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は　し　が　き

　有機農業の取組みに必要な種苗は、有機栽培に適した在来品種・固定品種などの

種苗（品種）、また、有機農業により生産された作物から採種され、化学合成農薬

などの薬剤による処理がなされていない「有機種苗」である。こうした種苗は、有

機農業の考え方からは自家採種することが望ましいが、慣行農業において種苗会社

等から購入するようになって久しく、有機農業者の多くも同様に種苗会社等から購

入する場合が多いのが実情である。

　そこで、本会では平成 20 年度から、これまで把握されてこなかった有機農業に

使う種苗の生産・流通・利用の実態を把握するための調査に取り組んできたが、本

年度は種苗会社や農業協同組合による種苗の取扱い（採種、仕入れ、卸売り、小売り、

育種など）における有機種苗に関する取扱いの実態を把握するためのアンケート調

査を行った。また、引き続き、在来品種の保存・継承のための取組みについてのヒ

アリング調査を行った。

　なお、本報告書は、「有機農業の推進に関する法律」（平成 18 年 12 月制定）に基

づき、国が策定した「有機農業推進基本方針」（平成 19 年４月）を受けて実施され

た平成 22 年度生産環境総合支援事業・有機農業総合支援事業のうち、「調査事業」

に関する支援を得て本会が実施した調査をとりまとめたものである。

　本調査にご協力いただいた多くの皆様にこの場を借りて感謝申し上げると共に、

本報告書が関係者各位のご参考になることを願っている。

　　　2011 年 3 月

　

特定非営利活動法人　日本有機農業研究会　

理事長　　佐藤　喜作　
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　　　　　　西川　芳昭　　　名古屋大学大学院国際開発研究科教授
　　　　○　林　重孝　　　　日本有機農業研究会副理事長、林農園
　　　　　　本城　昇　　　　埼玉大学経済学部教授
　　　　　　　　　　　　　　（○印　委員長）

　　　　事務局
　　　　　　小出すま子　　　日本有機農業研究会 事務局長・調査事業代表
　　　　　　平 良子　　　　　　　　　　同　　　　事務局
　　　　　　上杉　幸康　　　　　　　　 同　　　　事務局

執筆分担

　　　　　　第 1 章　　　　　林　重孝・久保田裕子
　　　　　　第 2 章　　　　　今井優子（Ⅰ～Ⅲ）・本城　昇（Ⅲ）
　　　　　　第３章　　　　　木俣美樹男
　　　　　　第 4 章　　　　　西川　芳昭



-vii-

目　　　次

はしがき

第１章　調査の目的、調査方法等の概要

１　調査の目的� 2
２　平成 20 年度、21 年度の調査について� 3
３　本年度調査の方法と対象� 　4

第 2章　種苗会社等による有機種苗の取扱い実態調査

Ⅰ　調査の目的と方法� 　6
Ⅱ　アンケート調査結果　� 7
Ⅲ　考察　� 24

第 3章　奄美大島と沖縄本島における有機農法と在来品種

１　はじめに―本章の調査の目的と背景� 　30
２　調査対象および調査方法� 　50
３　調査結果� 　34
４　考　　察� 　46
（補論）栽培植物の生物文化多様性の意義　� 49

第 4章　広島県農業ジーンバンクと地域における植物遺伝資源利用の振興

１　はじめに―本章の調査目的と調査方法� 　70
２　広島県農業ジーンバンクの発足� 　70
３　ローラー作戦―沖森當氏へのインタビュー� 　71
４　現在の新しい事業―船越建明氏へのインタビュー� 　74
５　おわりに� 　79

資料　アンケート調査票・集計表� 81



第 1章

調査の目的、調査方法等の概要
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１　調査の目的

　有機農業の取組みを広げるためには、有機農業による栽培をやりやすいものにしていく必
要がある。それには有機農業への理解や意識を高め、栽培の技術・技能を修得することが不
可欠であるが、「品種にまさる技術なし。」（巨峰を育種した大井上康氏による）という名言
があるように、中でも重要なのは、有機農業に適した種苗（品種）を使い、地域の気象や土
質に合わせ、時期を選んで栽培していくことである。種苗（品種）選びは、有機農業の成否
を握る鍵ともいえる。
　これまでの有機農業の経験の中から、有機農業に適した種苗（作物・品種）として注目さ
れてきたのは、全国各地に伝わるさまざまな「在来作物」「在来品種」「地方品種」や「伝統
野菜」などと呼ばれる「地方品種・在来品種」である。古くから、すなわち近代的品種改良
が行われる明治期以前からそれぞれの地域で栽培され、その地域において世代を超えて、保
存・継承されて今日に至っているもので、その地域の自然環境になじみ、食生活をはじめと
する暮らしや文化とも密接につながっている作物や品種である。化学肥料も化学合成農薬も
存在しない時代からのものなので、多種多様ではあるが、少肥性、耐病性などの性質をもつ
ものも多く、有機農業に向くと考えられる。
　また、これらの昔ながらの作物・品種は、自家採種ができる「固定品種」でもある。現在、
市販される種子の多くは「一代交配種」「雑種第一代品種」（以下、F1品種という。）であり、
自家採種では後代にわたり品種特性を維持することがむずかしい。固定品種は自家採種によ
り栽培用の種子を採ることができるので、地域の文化と結びついた作物・品種の継承や農場
内、地域内循環・自給の観点から、有機農業の考え方に適ったものといえる。
　そしてまた、有機農業に使う種苗は、農作物栽培過程で化学合成農薬・化学肥料の使用を
避けるという観点からみると、有機農業により生産された作物から採種され、化学合成農薬
などの薬剤による処理がなされていない「有機種苗」であることが望ましい。種子・苗に付
着したり浸透した農薬等の化学合成成分が播種・植付けにより圃場に投入されるのを避ける
ためである。
　周知のように、「有機農産物」等の表示に係わる有機 JAS 検査認証制度では、日本農林規
格（JAS 規格）の「有機農産物」の JAS 規格において、「種子、苗等」は当該生産基準等で
生産・管理された「有機種苗」を“原則として”使用しなければならないことになっている。
ただし、そのような種子、苗等の「入手が困難な場合」は、慣行栽培による市販されている
一般の種子や、栄養繁殖する品種にあっては「入手可能なもっとも若齢な苗等」を使うこと
ができるとしている。この「ただし書き」は、現在の日本の実情では外すことはむずかしい
と考えられており、したがって、この有機種苗の原則へ向かい、できるだけ有機種苗を入手
しやすくしていくことが求められている。
　なお、近年は、慣行栽培により採種した種子でも、採種後の貯蔵期間を通して殺虫剤・殺
菌剤等の化学合成薬剤を使わない「採種後、薬剤不使用の種子」（薬剤不処理の種子）が一
部、表示されて販売されるようになっている。これは、種苗法による農薬使用についての表
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示方法が改訂されて使用薬剤表示が義務づけられたのに伴い、増えてきたものである。これ
は有機種苗とはいえないが、慣行の薬剤処理したものと段階的に区別する意味はあると考え
られる。
　このように、有機農業の取組みに必要な種苗とは、一つは、有機栽培に適した在来品種・
固定品種などの種苗（品種）、もう一つは、有機農業により生産された作物から採種され、
化学合成農薬などの薬剤による処理がなされていない「有機種苗」であるといえる。こうし
た種苗は、有機農業の考え方からは自家採種することが望ましい。だが、慣行農業において
種苗会社等から購入するようになって久しく、有機農業者の多くも種苗会社等から購入する
種苗を使っているのが実情であると考えられる。
　これまで、このような有機農業に使う種苗について、自家採種を含む生産、流通、使用の
実態についての総合的な実態調査は行われたことがなかった。そこで、本会は、次の点を主
な目的とし、平成 20 年度から調査に取り組んできた。　
　（１）有機農業に使う種子の生産・流通・使用の実態を明らかにする。
（２）有機農業に使う有機種苗を入手しやすくするための課題を明らかにする。
　なお、有機農業に適した種子として、この調査では、上述を踏まえ、①在来品種・地方品
種等、②固定品種、③有機種子、有機苗、及び④「採種後、薬剤不使用」の種子を考えている。
　　

