
1 はじめに

種苗法は，いわば「植物版の特許法」ともいうべ

き制度であり，植物新品種の開発インセンティブを

高めるため，植物の品種を新たに育成した者に，一

定期間の独占的利用権（育成者権1）を設定してい

る．一方，種苗法は公益的な理由などから「育成者

権の効力が及ばない範囲」を設定しており，その１

つに「農業者の自家増殖」がある．「農業者の自家

増殖」についての詳細は後述するが，「農業者の自

家増殖」に育成者権の効力が及ばないとした場合，

種苗企業が農業者に一度，種苗を販売した後は，原

則として翌年以降，農業者が種苗企業からその種苗

を買わなくなってしまうことを意味する．ただし，

「農業者の自家増殖」については，例外的に育成者

権の効力が及ぶ場合もある．例えば，種苗企業が農

業者と「農業者の自家増殖を制限する契約」を締結

すれば，農業者の自家増殖に育成者権の効力を及ぼ

すことは可能である．また，種苗法施行規則で指定

する種類の植物については，例外的に育成者権の効

力が及ぶとされており，政府は，「農業者の自家増

殖を制限する契約」を締結する慣行が定着した植物

から順次，種苗法施行規則で指定する種類の植物に

追加する方針としている．

この問題は，種苗企業の新品種開発インセンティ

ブの低下をもたらしている可能性があることから，

過去に数度にわたって法改正が検討されている重要

な政策課題であるが，「農業者の自家増殖」と「新

品種開発インセンティブ」の関係について具体的に

分析した研究はほとんどなく，また，質問紙調査等

の実証的検討を踏まえた上で分析した研究は見当た

らないのが現状である．

本論文は法と経済学の観点から，契約理論的アプ
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ローチによって，種苗企業への質問紙調査を踏まえ

た上で，「農業者の自家増殖」が「新品種開発イン

センティブ」に与える影響を明らかにし，この問題

に関する政策分析の枠組みを提示しようとするもの

である2．「農業者の自家増殖」に限らず，そもそも

「育成者権」について経済学的に分析した研究は少

なく，筆者の探した限りでは「農業者の自家増殖の

費用」に着目して，「農業者の自家増殖」に対する

種苗企業の行動についてモデル分析を行った神

（1999）のみであった．神（1999）は，農業者は

「農業者の自家増殖の費用」が「種苗の価格」より

も低ければ「自家増殖」を行う一方で，種苗企業は

育成者権に基づく独占によって，種苗の価格を引き

上げて利潤を確保できると主張している．なお，種

苗企業が農業者と「農業者の自家増殖を制限する契

約」を締結すれば，農業者の自家増殖を制限するこ

とは可能であるが，神（1999）はこの点については

触れていない．また，質問紙調査等の実証的検討を

踏まえた上で分析した研究は見当たらない．本論文

は，種苗企業が農業者と締結する「農業者の自家増

殖を制限する契約」に着目し，さらに種苗企業に対

する質問紙調査による実証的検討を加えた上で，契

約理論的アプローチによって，「農業者の自家増殖」

が「新品種開発インセンティブ」に与える影響を分

析している点で，先行研究と異なる．その他の先行

研究との関係については，本文中でその都度述べ

る．

本論文では最初に，育成者権及び農業者の自家増

殖をめぐる状況について概観する．次に，Costly

State Verification（CSV）アプローチによって，種

苗企業が費用をかけないと農業者の契約不履行を立

証できないというケースを想定して分析を行い，

「農業者の自家増殖」及び「契約不履行立証費用」

が，植物新品種開発インセンティブを低下させてい

る可能性を示す．さらに，「自家増殖による種苗の

品質低下」という現象に着目し，この現象が「契

約」を代替できる可能性を示す．なお，分析に当た

っては，農業者の自家増殖に対して種苗企業が実際

にどのような戦略で対応しているかについて，種苗

企業に対する質問紙調査を実施し，その結果を踏ま

えて分析を行う．最後に，分析結果に基づき，植物

新品種の開発インセンティブを高めるためには，

「農業者の自家増殖を制限する契約を締結する慣行

が定着している」植物ではなく，むしろ，「契約を

締結する慣行が定着していない」植物について，農

業者の自家増殖に育成者権の効力を及ぼす必要があ

ることを提言する．

2．育成者権と「農業者の自家増殖」

2．1．種苗法による植物新品種の保護

種苗法は，いわば植物版の特許法ともいうべき制

度であり，植物の新品種を育成（開発）した者を保

護するための制度である．

植物の新品種の開発に要する期間は，近年，バイ

オテクノロジー等の新しい技術の発展によって短期

化しつつあるものの，長いものでは10年以上の期

間を必要とし3，また，金銭的にも多額の投資を必

要とする4．一方で，いったん品種が育成されてし

まえば，種子や球根等の形でその品種の種苗を再生

産することは容易であるため，新品種の育成者の権

利が保護されない場合，育成者は新品種の育成に投

資したコストを回収できず，新品種の開発が停滞し

てしまう恐れがある．このため，種苗法は，新品種

を育成した者に25年（果樹等の永年性作物は30年）

の独占的利用権（育成者権）を認めることによっ

て，新品種の開発意欲を高め，農林水産業の発展を

図っている（種苗法第19条）．

なお，植物の新品種は，新規性，進歩性等の特許

要件を満たせば，植物の「品種」を保護する種苗法

のみならず，「発明」を保護する特許法の保護対象

となることも可能であり，実際に，遺伝子組み換え

作物等について特許が付与された例がある5．しか

し，特許法においては，このような場合は通常，種

苗法の保護対象である「品種」より上の分類カテゴ

リーで特許請求されることが多く，現在，植物の

「品種」そのものが特許出願されることはほとんど

見られない6．

2．2．育成者権の権利が及ばない範囲

新品種の育成者権者は一定期間，その品種を独占

的に利用することができるが，種苗法においては特
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許法と同様に，公益的な理由などから，

①試験･研究目的の当該品種の利用

②当該品種の育成方法についての特許を有する者

（またはその特許の実施権者）による，特許の

方法による当該品種の利用

③農家による当該品種の自家増殖（農業者の自家

増殖）

④権利消尽後の当該品種の利用

については，育成者権の効力が及ばないとしている

（種苗法21条）．

2．3．農業者の自家増殖

種苗法において，育成者権の例外としての自家増

殖が認められるのは，

①農業を営む，個人農家または農地法上の農業生

産法人が，

②最初に育成者権者から譲渡された種苗から得ら

れた収穫物を，

③自己の農業経営（他人への譲渡は不可）におい

て，さらに種苗として用いる，

場合である（種苗法21条2項）．農業者の自家増殖

に育成者権の効力が及ばない場合，種苗企業が農業

者に一度，種苗を販売した後は，農業者は収穫物の

一部を次期作の種苗として使用できるため，原則と

して翌年以降，農業者が種苗企業からその種苗を買

わなくなってしまうことを意味する．

ただし，

①育成者権者と農業者との間で，自家増殖をしな

いという特約がある場合（種苗法21条2項但し

書き）

②「栄養繁殖植物」（組織培養等によって短期間で

種苗の増殖が容易な植物）のうち，省令で定め

る種類の植物（カーネーション，チューリッ

プ，バラ，シイタケなど）（種苗法21条3項）

については，例外（自家増殖の場合は育成者権の効

力が及ばない）の例外として，育成者権の効力が及

ぶとされている．

なお，植物の新品種の保護に関する国際条約

（UPOV条約（1991年条約））は，農業者の自家増

殖について，加盟国の任意で，合理的な範囲内で，

かつ，育成者の正当な利益を保護することを条件と

して，いかなる品種についても育成者権を制限でき

るとしている（UPOV1991 年条約 15 条（2））．

UPOV条約の加盟国は，この規定を踏まえて，各国

の状況に応じて農業者の自家増殖について規定して

いる．

2．4．農業者の自家増殖をめぐる近年の動向

「農業者の自家増殖」は，対象植物の拡大や育成

者権の強化等を内容とする1991年のUPOV条約改

正を受けた1998年の種苗法改正によって，無償目

的の種苗の生産にも育成者権の効力が及ぶことにな
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図1　育成者権の例外（農業者の自家増殖） 

