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農水省にも種苗業界にも話を聞いたけど、

やっぱり

「農家の自家増殖、

原則禁止」に
異議あり！

高知県四万十町の桐島正一
さんがタネ採りするゴボウ
のきれいな花と、飛んでき
たきれいな青いアブ
（赤松富仁撮影）

「農家の自家増殖、
原則禁止」に異議あり！

寝耳に水、といっていいだろう。2 月号で既報の通

り、農水省が「種苗法」の制度（施行規則）を去年 3

月に一部改定、
「農家が自家増殖できない品目」にト
マトやナス、ダイコンやニンジンなどを加えたのだ

（337 ページ）
。これによって、例えばトマトのわき芽

挿しが、登録品種については、認められなくなってし
まった。禁止リストに挙がった品目は 289 種類。従来

の品目数（82 種）から一気に 3 倍以上に増えたことに
なる。しかも、農林水産省は今後もその品目を随時拡
大していくとしている。いったいなぜなのか。これ
は、農水省に行って理由を訊ねるしかない――。

自家増殖原則禁止が世界基準
――農水省の言い分

お邪魔したのは︑新品種の登録や育成者権の保護︑地

理的表示︵ＧＩ︶保護制度などに携わる食料産業局知的

財産課︒担当者３名が応対してくれた︒

海外への品種流出を防ぎたい

農家の自家増殖を制限強化する理由の説明として︑担

当者がまず挙げたのはブドウの﹁シャインマスカット﹂

の話︒大粒で香り高く︑タネなしで皮ごと食べられると

あって︑少々高値でもよく売れる大ヒット品種である︒

耐病性があって適地が多く︑農家にとっては栽培しやす

いのも大きな特徴だ︒全国での栽培面積は２０１４年時

点で約６８０ ︑現在はさらに大きく広がっているは

うわけだ︒ブドウは栄養繁殖性の植物なので︑枝１本隠

つまり︑中国や韓国へは不正に種苗が持ち出されたとい

内に限られていて︑海外への持ち出しは許可されない︒

樹研究所で育成された品種である︒その苗木の流通は国

シャインマスカットは２００６年に日本の農研機構果

されていて大問題なんだとか︒

ず︒そのシャインマスカットが今︑中国や韓国でも栽培

ha
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「品種登録」や「農家の自家増殖」については346ページを
ご覧ください。

