益

を期待できなくなったときは、本契約を解除することができる。

（解説）経済事情等の著しい変化により品種の利用による利益を期待できなくなったときには、利用権
者を契約の拘束から解くことが当事者間の公平にかなうからです。

（契約終了時の義務）

第11条　乙は、本契約終了時において本品種を所有又は専有するときには、本契約

終了後1週間以内にそれらを焼却処分しなければならない。

（解説）契約終了時に乙が所有又は専有する種苗で、利用料未納の清算条項は、契約終了に伴う回復義
務として、民法所定の規定から当然認められますが、それに加えて、焼却処分を選択するときはその
旨規定します。また、焼却処分に代えて、育成者権者（甲）への引き渡し義務を規定することも考え
られます。

（突然変異の取扱い）

第12条　乙は、契約有効期間中の本品種の利用において突然変異体を発見したとき

は、遅滞なく甲に通知し、甲の指示に従わなければならない。

2 前項の場合において、乙は、甲の指示に従って前項の規定する品種を育成したと

きは当該品種の登録を受ける地位の一部を甲に承継するものとする。

（解説）本項は、変異体をめぐる甲と乙との紛争を未然に防止するため変異体を発見したときは甲の指
示を仰ぐものとし、その指示により乙が育成したときは、品種登録を受ける地位の一部を甲に継承す
るとしたものです。なお、乙が変異体に係わる品種を育成したにもかかわらず、甲が無償で当然継承
するような合意は、独占禁止法の趣旨に照らして好ましくないとみられます。

（契約費用）

第13条　本契約の締結に関して生じた費用は、各自の負担とする。ただし、印紙税

は、乙の負担とする。

（解説）契約締結にかかる経費は、育成者権者及び利用権者の自己負担としつつ、契約書作成に係わる
印紙代については、利用権者の負担とします。

（当事者の責務等）

第14条　甲及び乙は、信義に従い誠実に本契約の履行に努めなければならない。

2 本契約に定めのない事項及び本契約の事項に疑義が生じた場合は、甲及び乙は、

協議して定めるものとする。

（解説）第2項は、契約に規定のない事項又は契約事項に疑義が生じた場合に、甲、乙が協議して定め
ることとしたものです。基本的には契約前に考え得るケースを全て契約書に盛り込むことが望ましい
が、契約後に疑義が発生した場合は双方が協議して決定することとしたものです。
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（合意管轄）

第15条　本契約に関する紛争の裁判管轄については、○○地方裁判所とする。

（解説）裁判管轄については、民事訴訟の一般原則によりますが、予め当事者間で合意した場合には、
当該裁判所が紛争の合意管轄となります。

（後文）

本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲及び乙がそれぞれ1通を保

管する。

年　月　日

甲　○○○

住所

氏名（法人の場合は名称及び代表者の氏名） 印

乙　△△△

住所

氏名（法人の場合は名称及び代表者の氏名） 印

（解説）期日は契約成立の時期を特定するために必須です。押印に使用する印鑑は、原則として印鑑証
明書の印鑑（実印）が望ましい。

2）専用利用権設定契約書の書式例
登録品種の専用利用権設定契約書の書式例の標準モデルを示します。

専用利用権の設定の場合は、前記の通常利用権の許諾契約書の次の条項を以下のように

変更することが必要です。

（専用利用権の設定）

第１条　甲は乙に対し、次の登録品種（以下「本品種」という。）について専用利用

権を設定する。

品種登録番号

品種の属する農林水産植物の種類

品種の名称

育成者権の存続期間

（解説）本条項は、育成者権に係わる利用権を特定するための条項で、専用利用権の設定であることを
明確にするものです。

（専用利用権設定の内容）

第2条　前条の設定の内容は、次の通りとする。
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（1）設定の期間

（2）設定に係わる行為の内容

（例）本品種に係わる種苗（原々種及び原種を含む。）について

（例1）乙が行う生産（乙が委託して行う生産を含む。）、調整、譲渡の申出、譲渡

又はこれらのための保管の行為とする。（輸出又は輸入を含む場合は、追加

する。）

（例2）乙がその所属する県下において行う生産、譲渡の申出、譲渡又はこれらの

ための保管の行為とする。

（例3）乙（その所属する組合員を含む。）が行う生産、調整、譲渡の申出、譲渡

又はこれらのための保管の行為とする。

2 乙は、本品種に係わる許諾を前項（2）で定める行為以外に利用し、又は第三者

に利用させてはならない。

（解説）当該条項は、専用利用権設定の内容を定めるものです。専用利用権は、育成者権の内容の一部
に制限することもできます。制限の態様は通常利用権の場合と同様。専用利用権を設定すると、その
設定された範囲内において、第三者はもとより育成者権者もこれを利用することが制限されるため、
その範囲設定については当事者間において十分協議しておく必要があります。専用利用権者は、育成
者権者の許諾があれば、これを第三者に通常利用権の許諾をすることができます。第2項は、これを制
限する旨規定しています。仮に、専用利用権者が第三者に対して通常利用権を許諾しようとする場合
には、育成者権者による許諾を事前に書面にて求める旨規定しておくことが考えられます。

（専用利用権の移転の取扱い）

第5条　乙について相続その他の一般承継が生じた場合には、その一般承継人は、遅

滞なく、甲に通知通知しなければならない。

2 乙は、本品種の利用に係わる事業の一部又は全部の譲渡その他本品種の利用権に

移転その他の変更をもたらす行為をしようとするときは、事前に書面による甲の承

諾を得なければならない。

（解説）第1項は通常利用権において解説したことが当てはまります。もっとも、育成者権者は、専用
利用権を設定した場合には、その範囲内においては、自らこれを利用することが制限されるため、専
用利用権の実施が確実に行われることが不可欠です。そこで、一般承継が生じた場合はその存続につ
いて協議を求める旨の規定をおくことが通常利用権の場合に比べて、より必要となります。第2項は、
通常利用権において述べた通りです。

（権利侵害への対抗）

第7条　乙は、本品種に係わる専用利用権に関し、第三者の侵害又は侵害のおそれの

あるときには、自己の負担又はその責任において、侵害排除及び侵害予防の手段

を講じることができる。この場合、第三者から得た損害賠償金は乙に帰属する。

2 前項の場合、乙は甲に事前に通知し、甲の同意を得るものとする。

（解説）専用利用権者は、育成者権者と同様に警告、訴訟等による侵害排除の手段が認められています。
第1項は、権利侵害時に専用利用権者が自己の費用負担又は責任により単独で侵害排除手段をとり得る
ことを規定しています。第2項は、育成者権者自らも、侵害に対する排除は認められており、専用利用
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権者が侵害排除又は予防手段を講じるときは、事前に育成者権者に通知することを確認的に規定して
おくものです。