種子を販売 

種苗企業 
種子が 

売れない！ 

収穫物 

農業者 
（翌年） 

種苗企業の権利 
が及ばない！ 

種子に流用 

農業者 
（1年目） 

表1　自家増殖に関する各国の状況 

可能 

一部を除き可能 
 
 

不可 
（※自家増殖は認められている
が，育成権者への対価の支払い
が必要な国を含む） 

その他 

オーストラリア（ただし，農家の自家増殖を制限する種を規定可能） 

日本（一部の栄養繁殖植物は不可） 
アメリカ（植物品種保護法においては農業者の自家増殖の権利が認められているが，植物特許法や
一般特許法による保護の場合，農家の自家増殖の権利は認められていない） 

オランダ 
EU（穀類，飼料作物等の一部作物について，育成権者に相当の対価を支払えば可能） 
ドイツ（穀類，飼料作物等の一部の作物について，育成権者に自家増殖の量を通知し，相当の対価
を支払えば可能） 

韓国（農家の自家増殖に関して育成者権を制限可能） 

出所：農林水産省「植物新品種の保護に関する研究会」配布資料を元に筆者が作成． 



ったことに対応し，生産現場が混乱することを避け

るため，農業者が従来から慣行として行ってきた自

家増殖を一定の要件の下に育成者権の例外とするこ

とを認めたものである7．一方で，農業者の自家増

殖を育成者権の例外とすることについては，

①育成者権者が新品種の普及に応じた利益が確保

できず，新品種育成のインセンティブを低下さ

せている恐れがある．

②農家の育成者権に対する意識の低下を招き，育

成者権侵害が増加している一因となっている可

能性がある．

等の批判がある8．このため，2004年に農林水産省

の「植物新品種の保護に関する研究会」において，

農業者の自家増殖に育成者権の効力を及ぼすことに

ついて，種苗法の改正が検討された．

しかし，2004年の種苗法改正においては，特に

農業者団体から，

①自家増殖を育成者権の対象とすると，農業生産

における種苗関連のコストが増加し，農業経営

が圧迫される．

②自家増殖は農業者の正当な権利であり，それを

育成者権の対象とすることは農業生産現場の混

乱を招く．

等の主張が強くなされたため，農業者の自家増殖を

育成者権の対象とすることは見送られ，当面は，

「自家増殖に関する農業者と種苗業者の契約」が定

着した植物等から順次，育成者権の効力が自家増殖

に及ぶ植物に追加することが適当とされた9, 10．な

お，2006年の農林水産省の「植物新品種の保護の

強化及び活用の促進に関する検討会」においても，

法改正を視野に入れた検討項目の1つとして自家増

殖の特例見直しがあげられたが，報告書では「具体

的な検討を開始すべき」とされるにとどまってい

る11．

3 農業者の自家増殖に関する契約理論的分
析

3．1．分析の前提

種苗企業が農業者と結ぶ「農業者の自家増殖を制

限する契約」に着目し，契約理論的アプローチによ

って，「農業者の自家増殖」が「新品種開発インセ

ンティブ」に与える影響を分析する．分析は，以下

の2つのケースに分けて行う．

①自家増殖を制限する契約が「完備契約12」の場

合

②自家増殖を制限する契約が「不完備契約」の場

合

「不完備契約の場合」については，種苗企業への

インタビューにおいて，「農業者と自家増殖制限の

契約を結んでも，農業者の契約履行を監視するのは

困難な場合が多い」という発言があったことを踏ま

えて，Costly State Verification（CSV）アプロー

チによって分析を行う．具体的には，「不完備契約」

の場合には，種苗企業が費用をかけないと農業者の

契約不履行を立証できないというケースを想定して

分析を行う．

なお，分析に当たっては，種苗企業へのインタビ

ューにおいて，「開発インセンティブが高まれば，

より良い種苗が供給できる」という発言があったこ

とを踏まえて，種苗企業の「新品種開発インセンテ

ィブ」が高まると，開発される種苗，及びその種苗

から生産される農産物の品質が向上するという条件

を設定した上で，分析を行う．

3．1．1．プレーヤー

種苗企業1社，農業者1人．

3．1．2．モデルにおける時間の流れ

モデルにおける時間の流れは以下のとおりであ

る．

（1年目）

①種苗企業が，「高い開発費」または「低い開発

費」のどちらかを選択した上で，新品種を開発

する．

②種苗企業が，「農業者の自家増殖を制限する契

約を提示する」または「2年目に農業者が自家

増殖することを見越して，1年目に2年分の収

入を得られるように価格を設定する」のどちら

かを選択する．

〈農業者が契約に応じる場合〉

③　農業者が，種苗企業から種苗を購入し，1年
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目の終わりに，種苗から栽培した農産物を消

費者に販売する．

（2年目）

④農業者が，「種苗企業から種苗を購入する」ま

たは「自家増殖する」のどちらかを選択する．

⑤農業者が，2年目の終わりに，種苗から栽培し

た農産物を消費者に販売する．

⑥農業者が，「自家増殖する」を選択した場合

（契約違反の場合），種苗企業は農業者に対して

損害賠償を請求できる．

〈農業者が契約に応じない場合〉または〈種苗企業

が契約を提示しない場合〉

③’種苗企業は，2年目に農業者が自家増殖する

ことを見越して，1年目に2年分の収入を得ら

れるように価格を設定する．

④’農業者が，種苗企業から種苗を購入し，1年

目の終わりに，種苗から栽培した農産物を消

費者に販売する．

（2年目）

⑤’農業者が，自家増殖する．

⑥’農業者が，2年目の終わりに，種苗から栽培

した農産物を消費者に販売する．

3．1．3．利得の設定

（種苗の市場）

・種苗企業が「低い開発費」を選択した時に，農

業者に販売する種苗の価格は，次の需要曲線に

従う．

⇒　PS（種苗の価格）＝a－S（種苗の供給

量）（※aは，a＞0を満たす定数）

・単純化のため，種苗の供給費用は開発費のみと

する．

・種苗の市場は，育成者権によって，種苗企業の

独占市場とする．

・種苗の開発費をcDとする．

・「高い開発費」をcDH，「低い開発費」をcDLと

する．

（※cDH＞cDL＞0）

・「高い開発費」と「低い開発費」の差を DcD

とする（※DcD＝cDH－cDL）．

・種苗企業が高い開発費を選択した場合，種苗の

品質が向上することにより，種苗の供給量にか

かわらず，農業者の限界効用がtDcD増加する．

（※tは，t＞0を満たす定数）

・種苗市場において決定される種苗の価格及び販
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図2　モデルにおける時間の流れ 
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培した農産物を
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（契約違反）， 
種苗企業は農
業者に対して
損害賠償請求
が可能 

