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農林水産知財の可能性と魅力
─横田美香富山県副知事 × 弁護士知財ネット─

弁護士知財ネット１ 
農水法務支援チーム

弁護士・弁理士　松田　光代２ 

ゲスト　横田　美香 富山県副知事
インタビュアー　松田　光代 弁護士

中村　京子 弁護士３

１　わが国に知的財産高等裁判所が設置された平成17年４月に、日本弁護士連合会（以下「日弁連」）
の知財分野の活動を一層充実させるため創設された知財分野を取り扱う弁護士を中心とした専門家の
任意団体であり、国内外に1000名以上の会員を擁する。日弁連知的財産センター（以下「知財センタ
ー」）と弁護士知財ネット（以下「知財ネット」）の役割としては、仮に知財センターが日弁連の知財
分野における戦略本部的機能を担うとした場合、それを機動的、広域的かつ迅速に展開する実働部隊
が知財ネットであるとイメージすると理解しやすい。また両組織においては農林水産分野の知的財産
の創作、保護、活用等を通じてわが国の農林水産業の持続的発展に法律家の立場から寄与する目的
で、それぞれに「農水法務支援チーム」が編成されており、平仄をあわせた積極的な活動が行われて
いる。

２　金沢弁護士会所属。石川県金沢市において松田法律特許事務所を開業し、知的財産法分野にも積極
的に取り組む。金沢大学法学研究科非常勤講師。富山市出身。知財ネット農水法務支援チーム事務
局。

３　第一東京弁護士会所属。食品・医薬品メーカー勤務を経て弁護士登録。都内法律事務所、農林水産
省輸出・国際局知的財産課勤務を経て、現在、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業所属。知財ネッ
ト農水法務支援チーム所属。

特別企画　座談会

横田美香　富山県副知事　略歴
農林水産省入省
大臣官房参事官（食料産業局）、
経営局就農・女性課長などを経て
2021年４月から現職

富山県は農林水産業が大変活発な土地柄であり、弁護士知財ネット・農水法務支援チーム
ではご当地での農林水産関係知財の実情を把握するため、2022年（令和４年）６月22日に富
山県庁を訪問させていただき、農林水産行政に造詣の深い横田美香副知事より、さまざまな
有益なお話をお伺いすることができた。地域における農林水産業の一層の発展に資する農林
水産知財の創造・保護・活用の取り組みや成果、それらに加えて農林水産業における女性活
躍の視座からも、大変貴重なお話をお伺いすることができたので全国各地の農林水産業や農
水知財等の展開においても参考になると思料し、ここにご紹介する次第である。
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１　農林水産知財との出会い

司会（松田）　今回は、「農林水産知財の可能性と魅力について」をテーマにお二人にお話を聞か
せていただきますが、それに先立ち簡単なご経歴と農林水産知財とのこれまでの関わりをお伺
いいたします。まず、横田副知事からお聞かせください。

横田副知事（左）・中村弁護士（右手前）・松田弁護士（右奥）

横田　1995年に農水省に入省しました。当時はまだ農林水産業の分野で「知的財産」が意識され
ている状況ではなかったのですが、最初の配属先が農蚕園芸局総務課という部署で、同じ局に

「種苗課」があり、種苗法やＵＰＯＶ条約４に触れる機会を得ました。これが私の知的財産権
との最初の出会いです。

その後、植物防疫やＪＡＳ規格等の仕事をした後、2007年から2008年に大臣官房企画評価課
に立ち上げられた知的財産戦略チームに配属されました。このチームは現在の農林水産省の知
的財産課の前身です。農林水産省で初めて「知的財産」を意識し、種苗法による新品種だけで
なく特許や商標、営業秘密等を含め、「知的財産」を守り、活用して稼ぐ力を総合的に高めて
いく方向性を検討するチームでした。私個人としては、農水省の中では比較的早く知的財産権
を意識した仕事に取り組む機会を得ることになりました。

その後、コンサルティング等を行う民間企業に出向し、契約の実務を学び、知的財産を契約
で守ることを経験させていただきました。農水省に戻った後は国際標準や規格等に関わりまし
た。知的財産権そのものではないですが、規格という知的財産を活用する仕組みづくり等に携
わりました。その後、就農・女性課長として農林水産業における新規就業や女性活躍推進等に
携わり、2021年４月に富山に副知事として赴任しました。