農研機構果樹研究所が育種
したシャインマスカット
（小倉隆人撮影）

して持っていけば︑いくらでも増やせてしまう︒流出経
路の調査も行なわれているが︑ルートはひとつふたつで

にもなりかねない︒

農水省としては︑農家の自家増殖は︑結果的に日本の

の消費量は金額にして年間およそ６０００億円︒そのう

今や世界第２位となった経済大国の中国では︑ブドウ

家の自家増殖を基本的に許している日本は︑いってみれ

には﹁農家の自家増殖︑原則禁止﹂がスタンダード︒農

さらに話は︑種苗法の成り立ちに遡る︒曰く︑国際的

農家のためにならないと考えているわけだ︒

ち１００億円くらいがシャインマスカットではないかと

︒
ば世界に遅れをとっているという︵ ページ︶

はないようだ︒

いわれているそうだ︒さらに︑韓国からアジア市場に輸

きな差別化ができないかもしれない︒同様の問題はイチ

トも伸びているが︑まったく同じ品種では︑他国産と大

の禁止品目を今後も毎年追加していく方針だという︵

う概念 に疎すぎた﹂
︒そう強調する農水省は︑自家増殖

﹁日本の農業界はこれまで︑知的財産︵品種保護︶とい

禁止品目は今後も毎年追加する

ゴでも起きている︒せっかく日本で生まれた素晴らしい

ページ︶
︒

もちろん︑日本から正規に輸出するシャインマスカッ

出されていることまでわかっている︒

品種なのに︑海外への流出によって︑巨額の損失を被っ
ているというわけだ︒

追加する植物の基準は以下の通り︒まず︑従来のリス

トに挙がっていたのは﹁栄養繁殖をする植物﹂に限られ

持﹂
︒自家採種にせよ︑栄養繁殖にせよ︑何代も増殖を

担 当 者 が も う １ 点 挙 げ た の が﹁ 品 種 ブ ラ ン ド の 維

ど︑
﹁自家増殖を制限 しても生産現場の混乱 が限定的な

がほとんどない 植物﹂
﹁ 許 諾 契 約 が 進 ん で い る植 物 ﹂な

る植物を含む﹂となった︒そのうち︑
﹁自家増殖の慣行

ていたが︑
﹁栄養繁殖と種子繁殖の両方 が行なわれてい

続けると︑交雑や枝変わりによってもともとの品種特性

﹁自家増殖を禁止すると種苗が安定的に供給されない﹂

もの﹂から順次選ばれていくことになるという︒

﹁農業経営を著しく圧迫するくらい種苗コストが増大す

ば︑品種や産地のブランドを傷付けてしまう︒日本の農
産物は高品質を謳っているのに︑その足を引っ張ること

が失われてしまうことがある︒そんな収穫物が混じれ

品種ブランドの低下を防ぎたい
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「農家の自家増殖、
原則禁止」に異議あり！
表１ 省令で定められた、農家が自由に自家増殖できない植物（289 種、2018 年 2 月時点）
アピオス属、オクラ種、オモダカ属、カブ変種、カリフラワー変種、キャベツ亜種、キュウリ種、
ケール変種、コールラビ変種、シシウド属（トウキ除く）
、スイカ種、スマランサス属、セイヨウ
野菜
ワサビ属、ダイコン種、トマト種、ナス種、ニンジン種、フダンソウ変種、ブロッコリー変種、ブ
（26種類）
ロッコリー変種×ケール変種、ホウレンソウ種、メキャベツ変種、メキャベツ変種×ケール変種、
メセンブリアンテムム属、メロン種、ワケギ種
果樹
カリン属、クルミ属、スグリ属、ナツメ属、パパイヤ属、バンレイシ属、マツブサ属、マルピーギ
（９種類） ア属、ムサ・アクミナタ種
アイリス属、アガウェ属、アガスタケ属、アガパンツス属、アグラオネマ属、アザミ属、アサリナ
属、アジアンタム属、アタナシア属、アプテニア属、アユガ属、アルストロメリア属、アルテミシ
ア属、アルトロポディウム属、アルブカ属、アルメリア属、アロエ属、アロカーシア属、アンゲロ
ニア属、イソトマ属、イヌノハナヒゲ属、イベリス属、イワダレソウ属、イワヒバ属、ヴァーレン
ベルギア属、ウツボグサ属、ウンキニア属、エウコミス属、エオニウム属、エクサクム属、エスキ
ナンツス属、エピデンドラム属、エビネ属、エボルブルス属、エリシムム属、エリンギウム属、オ
ーニソガラム属、オドントグロッサム属、オリヅルラン属、オンシジウム属、ガーベラ属、カスマ
ンティウム属、カスミソウ属、カトレア属、カヤツリグサ属、カラテア属、カランコエ属、カリオ
プテリス属、カリシア属、カリブラコア属、カリブラコア属×ペチュニア属、カンナ属、カンプロ
