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『農業と経済』2017.10 臨増「農業競争力の強化とは何か――農業競争力強化プログラムがめざす農業像」 
2. 農林水産物の付加価値向上 121～135 頁 

 
誰のための主要農作物種子法廃止なのか――価格引下げは実現するか 

 
久野秀二（京都大学大学院経済学研究科） 

 
1. はじめに 

 今年 4 月、「農業者の経営の安定、消費者のニーズへの対応、食料の安定供給、こういったものに大いに貢献

してきた」との大臣答弁があったにもかかわらず、主要農作物種子法（以下、種子法と略す）が廃止されるこ

とになった。本誌読者にとって、種子が作物生産のアルファでありオメガであることは常識であろうが、主要

農作物種子制度の存在と役割については、一般の消費者はもちろん、一般の生産者にもあまり知られていなか

ったようである。それでも、種子・遺伝資源が「農業の生命線」であり、「食の根幹」であり、したがって「す

べての生命の源」であることへの理解と関心が、ここ数年来、徐々に浸透してきたのであろうか1、種子法廃止

問題が今年に入って急浮上するや、生産者団体・消費者団体やテレビ・新聞・雑誌からの問い合わせが相次ぐ

こととなった。筆者が「専門家」であるかどうかはともかく、種子問題を扱う数少ない社会科学研究者として、

龍谷大学の西川芳昭教授と二人で手分けしながらの、怒濤の数ヶ月が経過した。 
 繰り返し訊ねられた質問は以下の四点に整理できる。第一に、そもそも種子法を根拠法とする主要農作物種

子制度はどのようなものか、いかなる役割を果たしてきたのか、である。本稿の議論の前提として、第二節お

よび第三節で簡単に整理しておく。 
第二に、その種子法が廃止されることで、どのような問題が懸念されるのか、である。おそらく、その影響

はすぐには表れないだろうが、中長期的にゆっくりと、しかし着実に、公的種子事業の体力を蝕み、国際社会

でも世論と運動を喚起してきた「種子は誰のものか」という根本的問いかけをせざるを得ない局面が訪れるで

あろう。紙幅の関係で全面的に取り上げることはできないため、以下の各節で必要に応じて言及し、あとは拙

稿2に譲ることとしたい。 
第三に、なぜ種子法が廃止されることになったのか、その狙いはどこにあるのか、である。政府の説明によ

れば、米・麦・大豆等の主要農作物の品種開発と種子生産が国や都道府県に「独占」され、民間企業の参入を

「阻害」してきたことが、日本農業の競争力強化を図る上で問題なのだという。将来的な事業機会を見越して、

民間企業が 1980 年代から主要農作物種子事業への参入を模索してきたのは後述するとおりである。さすがに種

子法廃止が主張されることはなかったし、それゆえ、昨年 10 月に規制改革推進会議・農業ワーキンググループ

が種子法廃止をいきなり提案したことが国や都道府県の関係者、品種開発と種子生産の現場を大いに驚かせ、

懸念と混乱をもたらしているわけだが、種子法廃止がその狙いどおりの効果をもたらすのか、疑問視されてい

る。とくに種子法廃止は、新たに導入される農業競争力強化支援法でも強調されるように「良質で低廉な農業

資材の供給」という文脈で論じられている。「良質で低廉な種子」の生産供給は種子法廃止で実現するのか、第

四節および第五節で論じたい。 
 最後に、これから何をすべきか、である。筆者はもとより実務家でも政策立案者でもない。したがって、具

体的な方策を提示することはできない。むしろ、今回の種子法廃止の動きを、一方で国内の政治経済動向（よ

り具体的にはアベノミクス農政）に、他方で種子・遺伝資源をとりまくグローバルな動向に接合することによ

って、種子、したがって農と食を人びとの手に取り戻すために不可欠な視点と長期的な展望を描くことにした

い。 
 

                                                                    
1 そうした努力の一環として、例えば、『農業と経済』2012 年 12 月号特集「知っておきたいタネの世界――農業の生命線を

考える」、『有機農業研究』第 8 巻 2 号（2016 年 12 月）特集「種子をめぐる協働と闘い」などがある。 
2 久野秀二「主要農作物種子法廃止の経緯と問題点――公的種子事業の役割を改めて考える」、『京都大学大学院経済学研究科