司会（松田）　ありがとうございます。これまでのご経験を富山県の農林水産業を含む産業の振
興、男女共同参画等多彩な分野に生かしていただいているところですね。

４　ＵＰＯＶ条約：植物の新品種を各国が共通の基本的原則に従って保護することで、優れた品種の開
発と流通を促し、農業の発展に貢献することを目的として締結された条約。
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中村　私は法学部出身ではなく、大学では畜産学を専攻し、卒業後はＯＴＣ医薬品や食品を製造
販売する企業に就職しました。品質管理・品質保証業務等に５年間従事する中で法律に興味が
わき、法科大学院を経て弁護士となりました。最初に所属した法律事務所は知的財産法分野を
多く扱っており、その中で育成者権の権利行使や品種登録出願の拒絶に対する不服申立手続等
も経験しました。またその間、知財ネットの農水法務支援チームの活動にも参加しておりまし
た。2019年11月から任期付職員として農林水産省輸出・国際局の知的財産課にて２年間、地理
的表示５（ＧＩ）保護制度の業務に携わりました。日・ＥＵ経済連携協定６、日英包括的経済
連携協定７に基づくＧＩの相互保護制度や、その他の諸外国とのＧＩの相互保護に向けた協力
等のＧＩの国際関連業務を主に担当し、その他ＧＩに関する行政不服審査手続等、様々な業務
に従事させていただきました。現在は東京都内にある法律事務所にて弁護士業務をしておりま
す。私の所属事務所には、農林水産法務プラクティスチームがございまして、農林水産法務に
強みのある弁護士らとともに、農林水産・食品関係のご相談にも対応しております。

横田　コロナが大変な時期に農水省にいらしたのですね。

中村　入省して数か月後に新型コロナが国内で確認されて、企画を進めていたＧＩチーズフェス
ティバルが開催直前に中止になりました。その後はいろいろ制約がある中でしたが、国際会議
も含めてオンラインによる業務も推進され、この時期ならではの貴重な経験もさせていただい
たと思います。

横田　知的財産課の前身である知的財産戦略チームが立ち上がったのが2007年ですから、それか
ら10数年を経て農林水産知財の施策が格段に幅広くかつ国際的になってきていますね。

中村　はい。国内外で農林水産業を知財で守っていこうという意識が高まっていると思います。
もともとＥＵは農林水産知財に対する意識が高い地域ですが、近年ではアジア地域でも育成者
権や商標権、ＧＩ等農林水産品に関する知的財産権への関心の高さを感じます。

横田　私が携わっていた2007年の知的財産戦略チームの時代には青森りんごや県の名前等が他国
で商標登録されたりして、問題になっていました。それぞれの自治体で管理していくことは難
しいので、日本の産品を守るために国が主導でウオッチングしていくコンソーシアムを立ち上
げようという話をしていました。

中村　現在、農林水産知的財産保護コンソーシアム８が設立されており、商標出願状況の監視や
海外で流通している日本の農産品の模倣品調査を実施しています。調査で発見された疑義のあ
る事案については関係団体に情報提供し相談対応等したものもあります。横田副知事が立ち上

５　地理的表示（ＧＩ）：ＧＩは、「Geographical Indication」の略。地域で育まれた伝統を有し、その
高い品質等が生産地と結びついている農林水産物や食品等の名称。ＧＩを知的財産として保護する制
度について、日本では平成26年に特定農産物等の名称の保護に関する法律（地理的表示法）が成立。

６　2019年発効の日本と欧州連合間における貿易や投資など経済活動の自由化による連携強化を目的と
する経済連携協定。

７　2021年発効の日本とイギリス間における経済連携協定。EU離脱後の英国との間で、日EU経済連携
協定に代わる新たな経済連携協定として締結。
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げに関わられていたのですね。

２　富山の農林水産業の知財戦略

司会（松田）　横田副知事が現在活躍しておられる富山県は自然環境に恵まれ寒ブリ、ホタルイ
カ、シロエビ、チューリップ等が有名です。しかし、それだけでなく実は水稲種子の流通量は
全国トップですし、六条大麦やハトムギの生産量も全国トップクラスです。素材には恵まれた
自治体ですが、これまでのご経験を生かされて富山県の農林水産業の魅力とそれを具体化する
ための知財戦略をどのように立てておられるのでしょうか。