2 年目 1 年目 



売量について，種苗企業が「高い開発費」を選

択した場合はPSH及びSH，「低い開発費」を選

択した場合はPSL及びSLと表記する．

・種苗企業が種苗の販売収入を2年分得られる場

合は，種苗企業が「高い開発費」を選択する方

が，「低い開発費」を選択するよりも種苗企業

の利得が大きい（2SHPSH－cDH＞2SLPSL－cDL）

が，種苗企業が種苗の販売収入を1年分しか得

られない場合は，種苗企業が「高い開発費」を

選択すると開発費を回収しれきず，「高い開発

費」を選択する方が種苗企業の利得が小さい

（SHPSH－cDH＜SHPSL－cDL）とする．

・種苗企業が「2年目に農業者が自家増殖するこ

とを見越して，1年目に2年分の収入を得られ

るように価格を設定する」を選択した場合，農

業者との継続的な関係構築が困難となり，新品

種開発に必要な農業者からのフィードバックが

得にくくなることなどから，種苗企業に機会費

用（cOS）が発生する（※cOS＞0）．

・種苗企業が「2年目に農業者が自家増殖するこ

とを見越して，1年目に2年分の収入を得られ

るように価格を設定する」を選択した場合，農

業者は1年目の支出がサンクコストとなり，2

年目に他のより良い品種が販売されても乗り換

えることが困難となることなどから，農業者に

機会費用（cOF）が発生する（※cOF＞0）．

・農業者は，2年目に「種苗企業から種苗を購

入」を選択した場合と，「自家増殖」を選択し

た場合の利得が同じ場合は，自家増殖する意味

がないことから，「種苗企業から種苗を購入」

を選択する．

（農産物の市場）

・種苗企業が「低い開発費」を選択した時に，農

業者が消費者に販売する農産物の価格は，次の

需要曲線に従う．

⇒　PF（農産物の価格）＝d－D（農産物の

供給量）（※dはd＞0を満たす定数）

・単純化のため，農産物の供給費用は種苗費のみ

とする．

・1年目の農産物の市場は完全競争市場とする．

・単純化のため，2年目の農産物の価格は1年目

の農産物の価格と同じとする．

・種苗企業が高い開発費を選択した場合，種苗か

ら生産される農産物の品質が向上することによ

り，農産物の供給量にかかわらず，消費者の限

界効用がkDcD増加する（※kは，k＞0を満た

す定数）．

・農産物市場において決定される農産物の価格及

び販売量について，種苗企業が「高い開発費」

を選択した場合はPFH及びDH，「低い開発費」

を選択した場合はPFL及びDLと表記する．

・単純化のため，農業者が自家増殖のために必要

とする費用は0とする．また，自家増殖による

種苗の品質低下は発生しないとする．

（契約の履行）

・契約違反の場合に，農業者が種苗企業に支払う

損害賠償金は，2年目の農業者の利益である

DPFとする（※種苗法34条1項）．

・農業者が契約違反した場合に，種苗企業が農業

者の契約不履行を立証するためには，費用rを

植物品種育成者権の例外規定に関する契約理論的分析

131

図3　種苗市場の需要曲線 
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必要とする（※rは，r＞0を満たす定数）．

3．2．ケース1（完備契約の場合）の分析

3．2．1．分析の前提

ケース1では，農業者が契約違反した場合に，種

苗企業が農業者の契約不履行を立証するためのコス

トがかからない場合（r＝0）について分析する．

3．2．2．分析結果

完備契約であれば，種苗企業はコストをかけるこ

となく農業者の契約不履行を立証できるので，仮に

農業者が契約に違反すれば，農業者は確実に種苗企

業に損害賠償金を支払うことになる．このため，農

業者にとって契約に違反するメリットは無く，農業

者は2年目も種苗企業から種苗を購入する．この場

合，種苗企業は2年分の販売収入を得られるので，
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図4　農産物市場の需要曲線 

図 5　ケース1のゲームツリー 
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【ケース1】契約の履行コストが 
ゼロ 

（種苗企業，農業者） 

※開発高，契約有り，（農業者）2 年目種苗購入 

（2SHPSH－cDH，2DHPFH－2SHPSH） 

（SHPSH－cDH＋DHPFH, DHPFH－SHPSH） 
※開発高，契約有り，（農業者）2 年目自家増殖 

（SHPSH－cDH, 2DHPFH－SHPSH） 
※開発高，契約有り，（農業者）2 年目自家増殖 

（2SHPSH－cDH－cOS, 2DHPFH－2SHPSH－cOF） 

※開発高，契約無し，（農業者）2 年目自家増殖 

（2SHPSH－cDH－cOS, 2DHPFH－2SHPSH－cOF） 

※開発高，高価格，（農業者）2 年目自家増殖 

（2SLPSL－cDL, 2DLPFL－2SLPSL） 

※開発低，契約有り，（農業者）2 年目種苗購入 

（SLPSL－cDL＋DLPFL, DLPFL－SLPSL） 
※開発低，契約有り，（農業者）2 年目自家増殖 

（SLPSL－cDL, 2DLPFL－SLPSL） 

※開発低，契約有り，（農業者）2 年目自家増殖 

（2SLPSL－cDL－cOS, 2DLPFL－2SLPSL－COF） 

※開発低，契約無し，（農業者）2 年目自家増殖 

（2SLPSL－cDL－cOS, 2DLPFL－2SLPSL－COF） 

※開発低，高価格，（農業者）2 年目自家増殖 



「高い開発費」を選択する．

以上のことから，ゲームの結果は，以下のとおり

となる．

①種苗企業は，「高い開発費」を選択し，農業者

に契約を提示する．

②農業者は，種苗企業との契約を遵守して，自家

増殖しない（農業者は2年目も種苗を購入す

る）．

3．2．3．結果の考察

契約の履行コストがゼロの場合の各プレーヤー

（種苗企業，農業者）の利得は，政府が法律（強行

規定）によって農業者の自家増殖を制限した場合と

同じである13．

ケース1の分析結果は，契約にかかるコストがゼ

ロであれば，農業者の自家増殖が認められている状

況下においても，種苗企業が農業者と「農業者の自

家増殖を制限する契約」を締結することによって，

政府が法律（強行規定）によって農業者の自家増殖

を制限した場合と同じ状況を作り出し，種苗企業が

高い開発費（高い開発インセンティブ）を選択する

ことを示している．

3．3 ケース2（不完備契約の場合）の分析

3．3．1 分析の前提

ケース2では，自家増殖を制限する契約が「不完

備契約」であるために，農業者が契約違反した場合

に，種苗企業が農業者の契約不履行を立証するため

のコストが必要な場合（r＞0）について分析する．

3．3．2．分析結果

契約不履行立証費用（r）が損害賠償金（DPF）

より大きい場合，農業者が契約に違反しても，種苗

企業は何もアクションを起こさない．このため，農

業者は契約に違反して，2年目に自家増殖を行う．

農業者の自家増殖に対して，種苗企業は「農業者が

契約に違反することを見越した上で，それでも契約

を結ぶ」または「1年目に2年分の収入を得られる

ように価格を設定する」のどちらかを選択すること

になるが，cOS（種苗企業が農業者の継続的関係を

望む度合い）が一定水準（SPS）より大きい場合

は，「農業者が契約に違反することを見越した上で，

それでも契約を結ぶ」を選択することになる．その

場合，種苗企業は1年分の販売収入しか得られない

ので，「低い開発費」を選択する．

以上のことから，ゲームの結果（※契約不履行立

証費用（r）が損害賠償金（DPF）より大きく，cOS

（種苗企業が農業者の継続的関係を望む度合い）が

一定水準（SPS）より大きい場合）は，以下のとお

りとなる．

①種苗企業は，「低い開発費」を選択し，農業者
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図6　法律（強行規定）によって農業者の自家増殖を制限したケースのゲームツリー 