クリニウム属、キキョウ属、クサフヨウ種、クニフォフィア属、クラッスラ属、グラプトペタルム属、
グランマトフィルム属、クリヴィア属、クレマチス属、グロリオサ属、ケラタンツス属、ケンタウ
リウム属、コルタデリア属、コンウォルウルス属、サンダーソニア属、ジゴカクタス属、ジゴペタ
草花
ラム類、シンビジウム属、スカエウォラ属、スコパリア属、スパシフィラム属、セネキオ属（シネ
（145種類）ラリア属を除く）
、セントポーリア属、ソリダゴ属、ソリダステル属、タゲテス属、タッカ属、タ
ツナミソウ属、タナケツム属、チゴユリ属、チヂミザサ属、チューリップ属、ツユクサ属、ツンベ
ルギア属、ディアスキア属、ディーフェンバキア属、ディギタリス属、ディサ属、ディスキディア
属、デンドロビウム属、トケイソウ属、トラキメネ属、トラデスカンティア属、ナデシコ属、ネリ
ネ属、ノラナ属、ハエトリグサ属、ハワーシア属、バンダ属、ヒアシンス属、ビデンス属、ビャク
ブ属、ピレア属、ヒロデンドロン属、ファレノプシス属、フィソステギア属、フィットニア属、プ
シリオスタキス属、プラティア属、フリージア属、プレクトランツス属、ペチュニア属、ヘミジギ
ア属、ヘメロカリス属、ペラルゴニウム属、ヘレボルス属、ペロフスキア属、ホウセンカ属、ホテ
イアオイ属、ホトトギス属、ポネロルキス属、マルコミア属、マルバビユ属、マンネングサ属、ミ
ムルス属、ミルトニア属、メカルドニア属、メランポディウム属、モウセンゴケ属、ヤメスブリッ
テニア属、ユーホルビア・ミリー種、ラッキョウ種×キイイトラッキョウ種、ラッキョウ種×ヤマ
ラッキョウ種、リアトリス属、リカステ属、リコリス属、リナリア属、リンドウ属、ルイシア属、
ルモーラ属、レウカンテムム属、ローダンセマム属、ローマカミツレ属
アカシア属、アジサイ属、アデニウム属、アフェランドラ属、アンティゴノン属、イトスギ属、イ
ワナンテン属、エゴノキ属、エスカリョニア属、エニシダ属、エルウァタミア属、エレモフィラム属、
カナメモチ属、ガマズミ属、カラタチ属、カンノンチク属、キダチチョウセンアサガオ属、キダチ
ルリソウ属、キョウチクトウ属、キリ属、クチナシ属、クルシア属、クレロデンドルム属、クロバ
ナロウバイ属、グロブラリア属、クロベ属、ゲッケイジュ属、ケファランツス属、ゴオデニア属、
コルムネア属、サピウム属、サルココッカ属、シラタマノキ属、シリンガ属、シンフォリカルポス属、
観賞樹
セルリア属、タバコソウ属、ツタ属、デイコ属、ディジゴテカ属、テコマ属、デロスペルマ属、ド
（84種類）ウダンツツジ属、ドゥランタ属、トキワマンサク属、ドドナエア属、トベラ属、ナツツバキ属、ナ
ナカマド属、ニレ属、ネムノキ属、ノウゼンカズラ属、ノリナ属、バウエラ属、パキラ属、ハナズ
オウ属、バラ属、ヒサカキ属、ピティロディア属、ビャクシン属、ファツヘデラ属、フィゲリウズ属、
フジ属、ブライニア属、プロスタンテラ属、ヘーベ属、ヘスペロジギス属、ベルセリア属、ポイン
セチア種、ボケ属、ポリスキアス属、マダケ属、ミヤマシキミ属、ムラサキシキブ属、メディニラ属、
メラレウカ属、モクレン属、ヤツデ属、ヤナギ属、ユスラウメ種、ラウァンドゥラ属、ルクリア属、
ルスクス属、ロフォミルツス属
アラゲキクラゲ種、ウスヒラタケ種、オオヒラタケ種、キクラゲ種、キヌガサタケ種、クリタケ種、
クロアワビタケ種、コムラサキシメジ種、シイタケ種、シロタモギタケ種、タマチョレイタケ種、
キノコ
タモギタケ種、ツクリタケ種、トンビマイタケ種、ニオウシメジ種、ハナビラタケ種、ヒメマツタ
（25種類）
ケ種、ヒラタケ種、ヒラタケ種×エリンギ種、ブナハリタケ種、ホンシメジ種、マンネンタケ種、
ムキタケ種、ムラサキシメジ種、ヤナギマツタケ種
※青字は1998年、赤字は2006年、それ以外は2017年に指定された品目。上記がいわば「育成者権の例外の例外」
※種名や属名で書かれてもわからない植物も多い。例えば野菜のスマランサス属にはヤーコン、シシウド属にはアシ
タバ、草花類のヘレボルス属にはクリスマスローズが含まれる。わからない場合は農水省の知的財産課で確認しよ
う（問い合わせ先：03-6738-6169）
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種苗法を世界基準に合わせたい農水省
自家増殖原則禁止が「グローバルスタンダード」？
日本の種苗法は、その前身である「農産種苗法」から改名する形
ポ