富山湾の王者　寒ブリ

横田　はい。ご指摘のとおり、県をまたいで流通している全国の種もみの６割が富山県産です。
富山で種もみづくりが盛んなのは、県内５つの種子場（たねば）で庄川の川風や「あいの
風」９等の風が稲の露を払い、種もみ生産に適した環境と水管理等の丁寧な仕事によるもので
す。それに加え、富山の薬売りが全国に薬とともに種もみを運んだという歴史的背景があるそ
うです。

司会（松田）　富山のコメはおいしいだけでなく、富山の種もみがなければ全国のコメの生産者
が困るということですね。種もみづくりは県の事業でしょうか。

横田　種もみづくりは何年もかかります。
まず種子生産の元となる原種は県が大事に育て上げ、それを県内の種子場で種もみとして生

８　農林水産知的財産保護コンソーシアム：我が国農林水産物・食品の知的財産面での保護強化を図る
ことを目的として、中国等の海外における商標出願状況を関係者が一体的に監視する体制を整えると
ともに、海外における産地偽装品や模倣品の調査を実施し、その現状や対応状況について情報を収集
し、それらを共有する体制を整備するために農林水産省が設立。

　　その活動内容について活動レポートが公表されている（https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/
brand/b_conso/）。

９　あいの風：日本海沿岸で沖から吹く夏のそよ風。
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産し、販売出荷するという形です。富山に赴任して富山のコメのおいしさに驚きました。
富山のコシヒカリは本当においしいのですが、新品種の「富富富（ふふふ）」は食味がよい

だけでなく夏の高温に強いコメで温暖化に対応し、かつ肥料・農薬も少なくて済む環境にやさ
しいものとなっています。また、酒米の「富の香（とみのかおり）」も富山県が品種を育成し、
登録しているコメです。

富山はコメ以外の食文化も豊かで、富山湾でとれるホタルイカは昔から有名ですが、シロエ
ビも「富山湾の宝石」と呼ばれとても人気があります。実はシロエビは以前はそれほど有名な
食材でなく、地元でそうめんの出汁にしたりしていたそうなのですが、近年ブランド化に成功
し、お刺身やお寿司等に使われて販売額が伸びた成功例といえます。

富山湾の宝石　シロエビ

農産品ですと、「入善ジャンボ西瓜」「富山干柿」「氷見稲積梅」の３つがＧＩ（地理的表示）
として登録されています。富山干柿は輸出もされていますね。「入善ジャンボ西瓜」はとても
人気で県外からも買っていかれるのですが、生産者さんが高齢化等で減少しています。ブラン
ド維持のためには量の確保も必要なので、今後の課題です。

中村　地域団体商標やＧＩを活用した農林水産品のブランド化には、生産者や生産地域が出願や
申請に向けた準備の過程で同じ方向性を目指して一枚岩になることが、その後の成功にもとて
も重要になると感じます。ＧＩを取得したということを契機として注目していただき、より地
元産品に対する意識が高まるといいですね。

司会（松田）　富山は花卉ではやはりチューリップでしょうか。

横田　富山といえばチューリップのイメージがあるとおり、チューリップは県の花です。毎年産
地の砺波市でチューリップフェアも開催されています。

多くの新品種が富山から生まれています。現在富山県で育成品種が39あり、現在品種登録し
ているのが15品種、民間育種も盛んで32あり現在品種登録数が１品種です。富山県が育成し、
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昨年販売開始の「乙女のドレス」や今年から販売の「黄つるぎ」という品種があるのですが、
今年４月にオランダ・アルメーレで開かれた国際園芸博覧会の切り花コンテストで富山県が出
品した「乙女のドレス」が金賞、「黄つるぎ」が銅賞を受賞しました。球根の出荷がメインで
すが、球根の肥大を良くするために切り落とした花を有効活用しようと、フラワーロスの取り
組みとして、花びらのフラワーカーペットなども行われています。

乙女のドレス 黄つるぎ

このほか林業分野でも、無花粉スギ「立山　森の輝き」の開発を行い現在普及・拡大を図っ
ています。なお、在来種ですが富山の氷見市で採れるスギは中がピンクでとてもすてきなの
で、ぜひみなさんに知っていただきたいと思っています。