２　平成 20 年度、21 年度の調査について

　初年度（平成 20 年度）調査では、それまで実態がわからなかった有機農業生産者の使う
種苗がどのように生産（または自家採種）され、流通（交換含む）されているのかを把握す
るアンケートを有機農業生産者を対象に実施した。全国の有機農業者 2546 名を対象に、稲
作、畑作（穀物、野菜、豆類等）について、有機種苗の使用の有無、入手先、自家採種の有
無、自家採種に対する意識、有機種子に対する意識等をきいた（有効回答票 586 件、回収率
23.8％）。その結果、種苗の入手先は自家採種が多く、次に有機農業生産者同士の譲り受け・
交換が多いことがわかった。自家採種への志向は強く、自家採種についての研修、情報提供
などの希望も多かった。また、在来品種、固定品種が重視されていることがわかった。
　また、在来品種等の保存・継承への取組みや有機農業種苗への意欲的な取組みの事例とし
て、山形県における在来野菜の保存・振興の実態、及び山形県としての取り組み（稲の有機
種苗供給事業）、京都府における伝統野菜保存・振興及び府としての取り組み（「京野菜の保
全戦略」）と京都市における地産地消における伝統野菜振興策を調査した。
　（報告書は、『有機農業における有機種苗の生産・流通・利用に関する調査報告』日本有機
農業研究会、2009 年３月）
　次年度の平成 21 年度調査では、初年度の調査回答者のうち、住所が記入されていた回答
者 578 名を対象とし、自家採種についてのより詳しいアンケート調査を行った（有効回答者
数 255 件、回収率 44.1%）。調査項目は、畑作（野菜、イモ類、豆類）について、自家採種
の作物数、品目数、自家採種を行っている作物名と品種名、種子の保存方法、自家採種につ
いての意識、自家採種を広めるための方策等である。
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　在来品種・地方品種等については、長崎県と福岡県における有機農耕地の生物文化多様性
をテーマとする事例調査を行った。
　（報告書は、『有機農業に使う種苗に関する生産・流通・利用実態調査報告（2）―自家採種
を中心として―』日本有機農業研究会、2010 年 3 月）

3　本年度調査の方法と対象　

　本年度（平成 22 年度）は、これまで把握されてこなかった種苗会社や農業協同組合によ
る種苗の取扱い（採種、仕入れ、卸売り、小売り、育種など）において、有機種苗に関する
取扱いの実態を把握するためのアンケート調査を行った（第 2章）。
　また、引き続き、在来品種の保存・継承のための取組みについての事例調査として、一つ
は、亜熱帯の島嶼、奄美大島（鹿児島県）と沖縄本島（沖縄県）における有機農家の豊かな
自然と共存する暮らし振りと一体となった在来野菜の栽培と自家採種について（第 3章）、
またもう一つは、県レベルにおける先駆的なジーンバンク事例として、平成元年 12 月に設
立され，平成 15 年度からは県農業関係団体の統合にともない，財団法人広島県農林振興セ
ンターが運営を行っている広島県農業ジーンバンクの在来野菜の保存・振興や地域農家の参
加についての調査を行った（第 4章）。
　



第 2章

種苗会社等による有機種苗の取扱い実態調査

執筆

今井　優子（Ⅰ～Ⅲ）

本城　　　昇（Ⅲ）　　
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Ⅰ　本章の調査の目的と方法

１．調査の目的
　有機農業により栽培された種苗は有機農業の推進に不可欠であるが、現状は、有機種苗の
供給自体がきわめて低調な状態にある。日本有機農業研究会は、平成 20 年度から有機農業
で使用する種苗の生産・流通・利用実態を明らかにすることをテーマに、有機農業で使用す
る種苗の実態調査に取り組んできた（第 1 章参照）。
　本年度（平成 22 年度）は、今後の有機農業の推進に資するため、有機農業で使用する種
苗の生産・流通実態を明らかにすることを目的として、種苗を取り扱っている事業者（種苗
会社・農業協同組合）を対象に郵送によるアンケート調査を実施した。

２．調査対象、調査時期等

調査対象

　アンケート調査票は、『全国種苗業者名鑑　平成 18 年新版』（日本種苗新聞発行）に掲載
されている種苗会社 2,182 件と、全国の農業協同組合 727 件、計 2,909 件に対し送付した。
うち、67 件が宛先不明、１件が受け取り拒否であった。調査は、平成 22 年 12 月から平成
23 年１月の期間に実施した。アンケート調査の有効回答数は、432 件（回答率は 15.2％）で
あった。

配票数、回答率等

　配票数　2,842 件
　回答数　　432 件
　回答率　　15.2％

調査時期

　平成 22 年 12 月～平成 23 年１月

※アンケート票及び集計表は巻末資料として掲載。
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Ⅱ　アンケート調査結果

１．回答者の概要
　本アンケートへの回答 432 件の内訳は、種苗会社が 218 件、農業協同組合（JA）が 160 件、
不明が 54 件であった。昨年度（決算年度）１年間の「種苗」についての売上げは次のとお
りである（図１参照）。

図 1　アンケート回答者の経営規模（種苗の売上げのみ）

　業務は、「小売」が最も多く、次いで「種苗の仕入れ」、「育苗」、「卸売」、「採種」、「育種」
の順であった（表１参照）。

表１　アンケート回答者の業務の別

（対象：432 件、複数回答　無回答：20 件）
JA 会社 区分不明 合計

採種 21 47 7 75
育苗（苗づくり） 66 103 21 190
種苗の仕入れ 93 149 27 269
卸売り 17 135 18 170
小売り 134 178 42 354
育種（品種改良・研究開発） 3 38 4 45
その他 8 7 3 18

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

JA
会社

区分不明
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２．採種業務について
　（1）概要
　採種業務を行っている事業者は、75 件であった。そのうち、野菜の採種を業務として行っ
ている事業者は、59 件であった。
　野菜の採種を行っている場所は、「国内の契約生産者の圃場」43 件（72.9％）が最も多く、
次いで「国内の自社圃場」24 件（40.7％）、「外国の契約生産者の圃場」22 件（37.3％）、「外
国の自社圃場」２件（3.4％）であった。その他の３件の回答は「農協管内の生産者の圃場」、

「自社研究農場」、「採種組合」であった。これらの採種場のうち最も主要な採種場所は、「国
内の契約生産者の圃場」26 件（44.1％）が最も多く、次いで「国内の自社圃場」12 件（20.3％）、

「外国の契約生産者の圃場」７件（11.9％）の順であった。
　表２は、種苗会社と農業協同組合別の採種場についての表である。農業協同組合として採
種業に関わっている農業協同組合は、国内の圃場のみで採種していることがわかる。

表２　農業協同組合と種苗会社別の採種場　（複数回答）

　採種場 JA 会社 不明 合計
国内の自社圃場 4 17 3 24
国内の契約生産者の圃場 4 33 6 43
外国の自社圃場 0 2 0 2
外国の契約生産者の圃場 0 21 1 22
その他 2 1 0 3

　（2）有機への取組み
　野菜の採種を業務として行っている事業者 59 件のうち、有機種子の採種を行っている事
業者は４件（6.9％）であった。それら４件の事業者の、有機を含む全体の採種品目数をみ
ると、「２品目」、「４品目」、「６品目」、「無回答」であり、採種品目数はかなり少ないこと
がわかる。しかも、そのうち有機のみの採種品目数は「２品目」、「６品目」となっており、
有機専門とした採種をしていることがうかがえる。それを品種からみると、有機を含む全体
の採種品種数は、「２品種」、「４品種」、「15 品種」、「17 品種」であり、そのうち有機のみの
採種品種数は、「10 品種」、「17 品種」であった（表３参照）。同一作物について、複数の品
種を取り扱っていることがわかる。
　有機種子を採種している理由は、「有機種子の需要が高いから」１件、「自社の方針」１件、

「昔から」１件ということであった。

表３　有機種子採取事業者の取組み内容

総品目数 （有機品目数） 総品種数 （有機品種数）
A 事業者 6（6）　　　 17（17）　　
B 事業者 2（2）　　　 15（10）　　
C 事業者 2（無回答） 2（無回答）
D 事業者 4（無回答） 4（無回答）
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　（3）有機種子に対する今後の意向
　野菜の採種を業務として行っている事業者 59 件のうち 55 件の事業者が、野菜の有機種子
を採種していなかった。野菜の有機種子の採種に対する今後の意向について、50 件（90.9％）
の事業者が「意向がない」と回答している。その理由は、「有機種子の栽培技術上の困難が
あるから」35 件（70.0％）が最も多く、次いで「有機種子の需要の程度がわからないから」
26 件（52.0％）、「有機種子販売による採算があわないから」（23 件（46.0％））、「有機種子を
栽培してもらえる有機農家がいないから」21 件（42.0％）、「有機種子の保存がむずかしいか
ら」３件（6.0％）の順であった（表４参照）。「その他」９件（18.0％）の回答は、「有機種
子を採種する理由がわからない」、「種子病原菌や害虫の問題」、「小規模で栽培してくれる契
約者がいない」であった。

表４　有機種子を採種する意向がない理由

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（対象：50 件　複数回答）
理 由 件数 パーセント

有機種子の需要の程度がわからないから 26 52.0
有機種子の栽培技術上の困難があるから 35 70.0
有機種子を栽培してもらえる有機農家がいないから 21 42.0
有機種子の保存がむずかしいから 3 6.0
有機種子販売による採算があわないから 23 46.0
その他 9 18.0

　今後、有機種子を採種することが可能になるための条件として、「有機種子の要望の声
が高まったら」21 件（42.0％）が最も多く、次いで「有機種子の生産環境が整ったら」10
件（20.0％）、「日本国内における有機農業生産者が農業者の２～３割以上になったら」４件