（契約の解除）

第9条　甲は、乙が本契約の規定する義務を履行しないときは、乙に1ヶ月の猶予期

間を定めてその履行を催告し、当該期間内にその履行がないときは、本契約を解

除することができる。

2 甲は、前項の規定に係わらず、乙の正当な理由なくして第2条により定められた

範囲内において本品種の利用実績が認められないときは、乙に1ヶ月の猶予期間を

定めてその利用の実施を催告し、当該期間内に本品種の利用実績がないときは、本

契約を解除することができる。乙の合理的な努力にもかかわらず、本品種の利用実

績が極めて妥当でないときも同様とする。

3 前2項の場合において、甲に損害が発生したときは、甲は、乙に対し、損害賠償

を請求することができる。

（解説）第1項の約定解除権の規定、第３項の解除の際の損害賠償の規定は、通常利用権の許諾書の書
式例に述べた通りです。また、育成者権者が登録品種について第三者に専用利用権を設定した場合に
は、その設定された範囲において育成者権者といえどもその利用が制限されるため、育成者権者は、
専用利用権者の当該品種の利用による利用料を通じて自ら利益を上げることとなります。ところが、
専用利用権者が、正当な理由なく、設定された範囲内において登録品種を利用しようとしない場合や、
定められた実績を上げられない場合には、育成者権者にとって不測の損害を被ります。とりわけ、利
用料について出来高払い方式を採用するときは、然りです。そこで、このような場合には、育成者権
者が専用利用権の契約を解除できる旨の約定解除事由を設けておくことが考えられます。第２項の後
段は、「利用実績が極めて妥当でないとき」との文言を用いていますが、独占禁止法の趣旨にかんがみ
て、なるべく単位あたりの利用実績を定めるようにして、解除事由を限定しておくことが妥当です。

3）通常利用権許諾契約書及び専用利用権設定契約書の追加検討事項
①第3条について利用料の返還に関する規定

品種登録の取消処分がされた場合における取消確定日までの利用料、あるいは育成者

権者が育成者権を第三者に譲渡した場合における譲渡日までの利用料について、当事者

間において予め合意しておいてもよい。

また、利用権者に起因して契約が解約された場合には、利用料の返済請求は一切認め

ない旨を定めておいてもよい。

・乙は、本品種について、品種登録取消処分が確定したときにおいても、当該確定日

までの第1項に規定する利用料の支払債務を免れない。

・乙は、甲が本品種に係わる育成者権を第三者に移転したときにおいても、当該移転

の日までの第1項に規定する利用料の支払債務を免れない。

・甲は、本品種について品種登録取消処分が確定したときにおいても、既に受領した

利用料を乙に返還しない。ただし、甲は自らに起因する事由によりその登録が取り
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消されたときは、取消処分の確定日以降の利用料を乙に返還するものとする。

・甲は、乙に帰因する事由により本契約の解約がさなれたときは、既に受領した利用

料は乙に返還しない。

②第4条について報告の正当性を確認する規定等

利用権者からの報告の正当性を確認するために育成者権者の利用権者に対する立入調査

を定める。調査に当たっては、育成者権者又は育成者権者の指定する守秘義務を課された

代理人（公認会計士、弁護士等）が調査を行うようにし、秘密保持に留意することが必要

となる。

・甲は、乙の事業所に甲の従業員又は甲の指定する代理人を派遣して、合理的な業務

時間内に本品種の利用に関する乙の帳簿書類及び生産現場を調査できる。

③名称の使用義務

種苗法第22条により登録品種の種苗を業として譲渡の申出をし、又は譲渡する場合に

は、当該品種の名称を使用しなければならないことから、確認的にこれを定める。特に、

侵害訴訟において登録品種の名称が付されずに、流通におかれた場合、侵害者から無過失

の抗弁が提出されることがあるため、このような規定をおいておくことが望ましい。

（名称を使用する義務）

第○条　乙は、本品種の種苗を業として譲渡の申出をし、または譲渡する場合には、

本品種の名称を使用しなければならない。

④権利の登録

利用権の農林水産省への設定の登録に関する条項である。専用利用権は、その設定の登

録が効力発生要件となっているため、農林水産省への設定の登録が必要である。従って、

専用利用権の設定契約においては、本条項の規定を置いておく必要がある。なお、専用利

用権の設定の登録の前に他の通常利用権の許諾がなされた場合は、当該通常利用権に専用

利用権の効力は及ばない。

これに対して、通常利用権は、育成者権の譲渡人や専用利用権者に対して、その効力を

対抗できない。従って、特に、利用権者が育成者権者との間で独占的通常利用権を許諾し

たときは、通常利用権の登録を行っておくことが望ましい。

（権利の登録）

第○条　乙は、本契約締結後、自己の費用をもって、利用権に関する登録をするこ

とができる。

2 前項の場合において、甲は、利用権に関する登録申請をするにあたり、乙に必要

な協力をしなければならない。
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⑤契約の更新

契約の更新について、予めその方法及び協議について規定しておいてもよい。例えば、

次の規定のように、契約の更新を望む場合は、契約満了前に予め書面で相手方に通知の上、

契約条件について協議し、協議が調わない場合は契約が終了する旨規定しておくことが考

えられる。

（契約の更新）

第○条　本契約は、更新することができる。この場合、契約条件については別途協

議するものとする。

2 甲又は乙は、本契約の更新を希望するときは、本契約の契約期間満了の○月前ま

でに、本契約の相手方に書面で通知するものとする。

3 前項の協議が調わないときは、本契約期間の満了をもって終了とする。

⑥付属書

技術的な細目にわたる項目を付属書で定める。例えば、付属書で決めるものには、以下

のものが考えられる。

・利用料支払いの対象となる生産数量等の定義

・利用料支払い方法

・利用料変更の方法

・利用料変更理由

・名称使用の方法

・通知方法

付属書も契約書の一部であり、本文との間に効力の差があるものではない。

付属書で決めた事項については、事情の変化に合わせて協議の上随時変更し、契約の円

滑化を図るべきであり、このため第2項の規定が必要となると考える。

（付属書）

第○条　本契約の細目については、付属書でこれを定める。

2 甲又は乙は、経済事情その他に著しい変化が生じたときは、前項の付属書の変更

について協議するものとする。

3 前項の規定による協議が調わないときは、従前の付属書に定めるところによるも

のとする。

引用文献

・「登録品種権利関係マニュアル－1998年改正種苗法対応－」（社）農林水産先端技術産業振興セン

ター、平成13年3月
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種苗法（平成10年法律第83号）

最終改正年月日:平成１９年５月１８日法律第４９号
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第２節　出願公表（第１３条・第１４条）

第３節　審査（第１５条－第１８条）

第４節　育成者権（第１９条－第３２条）

第５節　権利侵害（第３３条－第４４条）

第６節　品種登録の維持及び取消し（第４５条－第４９条）

第７節　雑則（第５０条－第５７条）

第３章　指定種苗（第５８条－第６６条）
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附則

第１章　総則

（目的）

第１条　この法律は、新品種の保護のための品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関

する規制等について定めることにより、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り、

もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする。

（定義等）

第２条　この法律において「農林水産植物」とは、農産物、林産物及び水産物の生産のた

めに栽培される種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類その他政令で定める植物

をいい、「植物体」とは、農林水産植物の個体をいう。

２ この法律において「品種」とは、重要な形質に係る特性（以下単に「特性」という。）

の全部又は一部によって他の植物体の集合と区別することができ、かつ、その特性の全

部を保持しつつ繁殖させることができる一の植物体の集合をいう。

３ この法律において「種苗」とは、植物体の全部又は一部で繁殖の用に供されるものを

いう。

４ この法律において「加工品」とは、種苗を用いることにより得られる収穫物から直接

に生産される加工品であって政令で定めるものをいう。

５ この法律において品種について「利用」とは、次に掲げる行為をいう。

一 その品種の種苗を生産し、調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、輸入し、又

はこれらの行為をする目的をもって保管する行為

二 その品種の種苗を用いることにより得られる収穫物を生産し、譲渡若しくは貸渡し

の申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をも
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って保管する行為（育成者権者又は専用利用権者が前号に掲げる行為について権利を