司会（松田）　農林水産業すべての分野で積極的な取り組みをされ知財の活用もしていただいて
いますね。

ところで、富山県のウェブサイトを拝見したところ、県内の農林漁業者や食品関連事業者の
方の海外市場の販路開拓を支援するため、オンライン上で海外バイヤーと取引ができるプラッ
トフォームを活用して、自立して継続的に海外営業ができる企業を育成する「富山県産農林水
産物等輸出アカデミー 2022」を実施されておられます。また、「富山輸出コミュニティ」を設
置され、さらに、富山県内の農林水産物の生産者及び食品を製造する食品関連企業等で、海外
輸出の計画を有する方に補助事業を行う等、農林水産物の海外展開に力をいれておられるよう
にもお見受けします。

横田　「富山輸出コミュニティ」は2022年６月に発足させたばかり
の組織です。県とＪＥＴＲＯが共同事務局となり、生産者や事業
者だけでなく支援者する側として市町村、金融機関等にも参加し
てもらい、富山県産品の輸出拡大を図ります。現在約100社・団
体がご登録いただいています。

まずはリーディングプロジェクトとして、台湾にカフェをオー
プンさせたり、フランスに現地の人の好みに合うような日本酒造
りをして日本酒文化やそれに合う食を広めたり、香港にアイスク
リームのほか様々な産品を冷凍で取り揃えて輸出する、といった
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計画をたてています。自分だけでは輸出が難しいと思われている生産者・事業者さんに小口の
産品をまとめて輸出する仕組みを提供することによって、海外に飛び出していくお手伝いをさ
せていただきます。

また、太平洋側からだけでなく、富山県の伏木富山港から、アジアはもちろんＥＵに向かっ
ても釜山経由で輸出が可能です。これからが楽しみです。

司会（松田）　素晴らしい計画ですね。このような海外展開を行う中で知財の位置づけをどのよ
うに捉えておられるのかもうかがえますか。

横田　輸出に適した産品の開発には知的財産の活用が必須となります。
富山といえばというほど有名な「ますずし」ですが、消費期限の関係で輸出には適していま

せんでした。そこで、「ますずし」を冷凍して国外輸出するため、冷凍の技術開発を含め県が
お手伝いをしていきます。このような技術開発の後の特許出願等知的財産保護にも力を入れて
いきます。

県の食品研究所に令和２年４月にオープンしたとやま醸造・発酵オープンラボという施設で
は、日本酒の造り酒屋の若手が酒の開発をしたり、漬物・味噌等富山の発酵文化を支える食品
の試作や品質評価等が可能で、新商品開発に役立てていただいています。

司会（松田）　北陸は発酵文化が盛んですので楽しみな施設ですね。

横田　このほか富山県民は昆布の消費量が全国トップクラスとなるほど昆布好きな県民で、刺身
の昆布〆やかまぼこの昆布巻き等食品に昆布が多用されています。しかし昆布は北海道等水温
の低い海でないと育ちません。そこで富山湾の海洋深層水を利用して昆布を含む海藻の養殖に
も取り組んでいます。昆布は健康志向が高まる中、消費量アップが期待される食材です。ぜひ
成功させたいと考えています。

司会（松田）　富山県産のおいしい食材が世界中の多くの人に届き、富山県が目指す「関係人口
1000万人」ビジョン10にも役立ちそうですね。

さて、中村先生は、農水省食料産業局（現　輸出・国際局）知
財課で業務に当たられる中で、各地の都道府県の知財戦略をご覧
になったかと存じます。富山県の知財戦略について、農水知財分
野で弁護士としてどのような場面で貢献できそうですか。

中村　横田副知事にご紹介いただいた「富山輸出コミュニティ」
のリーディングプロジェクトのお話は非常に興味深いです。個人
や一企業では海外展開等はハードルが高いと感じられる生産者や
事業者の方々が「やってみようか」と前向きになれるプロジェク
トとして素晴らしい取り組みだと思います。

弁護士は知的財産戦略において、特許権や商標権といった知的財産法分野の具体的権利のみ

10　関係人口1000万人計画：関係人口とは移住者でも観光客でもない地域と継続的に多様な形でかかわ
る人々をいう。富山県成長戦略会議のビジョンとして富山県は「幸せ人口1000万人」を目指している。
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ならず、他の法制度等の観点も踏まえて、ビジネス上のアドバイスをすることが可能な専門家
です。海外展開する際には、輸出先国の弁護士等と連携し関係する法令上の規制のリサーチを
したり、相手方との売買契約締結等をサポートする等の点で事業のお手伝いができます。知的
財産法分野に関していえば、知的財産権の侵害対応のほか、販売代理店等への商標ライセンス
契約等の場面でも貢献できます。