（2SHPSH－cDH, 2DHPFH－2SHPSH） 

※開発高，（農業者）2年目種苗購入 

（SHPSH－cDH＋DHPFH, DHPFH－SHPSH） 

※開発高，（農業者）2年目自家増殖 
（SHPSH－cDH, 2DHPFH－SHPSH） 

※開発高，（農業者）2年目自家増殖 

（2SLPSL－cDL, 2DLPFL－2SLPSL） 

※開発低，（農業者）2年目種苗購入 

（SLPSL－cDL＋DLPFL, DLPFL－SLPSL） 

※開発低，（農業者）2年目自家増殖 

（SLPSL－cDL, 2DLPFL－SLPSL） 

※開発低，（農業者）2年目自家増殖 
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に契約を提示する14．

②農業者は，契約を遵守せず，自家増殖をする．

③種苗企業は，農業者に損害賠償金を請求しな

い．

3．3．3．結果の考察

このケースでは，損害賠償請求費用（r）が損害

賠償金（DPF）よりも小さければ，種苗企業が農業

者の継続的関係を望む度合い（cOS）の大きさに関

係なく，ケース1（完備契約の場合）と同様に，

①種苗企業は，「高い開発費」を選択し，農業者

に契約を提示する．

②農業者は，種苗企業との契約を遵守して，自家

増殖しない（農業者は2年目も種苗を購入す

る．）

ことがゲームの結果となる．しかし，平成18年2月

に農林水産省が育成権者に対して行ったアンケート

において，育成者権侵害（※自家増殖の契約違反に

限らず，育成者侵害全般）を受けた経験がある育成

者権者のうち，「何も対抗措置をとらなかった」と

回答した者が40％に達していることから推測され

るように，実際には損害賠償金と比較して，契約不

履行立証費用が大きい場合が多いと考えられる15．

一方，筆者が種苗企業に対して実施した質問紙調

査においては，「草花類」や「きのこ類」の品種開

発を行う種苗企業では，「農業者の自家増殖を制限

する契約」を締結している割合が高かった．この理

由について種苗企業にインタビューを行ったとこ

ろ，

①「草花類」や「きのこ類」は，「種子」と比較

して傷みやすい「苗」や「菌株」の形で流通す

ることが多いので，他の植物より種苗企業から

農業者までの流通経路が短いこと

②「きのこ類」では，「菌株」を使用する農業者

（菌床きのこ生産者）を把握している場合が多

いこと

③「草花類」や「きのこ類」は，農業者と契約を

締結する商慣行がある場合が多いこと
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図7　ケース2のゲームツリー（※r＞DPF，cOS＞SPSの場合） 
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【ケース2】契約の履行 
コストが必要 

（種苗企業，農業者） 

※開発高，契約有り，（農業者）2 年目種苗購入 
（2SHPSH－cDH, 2DHPFH－2SHPSH） 

（SHPSH－cDH＋DHPFH－r, DHPFH－SHPSH） 
※開発高，契約有り，（農業者）2 年目自家増殖 

（SHPSH－cDH, 2DHPFH－SHPSH） 
※開発高，契約有り，（農業者）2 年目自家増殖 

（2SHPSH－cDH－cOS, 2DHPFH－2SHPSH－cOF） 

※開発高，契約無し，（農業者）2 年目自家増殖 

（2SHPSH－cDH－cOS, 2DHPFH－2SHPSH－cOF） 

※開発高，高価格，（農業者）2 年目自家増殖 

（2SLPSL－cDL, 2DLPFL－2SLPSL） 

※開発低，契約有り，（農業者）2 年目種苗購入 

（SLPSL－cDL＋DLPFL－r, DLPFL－SLPSL） 
※開発低，契約有り，（農業者）2 年目自家増殖 

（SLPSL－cDL, 2DLPFL－SLPSL） 

※開発低，契約有り，（農業者）2 年目自家増殖 

（2SLPSL－cDL－cOS, 2DLPFL－2SLPSL－cOF） 

※開発低，契約無し，（農業者）2 年目自家増殖 

（2SLPSL－cDL－cOS, 2DLPFL－2SLPSL－cOF） 

※開発低，高価格，（農業者）2 年目自家増殖 ※　r（契約不履行立証費用）＞DPF（損害賠償金），cOS＞SPSの場合 



等の理由から，契約不履行立証費用が比較的低いの

ではないかとのことであった．

なお，損害賠償請求費用（r）が損害賠償金

（DPF）よりも大きく，種苗企業が農業者の継続的

関係を望む度合いが小さければ（cOS≦SPS），

①種苗企業は，「高い開発費」を選択し，2年目

に農業者が自家増殖することを見越して，1年

目に2年分の収入を得られるように価格を設定

する．（契約を提示しない．）

②農業者は，自家増殖をする．

ことがゲームの結果となるが，筆者が種苗企業に対

して実施した質問紙調査においては，「2年目に農

業者が自家増殖することを見越して，1年目に高め

の価格を設定する」戦略を採用する種苗企業は少な

かった．この理由としては，種苗企業が農業者の継

続的関係を望む度合い（cOS）が大きいことが考え

られるが16，別の理由としては，次章で分析する

「自家増殖による種苗の品質低下」が大きな要因と

なっていると考えられる．

4 自家増殖と種苗の品質低下

4．1．自家増殖による種苗の品質低下

自家増殖を繰り返すと，特に種子繁殖植物では，

種子の品質にばらつきが発生し，農産物の収穫量や

品質が低下する場合が多い．例えばコメでは，農業

者団体が農業者に対して，品質確保のため自家増殖

をせず，毎年種子を購入するように要請している
17．この章では，3のモデルにおいて，農業者の自

家増殖による種苗の品質低下を考慮した場合の農業

者と種苗企業の行動について分析する．

4．2．分析の前提

3のモデル（※契約不履行立証費用（r）＞損害賠

償金（DPF）の場合）に，以下の条件を追加する．

①農業者が自家増殖した場合，種苗から生産され

る農産物の品質が低下することにより，農産物

の供給量にかかわらず，消費者の限界効用がw

倍になる．（※wは，0＜w＜1を満たす定数）

4．3．分析結果

自家増殖による種苗の品質低下が一定水準より大

きい場合（w＜1－SPS/DPF），農業者は自家増殖

による種苗費の節約よりも，種苗の品質低下による

農産物販売収入の減少のほうが大きいため，2年目

も種苗企業から種苗を購入する．この場合，種苗企

業は2年分の販売収入を得られるので，「高い開発

費」を選択する．

以上のことから，ゲームの結果（※自家増殖によ

る種苗の品質低下が一定水準より大きい場合（w＜

1－SPS/DPF））は，以下のとおりとなる．

①種苗企業は，「高い開発費」を選択し，農業者

に契約を提示する18．

②農業者は，種苗企業との契約を遵守して，自家

増殖しない（農業者は2年目も種苗を購入す

る）．

4．4．結果の考察

このケースでは，自家増殖による種苗の品質低下

が一定水準より大きい場合（w＜1－SPS/DPF）

は，契約不履行立証費用（r）が損害賠償金（DPF）

よりも大きくても，しかも，種苗企業が農業者の継

続的関係を望む度合い（cOS）の大きさに関係なく，

ゲームの結果は，ケース1（完備契約の場合）と同

じになる．

なお，自家増殖による種苗の品質低下は，「F1種

子」19という技術を採用すれば，人為的に強い程度

で発生させることができる20．これは，「F1種子」

という「技術」によって，「契約」を代替している，

と見ることも可能である21．種苗企業への聞き取り

によれば，現在流通している「野菜」の種子のほと

んど（90％以上）がF1種子であるとのことだが，

筆者が種苗企業に対して実施した質問紙調査におい

ても，「野菜」の品種開発を行う種苗企業では，実

際に「農業者の自家増殖を制限する契約」ではな

く，「F1種子」によって農業者の自家増殖に対応し

ている割合が高かった．

逆に，自家増殖による種苗の品質低下が一定水準

より小さく（w≦1－SPS/DPF），契約不履行立証

費用（r）が損害賠償金（DPF）より大きく，さら

に種苗企業が農業者の継続的関係を望む度合い
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（cOS）が一定水準（SPS）より大きい場合のゲーム