ディスカッションペーパーシリーズ』No.J-17-001、2017 年 4 月。 
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2. 主要農作物種子法が果たしてきた役割 

 1952 年に制定された種子法は「主要農作物の優良な種子の生産及び普及を促進するため、種子の生産につい

て圃場審査その他の措置を行うこと」を目的とし、具体的には、①指定種子生産圃場の指定および圃場審査、

生産された種子の生産物審査、②指定原原種圃・原種圃の指定および圃場審査、生産された原原種・原種の生

産物審査、③有用な品種を奨励品種として指定するための試験、④優良な種子の生産および普及のための指定

種子生産者棟への勧告・助言・指導、⑤種子の安定供給のための種子計画の策定等を、都道府県が行うべき役

割として規定していた。1986 年の法改正により、さらに 1995 年の食糧管理法廃止を経て、民間事業者が主要

農作物種子事業に参画できるようになったが、主要農作物種子の生産・供給・管理に国と都道府県が主導的な

役割（最終的な責任）を果たすという基本方針が変えられることはなかった3。1986 年法改正は「民間事業者

による優良な品種の開発にインセンティブを与え、広く官民が優良種子の生産・普及に関与することを促進し、

農業生産の発展に資すること」を企図したものであったが、その際に採択された参議院農林水産委員会の附帯

決議（全会一致）は「政府は、優良な新品種の育成と優良な種苗の生産、流通を確保することが農林水産業の

振興の基本であることに鑑み、本法の施行に当たっては、国及び都道府県の優良種苗の供給確保機能がいささ

かも低下することのないよう努める」と明記していた。 
種子事業の流れは図１のように整理できる。農業試験場等で育成された育種家種子を元に都道府県が指定し

た原原種圃（通常は県農業試験場、北海道はホクレン種子センターに委託）で原原種を生産して品種の維持管

理を行い、これを元に都道府県が指定した原種圃（通常は県農業試験場や県原種センター、北海道はホクレン

種子センターや生産農家に委託）で原種を生産して純粋な種子の増殖を図り、これを元に都道府県が指定した

種子生産圃場（通常は種場農協・採種農家に委託）で一般種子を増殖、最終的に農協等を通じて一般農家に配

布し、当該作物が栽培される4。都道府県は農業団体・米麦改良協会とともに構成する主要農作物種子協会で品

種別の採種面積と数量を決定する。例えば茨城県の場合、各市町村の穀物改良協会が種子更新計画書を策定し

て県農林振興公社穀物改良部に提出し、県・全農いばらき・集荷団体・種場農協・県農林振興公社穀物改良部

で構成する種子生産委託会議で品種別採種面積・数量を決定している。 
開発品種が広く普及するためには、奨励品種に認定されることが不可欠である。種子の生産と供給に都道府