（8.0％）、「政策として、有機種子の使用が有機農業者に求められるようになったら」４件
（8.0％）の順であった。「その他」７件の回答は、「土壌病原菌がなくなれば」、「有機種子の
必要性を納得できるようになったら」、「種子形質を損なうおそれがあるので無理」という回
答であった。
　５件の事業者が、今後野菜の有機種子を採種する「意向がある」と回答している。その理
由は、「有機種子を採種することで有機農業を広めたい」が３件で、「有機種子は高い需要が
見込まれるから」が１件であった。「その他」の回答は、「真の農業の発展を望むから」が１
件であった。

３．育苗（苗づくり）業務について
　（1）概要
　育苗業務を行っている事業者は、190 件であった。そのうち、野菜の育苗を業務として行っ
ている事業者は、166 件であった。
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　（2）有機への取組み
　野菜の育苗を業務として行っている事業者 166 件のうち 19 件（11.4％）の事業者が、有
機農業で野菜の育苗をしていた。有機農業で育苗している野菜は、15 品目であり、「アブラ
ナ科」が最も多く、次いで「ナス科」、「ウリ科」、「キク科」、「ユリ科」である（表５参照）。

表５　有機農業で育苗している主な野菜

品目名 件数
　アブラナ科：★
　ナス科　　：☆
　ウリ科　　：▲
　キク科　　：△
　ユリ科　　：◎
　セリ科　　： ●

アオイ 1
アカザ 1
アブラナ　★ 3
イネ 3
ウリ　▲ 4
キャベツ（甘藍）★ 2
タマネギ　◎　 2
ナス  ☆ 6
ニンジン　● 1
ハクサイ　★ 1
葉菜類　★ or △ 1
ブロッコリー　★ 1
マメ 　 2
ユリ　◎ 1
レタス　△ 2

　有機農業で野菜の育苗をしている理由は、「有機苗の需要が高いから」８件が最も多く、
次いで「有機苗を育てることで、有機農業を広めたいから」１件であった。「その他」８件は、

「注文があるから」が３件、「良質の苗が育つ」が２件、そして「真の農業の発展を望むから」
が１件であった。

　（3）有機農業での苗づくりの今後の意向
　野菜の育苗を業務として行っている事業者 166 件のうち 147 件（88.5％）の事業者が、有
機農業で野菜の育苗をしていない。有機農業で野菜の育苗をすることに対する今後の意向に
ついて、その９割弱の事業者が「意向がない」と回答している。その理由は、「有機苗の需
要の程度がわからないから」64 件（49.2％）が最も多く、次いで「有機苗の栽培技術上の困
難があるから」63 件（48.5％）、「有機苗の生産と販売との採算があわないから」49 件（37.7％）、

「有機苗を栽培してもらえる有機農家がいないから」44 件（33.8％）、「有機苗の流通段階で
有機性を確保することがむずかしいから」31 件（23.8％）の順であった（表６参照）。「その
他」21 件（16.2％）の回答は、「必要性を感じない」が６件（4.6％）、「要望がない」、「有機
栽培をする状況にない」がそれぞれ４件（3.0％）、「有機種子がない」、「健全な苗供給には
防除も必要」がそれぞれ２件（1.5％）、「有機 JAS 認証は負担」が１件（0.7％）であった。
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表６　有機農業で野菜の育苗する意向がない理由

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（対象：130 件、複数回答）
理　　　由 件数 パーセント

有機苗の需要の程度がわからないから 64 49.2
有機苗の栽培技術上の困難があるから 63 48.5
有機苗を栽培してもらえる有機農家がいないから 44 33.8
有機苗の流通段階で有機性を確保することがむずかしいから 31 23.8
有機苗の生産と販売との採算があわないから 49 37.7
その他  21 16.2

　今後、野菜の有機苗を育苗することが可能になるための条件として、「有機苗の要望の
声が高まったら」68 件（52.3％）が最も多く、次いで「有機苗の生産環境が整ったら」28
件（21.5％）、「政策として、有機種子の使用が有機農業者に求められるようになったら」８
件（6.2％）、「日本国内における有機農業生産者が農業者の２～３割以上になったら」３件

（2.3％）の順とであった。「その他」15件の回答をみると、「事業としての採算があえば」、「顧
客から要望があったら」、「有機苗の栽培技術が確立されたら」、「有機農業者自身が育苗すれ
ばよい」、「有機 JAS 認証は負担なので無理」、「必要最低限の農薬・化学肥料は必要だから、
無理」という回答であった。
　現在、有機農業で野菜の苗づくりを行っていない事業者のうち 17 件（11.6％）の事業者が、
今後有機農業で育苗をする「意向がある」と回答している。その理由は、「有機農業を広め
たい」が９件（52.9％）で、「有機苗は高い利益率が見込まれるから」が３件（17.6％）、「有
機苗は高い需要が見込まれるから」が２件（11.8％）である。「その他」３件（17.6％）の回
答は、「他商品との差別化」が２件、「有機栽培者からの依頼」が１件であった。

４．卸売り業務について
　（1）概要
　卸売り業務を行っている事業者は、170 件であった。そのうち、野菜の種苗の卸売りを業
務として行っている事業者は、153 件であった。

　（2）有機への取組み
　野菜の種苗の卸売りを業務として行っている事業者 153 件のうち 12 件（7.8％）の事業者が、
野菜の有機種苗を取り扱っていた。
　野菜の有機種苗を取り扱っている理由は、「有機種苗の需要が高いから」６件が最も多く、
次いで「有機種苗を採種することで、有機農業を広めたいから」２件であった。「その他」
４件の回答は、「顧客の要望」が２件、「自社独自方針」、「真の農業の発展を望むから」がそ
れぞれ１件であった。

　（3）有機種苗を扱わない理由
　野菜の種苗の卸売りを業務として行っている事業者 153 件のうち 141 件（92.2％）の事業
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者が、野菜の有機種苗の卸売りをしていなかった。野菜の有機種苗を取り扱わない理由は、
「有機種苗の需要の程度がわからないから」76 件（53.9％）が最も多く、次いで「有機種苗
の栽培技術上の困難があるから」57 件（40.4％）、「有機種苗を栽培してもらえる有機農家が
いないから」48 件（34.0％）、「有機種苗販売による採算があわないから」38 件（27.0％）、

「有機種苗の保存がむずかしいから」10 件（7.1％）の順となっている。「その他」21 件
（14.9％）の回答は、「有機種苗を入手ができないから」が７件、「必要性を感じないから」、
「要望がないから」がそれぞれ４件、「病気の恐れがあるから」が３件であった。

５．小売り業務について
　（1）概要
　小売り業務を行っている事業者は、354 件であった。そのうち、野菜の種苗の小売りを業
務として行っている事業者は、339 件であった。
　小売りの形態は、「店頭販売」304 件（89.7％）が最も多く、次いで「カタログを用いた通
信販売」26 件（7.7％）、「インターネットを用いた通信販売」15 件（4.4％）であった。「そ
の他」67 件（19.8％）の回答は、「主に JA の組合員向け予約注文販売」、「訪問販売」であっ
た（複数回答）。

　（2）有機への取組み
　ａ．有機種子について
　野菜の種苗の小売りを業務として行っている事業者 339 件のうち、野菜の有機種子を小売
りしている事業者は、11 件（3.2％）であった。
　野菜の有機種子を小売りしている 11 件の事業者の有機を含む全体の種子販売品目数は、

「２品目」、「３品目」、「４品目」、「10 品目」、「20 品目」、「60 品目」がそれぞれ 1 件ずつであっ
た（無回答５件）。総種子販売品目に占めるこれらの有機種子の品目数をみると、「３品目」、

「５品目」、「６品目」、「10 品目」、「20 品目」（各１件）であり、有機を主とした小売りをし
ていることがうかがえた（表７参照）。
　また、これを品種数からみると、有機を含む全体の品種数は、「２品種」、「３品種」、「６
品種」、「10 品種」、「40 品種」、「1,980 品種」、「2,200 品種」であった。総種子品種のうち有
機のみの品種数をみると、「３品種」、「６品種」、「30 品種」、「40 品種」、「50 品種」、「300 品種」（各
１件）であり、品種についても有機を主に扱っている小売りをしていることがうかがえた（表
７参照）。
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表７　有機種子小売り事業者の取組み内容