の結果は，以下のとおりである．

①種苗企業は，「低い開発費」を選択し，農業者

に契約を提示する22．

②農業者は，契約を遵守せず，自家増殖をする．

③種苗企業は，農業者に損害賠償金を請求しな

い．

これは，「挿し木」等で繁殖するため，基本的に

自家増殖による種苗の品質低下が発生せず，また，

従来，農業者と契約を締結する商慣行がほとんどな

かった「果樹」などの栄養繁殖植物が該当すると考

えられ，実際に，筆者が種苗企業に行ったインタビ

ューにおいても，この結果と合致する回答が多かっ

た．なお，種苗企業へのインタビューにおいては，

「最近は契約の実効性は別として，農業者と「自家

増殖制限の契約」を結ぶようにしており，このよう

な取り組みを地道に続けていきたい」という発言が

あったが，これは，農業者と契約を締結する商慣行

を定着させていくことによって，「契約不履行立証

費用」を下げようとする取り組みであると評価する

ことができる．

5 結び

5．1．分析のまとめ

本論文では，種苗企業と農業者が締結する「農業

者の自家増殖を制限する契約」に着目し，質問紙調

査を踏まえた契約理論的アプローチによって，「農

業者の自家増殖」が「新品種開発インセンティブ」

に与える影響を分析することによって，以下のこと

を示した．

①契約が完備の場合，種苗企業は契約によって，

政府が法律（強行規定）で農業者の自家増殖を

制限した場合と同じ状況23を作り出すことがで

き，種苗企業は「高い品種開発インセンティ

ブ」を持つ．
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1 年目 2 年目 

契約 
提示 

契約締結 
種苗購入 

農 農 

農 農 

農 農 

農 
農 

農 農 

農 農 

契約 
提示 

企 企 

企 

企 

企 

企 

企 

契約 
拒否 

高い 
開発費 

低い 
開発費 

1 年目 
高価格 

1 年目 
高価格 

1 年目 
高価格 1 年目 

高価格 

契約 
拒否 

契約締結 
種苗購入 

種苗 
購入 

種苗 
購入 

種苗 
購入 

種苗 
購入 

種苗 
購入 

自家 
増殖 

自家増殖 

自家増殖 

自家増殖 

自家増殖 

自家 
増殖 

種苗 
購入 

損害賠償 
請求 

損害賠償 
請求 

何も 
しない 

何も 
しない 

【ケース2】自家増殖によって 
農産物の品質低下 

（種苗企業，農業者） 

※開発高，契約有り，（農業者）2 年目種苗購入 

（2SHPSH－cDH, 2DHPFH－2SHPSH） 

（SHPSH－cDH＋wDHPFH－r, DHPFH－SHPSH） 
※開発高，契約有り，（農業者）2 年目自家増殖 

（SHPSH－cDH, （1＋w）DHPFH－SHPSH） 
※開発高，契約有り，（農業者）2 年目自家増殖 

（2SHPSH－cDH－cOS, （1＋w）DHPFH－2SHPSH－cOF） 

※開発高，契約無し，（農業者）2 年目自家増殖 

（2SHPSH－cDH－cOS, （1＋w）DHPFH－2SHPSH－cOF） 

※開発高，高価格，（農業者）2 年目自家増殖 

（2SLPSL－cDL, 2DLPFL－2SLPSL） 

※開発低，契約有り，（農業者）2 年目種苗購入 

（SLPSL－cDL＋wDLPFL－r, DLPFL－SLPSL） 
※開発低，契約有り，（農業者）2 年目自家増殖 

（SLPSL－cDL, （1＋w）DLPFL－SLPSL） 

※開発低，契約有り，（農業者）2 年目自家増殖 

（2SLPSL－cDL－cOS, （1＋w）DLPFL－2SLPSL－cOF） 

※開発低，契約無し，（農業者）2 年目自家増殖 

（2SLPSL－cDL－cOS, （1＋w）DLPFL－2SLPSL－cOF） 

※開発低，高価格，（農業者）2 年目自家増殖 
※　w＜1－SPS／DPFの場合 
※　r（契約不履行立証費用）＞wDPF（損害賠償金）の場合 

図8　ケース2（※r＞DPF の場合）に，自家増殖による種苗の品質低下を導入した場合のゲームツリー 
（※w＜1－SPS / DPF の場合） 



②契約が不完備（契約不履行を立証するために費

用が必要）の場合，種苗企業が「高い品種開発

インセンティブ」を持てば，種苗及び種苗から

生産される農産物の品質が向上することによっ

て，種苗企業，農業者，消費者の全てがメリッ

トを受ける可能性があるにもかかわらず，種苗

企業は「低い品種開発インセンティブ」しか持

たない可能性が高い．

③なお，種苗企業はF1種子技術によって，自家

増殖による種苗の品質低下と同等の状況を人為

的に発生させ，「農業者の自家増殖を制限する

契約」を代替することが可能であるが，果樹等

の栄養繁殖植物は，F1種子技術を利用できな

い．

5．2．モデルの応用

今回の分析では，種苗企業が農業者と結ぶ「農業

者の自家増殖を制限する契約」に着目してモデルを

構築したが，「契約違反」を「育成者権侵害」，「損

害賠償額」を「罰金額」に置き換えれば，育成者権

の保護政策一般に応用することも可能である．例え

ば，2006年の農林水産省の「植物新品種の保護の

強化及び活用の促進に関する検討会」においては，

育成者権の権利行使を容易にするための方策とし

て，

①育成者権侵害罪等の罰則の引き上げ

②DNA品種識別技術の開発促進24

③育成者権侵害訴訟における損害事実，損害額の

立証等の容易化

等があげられている25が，これを「3 農業者の自家

増殖に関する契約理論的分析」で構築したモデルに

当てはめると，①及び②は，罰金の金額（①）と侵

害罪の発見確率（②）を向上させて「（期待）罰金

額」を引き上げることによって，②及び③は，「育

成者権侵害立証費用」を低減させることによって，

育成者権侵害が無い状況（モデルにおける完備契約

の状況）に近づけようとする取り組みであると評価

することができる．

5．3．政策的インプリケーション

農林水産省の検討会は，「農業者の自家増殖」に

育成者権の効力を及ぼすことについて，農業者団体

からの，

①自家増殖を育成者権の対象とすると，農業生産

における種苗関連のコストが増加し，農業経営

が圧迫される

②自家増殖は農業者の正当な権利であり，それを

育成者権の対象とすることは農業生産現場の混

乱を招く

等の主張に配慮して，当面は，「自家増殖に関する

農業者と種苗業者の契約慣行が定着した」植物等に

ついて，順次，育成者権の効力が自家増殖に及ぶ植

物に追加することが適当と報告している26．この報

告を受け，2006年8月1日の種苗法の省令改正によ

って，農業者の自家増殖に育成者権の効力が及ぶ植

物が，23種類から81種類に拡大された（2007年8

月1日施行）．

しかし，本論文の分析結果は，「契約を締結する
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図9　モデル分析のまとめ 