県の財政的・制度的な支援を受けるための条件だからである。しかし、奨励品種認定要件の緩和や試験販売制

度の導入にもかかわらず、奨励品種制度の存在自体が、当該県・当該地域の農業振興を主目的としない民間育

成品種の認定に歯止めをかけていたのは事実である。もちろん、そのことで生産者や消費者に何か不都合が生

じたわけでは全くない。 
参議院農林水産委員会で質問に立った紙智子議員（日本共産党）は次のように政府の姿勢を糾した。「（北海

道農業試験場の）職員の方は『生産者がこの種子で作ったときに良いものが取れるかどうかということ、誰が

作ったかというよりも品種の能力が大事なんだ』と話されていました。地域にあったものを奨励品種にする努

力をされている、生産者の立場に立っていい作物が作れるように努力されているわけです。自ら褒美のために

奨励品種を作って普及するというのでは全くないわけです。自治体が税金を使って、わが町、わが県の種子を

作って普及する、いわば地産地消でもあるわけで、それは農水省が推進してきたと思うけれども、いったいそ

の何が問題だというのですか」5。元道総研上川農業試験場長の菊地治己氏も「北海道の場合、種子法や（奨励

品種の）採決試験制度が民間会社の品種開発意欲を阻害しているとは一概には言えない。農林水産省はすでに

都道府県の育種事業に補助金を交付する指定試験事業を廃止し、代わりに大学や民間会社の参入が可能な公募

型の委託研究事業に切り替え、民間育種の振興を図りながら、北海道をはじめ都道府県の育種事業を実質的に

支援してきた」と指摘する6。 

                                                                    
3 久野秀二『種苗事業の構造と展開――規制緩和・国際化・バイオテクノロジー』北海道農産物協会、1998 年 10 月。 
4 水稲の場合、各段階を経るごとに 80～100 倍に増殖している。なお、一部に誤解が根深く存在するようだが、主要農作物

種子制度で使われる原原種・原種という用語は当該品種の種子を品種特性と純度を保持しながら安定的に増殖する過程にお

ける各段階の名称であり、改良された園芸品種（栽培種）に対する野生種・原生種を指す場合とは全く意味が異なる。 
5 『日本共産党国会議員団北海道事務所ニュース』第 77 号、2017 年 4 月 17 日。 
6 菊地治己「より優れた独自の認定制度や種子生産体制の確立を望む――道内の品種改良と種子供給を顧みて」、『ニューカン

トリー』2017 年 6 月号、24-26 頁。 
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ここに見られるように、都道府県はそれぞれの農業振興策の一環として互いに競い合いながら、各地域の栽

培条件や多様化する消費需要に応じた優良品種を次々と生み出してきた。そうした中からさらに地域の生産者

に普及するにふさわしい優良品種を奨励品種に採用し、市場にアピールするためのマーケティング努力を促し

てきた。生産者も消費者も十二分に満足してきたはずである。 
確かに、多くの制約に直面しながらも商品化にこぎ着けた民間育成品種の中には、優良ながらも奨励品種に

採用されなかったものもあるだろうが、だからといって、優良品種を安定的に生産供給してきた主要農作物種

子制度の根幹である種子法を捨て去る理由には到底ならないだろう。民間企業はその「事業化に制約を及ぼす

制度の壁を越えるだけの卓越した優位性を持った品種という長期的なゴールを目指したが、事業的な成功を積

み重ねつつそのゴールに向かう道筋を見いだすことはできなかった」といった民間事業者自身の自己評価もみ

られる7。国土が南北に長く、同じ県でも平坦部や山間部が入り乱れ、多様な農業が営まれている日本では、多

様な品種の開発と緻密な種子の生産管理が不可欠である。それは公的事業だからこそ可能だったと言える。 
例えば、いわて純情米需要拡大推進協議会が紹介する県独自品種「かけはし」の開発と普及にまつわる物語8、