総品目 （有機品目） 総品種 （有機品種）
Ａ業者 3（無回答） 10 （無回答）
Ｂ業者 2（無回答） 2 （無回答）
C 業者 4（無回答） 6 （無回答）
D 業者 10（6）　　　 3 （3）　　　
E 業者  20（20）　　 2200 （300）　　
F 業者  20（20）　　 40 （40）　　
G 業者 60（5）　　　 1980 （30）　　
H 業者 無回答 （10）　　　 無回答 （50）　　
I 業者  無回答 （3）　　　　　 無回答 （6）　　　　
J 業者  無回答 （無回答） 無回答 （無回答）
K 業者 無回答 （無回答） 無回答 （無回答）

　b．有機種子の販売時の表示について
　これらの有機種子を販売する際の表示方法は、「特に表示をしていない」が４件で、「『栽
培期間中、化学肥料・化学合成農薬を不使用の種子』などと表示」が２件、「『有機種子』、『有
機栽培による種子』などと表示」が１件であった。「その他」２件の回答は、「メーカー表示
のみ」、「会社自体が有機の会社なので会社表示のみ」がそれぞれ１件であった。

　ｃ．有機苗について
　野菜の種苗の小売りを業務として行っている事業者 339 件のうち、野菜の有機苗（有機農
業で栽培した野菜の苗）を小売りしている事業者は、14 件（4.1％）であった。 

表８　有機種子を小売りする意向がない理由

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（対象：235 件、複数回答）
理　　由 件数 パーセント

有機種子の需要の程度がわからないから  155 66.0
有機種子の栽培上の困難があるから   65 27.7
有機種子の採種後の管理がむずかしいから  33 14.0
有機種子を栽培してもらえる有機農家がいないから  82 34.9
有機種子の販売の採算がとれないから 49 20.9
その他  33 14.0

　（3）有機種子に対する今後の意向
　野菜の種苗の小売りを業務として行っている事業者 339 件のうち 316 件（93.2％）の事
業者が、野菜の有機種子の小売りをしていなかった。野菜の有機種子を小売りすることに
対する今後の意向については、野菜の種苗の小売りをしている事業者 316 件の事業者のう
ち、「意向がある」と答えたのは 78 件（24.7％）であった。「意向がない」と答えたのは 235
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件（74.4％）であった。後者の理由は、「有機種子の需要の程度がわからないから」155 件
（66.0％）が最も多く、次いで「有機種子を栽培してもらえる有機農家がいないから」82 件
（34.9％）、「有機種子の栽培上の困難があるから」65 件（27.7％）、「有機種子の販売の採算
がとれないから」49 件（20.9％）、「有機種子の採種後の管理がむずかしいから」33 件（14.0％）
の順であった。「その他」33 件（14.0％）の回答は、「実需者からの要望がない」が 10 件

（4.3％）、「有機種子がない」が７件（3.0％）、「必要性を感じない」が５件（2.1％）、「地域
の有機農業に対する理解がない」、「有機 JAS 認証は農業のためにならないと思うから」、「販
売価格が高くなるから」、「販売価格と流通が安定していないから」、「有機種子がわからない」
がそれぞれ１件（0.4％）であった（表８参照）。
　現在「意向がない」と回答した事業者における、今後の野菜の有機種子を取り扱うための
条件については、「有機種子の要望の声が高まったら」169 件（71.9％）が最も多く、次いで「有
機種子の生産環境が整ったら」75 件（31.9％）、「政策として有機種子使用が有機農業者に求
められるようになったら」58 件（24.7％）、「日本国内における有機農業生産者が農業者の２
～３割以上になったら」28 件（11.9％）の順であった。「その他」24 件（10.2％）の回答は、

「採算があえば」、「顧客が有機農産物を取り扱うようになったら」がそれぞれ４件、「有機種
子を容易に入手できる環境になれば」が３件、「有機農業に意味はないから取り扱うつもり
はない」が２件、「有機種子は求めているのではなく、優良品質の確保が第１だから取り扱
うつもりはない」、「有機農産物の価格が高くても消費者が有機農産物を購入するような環境
になれば」がそれぞれ１件であった。
　また、今後、野菜に限らず有機種子を取り扱うための条件については、「有機種子の要望
の声が高まったら」120 件（51.1％）、「政策として有機種子使用が有機農業者に求められる
ようになったら」29 件（12.3％）、「日本国内における有機農業生産者が農業者の２～３割以
上になったら」14 件（6.0％）の順であった。「その他」15 件（6.4％）の回答は、「メーカー
が取り扱えば」、「有機種子の販売環境が整ったら」、「顧客が有機農産物を取り扱うように
なったら」がそれぞれ２件、「採算があえば」、「不勉強中だから取り扱うつもりはない」、「有
機種子は求めているのではなく、優良品質の確保が第１だから取り扱うつもりはない」がそ
れぞれ１件であった。

　（4）採種後薬剤不使用の種子
　ａ．採種後薬剤不使用の種子の現状
　野菜の小売りを業務として行っている 339
件の事業者のうち、採種後薬剤不使用の種
子を販売している事業者は 125 件（36.0％）、
販売していない事業者は 141 件（41.6％）で
あった（図２参照）。

販売している

37%

販売していない

42%

その他

2%

無回答

19%

図２　採種後薬剤不使用の種子の販売状況



-15-

　採種後薬剤不使用の種子の全販売品種における割合は、「おおよそ１割」37 件（29.6％）
が最も多く、次いで「１割未満」16 件（12.8％）、「２割」15 件（12.0％）の順であった（図
３参照）。

図３　採種後薬剤不使用種子の全販売品種におけるおおよその割合

　この採種後薬剤不使用の種子を販売する際の形態は、「通常商品として薬剤使用種子と区
別なく、特に表示を付けずに販売」61 件（48.8％）が最も多く、次いで「薬剤使用の種子と
区別なく販売しているが、表示を付けて販売」38 件（30.4％）、「注文のあったもののみ販売
している」12 件（9.6％）、「不定期販売商品として通常商品とは区別して扱い表示も付けて
いる」４件（3.2％）の順であった（図４参照）。「その他」８件（6.4％）の回答は、「種子を
購入しているので、メーカーの表示による」等であった。

図４　採種後薬剤不使用種子の販売形態
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その他

無回答
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　ｂ．採種後薬剤不使用の種子の今後の意向
　野菜の小売りを業務として行っている 339 件の事業者における採種後薬剤不使用の種子に
ついての今後の意向は次のようであった。
　採種後薬剤不使用の種子についてとることのできる対応は、「品種・作物によっては対応
できる」96 件（28.3％）が最も多く、次いで「顧客がある程度の発芽率の低下・病気の発生
を受け入れてくれれば対応できる」84 件（24.8％）、「わからない」71 件（20.9％）、「対応で
きない」68 件（20.1％）、「大口（大量）注文であれば対応できる」26 件（7.7％）、「小口（少
量）であれば対応できる」18 件（5.3％）の順であった。「その他」（21 件（6.2％））の回答は、

「種苗メーカーが取り扱えば」「顧客の要望があれば」等の回答であった。したがって、約６
割の事業者が、採種後薬剤不使用種子に対して何らかの対応ができると答えている。

図５　採種後薬剤不使用の種子についてとることのできる対応

　採種後薬剤不使用の種子へ対応できないと回答した 68 件の事業者が、採種後薬剤不使用
の種子を販売するための条件としていることは、「一切のクレームをつけないという条件で
あれば」34 件（50.0％）が最も多く、次いで「品質保証をしないという条件であれば」12
件（17.6％）、「通常販売品より割高で販売してよいという条件であれば」４件（5.9％）の順
であった（図６参照）。「その他」15 件（22.1％）の回答は、「採算があえば」、「責任の負え
ないものは販売できない」、「安定供給できない」、「要望があれば検討」等の回答であった。

図６　採種後薬剤不使用種子を販売するための条件
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　（5）顧客からの有機種苗、採種後薬剤不使用の種苗への要望
　図３は、直近１年間の顧客からの有機種苗および採種後薬剤不使用についての問い合わせ
件数を表した図である。
　野菜の小売りを業務として行っている 339 件の事業者に対する昨年１年間の顧客からの有
機種子の要望は、「あった」が 35 件（10.3％）、「なかった」が 228 件（67.3％）、「わからない」
が 37 件（10.9％）であった。要望件数は、「１件」（12 件）が最も多く、次いで「５件」（３
件）、「10 件」（２件）の順であった。
　薬剤不使用の種子に対する顧客からの要望については、「あった」が 69 件（20.4％）、「な
かった」が 195 件（57.5％）、「わからない」が 38 件（11.2％）となっている。薬剤不使用種
子に対する要望件数は、「１件」（20 件）が最も多く、次いで「10 件」（10 件）、「２件」（９件）、

「５件」（５件）の順であった。
　有機苗に対する顧客からの要望については、「あった」が 21 件（6.2％）、「なかった」が
244 件（72.0％）、「わからない」が 38 件（11.2％）であった。有機苗に対する要望件数は、

「１件」（６件）が最も多く、次いで「20 件」（２件）、「10 件」（１件）、「３件」（１件）の順
であった。
　これらの問い合わせ件数を図にまとめたものが図７である。これをみると、有機種子・苗
への問い合わせもないわけではないが、「採種後薬剤不使用」の種子に関する問い合わせの
方が突出して多いことが明らかである。採種後薬剤不使用の種子についてはすでに一部で流
通しているので、できれば入手したいという問い合わせが多くなっていることがうかがえ
る。