さきほどのリーディングプロジェクトのお話ですと、共同技術開発も含めての取り組みとい
うことですので関係者が多数になると思われます。ビジネスに多数の利害関係者が関わる場合
は、成果物や権利に関する取り決めに関する調整等がとても難しくなる場合があります。関係
者間での秘密保持契約や共同開発契約の締結等トラブルを未然に防ぎ事業を円滑に進めるため
には弁護士の活用が必要だと思います。

また、知財ネットのメンバーは日々研鑽を積んでおり、農林水産分野の法律問題に関する相
談のほか、職員の方々に対する教育目的でのセミナー講師の派遣といったご相談にも応じてお
ります。

司会（松田）　トラブルを未然に防ぐためにもぜひ事業の当初から弁護士の関与をご検討いただ
きたいと思います。事業がスタートする時点で秘密保持契約を締結する必要性は高いと思いま
すが、中村先生いかがですか。

中村　例えば特許法では、公然に知られた発明は特許を受けること
はできないとされています。共同で技術開発等を行うときは、ま
ずは秘密保持契約を締結して、機密情報の範囲や取り扱いの内容
を認識することが重要かと思います。このように事業内容につい
てどこまで第三者に話してよいのか、どの情報を秘密にしておか
なければならないのかという点に気を付けていただくことで、秘
密保持契約を締結していない第三者に技術内容を伝達し、特許出
願時に登録の要件を満たさなくなるという問題を防ぐことができ
ます。また、お互いに情報を開示し、その結果生じた新規の技術
についてノウハウとして秘匿するのか、特許出願を行うのかとい
った戦略をすすめることができます。

このほか、昨年から施行された改正種苗法では輸出先国の指定や国内栽培地域の指定も可能
になりましたが、輸出先国や栽培地域の制限に実効性を持たせるためには生産者と自治体等の
育成者権者との間の許諾契約その他の取り決めが必要です。農林水産分野においても、技術情
報の取り扱いや知的財産権の行使に関連して弁護士を活用いただける場面は数多くあると思い
ます。

横田　事業を円滑に進めるために、契約で守るという観点はとても大切だと思います。ある県の
育成品種は、県外の生産者さんにも許諾して作ってもらい、生産量を増やすという方法をとっ
ていると聞いていますが、そのような場面では契約が生きてきますね。

３　弁護士知財ネット農水法務支援チームの活用

司会（松田）　知財ネット農水法務支援チームでは、農水省の委託事業として全国の公設試験場
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の知財マネジメント強化支援事業を担当させていただいております11。その一環で全国の公設
試験場の方々と意見交換の機会を頂戴しており、公設試験場や県の担当者の方が知的財産業務
を担当なさる際、知財に関する専門的な基礎知識を習得する機会があると良い、というご意見
をうかがうことが多くあります。私も数年前に富山県の公設試験場を訪問させていただいたこ
とがあり、農林水産知財にかかわる俯瞰的な知識の習得とその活用についてのお悩みを伺った
記憶がございます。

横田副知事は、農林水産省及び富山県でのご経験から農林水産業に関わる自治体職員及び農
林水産事業者に必要な知財の知識はどの程度求められるものとお考えでしょうか。

また、そのためにはどのような知財教育のプログラム等があればよろしいと思われますか。

公設試験場との意見交換実績　─弁護士知財ネット農水法務支援チーム─

横田　実際に育成者権や特許の出願を担当する部署の職員には、実務の知識も経験もあると思い
ますが、その一方で、直接出願や知的財産権の管理業務に関わ
る部署以外の職員も、知的財産権の知識について俯瞰的に知っ
ておくことが必要なのではないかと思います。

詳しい出願手続きの知識等はともかく、概略でよいので、知
的財産権にはどのようなものがあって、適切に権利取得や取り
扱いをしていない場合にどのようなトラブルが想定されるのか
等、知財を意識していなかったがゆえにさらされるリスクにつ
いては、農林水産業にかかわるすべての自治体職員や輸出促進
に関わる生産者さんや事業者さんたちに認識していただいてい

11　知財ネット農水法務支援チームは、平成30年から、農林水産省の委託事業として、これまで約40の
都道府県の公設試験場 、国立研究開発法人等における知財マネジメント向上に貢献してきた。今年
度も、同委託事業をとおして、農林水産業・食品産業に関する研究に取り組む都道府県の公設試験場 
、国立研究開発法人等における知財マネジメント強化のために、法律相談、意見交換、知財セミナー
等にデロイトトーマツグループと共同で取り組んでいる。
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ることが必要と考えます。私が2007年に所属していた知財戦略チームでは農水省職員向けの知
的財産権の基礎研修を実施していましたし、今も行われていると思います。農林水産業にかか
わる自治体職員の最低限の知財の知識を得る研修のためのテキストやガイドラインがあるとよ
いと考えます。