行使する適当な機会がなかった場合に限る。）

三 その品種の加工品を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、

輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為（育成者権者又

は専用利用権者が前２号に掲げる行為について権利を行使する適当な機会がなかった

場合に限る。）

６ この法律において「指定種苗」とは、種苗（林業の用に供される樹木の種苗を除く。）

のうち、種子、胞子、茎、根、苗、苗木、穂木、台木、種菌その他政令で定めるもので

品質の識別を容易にするため販売に際して一定の事項を表示する必要があるものとして

農林水産大臣が指定するものをいい、「種苗業者」とは、指定種苗の販売を業とする者

をいう。

７ 農林水産大臣は、農業資材審議会の意見を聴いて、農林水産植物について農林水産省

令で定める区分ごとに、第２項の重要な形質を定め、これを公示するものとする。

第２章　品種登録制度

第１節　品種登録及び品種登録出願

（品種登録の要件）

第３条　次に掲げる要件を備えた品種の育成（人為的変異又は自然的変異に係る特性を固

定し又は検定することをいう。以下同じ。）をした者又はその承継人（以下「育成者」

という。）は、その品種についての登録（以下「品種登録」という。）を受けることがで

きる。

一 品種登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた他の品種と特性の全部又

は一部によって明確に区別されること。

二 同一の繁殖の段階に属する植物体のすべてが特性の全部において十分に類似してい

ること。

三　繰り返し繁殖させた後においても特性の全部が変化しないこと。

２ 品種登録出願又は外国に対する品種登録出願に相当する出願に係る品種につき品種の

育成に関する保護が認められた場合には、その品種は、出願時において公然知られた品

種に該当するに至ったものとみなす。

第４条　品種登録は、品種登録出願に係る品種（以下「出願品種」という。）の名称が次

の各号のいずれかに該当する場合には、受けることができない。

一　一の出願品種につき一でないとき。

二 出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品に係る登録商標と同一又

は類似のものであるとき。

三 出願品種の種苗又は当該種苗と類似の商品に関する役務に係る登録商標と同一又は

類似のものであるとき。

四 出願品種に関し誤認を生じ、又はその識別に関し混同を生ずるおそれがあるもので

あるとき（前２号に掲げる場合を除く。）。

２ 品種登録は、出願品種の種苗又は収穫物が、日本国内において品種登録出願の日から

１年さかのぼった日前に、外国において当該品種登録出願の日から４年（永年性植物と
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して農林水産省令で定める農林水産植物の種類に属する品種にあっては、６年）さかの

ぼった日前に、それぞれ業として譲渡されていた場合には、受けることができない。た

だし、その譲渡が、試験若しくは研究のためのものである場合又は育成者の意に反して

されたものである場合は、この限りでない。

（品種登録出願）

第５条　品種登録を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げ

る事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。

一　出願者の氏名又は名称及び住所又は居所

二　出願品種の属する農林水産植物の種類

三　出願品種の名称

四　出願品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

五　前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

２ 前項の願書には、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を

記載した説明書及び出願品種の植物体の写真を添付しなければならない。

３ 育成者が２人以上あるときは、これらの者が共同して品種登録出願をしなければなら

ない。

（出願料）

第６条　出願者は、１件につき４万７２００円を超えない範囲内で農林水産省令で定める

額の出願料を納付しなければならない。

２ 前項の規定は、出願者が国（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２

条第１項に規定する独立行政法人のうち品種の育成に関する業務を行うものとして政令

で定めるものを含む。次項、第４５条第２項及び第３項並びに第５４条第２項において

同じ。）であるときは、適用しない。

３ 第１項の出願料は、国と国以外の者が共同して品種登録出願をする場合であって、品

種登録により発生することとなる育成者権について持分の定めがあるときは、同項の規

定にかかわらず、同項の農林水産省令で定める出願料の額に国以外の者の持分の割合を

乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

４ 前項の規定により算定した出願料の額に１０円未満の端数があるときは、その端数は、

切り捨てる。

（出願者の名義の変更）

第７条　出願者の名義は、変更することができる。

２ 出願者の名義の変更は、相続その他の一般承継の場合を除き、農林水産省令で定める

ところにより、農林水産大臣に届け出なければ、その効力を生じない。

３ 出願者について相続その他の一般承継による名義の変更があったときは、その一般承

継人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け

出なければならない。

（職務育成品種）

第８条　従業者、法人の業務を執行する役員又は国若しくは地方公共団体の公務員（以下

「従業者等」という。）が育成をした品種については、その育成がその性質上使用者、法

人又は国若しくは地方公共団体（以下「使用者等」という。）の業務の範囲に属し、か
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つ、その育成をするに至った行為が従業者等の職務に属する品種（以下「職務育成品種」

という。）である場合を除き、あらかじめ使用者等が品種登録出願をすること、従業者

等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更すること又は従業者等が品種登

録を受けた場合には使用者等に育成者権を承継させ若しくは使用者等のため専用利用権

を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。

２ 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務育成品種について、使用者等

が品種登録出願をしたとき、従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に

変更したとき、又は従業者等が品種登録を受けた場合において使用者等に育成者権を承

継させ若しくは使用者等のため専用利用権を設定したときは、使用者等に対し、その職

務育成品種により使用者等が受けるべき利益の額及びその職務育成品種の育成がされる

について使用者等が貢献した程度を考慮して定められる対価の支払を請求することがで

きる。

３ 使用者等又はその一般承継人は、従業者等又はその承継人が職務育成品種について品

種登録を受けたときは、その育成者権について通常利用権を有する。

（先願）

第９条　同一の品種又は特性により明確に区別されない品種について２以上の品種登録出

願があったときは、最先の出願者に限り、品種登録を受けることができる。

２ 品種登録出願が取り下げられ、又は却下されたときは、その品種登録出願は、前項の

規定の適用については、初めからなかったものとみなす。

３ 育成者でない者がした品種登録出願は、第１項の規定の適用については、品種登録出

願でないものとみなす。

（外国人の権利の享有）

第１０条　日本国内に住所及び居所（法人にあっては、営業所）を有しない外国人は、次

の各号のいずれかに該当する場合を除き、育成者権その他育成者権に関する権利を享有

することができない。

一 その者の属する国又はその者が住所若しくは居所（法人にあっては、営業所）を有

する国が、1972年11月10日、1978年10月23日及び1991年３月19日にジュネーヴで改正

された1961年12月２日の植物の新品種の保護に関する国際条約を締結している国（以

下「締約国」という。）又は同条約を締結している政府間機関（以下「政府間機関」

という。）の構成国（以下「締約国等」と総称する。）である場合

二 その者の属する国又はその者が住所若しくは居所（法人にあっては、営業所）を有

する国が、1972年11月10日及び1978年10月13日にジュネーヴで改正された1961年12

月２日の植物の新品種の保護に関する国際条約を締結している国（同条約第34条（２）

の規定により日本国がその国との関係において同条約を適用することとされている国

を含む。以下「同盟国」という。）であり、かつ、その者の出願品種につき品種の育

成に関する保護を認める場合（前号に掲げる場合を除く。）

三 その者の属する国が、日本国民に対し品種の育成に関してその国の国民と同一の条

件による保護を認める国（その国の国民に対し日本国が育成者権その他育成者権に関

する権利の享有を認めることを条件として日本国民に対し当該保護を認める国を含

む。）であり、かつ、その者の出願品種につき品種の育成に関する保護を認める場合
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（前２号に掲げる場合を除く。）