図７　種苗会社への問い合わせ件数（有機種苗等）
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６．育種（品種改良・研究開発）について
　（1）概要
　育種業務を行っている事業者は、45 件である。そのうち、野菜の育種を業務として行っ
ている事業者は、41 件である。

　（2）有機への取組み
　野菜の育種を業務として行っている事業者 41 件のうち９件（22.0％）の事業者が、有機
農業向けの育種をしている。
　有機農業向けの育種のために関心をはらっている点については、「病害虫がつきにくい品
種」５件が最も多く、次いで「少肥性の品種」、「固定品種」、「地域特産の品種」がそれぞれ
３件であった（図８参照）。「その他」２件の回答は、「有機農業の真の発展のため」、「今あ
る奇病の根源は化学農法由来であるので、自然由来の種苗提供の一役を担うため」となって
いる。
　野菜の育種を業務として行っている事業者 41 件のうち 32 件（78.0％）の事業者が、有機
農業向けの育種をしていない。今後の有機農業向けの育種をする意向については、「意向が
ある」が３件（9.4％）、「意向はない」が 28 件（87.5％）であった。

図８　有機農業向けの育種のため関心を払っている点

　（3）在来品種等への意識
　野菜の育種を業務として行っている事
業者 41 件のうち 19 件（46.3％）の事業
者が、地域の伝統野菜や在来品種・地方
品種の保存・継承に配慮した育種をして
いる（図９参照）。
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　在来品種等の育種において、どのような在来品種等の特徴に着目しているかについては、
「昔ながらの味や食文化」、「地域の特産やブランド」がそれぞれ 14 件（73.7％）で最も多く、
次いで「栽培が各地方に適している点」７件（36.8％）となっている（図 10 参照）。具体的には、
表９にある伝統野菜について育種をしている。

図 10　在来種の育種において着目する点

表９　育種している伝統野菜一覧

F1 大和真菜「夏なら菜」・「冬なら菜」、早生今市蕪
青首蕪、赤蕪
亀形大根、源助大根など
北之庄菜、伊吹大根
越津ネギ、尾張五寸人参、つるなしささげ
札幌八行とうもろこし
宿儺かぼちゃ、あじめコショウ、白おくら等
長崎赤蕪、早生長崎白菜、雲仙こぶ高菜、新黒田五寸人参、新長崎長茄子 etc
新潟小松菜（女池菜）、米山白瓜他
日本を含めて世界のエアルーム野菜を収集して、日本の気象に適応できるよう改良。
ですからすべての野菜です。
弘岡カブ、十市小茄子、土佐ししとう
武庫一寸、網干メロン
松本一本葱、沼目白瓜、松本本瓜、信州地大根、牧地大根、信州そば、そば信濃１
号、いねこき葉、野沢菜、木曽紅蕪、源助菜、切葉松本地大根、トキワ牛蒡、山牛
蒡、長野青皮白瓜
万次郎南瓜
水菜、壬生菜、万願寺とうがらし、京都九条葱　他

14

7

14

2

昔ながらの味や食文化

栽培が各地方に適している点

地域の特産やブランド

その他
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７．自由回答から
　有機農業や有機種苗、在来品種、固定品種に対しての意見について質問をしたところ、73
件の意見があった。この 73 件を分析し、以下のように要約、分類した。
　この結果をみると、有機農業を理想と考えながらも、まだ実際に取り扱うには至らないと
いう事業者が多いことがわかる。他方、有機農業そのものに対する疑問をもっている回答者
が多いこともわかった。「有機種苗」生産にかかわる困難さも、明らかになっている。

「有機種苗」について（30件）

◦取り扱う種苗その他すべて自然由来を目指している。いずれは、自然栽培の種子も考えて
いる。
◦有機野菜、苗等は、今後、必要とされると思う。
◦有機農業は重要な分野であるが、現状その種苗に対して有機種苗を求めることは、自家採
種以外、不可能に近い。
◦有機種苗という言葉をはじめて聞いた。
◦有機種苗という言葉は聞いたことがなかった。F1 品種が主力の現在、在来種・固定種の
良さをわかる事業者も少なくなっているように思う。
◦有機農業、有機種苗については、よくわからない。在来品種、固定品種については、趣味
としては、おもしろいと思う。
◦「有機栽培種子」は一部欧州産で供給があるので、顧客より指定の注文があれば対応でき
るが、国内産ではきわめて困難であると思う。在来品種、固定種については実需量からみて
も、形質伝承からも国内採種・選技が不可欠と思うが、営利的には採算のあうものではなく、
文化事業的意味合いがどんどん濃くなってきている。
◦有機種苗・有機種子の存在を知らなかった。大手メーカーが有機種子を生産しても、生産
コスト等で、種子代が高額になり最終的には農家の負担増になるのではないか。
◦様々な品目の無農薬栽培と小売りをしているが、葉物に関して有機栽培はむずかしい。技
術である程度、病害虫の発生をある程度抑えることができる。
◦現状では、国内産の種子はほとんどなく、有機種子はむずかしい。有機種子、有機苗でな
ければいけない長所が特別にあるのか疑問である。
◦農薬不使用による野菜苗の生産はとてもむずかしく、必要最低限は薬剤を使用をする。有
機農業はむずかしいが、食の安全を訴える必要があるので、有機無農薬・低農薬栽培をして
ゆきたい。
◦有機農業、有機栽培にはとても興味があり、自然に対してやさしいと考えているが、現実
的には無理かと思う。有機種子を生産しているメーカーもないし、流通段階等で病害虫発生
を防ぐため採種後の薬剤についても不可欠である。
◦有機種苗について、それほど要望はない。通常種子でさえ国内生産がむずかしい中、有機
で種苗を管理するにはリスクも大きいかと思われる。
◦有機種苗生産を実現することは無病の種子を生産することが必要になるため、ほとんど現
実的でない。
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◦有機種苗、在来品種、固定種を使った農業が本流になることはないと思う。やりたい人に
やってもらえばよいと思う。
◦有機種苗の需要と供給のバランスを把握することが困難である。
◦厳格に有機農法を実行するには採種段階から実行せねばならないのでむずかしい。
◦安定供給のためには、有機種苗はむずかしい。
◦種子の提供が種苗メーカーの責務と考えるため、有機種苗はむずかしい。採種後の薬剤不
使用については対応できる。
◦採種後の薬剤は、種子の病害虫発生を抑制するための必要悪である。
◦現時点で種子消毒の薬剤まで規制するのは合理的でない気がする。
◦有機栽培の種子と、採種後薬剤使用種子を区別することに大きな意味はない。むしろ採種
前の土作りのありかたに問題があると思う。
◦栽培方法や病害虫の問題があるので、有機種苗は思うほど簡単な問題ではない。
◦有機資材の問い合わせはあるが、種苗についての問い合わせはない。
◦例外はあるが、有機種苗は生産農家や消費者の要求に応えるものではないと思う。採種後
に使用する薬剤の使用量は微量であり、農薬使用回数のカウントから削除すべきである。
◦今のところ、有機種子・苗を求めてきた例はない。
◦現状では需要が少なく、当面は有機種苗への対応の必要性は感じられない。
◦手間隙かけて有機種苗を生産しても、それに見合う販売先がない。
◦必要最小限の農薬を使用しなければ生産コストが高くなる。
◦有機苗の受注が少ない中で、採算性が見込める生産はできがたいと思われる。

種子自体について（３件）

◦ F1 品種が耐病性があり、栽培しやすい。
◦生産者が高品質の種子を求める傾向が強いので、有機、在来、固定種を取り扱うリスクが
高くなっている。買う側の理解が必要。
◦有機農業は必要であるが、栽培に対しての対価が得られない。在来品種、固定品種に対し
ても同様と感じる。なぜ交配種が必要なのかを考えれば当然と思う。

在来品種について（２件）

◦在来作物を中心とした採種を行っている。
◦味が良いので、在来品種をできるだけ薦めている。

当該事業者の状況について（４件）

◦我々農業関係者の使命は「農（食物）を通して国民の健康を守るお手伝い」と考えている。
◦有機農業について、当方は、あまり関心がない。
◦野菜苗の販売をしているが、委託販売方式をとっている。
◦基本的には野菜の種苗は生産していない。一部、他社より依頼されたトマト、ナスの接木
を行っている。
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有機農業に対する意見（19件）