完備契約 
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家増殖をしない． 
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慣行が定着した」植物，つまり，「契約不履行立証

費用が低い」植物について農業者の自家増殖に育成

者権の効力を及ぼしても，種苗企業等の品種開発イ

ンセンティブには大きな影響を与えず，むしろ，

「契約を締結する慣行が定着していない」植物，つ

まり，「契約不履行立証費用が高い」植物の品種開

発インセンティブ低下が問題となっている可能性を

示している．

なお，この結果は逆の見方をすれば，「契約を締

結する慣行が定着した」植物や，契約を締結しなく

ても「F1種子」で対応できる植物については，農

業者の自家増殖に育成者権の効力を及ぼしても，現

状に大きな影響を与えない可能性が高いことを示し

ており，農業者団体の「自家増殖を育成者権の対象

とすると，農業生産における種苗関連のコストが増

加し，農業経営が圧迫される」，「農業生産現場が混

乱する」という主張は，少なくともこれらの植物に

ついては当てはまらないと考えられる．

以上のことからすれば，種苗企業等の品種開発イ

ンセンティブを高め，消費者や農業者がメリットを

受けうる優良な品種の供給を促進するためには，他

の条件が一定であれば，農業生産への影響を考慮し

つつも，むしろ，「契約を締結する慣行が定着して

いない」，しかも，「F1種子技術が採用できない」

植物について，農業者の自家増殖に育成者権の効力

を及ぼす必要があると考えられる．

5．4．今後の課題

今後の研究課題としては，本論文で構築したモデ

ルを用いて，「農業者の自家増殖」及び「契約の不

完備性」が，種苗企業の新品種開発インセンティブ

に与える影響を実証的に分析すること，質問紙調査

等により，「農業者の自家増殖」が種苗企業の販売

戦略等に与える影響について，より詳細に分析する

こと等が考えられる．また，本論文では議論を単純

化するために高いか低いかの2つの選択肢とした種

苗企業のインセンティブ（開発費）について，連続

した値をとる場合のモデルを構築すること等も有益

であると考えられる．

〈日本知財学会誌〉Vol.5 No.1―2008

138

［分析資料］種苗企業の植物新品種開発戦略に関する調査（質問紙調査）

1 調査の概要

1―1 調査目的

農業者の自家増殖（農業者が種苗企業等から購入した種苗から生産した収穫物の一部を，次期作の種苗として用いる

行為）には，原則として種苗法の育成者権の効力が及ばないとされている状況下における，種苗企業の植物新品種開発

戦略の傾向を調査する．

1―2 調査対象

農林水産省の品種登録データベースにおいて，植物新品種（権利が消滅したものを含む）の育成権者として掲載され

ている341社の日本の種苗企業のうち，2006年9月15日現在で以下のいずれかの条件を満たす39社を対象とした．

①育成者権の総登録件数が上位20位以内の企業

②植物の種類別（野菜，草花類，鑑賞樹，果樹，穀類27，きのこ類など）の育成者権の登録件数が上位10位以内で，

かつ，当該種類における登録件数が10件以上の企業

※品種登録データベースに掲載されている育成者権者のうち，名称及び住所から，日本の種苗企業と判断したも

のを抽出した．

※質問紙郵送時点（2006年11月10日）で，植物新品種育成事業を行っていない企業は除外した．

※本調査における日本の種苗企業341社のうち，上位20社（6％）で育成者権登録件数の約70％を占めることか

ら，39社のみを対象とする調査ではあるが，種苗企業の新品種開発戦略の傾向を把握することは可能と判断し

た．
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1―3 プレ調査

調査項目について，調査対象外の種苗企業1社に聞き取り調査を行い，農業者の自家増殖に対する種苗企業の戦略と

して，「農業者と自家増殖禁止の契約を締結」，「F1種子等のコピー防止技術を採用」等があることを確認した．また，

種苗企業がそれらの戦略を選択する（または選択しない）理由についても聞き取りを行った．

1―4 調査方法

2006年11月に調査対象の種苗企業に質問紙を郵送し，任意回答及び郵送による回答の返送を求めた．なお，特に断

らない場合には，質問は5件法でたずねた．質問紙はこの分析資料の最後に添付する．

1―5 サンプルの概要

1―5―1 回答数

21社（対象者39社，回答率54％）

1―5―2 属性によるサンプルの内訳

（重点的に品種開発をしている植物）

草花類　　10社

きのこ類 6社

野菜　　　 5社

鑑賞樹　　 2社

※1社で複数の種類の植物を開発している場合があるため，合計と回答数は一致しない．

※鑑賞樹についてはサンプル数が少ないので，ここでの分析からは除外する．

2 調査結果の概要

2―1 農業者の自家増殖に対する種苗企業の戦略

農業者の自家増殖が認められている状況下において，種苗企業がどのような戦略で対応しているかをたずねた．値が

高いほど，その戦略を選択する傾向が強いことを示す．

全体で見た場合，「農業者と自家増殖禁止の契約を締結」の値（平均値2.8）が最も高く，「新品種開発後の販売初年度

に種苗を高めの値段で販売」の値（平均値1.4）が最も低かった．これらの戦略を重視する程度の平均値に差があるかど

うか見るために分散分析を行ったところ，5%水準で有意差が見られた（F（2, 56）＝2.40, p＜.05）．

戦略別に見た場合，「F1種子等のコピー防止技術を採用」は，野菜の値（平均値3.8）が最も高く，草花類（平均値

1.4）やきのこ類（平均値1.0）の値は低かった28．この平均値の差についても分散分析を行ったところ，1％水準で有意

差が見られた（F（2, 17）＝2.64, p＜.01）．

また，「農業者と自家増殖禁止の契約を締結」は，草花類（平均値3.3）やきのこ類（平均値3.6）の値が高く，野菜の

値（平均値1.0）は低かった．分散分析の結果はF（2, 18）＝2.62, p＜.1 であり，5%水準で有意とは言えないものの，

傾向差が見られた．

2―2 種苗企業がある戦略を選択しない理由

種苗企業がある戦略を選択しない場合（5件法で1または2を選択した場合），その理由をたずねた（複数回答可）．

「栄養繁殖植物なのでコピー防止技術が使用できない」を理由とする回答が最も多かった．

表2―2―1　「F1種子等のコピー防止技術を採用」を選択しない理由（14社） 

 
 
 

度数 

栄養繁殖植物なのでコピ
ー防止技術が使用できな
い 

11

時間やコストがかかる 
 
 

2

自家増殖をすると種苗の
品質が劣化するので農業
者は毎年種苗を購入する 

3

その他 
 
 

1
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「種苗の流通経路が複雑で契約の遵守監視が困難」，「農業者の数が多く，契約の締結が困難」を理由とする回答が最

も多かった．

「他社との競争が激しい」を理由とする回答が最も多かった．

なお，「その他」と回答した8件の内訳は以下のとおりであった．

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
1 2 3 4 5

度数 

全体 

F1 種子等の 
コピー防止技
術を採用 

農業者と自家
増殖禁止の契
約を締結 

新品種開発後
の販売初年度
に種苗を高め
の値段で販売 

6

5

4

3

2

1

0
1 2 3 4 5

度数 

野菜 

6

5

4

3

2

1

0
1 2 3 4 5

度数 

きのこ類 

10

9
8

7
6

5

4

1 2 3 4 5
度数 

草花類 

3

2

1
0

回
答
数 

回
答
数 

回
答
数 

回
答
数 

表2―2―2　「農業者と自家増殖禁止の契約を締結」を選択しない理由（10社） 

 
 