フ

で１９７８年に制定された。同じ年に改定されたのが「植物の新品
ユ

」
。種苗法は、このＵＰ
種の保護に関する国際条約（略称ＵＰＯＶ）
ＯＶという国際条約に準拠する形で作られた国内法だという。

る﹂といった品目︵例えばキクや果樹などだろう

か︶は︑後回しにする方針だ︒

こうして制限品目を増やしていき︑いずれは農家

ページ︶がスッキリし

の自家増殖を原則禁止にする︒そうすれば︑わかり

にくい種苗法の仕組み︵

て︑誰でも理解できるから違反者も出ない︒これも

﹁農家のため﹂というわけだ︒

タネや苗は毎年買ってほしい

その後、日本もＵＰＯＶに加盟、その条約に合わせて種苗法の改
定を重ねてきた。年表（左）を見るとなるほど、日本の種苗法は、

――種苗業界の言い分

は︵一社︶日本種苗協会の方々︒農家の自家増殖を

農水省で話を聞いた翌日︑農文協を訪ねてきたの

国際条約であるＵＰＯＶに合わせてきたことがよくわかる。
ＵＰＯＶはその条約名が示す通り、
「新品種を各国共通の基本的
原則に従って保護すること」を目的としている。現在 カ国・地域

巡って︑
﹃現代農業﹄と意見交換をしたいという︒

農水省としては、ＵＰＯＶに加盟している以上、日本の種苗法も

小売業者など１０００社︵名︶以上が加盟する業界

といった内容なのだが︑アンケートを受け取った種

は︑貴社の種苗登録の方針に影響を与えますか？﹂

う 農 水 省 の 方 針 に 賛 成 で す か？﹂
﹁農水省の動き

ートを送っていた︒
﹁農家の自家増殖原則禁止とい

て︑いくつかの種苗メーカー︵種苗会社︶にアンケ

じつは編集部では︑今回の記事を作るに当たっ

団体である︒

種苗協会は︑野菜や花卉などの種苗メーカーや卸︑

日本でも段階的に制限されてきた農家の自家増殖
一方、日本の種苗法はというと、ＵＰＯＶ（ 年条約）に加盟し
種 に 対 して
ページ）が生まれたことになる。

は、例外的に育成者権が及ぶようになった。日本では、ここで初め

23

２００４年には農水省が「植物新品種の保護に関する研究会（自

て「育成者権の例外の例外」
（
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こうした国々の制度に足並みを揃えるべきだと考えているわけだ。

よって穀類やジャガイモなどを一部例外扱いとしている。

が加盟し、アメリカやＥＵなどでは、自家増殖を原則禁止し、国に

75

た 年にまた一部を改定。それまでは従来慣行的に許されてきた農

91

家の自家増殖について、バラなど栄養繁殖性の植物

98

「農家の自家増殖、
原則禁止」に異議あり！

家増殖に関する分科会）
」を開き、
「将来的には、
（農家の）自家増

協会に相談がきたらしい︒そこで︑種苗メーカー各

苗メーカーから︑どう応えたらいいものかと︑種苗

その後、去年３月まで農家の自家増殖に目立った動きはなし。じ
つに 年以上も大きな変更はなかったのだ。てっきり、自家増殖を
制限すべき品目は制限し終えたのかと思いきや、担当者にいわせる