◦有機農業による農産物が、人間の健康面にどのような影響があるか具体的に知りたい。
◦有機農業の大切さを国民全体に伝え理解していただく。
◦今後は、より有機農業について見直されるべきであると考えている。
◦有機農業に対する期待は高いが、依然、消費者、販売店、流通関係者の正しい理解が浅い
ため、普及には時間がかかると思う。
◦有機農業について　今後は、国内全体での取り組みと、拡大を進めるには、農業者の意見
を幅広く求め、耳を傾けることからであると思う。
◦有機野菜の生産・販売において、品質の低下及び経費のコスト高、（特に消費地が遠隔の
ためロットの確保と輸送費高）になるため、十分検討して今後の対応を図りたい。
◦将来は生産が増えるだろう。
◦この地方は、有機栽培に関心がある。薬剤を使用していない採種種子を仕入れようと気を
付けている。在来品種が貴重になっているが、採種が大変である。
◦有機農業の確立した生産技術を早く公表し広く普及してほしい。病害虫を避ける交配種ば
かりでなく在来種・固定種などの中からも病害虫に強い品種を選抜を願いたい。
◦有機農業も必要だし、食料確保のための食料生産も必要である。
◦安全安心の究極が有機農業だと理解はできるが、安定した数量・価格で消費者へ届ける基
本的な事項においては無理がある。組織として有機農業の推進を図るには、リスクに対する
補償がないと推進できない。
◦今後は有機農業に対する期待が高まってくると思われる。しかし、多くの一般消費者は、
TPP に対し「価格の安い野菜を入手できるようになる」といった反応を示している。その
ような状況で有機栽培の推進がかけられるか不安である。
◦土地柄、水不足になりがちな高温多湿の条件の狭い場所では有機農業はとてもむずかしい。
◦有機農業の領域は、今後増えるであろう。しかし現状は、現場からの育種に関する情報は、
あまりない。
◦化学合成農薬や化学合成肥料が問題にされることがあるなら、消費者が有機農産物を高値
で購入すれば良い。
◦消費者のニーズはむずかしく「有機農業はしたい。有機作物は食べたい。しかし虫のつく
のは困る。容易にすくすく育てたい。」というのが現状である。
◦商品価値が落ちるため、無農薬・化学肥料使用せずに栽培は不可能である。
◦有機農業が経営として成り立つことを前提として、いろいろな農法の考え方をまとめる必
要があるのではないか？
◦有機農業・非有機農業の両方の良い面を取り入れて、よりよい作物を作るのがこれからの
農業に必要である。

有機農業の考え方そのものに対する疑問意見（11件）

◦有機農業は、地方の人口密度の低い所では消費者の要望もなく、生産面でのリスクが高く、
大規模農家には取り組みにくい。
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◦有機・無農薬栽培をされている方が（経営として）何人かいるが、できたものをそれなり
の対価で購入してくれる消費者がいてこそ成り立つ農業だと思う。種子も苗も有機でなけれ
ばという考え方に疑問を感じている。
◦作物の有利販売等の目的で有機に取り組むことは否定しないが、積極的に農家にそれに取
り組むことを促すつもりはまったくない。「有機」と「安全」、「おいしい」、「安心」はイコー
ルで結ばれないと思っている。
◦農業は本質的な部分において環境破壊である。化学肥料や農薬の危険性は十分理解してい
るつもりであるが、それを使わなければ安全だと一面的にどうしても考えられない。
◦「有機産業＝安心、安全」みたいになっていることに疑問。
◦野菜に関して有機農業に力は入れていない。有機栽培によって作られたものが化学肥料を
使った品目より劣っているとは思えない。それに労力を必要とする有機農業が高齢化する生
産者にあっている農業ではないと思う。化学肥料を使って省力、多収量を保てるのであれば、
今までのままでやっていく方がいいと思う。
◦農薬等を使用した野菜を食べても長生きしている農家はたくさんいるので、有機にこだわ
る必要はないと考えている。
◦虫や病気が有機農業ですべて解決するとは思わない。
◦なぜ農産物だけ使用した農薬についての表示をしないで、有機農業者に認証を勧めるの
か？　まるで農薬使用を勧めているようにも思える。化学肥料同様、硝酸態窒素の残留など
堆肥にも問題はあるので、他の基準で安全性を確保するべきではないか。
◦有機堆肥をつくるための家畜のエサは輸入飼料というのが現状である。生活の中に有機で
ないものがある中で、完全有機はありえないと思う。減農薬栽培は理解できる。
◦日本国内だと工場の内など限られた場所でしか有機農業はできそうにないと思う。

 農業全体に対する意見（３件）
◦有機、無機より食べて安全な野菜について考えている。農家、スーパー、市場と勉強を始
めている。遺伝子組換えは論外である。
◦食糧として供給し続けていくことができるようになって食糧自給率が上がることを願って
いる。有機栽培・無農薬栽培のものの区別も知識のあいまいであり、その告知がされていけ
ば世に広がり進んでいくと思う。
◦現在の農業は、工業化などを主としていて、美味しい野菜とはどんなものか、一般の消費
者も忘れさせられているような気がする。
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Ⅲ　考　　察

1．有機種苗の生産・流通の現状
　以上のように、今回のアンケート調査結果をみると、有機農業で栽培した種子・苗の生
産・流通に携わっている事業者数はきわめて少ない（表 11 参照）。実際、ごく少数の有機種
苗や在来品種・固定種等の専門の事業者が生産・流通を担っているというのが現状であろう。
また、今後の意向についても、有機に携わる意向をもつ事業者数は少なく（表 12 参照）、当
分のあいだ、有機種苗が市場に出回ることは期待できない。
　もっとも、見方を変えれば、現在のところ、有機種苗の前提となる有機農産物や有機圃
場が日本農業に占める割合がそもそもきわめて少ないという現状がある。有機農業を実施
する農家は必ずしも全員が有機 JAS 認定事業者になっているわけではないが、有機農業農
家全体を把握した統計類はないので、その一端がわかるのは有機 JAS 検査認証制度による
データだけである。表 10 は、平成 21 年度の日本の有機 JAS 格付数量（有機農産物等に有
機 JAS マークを貼付して出荷した数量）である。農林水産省の統計によると、平成 22 年４
月１日現在の有機 JAS 認定圃場の面積は、9,067a で、日本に占める有機圃場面積の割合は
約 0.20％にすぎない。仮に、有機 JAS 認定を取得していない有機農業生産者が有機 JAS 認
定事業者の３倍いると想定したとしても、全体における有機農業で生産された農産物はわず
か 0.6％、耕地面積に関してもわずか 0.6％であり、１％に満たないのである。
　このような有機農業の現状を踏まえて本アンケート結果を子細にみると、今後、有機を取
り扱う意向をもつ事業者数の割合は必ずしも低いわけではないとも言えよう。

表 10　平成 21年度　有機 JAS格付量

区分 総生産量（トン） 国内格付数量（トン） 有機の割合
野菜 15,958,000 37,644 0.24%
果樹 3,378,000 2,436 0.07%
米 8,474,000 11,565 0.14%
麦 853,000 782 0.09%
大豆 230,000 939 0.41%
緑茶（荒茶） 95,500 1,873 1.96%
その他の農産物 108,000 2,103 1.95%

　農林水産省ホームページより　　　　　　

表 11　有機種苗にかかわる野菜種苗業者の割合

採種 育苗 卸売り 小売 育種
6.9% （4 件） 11.4% （19 件） 7.9% （12 件） 3.2%（11 件） 22.0%（9 件）
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表 12　今後「有機」に関わる意向について

採種 育苗 小売 育種
ある 9.1%（5 件） 11.6%（17 件） 24.7%（78 件） 9.4%（3 件）
ない 90.9%（50 件） 88.4%（130 件） 74.4%（235 件） 87.5%（28 件）

無回答 0.0%（0 件） 0.0%（0 件） 0.9%（3 件） 3.1%（1 件）

表13　今後「有機」に関わる意向のない理由

理　　由 採種 育苗 小売
有機種苗の需要の程度がわからないから 52.0%（26 件） 49.2%（64 件） 66.0%（155 件）
有機種苗の栽培技術上の困難があるから 70.0%（35 件） 48.5%（63 件） 27.7%（65 件）
有機種苗を栽培してもらえる有機農家がいないから 42.0%（21 件） 33.8%（44 件） 34.9%（82 件）
有機種苗の保存がむずかしいから※ 6.0%（3 件） 23.8%（31 件） 14.0%（33 件）
有機種苗販売による採算があわないから 46.0%（23 件） 37.7%（49 件） 20.9%（49 件）

※「育苗」における回答は「有機苗の流通段階で有機性を確保することがむずかしいから」、「小売」にお
ける回答は「有機種子の採種後の管理がむずかしいから」であったが、すべてこの項に含めている。

　これらの事業者に対して、どのような条件が整えば「有機」に関わることができるかを尋
ねた結果は、表 14 である。いずれの業種についても、「有機種子の要望の声が高まったら」
という条件が最も高かった。他に、「有機種苗の栽培技術上の困難があるから」「有機種苗の
保存がむずかしいから」などの技術上の問題も挙がっていた。したがって、今後、需要増が
見込めるようになれば、関心が高まることがうかがえる。