北海道米販売拡大委員会が紹介する「ゆめぴりか」の開発と普及にまつわる物語9に、関係者の強い思いと多く

の苦労を読み取ることができる。大豆についても、食品用で 25％と自給率は低いものの、農林水産省の「国産

大豆品種の事典」に明らかなように、用途に応じて、栽培地域の特性に応じて、数多くの品種が開発され普及

してきた10。作付面積は中位ながらも、長野県は県野菜花き試験場を通じて多くの優良大豆品種を生み出してき

たことで知られる。国産原料を用いた麺類やパンへの関心が消費者の間で高まっている小麦も然りである。一

大産地の北海道だけでなく、生産量は少ないものの全国各地で多様な優良小麦品種が開発されてきた。 
 
3. 都道府県の主要農作物種子事業 

このような役割を果たしてきた主要農作物種子制度を維持・強化するために、各都道府県は種子法を根拠に

それぞれの種子対策事業に予算を確保してきた。例えば長野県の事業評価調書（2015 年度）によると、「主要

農作物について、品質の高い種子を安定的に生産供給することにより、多様なニーズに応えられる農業生産を

促進するとともに、競争力の高い農業生産を目指す」ため種子対策事業を進めているが、それは「県のオリジ

ナル品種を含めて市場ニーズに対応した作物の作付けが必要となっており、それらの種子を安定的に生産供給

する体制の維持が必要」だからである。そして、その成果として「長野県及び長野県原種センターを主体とす

る原原種、原種、種子の生産供給及び備蓄体制により、県内で使用する主要農作物等の種子についてすべての

需要量を確保できた」としている。 
同様の目的と内容をもって実施された愛媛県「優良種子生産体制強化事業」について、事業評価表（2015 年

度）には「本県に適合する有望品種を奨励品種に採用するとともに、需要に見合う優良種子を県内農家に安定

供給することが不可欠」であり、成果は順調、「今後も継続していく必要がある」と記載されている。同時に

「効率化の余地」（その洗い出しが事業評価の狙いでもある）はないとしながら、「成果を低下させないために

も、これ以上のコスト削減は見込めない。主要農作物種子法に基づき県が行う事務であり、受益者負担を求め

ることは適当でない」と強調している。 
また、山形県は内閣府地域再生本部が進める「地域再生計画」の一つとして「消費ニーズに柔軟に対応して

県産米のブランド力を向上させる県産米生産体制強化計画」を推進、県農業総合研究センター内に原原種等専

用乾燥調整・貯蔵施設を整備し、多種多様な品種の種子を供給できる体制を構築するとともに、良食味米を生

産する県事業「オールやまがた日本一米づくり運動」、「主要農作物等優良種子対策事業」、「オリジナル新品種

開発事業」と一体となった事業を実施し、「新品種の積極的な導入や稀少品種による地域ブランド米の立ち上げ

等を進め、地域のブランド力の向上と地域農業の活性化を目指す」としている。 
                                                                    
7 柏原正和・久保利明・香村敏郎・小鞠敏彦（2013）「民間企業によるイネ育種への挑戦と今後の課題」、『育種学研究』第 15
巻 4 号（2013 年）、173-183 頁。 
8 いわて純情米需要拡大推進協議会の事務局は JA 全農いわて米穀部米穀販売部および岩手県農林水産部県産米戦略室に置か

れている。いわて純情米「夢のかけはし物語」は同協議会 HP を参照されたい。http://www.iwate-kome.jp/story/index.html 
9 北海道米販売拡大委員会は道内農協組織と米集荷業者の組織によって構成されている。大手広告代理店頼みの手法に意見は

分かれるかもしれない。「ゆめぴりか」については以下の HP を参照されたい。http://www.yume-pirika.jp/contents.html 
10 国産大豆品種事典については以下を参照されたい。http://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/daizu/d_ziten/ 
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繰り返しになるが、種子法はこうした都道府県の各種種子対策事業の根拠法として機能し、その他の農業生

産体制強化事業の主要部分を構成し、それによって、それこそ政府が看板に掲げる「農業競争力強化」の追求

を深部（あるいは舞台裏）で支えてきたのである。しかしながら、主要農作物種子事業の現場は「程度の違い

こそあれ、どこの都道府県でも種子生産に関する様々な問題を抱え、解決策を模索している現状」にあり、と

くに「行政と生産者集団等との連携によって、良質種子生産への意欲は保たれているが、過疎や高齢化により

脆弱性を増している」、「原種生産は収穫機械や乾燥調整施設、貯蔵施設の更新などのハード面でも都道府県は

予算的な不安を抱えている」という11。そして、試験場の原種担当職員について「技術継承に３年かかると言わ

れ、計画的な人事異動と人材育成が必要である」が、「技術の継承や人材育成については種子生産現場でも同じ

状況にある」といった懸念、危機感が試験場研究者によって表明されるような実態がある12。種子法という根拠

法をなくすことによって、そうした懸念は深まらざるを得ない。 
 
4. 主要農作物種子の価格 

主要農作物種子法は八条で構成されるシンプルな法律であり、実際には「主要農作物種子制度運用基本要綱」

（農林水産事務次官依命通達）と「主要農作物種子制度の運用について」（農林水産省農産園芸局長通達）に基

づいて、各都道府県がより具体的な実施要領を定めて種子事業を実施してきた。いずれも 1986 年法改正時に制

定されたものが継承されているが、2001 年に最終改正された後者の文書には、「種子価格については、今後特

にこれを規制することはないが、種子価格が優良種子の安定生産及び円滑な普及に与える影響が大きいことに

鑑み、都道府県は、価格の安定については種子の取扱いを業とする者その他の関係者の指導に格段の配慮をさ

れたい」と書かれている。米麦については 1995 年の食糧管理法の廃止と食糧法の施行、大豆については 1999
年に新政策が導入され、さらに 2000 年代を通じて価格形成の自由化（行政価格の撤廃）へと大きく舵を切るな