1947年 農産種苗法

植物の新品種の保護に関する国際条約
1968年
（UPOV）

1982年 UPOV78年条約に加盟
1991年

種苗法を全面改定
UPOV91 年条約を締結
1998年

種苗法を一部改定、23種の自家増殖を禁止、
UPOV91年条約に加盟
2004年

植物新品種の保護に関する研究会
食料・農業植物遺伝資源条約（ITPGR）
2006年

種苗法施行規則改定、自家増殖禁止品目を
82種に拡大

2013年 ITPGRに加盟

※赤字は世界の動き、黒字は日本の動き。上記以外に刑事罰
の対象拡大、罰金額の引き上げ、育成者権の存続期間延長
など育成者権を強める改定を行なっている

が名を連ね︑この 年ほど︑農家の自家増殖を原則

当然である︒農水省の検討会議にも種苗業界の面々

自家増殖せずに毎年買ってほしい︑そう考えるのは

だ︒いわば育成者権者の集まりなのだから︑種苗は

種苗協会は︑今回の農水省の動きに賛成の立場

多くの零細な品種育成者を守りたい

社を代表して来てくれたというわけだ︒

殖には原則として育成者権を及ぼすことを検討すべき」と報告して
いる。そして 年には種苗法の施行規則を改定。自家増殖禁止品目
が一気に 種に増えた。
82

諸外国に後れをとってしまったという。

種苗法施行規則改定、自家増殖禁止品目を
289種に拡大
2017年

禁止してほしいと訴えてきた︒農水省が急に動き出

したことに驚きつつも︑おおいに歓迎しているとい
ったところだ︒

自家増殖の問題点として種苗協会が一番に挙げた

のが︑農家や業者の違法増殖である︒登録された品

種を勝手に増殖して︑その苗を無許可で販売してい

る農家や業者がいるのだ︒問題はとくに草花で多

く︑つい最近では︑西日本のとある業者が他人の育種

した登録品種を無断で増殖︑販売したとして種苗法

を委託された農場経営者も共犯として有罪となった︒

違反で有罪判決を受けている︒この事件では︑増殖

果樹にしても草花にしても︑栄養繁殖する植物は
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10

農産種苗法が「種苗法」に改名
UPOV78 年条約を締結
1978年

10

10

と、たんに「 年間停滞していた」ということらしい。その間に、

表２ 種苗法と国際条約を巡る年表

その増殖︵コピー︶がとても簡単だ︒協会としては︑こ
うして明らかになるのはごくまれで︑隠れた被害はもっ
の場合︑全国に広がった自分の品種が違法増殖・販売さ

と多いはずだと考えている︒とくに個人育種家︵農家︶
れていないか確かめる術がなく不安なんだとか︒
じつはメーカーが販売する種苗の一部は︑そうした個
人育種家が作出した品種だ︒自家増殖が禁止されれば︑
農家が安心して育種に取り組める︒種苗メーカーの意見
は︑個人育種家を代弁しているとのことだった︒

海外で無断増殖して
逆輸入される場合もある
また︑農水省同様︑海外での無断増殖対策や品種ブラ
ンド維持︑グローバルスタンダード︵ＵＰＯＶ︶に準拠
といった面でも︑農家の自家増殖は禁止すべきだという︒
海外での無断増殖の例として紹介されたのは︑畳の原
料になるイグサ﹁ひのみどり﹂のケース︒海外へ流出し
た品種が︑日本に逆輸入されて︑国内の農家が被害を受

草花

アニゴザントス、オシロ
イバナ、オダマキ、キン
ギョソウ、グロクシニア、
スイセンネモフィラ、ハ
ラン、ヒナギク、ルドベ
ッキア等

観賞樹

アセビ、イボタノキ、ジ
ンチョウゲ、センダン、
ソネリラ、ドリクニウム、
マンサク、レンギョウ等

エノキタケ、エリンギ、
キノコ ナメコ、ヌメリスギタケ、
ブナシメジ等

を禁止することが︑日本の農家のためになるとも考えて
いるようだ︒

則禁止にしたいのは間違いなさそうだ︒また︑自家増殖

どうやら︑農水省も種苗業界も︑農家の自家増殖を原

自家増殖を禁止しないと問題解決
しないのか ――『現代農業』からの疑問

われていないか目を光らせているという︒

などでイグサ製品の輸入品をチェック︑ひのみどりが使

れてしまう︒そうならないように︑国や県はＤＮＡ検査

された品種なのに︑輸入を許せば︑逆に国内需要が侵さ

のだ︒ひのみどりはイグサ農家の生き残りをかけて育種

アサツキ、タイサイ、サ
イシン、セルリー、ユウ
ガオ

﹁ひのみどり﹂はイグサ産地の熊本県が２００１年に育

ける事態が懸念されているという︒

野菜

成した優良品種だが︑やはり中国に流出︒そして向こう
で栽培され︑畳やゴザに加工されて日本に逆輸入された
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表 3 今年追加予定の
自家増殖禁止品目の例

苗法をしっかり守るべきだ︒

ている事実には腹が立つし︑国内においても登録品種は

確かに︑日本で生まれた品種が海外で不正に増殖され

の み ど り は県 外に も出 さ な い︶
︒これらがどうやって 中

研機構と熊本県は︑国外への輸出を許可していない︵ひ

が︑シャインマスカットとひのみどりの育成者である農

種苗を販売する業者は育成者と契約を結ぶ必要がある

仮に日本国内で農家による自家増殖を禁止していた

されたわけではなさそうだ︒

国に流出したのかわからないが︑どちらも正規に持ち出

違法に増殖︑販売されるべきではないと思う︒日本の種
しかし逆にいえば︑日本の農家に関しては︑自家増殖
は原則自由のまま︑種苗法をちゃんと守ればそれでいい
んじゃないか︒話を聞いて︑そんな気がしてきた︱︱︒

ら︑例えばシャインマスカットの中国への流出は防げた

い︶
︒きっと答えはノーだ︒購入した苗だろうが︑自家

の だ ろ う か︵ 現 在︑ ブ ド ウ は 禁 止 品 目 に 入 っ て い な

まず︑農水省が頭を悩ますシャインマスカットや︑種

増殖した苗だろうが︑持ち出そうと思えば持ち出せてし

自家増殖禁止で新品種の流出は防げるのか
苗協会が心配するイグサの﹁ひのみどり﹂は︑いずれも

まうからだ︒そうした確信犯に対して︑農家の自家増殖

試しに農研機構と熊本県の担当者に聞いたところ︑や

禁止が有効な対策とは考えづらい︒

ページに紹介するよう

日本で種苗登録をしている︒

き︑種苗として勝手に増殖したり販売したりできない︒
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に︑登録品種は農家が自分の経営内で利用する場合を除