表14　今後「有機」に関わるための条件
採種 育苗 小売

日本国内における有機農業生産者が農業
者の 2 ～ 3 割以上になったら 8.0%（4 件） 2.3%（3 件） 6.0%（14 件）

有機種子の要望の声が高まったら 42.0%（21 件） 52.3%（68 件） 51.1%（120 件）
有機種子の生産環境が整ったら 20.0%（10 件） 21.5%（28 件） 17.0%（40 件）
政策として有機種子使用が有機農業者に
求められるようになったら 8.0%（4 件） 6.2%（8 件） 12.3%（29 件）

その他 14.0%（7 件） 11.5%（15 件） 6.4%（15 件）
無回答 8.0%（4 件） 6.2%（8 件） 7.2%（17 件）

　このように、アンケート調査においては、種苗会社や農業協同組合は、有機種子について
需要が高まれば、取り扱うとするものであるが、このことは、種苗会社からのヒアリングに
おいても同じことを確認している。このヒアリングは、一昨年度から大手種苗会社を含む７
社を対象にしたものであり、対象社数がきわめて少ないが、これによっても、有機種子の需
要が見込まれない以上、生産することはむずかしいとしている。
　一般的に、種子の商業的生産の場合、農家にその生産が委託されるが、有機種子については、
農薬等を使用できないので、種苗会社は、種子が採種できなかった場合には買取り補償をす
る必要があり、一般の種子よりも余計な費用が必要になるとしている。日本国内では、交雑
防止の必要性、後継者難等から、種子の採種がますますむずかしくなっているが、海外で採種
する場合には、病原菌に侵されているかどうかの確認がよりむずかしくなる可能性があると
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する。有機種子の生産は、一般の種子の生産よりも費用がかかり、しかも、その費用を回収で
きるに足る需要量が見込めない現状では、有機種子を生産することはむずかしいとしている。
　ちなみに、種苗会社からのヒアリングにおいて、どの程度の有機種子の需要が見込めれば、
有機種子を生産するかと尋ねたところ、ある会社は、１品種につき、小売価格ベースで 500
万円程度の売上げ規模がないと、生産に踏み切れないであろうとしている。これは、当然、
生産費のみならず、広告宣伝等の営業費用、それに流通マージンを含んだものと言えるが、
有機種子の場合は、一般の種子より、上記のような余計な費用がかかるであろうから、種苗
会社がその供給に踏み切る１品種当たりの売上高の最小規模は、一般の種子よりも少し大き
くならざるを得ないであろうとする。他の会社にも同じ質問をしてみたが、この 500 万円よ
りも小さな売上高を挙げるところもあるものの、200 万円～ 300 万円程度の売上げ規模は必
要であろうとするところや、継続して購入してくれる需要先があれば、有機種子をある年に
まとめて生産し、数年間その種子で対応することが可能となるので、各年の売上高は 500 万
円のように大きな額でなくてもよいのではないかとするところがあった。

２．採種後薬剤不使用の種子と当面の課題
　現在、多くの有機農業者は、自家採種により「有機種子」を入手している（平成 20、21
年度調査報告参照）。これには、それぞれの地域の自然環境や圃場の諸条件に適った種子を
得ることや、地域に伝わる伝統野菜や在来品種を継承すること、種子の自給により循環的な
農業を充実させたり、同時に経費の低減を図ることなど、積極的な意味がある。だが、品目
によっては、採種のために長期間にわたり圃場を使用しつづけなくてはならなかったり、労
力がかかるため、多品目栽培をする有機農家がすべての栽培品種について自家採種するとい
うことは、実際にはなかなかできることではない。
　そこで、有機種苗の生産・流通の必要性が出てくるのだが、上述のように現状では多様な
作物について有機種苗が豊富に出回ることは望めない。そこで、当面の現実的な対応とし
て、せめて採種後薬剤不使用の種子を使いたいという要望が出ている。有機農業の現場にお
いて直面する種子の課題は、種子が殺虫剤や殺菌剤等の薬剤で処理されることで薬剤種子に
付着したり浸透していること、また、そうした薬剤がコーティングされていることにある。
それらの種子を圃場に播けば、それによる何らかの影響があるとみられるだけでなく、有機
農業栽培では禁止されている資材が圃場に入ることになる。また近年は、保育園、小中学校
などでの教育ファームの活動も盛んになってきており、子供たちが素手で種子に触れる機会
も増えている。採種前の栽培方法はともかく、少なくとも種子自体への薬剤処理を避けた種
子への要望が高まっていることは、本アンケートでも確認されたところである（P.17、図７
参照）。
　採種後薬剤不使用の種子を販売している小売業者は、本アンケートによれば、小売業者の
３割強存在する（P.14、図２参照）。それらの事業者のうち、約３割は「表示を付けて販売」
しているが、５割弱は「通常商品として薬剤使用種子と区別なく、特に表示を付けずに販
売」していることも明らかになった。また、「注文のあったもののみ販売」するという事業
者も約１割あった（P.15、図４参照）。
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　野菜種苗の小売り業務をする全事業者に対して、「採種後薬剤不使用」の種子に対する対
応について質問したところ、「対応できない」「わからない」と回答した事業者は、それぞれ
２割あったが、約６割の事業者は、「品種・作物によっては対応できる」（28.3％）、「大口（大
量）であれば対応できる（7.7％）などと、何らかの対応が可能であると回答している。また、

「対応できない」と答えた２割の小売業者に対して、どのような条件が整えば、採種後薬剤
不使用の種子の注文に対応できるようになるか質問をした結果は、先に述べたとおりである

（P.16、図６参照）。「品質保証をしない」「一切のクレームをつけない」という条件が現実的
なものかどうか不明ではあるが、条件によっては供給できることが示唆されている。
　前記の種苗会社からのヒアリングにおいても、こうした傾向が確認できる。種苗会社の中
にも、流通業者や消費者から薬剤不使用の要望があれば、それに対応しているところがあ
る。ヒアリングによれば、薬剤使用した状態で、種子を長期間置くと発芽率が低下するの
で、薬剤使用は、該当出荷シーズンに出荷する予定の種子量だけに行うことにしていると
し、残って在庫となっている種子については、薬剤をかけていないので、需要者から薬剤不
使用の種子がほしいということであれば、対応できるとしている。その場合、種子が病害虫
に汚染されていることが万一あったとしても、その責任を問わないということであれば、薬
剤不使用で種子を供給できるとしている。また、海外では採種せず、国内で採種し、確実な
管理を行っている事業者に対するヒアリングでは、病気になったものは一切採種しないこと
とし、それでも感染しているおそれがあるため、苗床で栽培し、生育の状況をみているとし、
そうした対処で、これまで種子汚染で問題になったことはないとしている。
　だが、一方では、薬剤不使用について慎重にならざるを得ないとする意見もある。例えば、
ウイルス検査において、抜き取りサンプルでウイルスが発見されず、問題がないという結果
が出ていても、全量検査ではないので、そのサンプルが全体を代表しているかどうかわから
ないため、そうした検査結果に依拠することはむずかしいとか、薬剤不使用として提供した
種子の中に、万一、病害虫に汚染された種子が入っている場合には、提供を受けた農家から
補償を求めませんと言われていたとしても、実際に損害が発生したときは知らないとは言っ
ていられないであろうとしている。昔と違って、今の農家は、種苗についても経済効率を厳
しく追求し、購入した種子が確実に発芽し、作物として収穫できる確実性を強く求めている
ので、薬剤不使用による種子汚染が万一あったとしても、補償を求めませんと農家が言って
いたとしても、補償を求めてくる可能性があるとしている。
　以上のような事情はあるとはいえ、「薬剤不使用の種子を供給してほしい」という需要は、
確実にあるのであり、また、実際に薬剤不使用の種子を供給している種苗会社が存在し、そ
の供給意欲を示していることからすれば、有機種子の供給増加が容易に見込めない現状では、
薬剤不使用の種子の供給を促進することは重要である。流通業者向け、消費者向けの販売用
冊子・パンフレット等の表示において、薬剤不使用の種子がわかるものとなっているように、
あるいは、種苗会社がある品種について薬剤使用で種子を供給している場合であっても、そ
の品種について薬剤不使用の種子も同時に供給可能であれば、そのことがわかる表示となっ
ているようにしておくことも、薬剤不使用の種子の供給促進にとって、有効な施策の一つで
あると考えられる。
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　当面のところ、有機種苗の供給増加が見込めないとすると、せめて、このような 採種後
薬剤不使用の種子の入手方法 を明らかにし、入手しやすくしていくことが望まれる。
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１.　はじめに―本章の調査の目的と背景