かにあっても、種子の価格は種子生産者と作物生産者の双方にとって重要な意味を持つことが確認されてきた。

和歌山県「主要農作物採種事業実施要領」によると、「種子の最低買入価格は、種子生産農家がその生産意欲を

損なわないよう考慮して種子協会が定める価格とする」とある。 
例えば山口県の場合（2015 年度）、表１に示されるように、種子生産農家のコシヒカリ種子の販売価格を

6,471 円/20kg に設定し、これに種場農協の手数料等 263 円、全農山口県本部の手数料・運賃等 1,520 円、米麦

改良協会の種子負担金や残量処理費等 420 円を加算して、全農山口県本部の種子販売価格が 8,674 円/20kg に

決定されている13。同年の県産コシヒカリ価格が 13,767 円/60kg（4,589 円/20kg）であるから、種子用米がか

なりの高値で取引されていることが分かる14。 
とはいえ、純粋性と健全性を兼ね備えた良質種子を生産するためには、土づくり・排水対策、交雑・漏生対

策、圃場審査（変種、異品種、病虫害等の混入の防止）、雑穂（異株）抜き、生産物審査・農産物審査などの対

策を講じる必要があり、種子の品質向上のため、生産者は研修会等を開催して意識向上や生産技術の高位平準

化のため努力を続けている。その手間とコストを考えれば、前記のような種子価格の水準は必ずしも十分とは

言えないかもしれない。実際、種子生産の現場も高齢化と後継者難を避けられず、担い手確保と技術の継承が

全国的に喫緊の課題とされていることは前述した通りである。 
他方、一般生産農家の物財費に占める種苗費の割合は小さく、2017 年度は水稲平均で 4.7％（15ha 以上層

4.1％、0.5～1.0ha 層 5.8％）、小麦で 5.5％、二条大麦と六条大麦で 7.5％、大豆で 8.6％となっている。しかし、

主要農作物種子価格は奨励品種の普及に対する都道府県の補助金があって初めて成立している価格である。ま

た、水稲苗として購入する場合、育苗作業委託費に種子価格高騰分が吸収されて見えづらくなるかもしれない

                                                                    
11 大橋善之・細井淳・大久保和男・太田和也・高橋行継「小集会「原種・種子生産に関わる問題点を探る」開催報告」、『日

本作物学会紀事』第 85 巻 4 号（2016 年）、445-446 頁。 
12 同上。 
13 山口県『米・大豆・麦生産流通改善対策資料』平成 27 年度版。 
14 なお、各地の農協で一般生産農家に販売される水稲種子価格は 500～700 円/kg（計画的な生産供給を徹底するため、予約

販売は割引、当用販売は割増されている）だが、民間事業者の通販を経由した場合、その 2～3 倍の価格がつけられることも

ある。一般に水稲作の種子必要量は 2～4kg/10a、苗の場合は 10a あたり慣行で苗箱 20 数枚、疎植で 16 枚程度（1 枚 700～
800 円）とされている。 
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が、収益性の低さを考えれば、後述するように種子価格が数倍に跳ね上がることがあれば、その影響は小さく