 

度数 

種苗の流通経路が複雑で
契約の遵守監視が困難 
 

3

農業者の数が多く，契約
の締結が困難 
 

3

自家増殖をすると種苗の
品質が劣化するので農業
者は毎年種苗を購入する 

2

その他 
 
 

4

表2―2―3　「新品種開発後の販売初年度に種苗を高めの値段で販売」を選択しない理由（17社） 

 
 
 

度数 

他社との競争が激しい 
 
 

5

自家増殖をすると種苗の品質が劣
化するので農業者は毎年種苗を購
入する 

4

その他 
 
 

8
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・　農業者との契約で対応しているため（4件）

・　販売している種苗は，種苗法施行規則で農業者の自家増殖が禁止されている種類の植物であり，農業者は自家増

殖をしないと判断しているため（1件）

・　販売している種苗は，増殖には高度な技術が必要な種類の植物であり，農業者の一般的な技術レベルでは自家増

殖は不可能と判断しているため（1件）

・　種苗は自社栽培用であり，農業者に種苗を販売していないため（1件）

・　農業者からの反発が強いため（1件）

2―3 種苗法において農業者の自家増殖が禁止された場合，新品種開発を拡大するか

種苗法において農業者の自家増殖が禁止された場合，新品種の開発を拡大するかをたずねたところ，平均値2.8，標準

偏差1.2であった．

2―4 種苗法の育成者権制度を活用しているか

種苗法の育成者権制度を活用したかをたずねたところ，平均値4.4，標準偏差1.1であった．

2―5 属性グループごとの基本統計量

3 考察

本調査は，予算制約上等の理由からサンプル数は少ないものの，いくつかの有益な情報を得ることができた．

3―1 農業者の自家増殖に対する種苗企業の戦略

農業者の自家増殖に対する種苗企業の戦略について，多くの企業が「F1種子等のコピー防止技術の採用」または「農

業者と自家増殖禁止の契約を締結」で対応しており，「新品種開発後の販売初年度に種苗を高めの値段で販売」で対応

する企業は少ないことが確認できた．

また，野菜は「F1種子等のコピー防止技術の採用」で対応している一方で，草花類及びきのこ類は「農業者と自家増

全体 
 
 

野菜 
 
 

草花類 
 
 

きのこ
類 

度数 
平均値 
標準偏差 

度数 
平均値 
標準偏差 

度数 
平均値 
標準偏差 

度数 
平均値 
標準偏差 

農業者の自家
増殖には育成
者権が及ばな
いことを知っ
ているか 

1はい 
2いいえ 
 

21 
1.0 
0.2 

5 
1.0 
0.0 

10 
1.0 
0.0 

6 
1.2 
0.4

質問項目 

F1 種子等の
コピー防止技
術を採用 
 

1～5 
1非該当　 
5該当 

19 
1.9 
1.6 

5 
3.8 
1.6 

9 
1.4 
1.3 

5 
1.0 
0.0

「農業者への自家増殖」への対応 

農業者と自家
増殖禁止の契
約を締結 

 
 
 
 

20 
2.8 
1.8 

5 
1.0 
0.0 

10 
3.3 
1.8 

5 
3.6 
1.7

新品種開発後
の販売初年度
に種苗を高め
の値段で販売 

 
 
 

20 
1.4 
0.9 

5 
1.0 
0.0 

10 
1.3 
0.9 

5 
2.0 
1.0

農業者の自家
増殖が禁止さ
れた場合，新
品種開発を拡
大するか 

1～5 
1非該当 
5該当 

19 
2.8 
1.2 

5 
3.0 
1.4 

10 
2.8 
1.1 

4 
2.8 
1.6

育成者権制度
を活用してい
るか 
 
 

1～5 
1非該当 
5該当 

20 
4.4 
1.1 

5 
3.6 
0.9 

9 
4.8 
0.4 

6 
4.3 
1.6

（注）「種苗企業がある戦略を選択しない理由」「種苗法の育成者権制度を活用しない理由」については，本文中で記
述し，本表での記載は省略している． 
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殖の契約を締結」で対応していることが確認できた．

3―2 種苗企業がある戦略を選択しない理由

「農業者と自家増殖禁止の契約を締結」を選択しない理由として，「種苗の流通経路が複雑で契約の遵守監視が困難」，

「農業者の数が多く，契約の締結が困難」が多いことが確認できた．

「F1種子等のコピー防止技術の採用」を選択しない理由として，「栄養繁殖植物なのでコピー防止技術が使用できな

い」が多いことが確認できた．

3―3 まとめ

本調査により，以下の3点が確認できた．

①　多くの種苗企業は，農業者の自家増殖に対して，「農業者と自家増殖禁止の契約を締結」で対応しているが，その

前提として，「契約の遵守監視」や「契約締結作業」が容易な環境が必要であること

② 「農業者と自家増殖禁止の契約を締結」で対応しない場合でも，種苗企業は「F1種子等のコピー防止技術の採用」

によって農業者の自家増殖に対応できること

③　ただし，栄養繁殖植物の場合，「F1種子等のコピー防止技術の採用」は選択できないこと

3―4 その他（自由記述欄）

自由記述欄には，育成者権制度について10社から回答があった．以下に，回答の概要を記す．

・農業者の自家増殖を原則として禁止すべき（3社）

（うち，経済的，政策的に問題のある品種については，例外的に農業者の自家増殖を認めてもよいとする意見が1

社）

・農業者の自家増殖は，研究目的に限っては禁止しないほうが良い（1社）29

・育成者権侵害の摘発には手間とコストがかかること等から，育成者権制度が機能していないのではないかと懸念

（1社）

・育成者権制度について，もっと農業者，国民に周知すべき（2社）

・種苗を利用する生産者があっての育成者権であり，国内農業者の現状を踏まえた制度とすべき（1社）

・登録された品種について，他品種との比較検討，試験･研究への活用等ができるよう，第三者が農水省から登録種

苗を入手できるシステムを導入すべき（1社）

・品種識別が可能なように，マーカー開発を実施してから登録するシステムを検討しても良いのではないか（1社）

4 質問紙

〈農業者の自家増殖に関するアンケート調査〉

（質問1）御社において，重点的に品種開発を行っている植物は，以下のうちどれですか．

（複数回答可）

【農業者の自家増殖について】

（質問2）原則として，「農業者の自家増殖」（農業者が，種苗企業等から購入した種苗から生産した収穫物の一部を，

次期作用の種苗として用いる行為）には，種苗法における新品種育成者権が及ばないことはご存知ですか．

1．野菜　　　　　　　　　　　　2．草花類　　　　　　　　　　　　3．鑑賞樹

4．果樹　　　　　　　　　　　　5．穀類　　　　　　　　　　　　　6．きのこ類

7．その他（種類をご記入ください．）

（ ）
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「農業者の自家増殖」に対する御社の対応についてお伺いします．（質問3－1）から（質問3－3）の全てについて，そ