「農家の自家増殖、
原則禁止」に異議あり！

とは因果関係が浅いと考えていた︒

はり︑海外への違法な種苗持ち出しと︑農家の自家増殖

立ち上げて︑平成 年度は約１億円の予算も獲得した︒

窓口を設置して︑相談にも乗る︒この事業は去年新規に

一方︑中国にも日本の種苗法のような法律がある︒保
スカットであれば︑農研機構が申請すれば中国で品種登

いる農家も多そうだ︒原因は︑種苗法のわかりにくさに

国内の違法増殖・販売に関しては︑知らずに違反して

種苗法をちゃんと周知すればいい

録できたのだ︵すでに申請期限の６年を過ぎている︶
︒

あるのかもしれない︒その点︑農水省や種苗協会は﹁だ

たら︑中国における無断増殖を制限できたのかもしれな
い︒

ルでわかりやすくなる﹂というが︑そんな手しかないの

で品種登録する場合︑その出願経費の半分を補助する︒

抗しようと本腰を入れ始めている︒例えば新品種を海外

会などで周知を徹底し︑かなりルールが守られるように

でわかりにくいが︑こちらは行政や農協︑直売所の講習

例えば﹁農薬取締法﹂だって︑負けず劣らず複雑怪奇

だろうか︒

また︑その国で育成者権を侵害された場合︵無断増殖︑

﹁１年近くたっても︑今のところ︑１件の苦情もない︒

のだろうか︒

果たしてどれだけの農家が今回のルール変更を知りえた

要な手続きは踏んでいるのだろう︒しかしそれだけで︑

行政機関や種苗業界への通知はした︑といい︑確かに必

た︑パブリックコメントもとった︵意見募集した︶
︑各

いったらどうだろう︒農水省は︑省内で検討を進めてき

それに比べて︑今回の﹁自家増殖禁止品目の追加﹂と

なってきた︒

農水省もこの問題に関しては︑海外での品種登録で対

から農家の自家増殖を︑原則禁止にしてしまえばシンプ

果樹の場合︑ 年間は品種が保護されるので︑もしかし

護対象の作物は限られるが︑例えばブドウのシャインマ

30

販売など︶
︑その対応経費の２／３を補助するという︒
カネコ種苗のタネ袋。ＰＶＰ
は植物品種保護の略で、
「登
録品種」
（または登録出願中）
を示す（依田賢吾撮影）
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表 4 タキイが登録出願しているトマトの品種（合計 38 種の一例）
TTM117

2014. 6. 24

TTM076

2014. 5. 28

TTM045

2011. 5. 31

2014. 3. 12 CFハウス桃太郎

2012. 1. 4

2014. 3. 12 グリーンセーブ（台木）
TTM056

2017. 10. 2

（ミニトマト）
TTM127

2017. 8. 28

（台木）
PR-7

2017. 8. 10

（？）

誰も困ってないんじゃないですか？﹂

担当者はそういって胸を張るが︑それってもしかする

ているとは︑とても胸を張れないはずだ︒

と︑誰も知らないだけじゃないんだろうか︒周知が足り

とはいえ農水省だって万能じゃない︒人手不足や予算

不足など︑やんごとなき事情もあるだろう︒そこは農家

のため︑各自治体や農協の応援もお願いしたい︒もちろ

ん︑
﹃現代農業﹄だって一肌脱ぐつもりだ︒

登録品種がわかりにくい

また現状では︑いくらルールがわかっていても︑肝心

の﹁登録品種﹂がわかりにくいという問題が残る︒売っ

ているタネや苗に︑登録の有無が書かれていないことが

制度を紹介するパンフレットには︑農水省の﹁品種登

あるからだ︵右上写真は明記されている例︶
︒

録ホームページ﹂で確認できる︑とある︒ホームページ

を開いてみると︑確かに登録品種を検索できるようにな

っている︵登録済みはもちろん︑登録出願中︑登録切れ

などもわかる︶のだが︑これがなかなかやっかいなのだ︒

例えば上の一覧は︑タキイ種苗が近年登録出願したト

マトの品種の一部である︒
﹁ＴＴＭ１０５﹂
﹁ＴＴＭ１１

１﹂など︑なんのことだかまるでわからない︒調べてみ
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桃太郎セレクト
2012. 1. 4