（優先権）

第１１条　次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、当該出願の時に、農林水

産省令で定めるところにより、優先権を主張することができる。

一 締約国、政府間機関又は同盟国に対する品種登録出願に相当する出願（以下「締約

国出願」と総称する。）をした者又はその承継人（日本国民、締約国等若しくは同盟

国に属する者又は日本国、締約国等若しくは同盟国に住所若しくは居所（法人にあっ

ては、営業所）を有する者に限る。） 締約国出願のうち最先の出願をした日（以下

「締約国出願日」という。）の翌日から１年以内に当該締約国出願に係る品種につき品

種登録出願をする場合

二 前条第３号に規定する国であって日本国民に対し日本国と同一の条件により優先権

の主張を認めるもの（締約国及び同盟国を除く。以下「特定国」という。）に対する

品種登録出願に相当する出願（以下「特定国出願」という。）をした者又はその承継

人（日本国民又は当該特定国に属する者に限る。） 特定国出願のうち最先の出願（当

該特定国に属する者にあっては、当該特定国出願）をした日（以下「特定国出願日」

という。）の翌日から１年以内に当該特定国出願に係る品種につき品種登録出願をす

る場合

２ 出願者が前項の規定により優先権を主張した場合には、締約国出願日又は特定国出願

日から品種登録出願をした日までの間にされた当該出願品種と同一の品種又は特性によ

り明確に区別されない品種についての品種登録出願、公表、譲渡その他の行為は、当該

品種登録出願についての品種登録を妨げる事由とはならない。

（品種登録出願の補正）

第１２条　農林水産大臣は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、品種登録出願の

補正をすべきことを命ずることができる。

一 品種登録出願がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反していると

き。

二　出願者が第６条第１項の規定により納付すべき出願料を納付しないとき。

２ 農林水産大臣は、前項の規定により品種登録出願の補正をすべきことを命じられた者

が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その品種登録出願を却

下することができる。

第２節　出願公表

（出願公表）

第１３条　農林水産大臣は、品種登録出願を受理したとき（前条第１項の規定により品種

登録出願の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたとき）は、

遅滞なく、次に掲げる事項を公示して、その品種登録出願について出願公表をしなけれ

ばならない。

一　品種登録出願の番号及び年月日

二　出願者の氏名又は名称及び住所又は居所

三　出願品種の属する農林水産植物の種類

四　出願品種の名称
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五　出願公表の年月日

六　前各号に掲げるもののほか、必要な事項

２ 農林水産大臣は、出願公表があった後に、品種登録出願が放棄され、取り下げられ、

若しくは却下されたとき、又は品種登録出願が拒絶されたときは、その旨を公示しなけ

ればならない。

（出願公表の効果等）

第１４条　出願者は、出願公表があった後に出願品種の内容を記載した書面を提示して警

告をしたときは、その警告後品種登録前にその出願品種、当該出願品種と特性により明

確に区別されない品種又は当該出願品種が品種登録された場合に第２０条第２項各号に

該当することとなる品種を業として利用した者に対し、その出願品種が品種登録を受け

た場合にその利用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求するこ

とができる。当該警告をしない場合においても、出願公表に係る出願品種（当該出願品

種と特性により明確に区別されない品種及び当該出願品種が品種登録された場合に同項

各号に該当することとなる品種を含む。以下この条において同じ。）であることを知っ

て品種登録前にその出願品種を業として利用した者に対しては、同様とする。

２ 前項の規定による請求権は、品種登録があった後でなければ、行使することができな

い。

３ 第１項の規定による請求権の行使は、育成者権の行使を妨げない。

４ 出願公表後に品種登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、品

種登録出願が拒絶されたとき、第４９条第１項第１号若しくは第４号の規定により品種

登録が取り消されたとき、品種登録についての行政不服審査法（昭和３７年法律第１６

０号）に基づく異議申立てが理由があるとしてこれを取り消す決定が確定したとき、又

は品種登録を取り消し、若しくは無効を確認する判決が確定したときは、第１項の規定

による請求権は、初めから生じなかったものとみなす。

５ 第３６条から第３８条まで及び第４０条から第４３条まで並びに民法（明治２９年法

律第８９号）第７１９条及び第７２４条の規定は、第１項の規定による請求権を行使す

る場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が品種登録前に当該品種

登録出願に係る出願品種の利用の事実及びその利用をした者を知ったときは、同条中

「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「品種登録の日」

と読み替えるものとする。

第３節　審査

（出願品種の審査）

第１５条　農林水産大臣は、出願者に対し、出願品種の審査のために必要な出願品種の植

物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。

２ 農林水産大臣は、出願品種の審査をするに当たっては、その職員に現地調査を行わせ、

又は独立行政法人種苗管理センター（以下「種苗管理センター」という。）に栽培試験

を行わせるものとする。ただし、出願品種の審査上その必要がないと認められる場合は、

この限りでない。

３ 農林水産大臣は、前項の規定による現地調査を関係行政機関、学校その他適当と認め

る者に依頼することができる。
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４ 栽培試験の項目、試験方法その他第２項の栽培試験の実施に関して必要な事項は、農