ない。 
 

5. 民間育成品種の現状と見通し 

現在、全国各地で栽培されている民間育成品種に、三菱化学・植物工学研究所が開発し、中島美雄商店を経

て、現在は熊青西九州青果が育成者権を保有している「夢ごこち」「夢の華」「夢いっぱい」、同じく三菱化学・

植物工学研究所が開発し、現在ははくばくが保有する「花キラリ」、三井東圧化学が開発し、三井化学が保有す

るハイブリッド品種の「みつひかり」、植物ゲノムセンターが開発し、現在は住友化学が保有する「つくば

SD1」、そして日本モンサントが開発した「とねのめぐみ」などがある。ここに列挙した品種はいずれの県でも

奨励品種には採用されていないが、一部で産地銘柄品種に設定されており、当該品種銘柄を冠した生産・販売

が認められている。総じて全量買取委託契約方式で栽培されており、三井化学や住友化学に見られるように自

社の農業資材販売網を駆使して普及し、大手米穀卸や外食業者、小売業者と提携して業務用販売に力を入れる

モデルか、植物工学研究所・中島美雄商店由来の品種のように農業生産法人や米穀卸業者のネットワークを通

じたニッチ戦略を追求するモデルが採用されているようだが、そのためにも最低限、産地銘柄品種に設定され

ることが必須である。さもなければ雑米としてしか扱えないからだ。 
銘柄設定に係る意見聴取会議の議事録が各農政局の HP に掲載されている。多くの場合、技術的・行政的な確

認に終始しているが、2013 年 1 月に開催された群馬県産農産物の銘柄設定等意見聴取会議では、日本モンサン

トが育成した「とねのめぐみ」の選択銘柄設定をめぐり、興味深いやりとりが記録されている。そこでは、実

需者側の委員（米穀卸協議会会長）が、当時すでに 13 品種銘柄が設定されていた群馬県に、栽培実績が乏しく、

今後も飛躍的な生産拡大が見込まれていない同品種を新たに追加することへの疑問を呈している。同品種は短

稈・耐倒伏性で多肥栽培に適し、したがって交配親のコシヒカリと比べ 10％程度の増収が見込まれ、同県で普

及している「あさひの夢」と遜色ない良食味を確保しているとされる。また、規模拡大と省力化の切り札とさ

れる直播栽培に適している点も評価されている15。しかし、いもち病抵抗性はコシヒカリと同程度（つまり高く

ない）で、「あさひの夢」等の産地銘柄に見られる縞葉枯病耐性はなく、県内に広がる米麦二毛作地帯に導入す

ることができないといった制約を抱えるため、登録検査機関と流通業者の負担を増やしてまで銘柄設定するこ

とに積極的理由を見いだしづらかったのだろう。ちなみに、同品種（2017 年産）は茨城県で必須銘柄、栃木県、

群馬県、埼玉県、千葉県で選択銘柄に設定されている。 
他方、民間育成品種の好事例として農水省の作成資料にも頻繁に登場する「みつひかり」は、これまで福島

県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、

滋賀県、兵庫県、岡山県、愛媛県、熊本県、大分県の 19 県で選択銘柄に設定されており、順調に栽培を拡大し

ている様子が見て取れる。2015 年産の作付面積は約 1,500ha に達している。同品種は全国平均で 30～50％の

増収、すなわち一般品種 8～9 俵/10a に対して 12～13 俵/10a という高収量を実現しており、ハイブリッド品

種のため種子価格は通常の 7～8 倍だが、増収分で種子代を補って余りある収益性が期待されるという（表２）。

しかし、比較対象は 15ha 以上層に限定された全品種平均の全算入生産費と粗収益である点に注意が必要である。 
全国で栽培され長年にわたり高評価を得ているコシヒカリなど一部品種を除き、それぞれの品種は市場規模

が小さく、生産・管理の手間とコストを考えれば、高い種子代で回収しないかぎり民間企業が営利目的で種子

事業に参画するのは難しいのではないか、というのは当然の疑問である。そこに割って入ろうとする民間企業

がいるとすれば、「とねのめぐみ」と「みつひかり」の例が如実に示すように、彼らがめざす品種開発と種子供

給の方向性は、各都道府県が取り組んできた多様な地域条件、多様な消費者ニーズに対応した多様な地域品種

の開発・普及とは自ずと異ならざるをえない。実際、政府も「戦略的・広域的な品種」の必要性と、そのため

に「民間活力を最大限に活用した開発・供給体制を構築する」ことの必要性を種子法廃止の理由にしている。 
しかし、品種は開発して終わりではなく、良質な種子を安定的に生産し供給しなければならない。種子法と