2016. 7. 20
TTM055

2015. 9. 30 アイタキ1号
2012. 12. 25
アイタキ1号

桃太郎ピース

2017. 4. 24

TTM081

2018. 1. 30
TTM106

TY千果

2017. 4. 24

2017. 2. 8 グリーンフォース（台木）

TTM105

桃太郎ホープ

2017. 6. 6

桃太郎ワンダー
TTM111

編集部注
登録年月日
拒絶日
取下日
出願日
品種名称

※タキイはホームページに登録名を記載している

ると︑それぞれ﹁桃太郎ホープ﹂
﹁桃太郎ワンダー﹂の
ことだったのだが︑出願する品種名と販売時の品種名が

益の公平な配分を目的としている︒

龍谷大学の西川芳昭教授の近著﹃種子が消えればあな

種苗法をわかりやすく周知して︑どれが登録品種なの

ているという︒いま世の中にある品種は︑世界のすべて

の条約では﹁農民の権利﹂として農家の自家増殖を認め

たも消える 共有か独占か﹄
︵コモンズ︶によると︑こ

かもっとわかりやすくなれば︑農家はちゃんとルールを

の地域の農家が作物栽培を続けてきた結果であり︑品種

違うようなのだ︒

守るはず︒もちろん︑それでも違反する人はいるかもし

ネを利用したり交換したりする権利を担保しようとする

べき︒そして︑農家が古来行なってきた︑自ら採ったタ

の利用から得られる利益は︑農家にも公平に配分される

つまり︑国内の違法増殖・販売に関しても︑農家の自

れないが︑それはルールに則って処罰される︒
家増殖を禁止するのではなく︑現状の種苗法をちゃんと

内容が含まれているそうだ︒

義は︑あくまで日本の作物育種の推進︑農業や関連産業
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周知することで対応できるはずなのだ︒

といった内容を２月号で紹介したところ︑農水省では

﹁そんなこと︑この条約にはどこにも書いてありません

︵種苗メーカー︶の振興にこそある︒
﹁農民﹂というの

よ﹂と全面否定されてしまった︒この条約を締結した意

最後に﹁グローバルスタンダードに﹂という主張につ

自家増殖は「農民の権利」
それもグローバルスタンダードだ
いても一言いいたい︒日本は農水省のいうＵＰＯＶだけ

本当にそうなのか︒帰って調べてみると︑ＩＴＰＧＲ

は︑途上国の農家のことを指しているというのだ︒

︵ＩＴＰＧＲ︶
﹂という国際条約にも加盟している︒加盟

の意義に﹁農民の権利﹂を見出しているのは西川教授だ

ではなく︑２０１３年に﹁食料・農業植物遺伝資源条約
数１４４カ国＋ＥＵなので︑ＵＰＯＶの倍近い国々に支

けではなかった︒例えば元農水省の大川雅央氏によれ

慣行を維持する権利﹂が謳われている︒また︑
﹁農民﹂

貢献から発生する権利として︑自家採種に関する農民の

ば︑
﹁
︵食料農業のための植物遺伝資源に対する︶農民の

持されている条約だ︒
ＩＴＰＧＲは 年に国連食料農業機関︵ＦＡＯ︶で採
世界的な状況があって︑その保全と持続可能な利用︑利

択された︒背景には遺伝資源の多様性が失われつつある

04

にはもちろん︑日本の農家も含まるという︵詳しくは
﹃季刊地域﹄ 号︶
︒海外にも同様の考え方の研究者はい

育成者権は守る、農家の自家増殖も守る

いわずもがな︑育成者権はきちんと守られるべきだ︒

で︑かつ︑育成者の正当な利益を保護することを条件と

また︑ＵＰＯＶにも﹁各締約国は︑合理的な範囲内

における無断増殖や国内における種苗法違反は︑農家の

はいないはず︒そしてここまで述べてきたように︑海外

しかし︑タネ採りやわき芽挿しにワクワクしない農家

それを否定するつもりは毛頭ない︒

して﹂
﹁自己の経営地において栽培して得た収穫物を︑

自家増殖とは無関係だ︒それを口実に農民の権利を制限

うだ︒

る︒どうやら︑立場によって条約の解釈に違いがあるよ

自己の経営地において増殖の目的で使用することができ

ったらお便りをください︒お待ちしています︒

ます︒どうか︑周りの農家にも意見を聞いて︑もしよか

この問題︑ぜひ読者の皆さんと一緒に考えたいと思い

思う︒

しようというなら︑異議あり！とはっきりいっていいと

条︶と︑育成者権の例外がち

るようにするために︑いかなる品種についても育成者権
を制限 できる﹂
︵第５章
と表現しているらしい︒

ゃんと謳われている︒これをＵＰＯＶでは﹁農民特権﹂

15

やっぱり︑農家の自家増殖だって︑グローバルスタン

※次ページの解説もご覧ください。
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らいしておこう。少し複雑なので左の図