林水産省令で定める。

５ 種苗管理センターは、農林水産大臣の同意を得て、第２項の規定による栽培試験を関

係行政機関、学校その他適当と認める者に依頼することができる。

６ 農林水産大臣は、第２項の栽培試験の業務の適正な実施を確保するため必要があると

認めるときは、種苗管理センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができ

る。

（名称の変更命令）

第１６条　農林水産大臣は、出願品種の名称が第４条第１項各号のいずれかに該当すると

きは、出願者に対し、相当の期間を指定して、出願品種の名称を同項各号のいずれにも

該当しない名称に変更すべきことを命ずることができる。

２ 農林水産大臣は、出願公表があった後に、前項の規定により名称が変更されたときは、

その旨を公示しなければならない。

（品種登録出願の拒絶）

第１７条　農林水産大臣は、品種登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その

品種登録出願について、文書により拒絶しなければならない。

一 その出願品種が、第３条第１項、第４条第２項、第５条第３項、第９条第１項又は

第１０条の規定により、品種登録をすることができないものであるとき。

二 その出願者が、正当な理由がないのに、第１５条第１項の規定による命令に従わず、

同条第２項の規定による現地調査を拒み、又は前条第１項の規定による命令に従わな

いとき。

２ 農林水産大臣は、前項の規定により品種登録出願について拒絶しようとするときは、

その出願者に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機

会を与えなければならない。

（品種登録）

第１８条　農林水産大臣は、品種登録出願につき前条第１項の規定により拒絶する場合を

除き、品種登録をしなければならない。

２ 品種登録は、品種登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一　品種登録の番号及び年月日

二　品種の属する農林水産植物の種類

三　品種の名称

四　品種の特性

五　育成者権の存続期間

六　品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所

七　前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

３ 農林水産大臣は、第１項の規定による品種登録をしたときは、当該品種登録を受けた

者に対しその旨を通知するとともに、農林水産省令で定める事項を公示しなければなら

ない。

第４節　育成者権

（育成者権の発生及び存続期間）



178

第１９条　育成者権は、品種登録により発生する。

２ 育成者権の存続期間は、品種登録の日から２５年（第４条第２項に規定する品種にあ

っては、３０年）とする。

（育成者権の効力）

第２０条　育成者権者は、品種登録を受けている品種（以下「登録品種」という。）及び

当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有す

る。ただし、その育成者権について専用利用権を設定したときは、専用利用権者がこれ

らの品種を利用する権利を専有する範囲については、この限りでない。

２ 登録品種の育成者権者は、当該登録品種に係る次に掲げる品種が品種登録された場合

にこれらの品種の育成者が当該品種について有することとなる権利と同一の種類の権利

を専有する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

一 変異体の選抜、戻し交雑、遺伝子組換えその他の農林水産省令で定める方法により、

登録品種の主たる特性を保持しつつ特性の一部を変化させて育成され、かつ、特性に

より当該登録品種と明確に区別できる品種

二　その品種の繁殖のため常に登録品種の植物体を交雑させる必要がある品種

３ 登録品種が、前項第１号の農林水産省令で定める方法により、当該登録品種以外の品

種の主たる特性を保持しつつ特性の一部を変化させて育成された品種である場合におけ

る同項及び次条第２項の規定の適用については、前項中「次に」とあるのは「第２号に」

と、同条第２項中「前条第２項各号」とあるのは「前条第２項第２号」とする。

（育成者権の効力が及ばない範囲）

第２１条　育成者権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。

一　新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用

二 登録品種（登録品種と特性により明確に区別されない品種を含む。以下この項にお

いて同じ。）の育成をする方法についての特許権を有する者又はその特許につき専用

実施権若しくは通常実施権を有する者が当該特許に係る方法により登録品種の種苗を

生産し、又は当該種苗を調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、輸入し、若しく

はこれらの行為をする目的をもって保管する行為

三 前号の特許権の消滅後において、同号の特許に係る方法により登録品種の種苗を生

産し、又は当該種苗を調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、輸入し、若しくは

これらの行為をする目的をもって保管する行為

四 前２号の種苗を用いることにより得られる収穫物を生産し、譲渡若しくは貸渡しの

申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもっ

て保管する行為

五 前号の収穫物に係る加工品を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸

し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為

２ 農業を営む者で政令で定めるものが、最初に育成者権者、専用利用権者又は通常利用

権者により譲渡された登録品種、登録品種と特性により明確に区別されない品種及び登

録品種に係る前条第２項各号に掲げる品種（以下「登録品種等」と総称する。）の種苗

を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いる場合

には、育成者権の効力は、その更に用いた種苗、これを用いて得た収穫物及びその収穫
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物に係る加工品には及ばない。ただし、契約で別段の定めをした場合は、この限りでな

い。

３ 前項の規定は、農林水産省令で定める栄養繁殖をする植物に属する品種の種苗を用い

る場合は、適用しない。

４ 育成者権者、専用利用権者若しくは通常利用権者の行為又は第１項各号に掲げる行為

により登録品種等の種苗、収穫物又は加工品が譲渡されたときは、当該登録品種の育成

者権の効力は、その譲渡された種苗、収穫物又は加工品の利用には及ばない。ただし、

当該登録品種等の種苗を生産する行為、当該登録品種につき品種の育成に関する保護を

認めていない国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもっ

て収穫物を輸出する行為については、この限りでない。

（名称を使用する義務等）

第２２条　登録品種（登録品種であった品種を含む。以下この条において同じ。）の種苗

を業として譲渡の申出をし、又は譲渡する場合には、当該登録品種の名称（第４８条第

２項の規定により名称が変更された場合にあっては、その変更後の名称）を使用しなけ

ればならない。

２ 登録品種が属する農林水産植物の種類又はこれと類似の農林水産植物の種類として農

林水産省令で定めるものに属する当該登録品種以外の品種の種苗を業として譲渡の申出

をし、又は譲渡する場合には、当該登録品種の名称を使用してはならない。

（共有に係る育成者権）

第２３条　育成者権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、

その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。

２ 育成者権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他

の共有者の同意を得ないでその登録品種等を利用することができる。

３ 育成者権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その育

成者権について専用利用権を設定し、又は他人に通常利用権を許諾することができない。

（法人が解散した場合等における育成者権の消滅）

第２４条　育成者権は、次に掲げる場合には、消滅する。

一 育成者権者である法人が解散した場合において、その育成者権が民法第７２条第３

項その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。

二 育成者権者である個人が死亡した場合において、その育成者権が民法第９５９条の

規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。

（専用利用権）

第２５条　育成者権者は、その育成者権について専用利用権を設定することができる。

２ 専用利用権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録品種等を利用

する権利を専有する。

３ 専用利用権は、品種の利用の事業とともにする場合、育成者権者の承諾を得た場合及

び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

４ 専用利用権者は、育成者権者の承諾を得た場合に限り、その専用利用権について質権

を設定し、又は他人に通常利用権を許諾することができる。

５ 第２３条の規定は、専用利用権に準用する。
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（通常利用権）

第２６条　育成者権者は、その育成者権について他人に通常利用権を許諾することができ

る。

２ 通常利用権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業と

してその登録品種等を利用する権利を有する。

（先育成による通常利用権）

第２７条　登録品種の育成をした者よりも先に当該登録品種と同一の品種又は特性により

明確に区別されない品種の育成をした者は、その登録品種に係る育成者権について通常

利用権を有する。

（裁定）

第２８条　登録品種等の利用が継続して２年以上日本国内において適当にされていないと

き、又は登録品種等の利用が公共の利益のため特に必要であるときは、当該登録品種等

につき業として利用しようとする者は、当該登録品種の育成者権者又は専用利用権者に

対し通常利用権の許諾につき協議を求めることができる。

２ 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、同項に規定する者は、

農林水産大臣の裁定を申請することができる。

３ 農林水産大臣は、前項の規定による申請があったときは、その旨を当該申請に係る育

成者権者又は専用利用権者その他その登録品種に関し登録した権利を有する者に対し、

文書をもって通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならな

い。

４ 農林水産大臣は、登録品種等につき利用がされることが公共の利益のため特に必要で

ある場合を除き、当該登録品種等につき利用が適当にされていないことについて正当な

理由がある場合は、通常利用権を設定すべき旨の裁定をしてはならない。

５ 農林水産大臣は、第２項の裁定をしようとするときは、農業資材審議会の意見を聴か

なければならない。

６ 通常利用権を設定すべき旨の裁定においては、通常利用権を設定すべき範囲並びに対

価及びその支払の方法を定めなければならない。

７ 農林水産大臣は、第２項の裁定をしたときは、その旨を当事者及び当事者以外の者で

あってその登録品種に関し登録した権利を有するものに通知しなければならない。

８ 前項の規定により当事者に第６項に規定する裁定の通知があったときは、当該裁定で

定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。

（通常利用権の移転等）

第２９条　通常利用権は、前条第２項の裁定による通常利用権を除き、品種の利用の事業

とともにする場合、育成者権者（専用利用権についての通常利用権にあっては、育成者

権者及び専用利用権者。次項において同じ。）の承諾を得た場合及び相続その他の一般

承継の場合に限り、移転することができる。

２ 通常利用権者は、前条第２項の裁定による通常利用権を除き、育成者権者の承諾を得

た場合に限り、その通常利用権について質権を設定することができる。

３ 前条第２項の裁定による通常利用権は、品種の利用の事業とともにする場合に限り、

移転することができる。
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４ 第２３条第１項及び第２項の規定は、通常利用権に準用する。