司会（松田）　出願に直接関わらない自治体職員でも各自治体の農林水産業の振興に関わってい
る以上、リスク管理のための必要なアンテナを張るための最低限の知識は有していただきたい
ということですね。

さて、知財ネット農林水産法務支援チームは農林水産業に関わる知財の専門家として自治体
や農林水産事業者の方のお役に立つために日々研鑽を重ねております。

中村先生は自治体や農林水産事業者に対するサポートして弁護士はどのような役割を果たす
ことができると考えられますか。

中村　知財ネットでは公設試験場での意見交換のほか、公設試験場で使用される契約書をレビュ
ーする等の法務実務に関するご相談もお受けしています。弁護士というと敷居の高さを感じる
というご意見をいただくこともありますが、そのようなことはまったくございませんので、気
軽にご相談いただければと思います。

先ほどもご紹介しましたが、農水法務支援チームで研修のためのセミナーについての講師派
遣も可能です。俯瞰的な知識を得ていただくための初歩的なセミナーはもちろん、専門性の高
い分野に精通している弁護士がおりますので、テーマに沿ったご要望にお応えできると思いま
す。農林水産業の分野の法律も度々法改正がございますので、法令情報のアップデートのため
にも弁護士を利用していただければと思います。

また、自治体職員向けだけでなく、生産者や事業者の方々を対象として、ブランド戦略立案
の前提として必要な知財の知識を身に着けていただくためのセミナーや相談会を実施すること
も考えられます。

横田　ゲノム等の解析結果も知的財産権で守ることができるのですね。

中村　ゲノムの塩基配列についても、その特定の配列が特定の機能を有するものかといったこと
が明確である等の要件を満たせば、特許による保護を受けられる可能性があります。

司会（松田）　そうですね。データそのものは発明ではありませんので、ゲノムの塩基配列等を
知的財産権で保護する場合には中村先生がおっしゃったような要件を満たす必要があります。

データの保護に関しては不正競争防止法等他の法律による保護を検討することも必要になり
ます。
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横田副知事（左）・中村弁護士（右手前）・松田弁護士（右奥）

中村　ゲノムの塩基配列のデータに限らずですが、農林水産の技術開発で蓄積されたデータの取
り扱いやデータ移転に関する契約等は関心が高い分野であると感じます。

不正競争防止法の営業秘密や限定提供データに該当するものとして扱えるようにするため
に、それぞれ保護を受けるための要件を充足しなければなりません。これらの要件を充足でき
るよう、あるいは逆に全てを充足することが現実的には難しい場合に備え、第三者と共有して
データを利用する際には、やはり当事者間のデータ取り扱いに関する契約が重要となります。

農林水産業にかかわる自治体職員の皆様と弁護士が協力することにより知的財産権による保
護を受けた骨太のブランド戦略の立案がより実効的なものになると思います。また、弁護士に
は、知的財産以外にも、例えば産地表示等の食品表示規制ですとか、流通上の独占禁止法の問
題、農地法の農地取引規制等、農林水産業に関わる法律全般についても目配りしながら、自治
体や生産者さんのご相談に応じる役目が期待されているのではないかと思います。

４　農林水産業での女性の活躍

司会（松田）　今回、お話を伺っているお二人は女性という属性をお持ちですが、農林水産業に
これまで関わってこられて、女性であることにハンディを感じたり、女性であることが強みに
なったことはありますか。

横田　これまで女性であることでハンディを感じたことはありません。逆に、女性がまだ少ない
部門で仕事をしていると顔や名前を覚えてもらいやすいという意味ではメリットはあるかもし
れません。

ただ、分野に関係なく、仕事をする中で、女性と男性ではコミュニケーションの仕方に違い
があると感じる場面がありました。多様な人達と良い関係を築き成果を上げていくために、仕
事上のコミュニケーションスキルを上げていくことが重要であると感じています。
　思い返してみると、新しい分野の事業を始める場合、チームに女性が多い気がします。
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司会（松田）　女性はコミュニケーションスキルが高い場合が多い傾向があるのでしょうか。