いう根拠法を失うことで予算確保が中長期的に保証されず、都道府県の種子事業は徐々に弱体化していくこと

                                                                    
15 住友化学も直播栽培に適した改良品種と農薬を、やはり直播栽培に適したクボタの種子被覆技術と専用農機と組み合わせ

ることで、2020 年までにコメの生産コストを最大３割減らす新農法を共同開発する計画を発表している。『日本農業新聞』

2017 年 7 月 11 日付。 
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が懸念される。十分に予算確保できなければ、民間育成品種が奨励品種に採用されても、これまでのような安

価な種子供給は難しくなる。各地域の農業に合った多様な品種を継続的に作出し、その良質種子を安定的に生

産供給するだけの技術やノウハウを民間企業が有しているわけではないから、例えば水稲の場合、業務用需要

向けの増収性品種や大規模な乾田直播栽培に適した品種といった「戦略的・広域的な品種」を除けば、地域ご

との多様性に富んだ優良品種のストックは先細りとなり、良質種子の安定供給も難しくなるかもしれない。も

ちろん、そうした事態にならないよう、各都道府県は最大限の努力を続けるだろうが、その影響はじわじわと

広がり、10 年後、20 年後に気づいた時には手遅れとなる可能性がある。 
 最後に、参考までに少数の民間企業が種子市場を寡占化（したがって遺伝子組換え品種が席巻）している米