（質権）

第３０条　育成者権、専用利用権又は通常利用権を目的として質権を設定したときは、質

権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該登録品種等を利用することができな

い。

２ 育成者権、専用利用権又は通常利用権を目的とする質権は、育成者権、専用利用権若

しくは通常利用権の対価又は登録品種等の利用に対しその育成者権者若しくは専用利用

権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡し

又は引渡し前に差押えをしなければならない。

（育成者権等の放棄）

第３１条　育成者権者は、専用利用権者、質権者又は第８条第３項、第２５条第４項若し

くは第２６条第１項の規定による通常利用権者があるときは、これらの者の承諾を得た

場合に限り、その育成者権を放棄することができる。

２ 専用利用権者は、質権者又は第２５条第４項の規定による通常利用権者があるときは、

これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用利用権を放棄することができる。

３ 通常利用権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常利用権

を放棄することができる。

（登録の効果）

第３２条　次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。

一 育成者権の移転（相続その他の一般承継によるものを除く。）、放棄による消滅又は

処分の制限

二 専用利用権の設定、移転（相続その他の一般承継によるものを除く。）、変更、消滅

（混同又は育成者権の消滅によるものを除く。）又は処分の制限

三 育成者権又は専用利用権を目的とする質権の設定、移転（相続その他の一般承継に

よるものを除く。）、変更、消滅（混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。）

又は処分の制限

２ 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところ

により、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

３ 通常利用権は、その登録をしたときは、その育成者権若しくは専用利用権又はその育

成者権についての専用利用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。

４ 第８条第３項又は第２７条の規定による通常利用権は、登録しなくても、前項の効力

を有する。

５ 通常利用権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常利用権を目的とする質権

の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗する

ことができない。

第５節　権利侵害

（差止請求権）

第３３条　育成者権者又は専用利用権者は、自己の育成者権又は専用利用権を侵害する者

又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

２ 育成者権者又は専用利用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を
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組成した種苗、収穫物若しくは加工品又は侵害の行為に供した物の廃棄その他の侵害の

予防に必要な行為を請求することができる。

（損害の額の推定等）

第３４条　育成者権者又は専用利用権者が故意又は過失により自己の育成者権又は専用利

用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合におい

て、その者がその侵害の行為を組成した種苗、収穫物又は加工品を譲渡したときは、そ

の譲渡した種苗、収穫物又は加工品の数量（以下この項において「譲渡数量」という。）

に、育成者権者又は専用利用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた種

苗、収穫物又は加工品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、育成者権者又は

専用利用権者の利用の能力に応じた額を超えない限度において、育成者権者又は専用利

用権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当

する数量を育成者権者又は専用利用権者が販売することができないとする事情があると

きは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

２ 育成者権者又は専用利用権者が故意又は過失により自己の育成者権又は専用利用権を

侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、そ

の者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、育成者権者又

は専用利用権者が受けた損害の額と推定する。

３ 育成者権者又は専用利用権者は、故意又は過失により自己の育成者権又は専用利用権

を侵害した者に対し、その登録品種等の利用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の

金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

４ 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合

において、育成者権又は専用利用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったとき

は、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

（過失の推定）

第３５条　他人の育成者権又は専用利用権を侵害した者は、その侵害の行為について過失

があったものと推定する。

（具体的態様の明示義務）

第３６条　育成者権又は専用利用権の侵害に係る訴訟において、育成者権者又は専用利用

権者が侵害の行為を組成したものとして主張する種苗、収穫物又は加工品の具体的態様

を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。

ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限

りでない。

（書類の提出等）

第３７条　裁判所は、育成者権又は専用利用権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申

立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為について立証するため、又は当該侵害の行

為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その

書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限り

でない。

２ 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要

があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合にお
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いては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。

３ 裁判所は、前項の場合において、第１項ただし書に規定する正当な理由があるかどう

かについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるとき

は、当事者等（当事者（法人である場合にあっては、その代表者）又は当事者の代理人

（訴訟代理人及び補佐人を除く。）、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。）、訴訟代

理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。

４ 前３項の規定は、育成者権又は専用利用権の侵害に係る訴訟における当該侵害の行為

について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

（損害計算のための鑑定）

第３８条　育成者権又は専用利用権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、

裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じた

ときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなけ

ればならない。

（相当な損害額の認定）

第３９条　育成者権又は専用利用権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認め

られる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の

性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基

づき、相当な損害額を認定することができる。

（秘密保持命令）

第４０条　裁判所は、育成者権又は専用利用権の侵害に係る訴訟において、その当事者が

保有する営業秘密（不正競争防止法（平成５年法律第４７号）第２条第６項に規定する

営業秘密をいう。以下同じ。）について、次に掲げる事由のいずれにも該当することに

つき疎明があった場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又

は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該

営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を

命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人

が第１号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外

の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。

一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載

され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠（第３７条第３項の規

定により開示された書類又は第４３条第４項の規定により開示された書面を含む。）

の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。

二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密

が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるお

それがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要がある

こと。

２ 前項の規定による命令（以下「秘密保持命令」という。）の申立ては、次に掲げる事

項を記載した書面でしなければならない。

一　秘密保持命令を受けるべき者

二　秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
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三　前項各号に掲げる事由に該当する事実

３ 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達し

なければならない。

４ 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効

力を生ずる。

５ 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

（秘密保持命令の取消し）

第４１条　秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存

する裁判所（訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保持命令を発した裁

判所）に対し、前条第１項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理

由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。

２ 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があった場合には、その決定書をその

申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。

３ 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることがで

きる。

４ 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。

５ 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消し

の申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営

業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密

保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。

（訴訟記録の閲覧等の請求の通知等）

第４２条　秘密保持命令が発せられた訴訟（すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を

除く。）に係る訴訟記録につき、民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）第９２条第１

項の決定があった場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請

求があり、かつ、その請求の手続を行った者が当該訴訟において秘密保持命令を受けて

いない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者（その請求をした

者を除く。第３項において同じ。）に対し、その請求後直ちに、その請求があった旨を

通知しなければならない。

２ 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があった日から２週間を経過する

日までの間（その請求の手続を行った者に対する秘密保持命令の申立てがその日までに

された場合にあっては、その申立てについての裁判が確定するまでの間）、その請求の

手続を行った者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。

３ 前２項の規定は、第１項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせること

について民事訴訟法第９２条第１項の申立てをした当事者のすべての同意があるとき

は、適用しない。

（当事者尋問等の公開停止）

第４３条　育成者権又は専用利用権の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有

無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するもの

について、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、

裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳
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述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずること

が明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該

陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては当該事項を判断の基礎とすべき育成者権

又は専用利用権の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるとき

は、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。

２ 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、あらかじめ、当事者等の意見を聴かなけ

ればならない。

３ 裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述す

べき事項の要領を記載した書面の提示をさせることができる。この場合においては、何

人も、その提示された書面の開示を求めることができない。

４ 裁判所は、前項後段の書面を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるとき

は、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書面を開示することができる。

５ 裁判所は、第１項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退

廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問が終

了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。

（信用回復の措置）

第４４条　故意又は過失により育成者権又は専用利用権を侵害したことにより育成者権者

又は専用利用権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、育成者権者又は専

用利用権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、育成者権者又

は専用利用権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。

第６節　品種登録の維持及び取消し

（登録料）

第４５条　育成者権者は、第１９条第２項に規定する存続期間の満了までの各年について、

１件ごとに、３万６０００円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の登録料を納

付しなければならない。

２ 前項の規定は、育成者権者が国であるときは、適用しない。

３ 第１項の登録料は、育成者権が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定

めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項の農林水産省令で定める登録料の額に

国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければな

らない。

４ 前項の規定により算定した登録料の額に１０円未満の端数があるときは、その端数は、

切り捨てる。

５ 第１項の規定による第１年分の登録料は、第１８条第３項の規定による公示があった

日から３０日以内に納付しなければならない。

６ 第１項の規定による第２年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければなら

ない。

７ 前項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過し

た後であっても、その期間の経過後６月以内にその登録料を追納することができる。

８ 前項の規定により登録料を追納する育成者権者は、第１項の規定により納付すべき登

録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
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（利害関係人による登録料の納付）