れぞれ，1から5のうち近いものを選んでお答えください．

（質問3―1） F1種子等のコピー防止技術を採用している．

（質問3―2） 農業者と「自家増殖禁止」の契約を結んでいる．

（質問3―3） 農業者の自家増殖を見越して，新品種の開発後の販売初年度に，高めの値段で種苗を販売している．

（質問4）質問3―1（F1種子等のコピー防止技術を採用している）で，1または2を選んだ方にお伺いします．F1品種

等のコピー防止技術を採用しない理由は，以下のどれですか． （複数回答可）

（質問5）質問3―2（農業者と「自家増殖禁止」の契約を結んでいる）で，1または2を選んだ方にお伺いします．農

業者と「自家増殖禁止」の契約を結ばれない理由は，以下のどれですか．（複数回答可）

1．種苗の流通経路が複雑で，契約の遵守を監視することが困難なため．

2．農業者の数が多く，個々の農業者と契約を結ぶことが困難なため．

3．自家増殖を繰り返すと，年々，種苗の品質が劣化するので，特に対策をしなくても，農業者は毎年，種苗を購

入するため．

4．その他（理由をご記入ください．）

（ ）

1．栄養繁殖植物なので，F1品種等の技術を使用できないため．

2．時間やコストがかかるため．

3．自家増殖を繰り返すと，年々，種苗の品質が劣化するので，特に対策をしなくても，農業者は毎年，種苗を購

入するため．

4．その他（理由をご記入ください．）

（ ）

当てはまらない　　1 ―　2 ―　3 ―　4 ―　5 当てはまる

当てはまらない　　1 ―　2 ―　3 ―　4 ―　5 当てはまる

当てはまらない　　1 ―　2 ―　3 ―　4 ―　5 当てはまる

1．知っている　　　　　　　　　　　　　　　2．知らない（⇒ 2を選んだ場合は質問8へ）
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（質問6）質問3―3（農業者の自家増殖を見越して，販売初年度に高めの値段で販売）で，1または2を選んだ方にお

伺いします．販売初年度に高めの値段で販売されない理由は，以下のどれですか．（複数回答可）

（質問7）法改正によって，農業者の自家増殖が禁止された場合，新品種の開発を拡大しますか．1から5のうち近い

ものを選んでお答えください．

【種苗法について】

（質問8）種苗法の育成者権制度についてお伺いします．御社では，種苗法の育成者権制度を活用されていますか．1

から5のうち近いものを選んでお答えください．

（質問9）質問8（種苗法の育成者権制度の活用）で，1または2を選んだ方にお伺いします．種苗法の育成者権制度

を活用されていない理由は以下のどれですか．（複数回答可）

（質問10）種苗法についてのご意見，農業者の自家増殖についてのご意見，その他何かお気づきの点があれば，ご自

由にご記入ください．

1．F1品種等の技術で対応しているので，必要性を感じない．

2．農業者との契約で対応しているので，必要性を感じない．

3．出願料や登録料が高いため．

4．その他（理由をご記入ください．）

（ ）

活用していない　　1 ―　2 ―　3 ―　4 ―　5 活用している

開発を拡大しない　　1 ―　2 ―　3 ―　4 ―　5 開発を拡大する

1．他社との競争が激しいため．

2．自家増殖を繰り返すと，年々，種苗の品質が劣化するので，特に対策をしなくても，農業者は毎年，種苗を購

入するため．

3．その他（理由をご記入ください．）

（ ）



注
1 「農林水産省における知的財産戦略の対応方向」（2006）は，「農林水
産分野の知的財産の創造・保護・活用のため」，「植物新品種の育成者権
の保護・活用」等の「戦略的・総合的な推進」を図るとしている．

2 本論文の内容は全て筆者の個人的な見解であり，筆者の所属機関の見解
を示すものではない．

3 種苗企業からの聞き取りによる．
4 農林水産省生産局種苗課（2006）．
5 除草剤耐性双子葉植物（1988年出願公開）など（農林水産省生産局
種苗課，2006）．

6 農林水産省生産局種苗課（2006）．
7 同上書．
8 農林水産省「植物新品種の保護に関する研究会報告」（2004）
9 同上書．
10 育成者権の効力が自家増殖に及ぶ植物は，2006年8月1日の種苗法

の省令改正によって，23種類から81種類に拡大された（2007年8
月1日施行）．

11 農林水産省「植物新品種の保護の強化及び活用の促進に関する検討会報
告」（2006）．

12 完備契約とは，将来起こりうる事象及び当該事象に関する取引主体の権
利義務が全て記載された，いわば仮想的な契約をいう．

13 ここでは，法律の執行コストをゼロと仮定している．
14 この章では契約理論的アプローチによるモデルを用いて分析を行ったた

め，種苗企業は農業者に契約を提示する結果となっているが，厳密に言
えば，農業者が２年目に自家増殖することが明らかであれば，契約を締
結するメリットはないため，種苗企業は農業者に契約を提示しない可能
性が高いと考えられる．

15 対抗措置をとらなかった他の理由としては，従来の商慣行等から，種苗
企業が育成者権の行使に慎重であったこと等が考えられる．

16 筆者が種苗企業に対して行ったインタビューにおいて，多くの種苗企業
が農業者との継続的関係の重要性を強調していた．

17 ＪＡ全農は，種子更新率100%（自家増殖をしない）等の要件を満た
すコメを「ＪＡ米」と位置づけ，その取扱い拡大に取り組んでいる
（http://www.zennoh.or.jp/bu-jigyo/sikumi_beikoku.html）．

18 この章では契約理論的アプローチによるモデルを用いて分析を行ったた
め，種苗企業は農業者に契約を提示する結果となっているが，厳密に言
えば，種苗企業が契約を提示しなくても，自家増殖による種苗の品質低
下が一定水準より大きければ（ｗ＜１－ＳＰＳ/ＤＰＦ）），農業者は自ら
２年目も種苗を購入することになるため，種苗企業は農業者に契約を提
示しない可能性が高いと考えられる．

19 一代雑種種子ともいう．Ｆ１種子は一般的に，生育が早い，収量が多い
など，優良な性質を持っていることが多いが，Ｆ１種子からは同じ性質
を持つ種子を安定して採種出来ない．ただし，一部の草花類や果樹，き

のこ類等の栄養繁殖植物は，Ｆ１種子技術を活用できない．
20 正確には，Ｆ１種子から採取された種子は品質が低下するのではなく，

同じ性質を持つ種子を安定して採種できないため，そのままでは種子と
して利用できず，種子としての品質が低下したのと同じような状況が発
生する．

21 神（1999）は，「Ｆ１種子」は「農業者の自家増殖の費用」を引き上
げるため，農業者の自家増殖を困難にすると指摘している．本論文は単
純化のため，「農業者の自家増殖の費用」をゼロと仮定しているが，「農
業者の自家増殖の費用」を考慮した場合は農業者が自家増殖をしない可
能性が高まるだけであり，結論に影響はない．

22 この章では契約理論的アプローチによるモデルを用いて分析を行ったた
め，種苗企業は農業者に契約を提示する結果となっているが，厳密に言
えば，農業者が２年目に自家増殖することが明らかであれば，契約を締
結するメリットはないため，種苗企業は農業者に契約を提示しない可能
性が高いと考えられる．

23 ここでは法律の執行コストをゼロと仮定している．
24 ＤＮＡ品種識別技術は，海外から輸入された育成者権侵害物品の水際取

締り等に活用されている．
25 農林水産省「植物新品種の保護の強化及び活用の促進に関する検討会報

告」（2006）．
26 農林水産省「植物新品種の保護に関する研究会報告」（2004）．
27 稲などの食用作物については，従来，国，都道府県等の試験研究機関が

中心となって品種開発を行っており，種苗企業による品種登録は極めて
少なかったことから，結果として，今回の調査において分析対象となる
企業はなかった．

28 栄養繁殖植物である一部の草花類やきのこ類，F１種子技術を活用でき
ない．

29 種苗方法においては，登録品種の特性を調査，確認するための登録品種
の種苗の増殖など，試験研究のための品種の利用には，育成者権の効力
は及ばない（種苗法21条１項１号）．
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