国のトウモロコシ、大豆、綿花の種子価格と、公的機関（州農業試験場、土地交付大学）がなお重要な役割を

果たしている小麦、大麦、ソルガムの種子価格とを比較した図２を確認しておきたい。前者３作物では 1990 年

代後半から 2014 年までの期間、種子価格が 3～4 倍に跳ね上がっており、生産資材（物財）費に占める種子費

用の割合も 3 割前後に達する。これに対し、後者３作物では種子価格は 2 倍前後にとどまり、種子費用の割合

も 10～12％程度に収まっている。図表は省略するが、種子小売価格の推移をみても、前者３作物と後者３作物

（およびコメを含むその他の非組換え・非寡占化作物）との違いは明瞭である。近年、小麦やコメでも民間企

業の種子市場シェアが徐々に高まりつつあり、今後の見通しに予断を許さない状況だが、それでも公的種子事

業の意義を再確認し、民営事業化の流れに懸念を表明する研究者や現場の声が少なくない16。わが国政府が「あ

るべき姿」として強調するような、官民の非対称な役割分担論――「民間による種子や種苗の生産・供給」を

促進するために「国や都道府県が持つ知見を民間に提供」する――をいち早く推進してきた英国・欧州諸国で

も、その問題点が指摘されていることに注目しなければならない。 
 
6. おわりに 

今回の動きの背景として次の二つの流れを確認することができる。第１に、岩盤規制の緩和・撤廃によって

競争力を強化することを標榜して政府・財界によって仕掛けられている新たな農業・農協攻撃、いわゆるアベ

ノミクス農政の一環である。具体的には、生産調整の廃止や農協事業の形骸化を通じた農産物・食料の需給と

価格の安定や公正取引に対する政策責任の放棄、卸売市場制度や指定生乳生産者団体等の解体・形骸化が進め

られている17。さらにその背景には、公的セクターの形骸化と協同セクターへの攻撃を「競争力」の名の下に推

進する政府の新自由主義的姿勢と、日米並行協議や日米経済対話に象徴されるように、そして TPP 交渉の過程

でも露呈した異常なまでの政府の対米追従姿勢がある18。 
農林水産大臣も農林水産省の統括官も国会答弁で一様に認めていたように、主要農作物種子の戦略的重要性

を踏まえるならば、これを社会的に管理し規制することは不可欠であるはずだ。しかし、彼らに言わせれば、

それがゆえに民間企業にもっとビジネス機会を提供すべきであるという。もちろん、民間企業が有する技術や

ノウハウを活用することは否定されるべきではない。しかし、種子事業（したがって農業生産振興事業）の基

本法というべき種子法を、代替法を用意することなく廃止するという今回の愚策は、今後多くの問題を現場の

事業や国の政策にもたらすであろうこと必至である。そもそも、民間企業といっても、今後は、これまでコメ

の品種育成に実績があり、日本と地域の農業に相応の知見と思い入れのある国内の農薬企業や米卸・肥料商と

は限らない。国内企業と国外企業との間に線を引くことは、とりわけ二国間・多国間の自由貿易投資協定で標

準化しつつある「投資家対国家の紛争処理手続き（ISDS）条項」に抵触する。外国の投資企業に不利と見做さ

                                                                    
16 前掲、久野（2017）を参照。 
17 谷口信和ほか「特集・日本農業解体への片道切符――規制改革推進会議の農業・農協改造提案をめぐって」、『農村と都市

をむすぶ』第 67 巻 2 号（2017 年 2 月）、4-40 頁。同特集において、坂爪浩史「農業生産資材価格・農産物流通加工に関する

提言の夢幻」は主要農作物種子以外の農業生産資材および農産物流通加工をめぐる論点を整理し、規制改革推進会議や農業

競争力強化プログラムの提言が、多数の中小メーカーが全国各地で存立し、多数の銘柄を供給してきたことの合理性、それ

が日本の農産物の品質を縁の下から支え、地域農業の発展に貢献してきたことを見ていないと批判する。実際に高価格体質

にある農薬・肥料・農機等の資材とは状況がやや異なるものの、主要農作物種子制度も地域農業の発展に貢献してきたので

あって、「問題があるから廃止するのではない」こと、むしろ「全農の解体的な再編が目的で、その手段として生産資材価格

等の問題を持ち出したものだったのではなかろうか」という氏の指摘がそのまま通用するように思われる。 
18 田代洋一『官邸農政の矛盾――TPP・農協・基本計画』筑波書房、2015 年、および同『農協改革・ポスト TPP・地域』筑

波書房、2017 年。 
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れ提訴される可能性のある規制政策に、国も都道府県も躊躇せざるを得ない。アベノミクスは各種の規制緩和

を通じて、日本を「世界で一番、企業が活動しやすい国」にすることも標榜している。モンサントやシンジェ

ンタなどの巨大多国籍企業はすでに大豆種子市場を支配し、現在は小麦種子市場でもシェアを伸ばしつつある。

現在は事業化の目処が立っていないコメ種子市場にもいずれ触手を伸ばしてくるだろう。その含意を軽視する

わけにはいかない。 
なぜなら第２に、今回の動きは、植物遺伝資源を囲い込み、種子事業を民営化し、公共種子・農民種子を多

国籍企業が開発した特許種子に置き換えようとする世界の動きと軌を一にしていると思われるからである。多

国籍企業（農業バイオ企業）による「種子の包摂」は拡大・深化の度を強めている。それは市場の寡占化を通

じた商品種子の囲い込みの段階から、育種者権（知的所有権）の強化を通じた遺伝資源・遺伝情報の囲い込み

の段階へ、さらにインフォーマル市場の違法化ないしフォーマル化を通じた法制度的な囲い込みの段階に入っ

ている19。食料安全保障という世界共通の政策課題までが、そうした「種子の包摂」を正当化する論拠とされる

状況も生まれている。 
日本の主要農作物種子事業が直ちに多国籍企業の影響下に置かれるということではないだろうが、種子法廃

止で公的種子事業が徐々に体力を失い、10 年後、20 年後、気づいたときには手遅れという事態になることは避

けなければならない。主要農作物の種子に対する主権を失えば、ただでさえ危うい農業と食料に対する国民主

権を完全に放棄することに繋がるからだ。今改めて、種子を公共財として位置づけ、生産者の種子主権、消費

者を含めた食料主権を取り戻すための世論と運動を喚起することが求められる。 

                                                                    
19 久野秀二「誰がタネを制するか？種子ビジネスの現状と対抗運動の可能性」、『農業と経済』第 78 巻 13 号（2012 年 12 月）、

5-21 頁、および久野秀二「多国籍アグリビジネスによる「種子の包摂」の現段階と対抗運動の可能性」、『有機農業研究』第

8 巻 2 号（2016 年 12 月）、11-15 頁、を参照されたい。 