第４６条　利害関係人は、育成者権者の意に反しても、登録料を納付することができる。

２ 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、育成者権者が現に利益を受ける限

度においてその費用の償還を請求することができる。

（登録品種の調査）

第４７条　農林水産大臣は、登録品種の特性が保持されているかどうかについて調査の必

要があると認める場合は、育成者権者又は専用利用権者に対し登録品種の植物体の全部

又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。

２ 農林水産大臣は、前項に規定する場合には、その職員に現地調査を行わせ、又は種苗

管理センターに栽培試験を行わせるものとする。

３ 第１５条第３項から第６項までの規定は、前項の現地調査又は栽培試験に準用する。

（登録品種の名称の変更）

第４８条　農林水産大臣は、登録品種の名称が第４条第１項第２号から第４号までのいず

れかに該当する場合であることが判明したときは、利害関係人の申立てにより又は職権

で、育成者権者に対し、相当の期間を指定して、当該登録品種について同項各号のいず

れにも該当しない名称を提出すべきことを命ずることができる。

２ 農林水産大臣は、前項の規定により第４条第１項各号のいずれにも該当しない名称が

提出されたときは、品種登録簿に記載して当該登録品種の名称をその提出された名称に

変更しなければならない。

３ 農林水産大臣は、前項の規定により登録品種の名称を変更したときは、その旨を、当

該登録品種の育成者権者に通知するとともに、公示しなければならない。

（品種登録の取消し）

第４９条　農林水産大臣は、次に掲げる場合には、品種登録を取り消さなければならない。

一 その品種登録が第３条第１項、第４条第２項、第５条第３項、第９条第１項又は第

１０条の規定に違反してされたことが判明したとき。

二 品種登録がされた後において、登録品種が第３条第１項第２号又は第３号に掲げる

要件を備えなくなったことが判明したとき。

三 品種登録がされた後において、育成者権者が第１０条の規定により育成者権を享有

することができない者になったとき。

四　第４５条第５項に規定する期間内に第１年分の登録料が納付されないとき。

五　第４５条第７項に規定する期間内に登録料及び割増登録料が納付されないとき。

六 第４７条第１項の規定により資料の提出を命じられた者が正当な理由なく命令に従

わないとき。

七 前条第１項の規定により登録品種の名称の提出を命じられた者が正当な理由なく命

令に従わないとき。

２ 前項第１号から第３号まで、第６号又は第７号の規定による品種登録の取消しに係る

聴聞は、当該品種登録に係る育成者権に係る専用利用権者その他登録した権利を有する

者に対し、相当な期間をおいて通知した上で行わなければならない。

３ 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法（平成５年法律第８８号）第１７条第１項の規定

により前項に規定する者が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これ
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を許可しなければならない。

４ 育成者権は、第１項の規定により品種登録が取り消されたときは、消滅する。ただし、

次の各号に掲げる場合は、育成者権は、当該各号に定める時にさかのぼって消滅したも

のとみなす。

一　第１項第１号又は第４号に該当する場合品種登録の時

二　第１項第３号に該当する場合同号に該当するに至った時

三　第１項第５号に該当する場合第４５条第６項に規定する期間が経過した時

５ 農林水産大臣は、第１項の規定による品種登録の取消しをしたときは、その旨を、当

該品種登録に係る育成者権者に通知するとともに、公示しなければならない。

６ 第１項第４号又は第５号の規定による品種登録の取消しについては、行政手続法第３

章（第１２条及び第１４条を除く。）の規定は、適用しない。

第７節　雑則

（在外者の裁判籍）

第５０条　日本国内に住所及び居所（法人にあっては、営業所）を有しない者の育成者権

その他育成者権に関する権利については、農林水産省の所在地をもって民事訴訟法第５

条第４号の財産の所在地とみなす。

（品種登録についての異議申立ての特則）

第５１条　品種登録についての異議申立てについては、行政不服審査法第４５条の規定は

適用せず、かつ、同法第４８条の規定にかかわらず、同法第１４条第３項の規定は準用

しない。

２ 品種登録についての行政不服審査法に基づく異議申立ての審理は、当該品種登録に係

る育成者権者又は専用利用権者その他登録した権利を有する者に対し、相当な期間をお

いて通知した上で行わなければならない。

３ 農林水産大臣は、前項の規定により通知を受けた者が当該異議申立てに参加すること

を求めたときは、これを許可しなければならない。

（品種登録簿への登録等）

第５２条　次に掲げる事項は、農林水産省に備える品種登録簿に登録する。

一　育成者権の設定、移転、消滅又は処分の制限

二　専用利用権又は通常利用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

三 育成者権、専用利用権又は通常利用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅

又は処分の制限

２ この法律に定めるもののほか、品種登録及び品種登録簿に関して必要な事項は、農林

水産省令で定める。

（証明等の請求）

第５３条　何人も、農林水産大臣に対し、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げ

る請求をすることができる。

一　品種登録出願及び登録品種に関する証明の請求

二　品種登録簿の謄本又は抄本の交付の請求

三 品種登録簿又は第５条第１項の願書若しくはこれに添付した写真その他の資料（農

林水産大臣が秘密を保持する必要があると認めるものを除く。）の閲覧又は謄写の請
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求

２ 品種登録簿又は第５条第１項の願書若しくはこれに添付した写真その他の資料（次項

において「品種登録簿等」という。）については、行政機関の保有する情報の公開に関

する法律（平成１１年法律第４２号）の規定は、適用しない。

３ 品種登録簿等に記録されている保有個人情報（行政機関の保有する個人情報の保護に

関する法律（平成１５年法律第５８号）第２条第３項に規定する保有個人情報をいう。）

については、同法第４章の規定は、適用しない。

（手数料）

第５４条　前条第１項の規定による請求をする者は、実費を勘案して農林水産省令で定め

る額の手数料を納付しなければならない。

２ 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しな

い。

（品種登録表示）

第５５条　登録品種の種苗を業として譲渡する者は、農林水産省令で定めるところにより、

その譲渡する登録品種の種苗又はその種苗の包装にその種苗が品種登録に係る旨の表示

（以下「品種登録表示」という。）を付するように努めなければならない。

（虚偽表示の禁止）

第５６条　何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 登録品種以外の品種の種苗又はその種苗の包装に品種登録表示又はこれと紛らわし

い表示を付する行為

二 登録品種以外の品種の種苗であって、その種苗又はその種苗の包装に品種登録表示

又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡又は譲渡のための展示をする行為

三 登録品種以外の品種の種苗を譲渡するため、広告にその種苗が品種登録に係る旨を

表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

（条約の効力）

第５７条　新品種の保護に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。

第３章　指定種苗

（種苗業者の届出）

第５８条　種苗業者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を農林水産

大臣に届け出なければならない。ただし、農林水産省令で定める種苗業者については、

この限りでない。

一　氏名又は名称及び住所

二　取り扱う指定種苗の種類

三　その他農林水産省令で定める事項

２ 前項の事項中に変更を生じたときも、また同項と同様とする。

３ 前２項の規定による届出は、新たに営業を開始した場合にあってはその開始後２週間

以内に、第１項の事項中に変更を生じた場合にあってはその変更を生じた後２週間以内

にこれをしなければならない。

（指定種苗についての表示）
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第５９条　指定種苗は、その包装に次に掲げる事項を表示したもの又は当該事項を表示す