中村　私も仕事の遂行において、女性を理由としたハンディを感じたことはありません。女性の
先輩方が道を拓いてこられた後を歩かせていただいていることもあると思います。

全体の人数としては農水省職員も弁護士も男性優位ですが、私が在職していた農林水産省の
知的財産課では比較的女性が多く在籍し、コミュニケーションスキルを活かして活躍されてい
ました。知的財産法の分野でも、特に商標や地理的表示等ブランド保護の分野では女性も多く
活躍されている印象です。

司会（松田）　これまでで印象に残った農林水産業に従事する女性はいますか？

横田　特定の方をすべて挙げるのは難しいですが、農業女子には元気な人が多く、一緒に仕事を
させていただくと、自分も頑張ろう、と元気をいただきました。

入善ジャンボ西瓜

５　今後のチャレンジ分野

司会（松田）　お二人はこれからも活躍の場を広げていかれることになりますが、これから農林
水産業の専門家として取り組みたい仕事の分野・挑戦してみたい仕事は何でしょうか。

横田　食や農林水産業に関することであればなんでも挑戦したいです。
特に力を入れたいのは、農林水産物の輸出入の適切なバランスをとっていくことです。人に

とって最も重要な食を確保するために、食料自給力を維持していく必要があります。日本の場
合、食料の輸入が多く、それに比べて輸出がかなり少ない状況です。国でも輸出に積極的に取
り組んでいますが、生産現場において、生産力の向上、輸出に向く産品づくりに取り組んでい
く必要があります。現在、そうした仕事に携わることができています。

司会（松田）　中村先生はいかがですか。
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中村　今後も知的財産権と農林水産業を結ぶ仕事に関わって参りたいと思っています。種苗法改
正により海外持ち出し等への一定の手当てはなされましたが、一度流出してしまった種苗につ
いて差止等を行うには、やはり現地での品種登録が必要です。また、現地で品種登録できれば
ライセンスも可能になります。このような問題についてもサポートしていければと思っていま
す。

また、フードテック等の新しい技術に対する法律的なサポートも対応できるようにしたいで
すし、その一方で地理的表示産品のような、伝統的な農林水産業を理解したうえで事業をサポ
ートしていきたいとも思います。

農林水産業に従事されている方にとっては、知的財産権は農業資源を独り占めするつもりで
使うもの、小難しくてよくわからないもの、といったマイナスイメージをお持ちになることも
あるとお聞きします。農林水産業に従事されている方を置き去りにしては意味がありませんの
で、自治体職員や生産者の皆様のお考えもお聞きする機会を大事にしながら取り組んでいきた
いです。

６　農林水産知財の魅力とは

司会（松田）　最後に、お二人に農林水産知財及び農林水産業の魅力と後に続く後輩たちに期待
することをそれぞれ教えてください

横田　農林水産業については、今の多くの子どもや若い世代の人たちにとって遠い世界だと思わ
れている気がします。

しかし、毎日の生活のあらゆるものに農林水産業は関わっており実際には非常に身近なもの
です。特に食は生きていく上で欠かせないものですし、日々の健康で安全な生活を守るために
大切だということをきちんと伝えていきたいです。農林水産物は、地域から世界までフィール
ドが広い特殊な財であり、知的財産権を含め幅広い分野が関わっています。複雑でもあります
が面白くもあると思います。農林水産業にかかわる人材が多く出てくれることを期待していま
す。

農林水産業は、本来身近なものですし、非常にやりがいのある面白い分野です。ぜひ多くの
若者にかかわっていってほしいです。

中村　弁護士や弁理士の世界でも農林水産知財は注目分野ではないでしょうか。知財ネット農水
法務支援チームの立ち上がり当初は、農林水産知財に関する書籍も少なく、先輩たちが手探り
で開拓してこられた分野ですが、今は100名以上がチームに所属しています。

フードテック等の新しい技術に関する法務や、農林水産業に関連するスタートアップの支援
等若い弁護士ゆえの強みを生かして取り組める仕事もあると思っており、若手でも活躍の場が
多くあります。

農林水産知財は魅力ある分野ですので、ぜひ意欲ある方に参加していただき、ともに研鑽を
積み、一緒に頑張っていきたいと思います。



― 14 ―Vol. 20　No. 239 知財ぷりずむ　2022年８月

中村弁護士（左）・横田副知事（中央）・松田弁護士（右）