最後に、農家の自家増殖についておさ

０円の費用がかかる（年数を経るほど高

登録更新にも年間６０００〜３万６００

る。品種の登録出願には費用がかかり、

例外の例外」というやつで、このリスト

殖が認められない。いわば「育成者権の

の植物の一部は、農家であっても自家増

さらに、省令で定められた栄養繁殖性

農家に認められた「自家増殖の原則自由」

を見ながら読んで欲しい。

くなる）
。登録を更新し続ければ、その

生している植物、昔から伝統的に栽培し

販売することも自由にできる。野山に自

の自家増殖は自由だし、増やした種苗を

▼まず、
「品種登録」されていない品種

や挿し木によって自分で増やすこと。

物を育て、そのタネをとったり、挿し芽

されている品種も、農家が自分の経営内

これを「育成者権の例外」という。登録

業生産法人も含まれる）の自家増殖だ。

合や研究に用いる場合、そして農家（農

ない」
。さらに新しい品種を育成する場

次の行為には、
「育成者権の効力が及ば

年）
。

育成者特権は

植物といえそうもないニンジンなども含

ジャーな品目が加わった。栄養繁殖性の

スイカやメロン、キャベツなどかなりメ

回新たに加わった品目。トマトやナス、

ところが、ここには「例外」があり、

ページに一覧を掲載した。黒字が今

だ。

回はその品目が一気に増えたというわけ

自家増殖するのも認められなくなる。今

に入ると、農家が自分の経営内において

ていた作物はもちろん、最近の品種でも

まれている。

年 続 く（ 果 樹 な ど は

「品種登録」されてないものなら、問題

で行なう場合は、自家増殖が原則許され

農家の自家増殖とは、タネや苗から作

になる可能性はないということだ。 品

▼一方、新品種だと認められた登録品種

ない。そして、増やしていいのは正規に

ろん、タダで譲ったりすることも許され

経営内に限られる。他人に売るのはもち

した苗を利用できるのはあくまで自分の

んでいる場合は除外される。また、増や

ただし、種苗購入時に特別な契約を結

済まされないので、気を付けたい。

科される場合もある。知らなかったでは

下（法人は３億円以下）の罰金が、両方

ろん、 年以下の懲役と１０００万円以

がつく。該当品種の利用差し止めはもち

ちなみに、種苗法違反には厳しい罰則

には、種苗法によって「育成者権」が発

挿し芽もできる場合が多い。

生。その種苗や収穫物、一部の加工品を

10

現代農業 2018.4

（ 346 ）

30

入手した種苗に限る。

ているのだ。

337

25

利用する権利を育成者が独り占めでき

のほうが多いので、タネ採りも挿し木、

種も、わざわざ登録しない種苗メーカー

F1

「農家の自家増殖、
原則禁止」に異議あり！

農家の自家増殖

登録品種の場合（登録出願中も含む）
タネ屋
ホームセンター
種苗会社
農協
国や県などの
権利者

他の農家
（非権利者）

タネや苗、
穂木を
正規に入手

OK

栽培

播種
定植

収穫

OK（※）

ダメ
もらう
買う

OK

農家や農業生産法人

ダメ

ダメ

タネや穂木、わき芽などを
次の作に利用

出荷・販売

他人に種苗と
して販売
タダであげる
海外への
持ち出し

※自家増殖に利用許諾が必要な場合
・契約で自家増殖が制限されている
・省令で農家の自家増殖が禁止された品目（337ページ）
・ランやイチゴのメリクロン培養など特別な作業を経て増
殖する場合
・キノコの種苗を培養センターなどで増殖する場合

登録されていない品種の場合（登録が切れた品種も含む）
タネ屋
ホームセンター
種苗会社
農協
国や県などの
権利者

他の農家
（非権利者）

OK

農家や農業生産法人
播種
定植

OK
もらう
買う

栽培

収穫

OK
タネや穂木、わき芽などを
次の作に利用

OK
OK

出荷・販売

他人に種苗と
して販売
タダであげる
海外への
持ち出し

家庭菜園の場合
趣味で栽培する場合は、品種、品目に関係なく自由に自家増殖できる。
ただし、登録品種の収穫物は販売できないし、種苗として他人に譲渡もできない。
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