る証票を添付したものでなければ、販売してはならない。ただし、掲示その他見やすい

方法をもってその指定種苗につき第１号から第４号まで及び第６号に掲げる事項を表示

する場合又は種苗業者以外の者が販売する場合は、この限りでない。

一　表示をした種苗業者の氏名又は名称及び住所

二　種類及び品種（接木した苗木にあっては、穂木及び台木の種類及び品種）

三　生産地

四　種子については、採種の年月又は有効期限及び発芽率

五　数量

六　その他農林水産省令で定める事項

２ 前項第３号に掲げる生産地の表示は、国内産のものにあっては当該生産地の属する都

道府県名をもって、外国産のものにあっては当該生産地の属する国名をもってこれをし

なければならない。

３ 前２項に規定するもののほか、需要者が自然的経済的条件に適合した品種の種苗を選

択するに際しその品種の栽培適地、用途その他の栽培上又は利用上の特徴を識別するた

めの表示が必要であると認められる指定種苗については、農林水産大臣は、その識別の

ため表示すべき事項その他の当該表示に関し種苗業者が遵守すべき基準を定め、これを

公表するものとする。

４ 農林水産大臣は、前項の規定により定められた基準を遵守しない種苗業者があるとき

は、その者に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。

（指定種苗についての命令）

第６０条　農林水産大臣は、前条第１項及び第２項の規定に違反した種苗業者に対し、同

条第１項各号に掲げる事項を表示し、若しくは当該事項の表示を変更すべき旨を命じ、

又はその違反行為に係る指定種苗の販売を禁止することができる。

２ 農林水産大臣は、前条第４項の規定による勧告を受けた種苗業者がその勧告に従わな

かったときは、当該種苗業者に対し、期限を定めて、同条第３項の基準を遵守すべきこ

とを命ずることができる。

（指定種苗の生産等に関する基準）

第６１条　農林水産大臣は、優良な品質の指定種苗の流通を確保するため特に必要がある

と認められるときは、当該指定種苗の生産、調整、保管又は包装について当該指定種苗

の生産を業とする者及び種苗業者が遵守すべき基準を定め、これを公表するものとする。

２ 農林水産大臣は、前項の規定により定められた基準を遵守しない指定種苗の生産を業

とする者又は種苗業者があるときは、これらの者に対し、その基準を遵守すべき旨の勧

告をすることができる。

３ 農林水産大臣は、前項の勧告に従わない指定種苗の生産を業とする者又は種苗業者が

あるときは、その旨を公表することができる。

（指定種苗の集取）

第６２条　農林水産大臣は、その職員に、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種

苗を集取させることができる。ただし、時価によってその対価を支払わなければならな

い。



190

２ 前項の場合において種苗業者の要求があったときは、その職員は、その身分を示す証

明書を提示しなければならない。

（種苗管理センター又は家畜改良センターによる指定種苗の集取）

第６３条　農林水産大臣は、必要があると認めるときは、農林水産省令で定める区分によ

り、種苗管理センター又は独立行政法人家畜改良センター（以下「家畜改良センター」

という。）に、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることがで

きる。ただし、時価によってその対価を支払わなければならない。

２ 農林水産大臣は、前項の規定により種苗管理センター又は家畜改良センターに集取を

行わせる場合には、種苗管理センター又は家畜改良センターに対し、当該集取の期日、

場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

３ 種苗管理センター又は家畜改良センターは、前項の指示に従って第１項の集取を行っ

たときは、農林水産省令の定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を農

林水産大臣に報告しなければならない。

４ 第１項の場合において種苗業者の要求があったときは、同項の規定により集取をする

種苗管理センター又は家畜改良センターの職員は、その身分を示す証明書を提示しなけ

ればならない。

（種苗管理センター又は家畜改良センターに対する命令）

第６４条　農林水産大臣は、前条第１項の集取の業務の適正な実施を確保するため必要が

あると認めるときは、種苗管理センター又は家畜改良センターに対し、当該業務に関し

必要な命令をすることができる。

（報告の徴収等）

第６５条　農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、種苗業者に対し、そ

の業務に関し必要な報告を命じ、又は帳簿その他の書類の提出を命ずることができる。

（都道府県が処理する事務等）

第６６条　第５９条第４項、第６０条、第６１条第２項及び第３項、第６２条並びに前条

に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都

道府県知事が行うこととすることができる。

２ この章に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その

一部を地方農政局長に委任することができる。

第４章　罰則

（侵害の罪）

第６７条　育成者権又は専用利用権を侵害した者は、１０年以下の懲役若しくは１０００

万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

（詐欺の行為の罪）

第６８条　詐欺の行為により品種登録を受けた者は、３年以下の懲役又は３００万円以下

の罰金に処する。

（虚偽表示の罪）

第６９条　第５６条の規定に違反した者は、３年以下の懲役又は３００万円以下の罰金に

処する。
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（秘密保持命令違反の罪）

第７０条　秘密保持命令に違反した者は、５年以下の懲役若しくは５００万円以下の罰金

に処し、又はこれを併科する。

２ 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

３ 第１項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

（虚偽の表示をした指定種苗の販売等の罪）

第７１条　次の各号のいずれかに該当する者は、５０万円以下の罰金に処する。

一 第５９条第１項及び第２項の規定により表示すべき事項について虚偽の表示をした

指定種苗を販売した者

二　第６０条第１項又は第２項の規定による処分に違反して指定種苗を販売した者

（虚偽届出等の罪）

第７２条　次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。

一　第５８条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 正当な理由がないのに第６２条第１項又は第６３条第１項の集取を拒み、妨げ、又

は忌避した者

三 第６５条の規定による報告若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若し

くは虚偽の書類を提出した者

（両罰規定）

第７３条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰す

るほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑

を科する。

一　第６７条又は第７０条第１項３億円以下の罰金刑

二　第６８条又は第６９条１億円以下の罰金刑

三　第７１条又は前条第１号若しくは第３号各本条の罰金刑

２ 前項の場合において、当該行為者に対してした第７０条第２項の告訴は、その法人又

は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対して

も効力を生ずるものとする。

３ 第１項の規定により第６７条又は第７０条第１項の違反行為につき法人又は人に罰金

刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

（命令違反に対する過料）

第７４条　第１５条第６項（第４７条第３項において準用する場合を含む。）又は第６４

条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした種苗管理センター又は家

畜改良センターの役員は、２０万円以下の過料に処する。

（名称使用義務等の違反に対する過料）

第７５条　第２２条の規定に違反した者は、１０万円以下の過料に処する。

附　則 （平成１９年５月１８日法律第４９号） 抄

（施行期日）

第１条　この法律は、平成１９年１２月１日から施行する。ただし、附則第６条の規定は、
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公布の日から施行する。

（権利侵害に係る規定の適用に関する経過措置）

第２条　この法律による改正後の種苗法（以下「新法」という。）第２章第５節（新法第

１４条第５項において準用する場合を含む。）の規定は、別段の定めがある場合を除き、

この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の種苗法

（以下「旧法」という。）第２章第５節（旧法第１４条第５項において準用する場合を含

む。）の規定により生じた効力を妨げない。

第３条　新法第３４条第１項及び第３９条の規定は、この法律の施行前に、第２審である

高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は

地方裁判所が第１審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨

の合意をした事件については、適用しない。

２ 新法第４０条から第４２条までの規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、

第２審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判

所の判決又は地方裁判所が第１審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控

訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
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