　これまで 2 年度にわたり、西日本における特色ある地域の有機農家を対象に聴取り調査を
行ってきた。千年の都、京都の有機農家では在来品種保存と経営手法を、海外との懸け橋、
長崎・福岡の有機農家では農耕地生態系の多様性への工夫を中心に報告した（木俣・川上
2009、木俣 2010）。 本論では亜熱帯の島嶼、奄美大島と沖縄本島における有機農家の豊か
な自然と共存する暮らし振りを中心に検討したい。
　これらの島嶼は四囲を海に囲まれており、地理的に隔離条件下にある。台風・旱魃などの
自然災害や戦争などの経済封鎖の時期には物資を島外から搬入できないので、食料安全保障
上の準備は平時から行われてきたと推測できる。島嶼には生物も文化も伝播しにくいが、一
度、伝播した事物は変容して残存し、地域固有化する可能性が高いとも考えられる。奄美大
島では日常的にはサトイモやサツマイモなどのイモ類が多用され、野菜がこれを補足してき
た。稲作も可能な地域はあるが、とりわけ減反政策実施以後はサトウキビが換金作物になっ
ている。豚・山羊・鶏肉料理や魚料理も良く知られているが、本来、日常食ではなかった。
沖縄本島は大きな島であるので地域によって差異はある。那覇などでは日常的にイネも多用
されたが、やはり日常食の中で重要な位置を占めていたのはサトイモやサツマイモなどのイ
モ類であり、多くの野菜が不足分を補っていた。また、日常食の不足や飢饉に備えて、雑
草・野草を補助食に、ソテツを植栽し食料の不足に応じて利用していた（『日本の食生活全
集　沖縄』編集委員会 1988、『日本の食生活全集　鹿児島』編集委員会 1989）。

２．調査対象および調査方法

（1）鹿児島と沖縄の在来野菜
　調査項目を作成するために鹿児島県と沖縄県の地方野菜を表 1 に抽出（タキイ種苗出版
部編 2002）した。地方野菜のうち在来野菜といえるのは、鹿児島県では南西諸島を含めて、
桜島大根などの在来ダイコン 6 品種と安納イモなど在来サツマイモ 7 品種が多く、合計 27
品種にのぼり、他方、沖縄県では在来の島大根など合計 11 品種であった。さらに、鹿児島
県の奄美大島と沖縄県の沖縄本島における在来野菜や食用野草には沖縄独自の呼称があるの
で表 2 にまとめた。「島」が在来品種名につくのはシマナーなど 9 あり、沖縄本島ではヨモ
ギ（フーチバー）やチョウメイグサ（サクナ）など身近な野生植物と雑草 7 種が頻繁に食材
に供されており、地方名が日常的に使用されている点は特徴的である。
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表１　鹿児島県と沖縄県の在来野菜（太字は伝統野菜）
品　目 鹿　児　島 沖　　　縄

ダイコン 桜島ダイコン、国分ダイコン、開聞岳ダイ
コン、城内ダイコン、横川ダイコン、有良
ダイコン

島ダイコン

菜 フダンソウ、地タカナ

ナス科 島トウガラシ

ナス 小ナス、白ナス 地ナス

カボチャ 与論カボチャ 島カボチャ

ウリ ニガウリ、ヘチマ、隼人ウリ、甫立メロン キュウリ、トウガン、ヘチマ、ニガウリ

マメ科 雷エンドウ、オランダエンドウ、ふうマメ

ネギ 夏ネギ、

ニンジン 島ニンジン

サトイモ トイモガラ、ミガシキ、水イモ、カワヒコ 田イモ

サツマイモ 隼人イモ、ベルベット、山川紫、種子島ろ
まん、種子島ゴールド、安納紅、安納こが
ね（＊アヤブネ、イユナヨウドン、カケバ
ラ、ヤブレバ、長浜ドン、黄味ドン、9 号
ドン、100 号ドン）

紅イモ、

ダイジョ コーシャマン、ソロヤム

その他 ニンニク

タキイ種苗出版部編（2002）より一部整理改変 . 太字は在来品種。
＊　求（2007）
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表２　鹿児島県・沖縄県の在来野菜の地方名

和　　名
地　　方　　名

備　考
鹿児島県奄美大島 沖縄県沖縄本島

ウリ科
　ニガウリ
　トウガン
　キュウリ
　ヘチマ
　カボチャ

　シロウリ
　ユウガオ
　マクワウリ

ニガゴイ
シブリ
シマウリ
ナブラ、ナガウイ、ナベラ
シマカボチャ、トッツブル、ト
ウティブル

ホタテメロン

ゴーヤー、ゴーラ
シブイ
キーウイ
ナーベーラー
チンクワー、キンクワン

モーウィ
チブル

＊

＊

ナス科
　ナス
　トマト
　シマトウガラシ シマトウガラシ

ナーシビ、ナシビ
タムトー
コーレーグース ＊

アブラナ科
　ダイコン

　ダイコン葉
　タカナ
　カアラシ
　カブ
　キャベツ

デコン、ドコネ、デークネ

ミスナ

ウデ
タマナ

ワインチャ、シマダイコン、シ
マデークニ
デークニバー
シマナー
トーナ
ンーディー
タマナー

＊

＊

ヒルガオ科
　クウシンサイ
　サツマイモ
　サツマイモの葉

エンサイ
トン、カライモ、ハヌス

ウンチェー
ンム（ム、アッコン）
カンダバー

キク科
　スイゼンジナ
　ホソバワダン
　ヨモギ
　ゴボウ
　ツワブキ

ハンダマ

フティ

ツバシャ、ティバシャ、ツウバ

ハンダマ
ンジャナ、ンジャナバー
フーチバー
グンボー
チファファ

雑草

野草

アカザ科
　フダンソウ
　ホーレンソウ

ヒダンソウ ンスナバー、ミスナバー
スーリンナー

セリ科
　チョウメイグサ
　ウィキョウ
　セリ
　ニンジン ネージン

サクナ、チョーミーグサ
イーチョーバー
シーリバ
チデークニ、シマニンジン

野草

野草
＊

オオバコ科
　オオバコ フィラファグサ 雑草

ツルムラサキ科
　ツルムラサキ ツルムラサキ
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マメ科
　ラッカセイ
　ソラマメ
　ダイズ
　シカクマメ
　アズキ

フウマメ、シガツマメ

ハーマメ

ジーマーミ
トーマーミ
トーフマミ
ウリズン

シマアズキ、アカマーミー ＊

イネ科
　マコモ 台湾ダーナ マクム

ショウガ科
　ウコン
　ショウガ

ウッチン
ソーガー

ユリ科
　ニラ
　ニンニク
　葉ニンニク
　ラッキョウ
　カンゾウ
　ネギ
　ノビル
　ワケギ

ビリヤ
フィル
フル
シマラッキョウ、ガッキョ

キビリヤ

チリビラ
ヒル　
ヒルンフワー
ラッチョウ
クワンソウ
ビラ
ハルビラ
ジービラー

野草

野草

＊

サトイモ科
　サトイモ
　ズイキ

タイモ、ターマン、マン、ウン、ウ
ム

ターンム、チンヌク
タームジ

ヤマノイモ科
　ダイジョ
　ヤマイモ

コーシャマン、ソロヤム、コッシャ
コウシャ ヤマン、ヤマンム、ヤモーン

タコノキ科
　アダン アダン 野生

チャセンシダ科
　オオタニワタリ ヤマガシャ、ヒラムシル 野草

果樹類
　ヒラミレモン
　花良治ミカン
　タンカン
　バナナ

　パパイヤ

シマバナナ、オガサワラバナナ、
ミイバシャ
マンジュマイ

シークワーシャー、クガニ

パパヤ

＊

＊島が名前に付く野菜
西大（2008a、2008b）、松本（2007）ほか。

（2）調査対象および調査方法
　調査地の奄美大島と沖縄本島は図 1 に示したように、おおよそ北緯 26 度から 29 度、東
経 126 度から 130 度に位置し、亜熱帯の範囲に入る南西諸島群のなかの主要な島々である。
奄美大島は面積約 712.4 平方キロメートル、温暖多雨で作物の生育には適しているが、病害
虫の発生が多い。土壌中の有機物は分解が早く不足している。台風や冬の季節風による被
害が多い。農耕地面積 1,923 ヘクタールであるが山林が多く、農家 1 戸当たりの耕地面積
は 91.6a で少ない。主な作物はサトウキビ、タンカンなどの果実、サツマイモなどの野菜、
飼料で、複合経営が多い。水田は二期作ができるが少ない（鹿児島県大島支庁農政普及課
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2010）。
　沖縄本島は面積 1201.6 平方キロメートル、奄美大島と同様に熱帯作物の栽培も可能であ
るが、台風の被害を受けやすい。土壌は腐植の含量が少なく、保水性が悪いので、豪雨に
よる土壌流出が起きやすい。また、冬・春に水が不足して旱魃の被害もある。北部はカル
シウムなどの塩類が乏しく酸性土壌である。農耕地面積は米軍などの基地があるにもかか
わらず、おおよそ 16,900 ヘクタールであり、農家 1 戸当たりで 95.6a である。水田は少なく

（2.2%）、畑地、牧草地が多い。主な作物はサトウキビ、キクなどの花卉、ニガウリなどの野
菜、パイナップルやマンゴーなどの果実である（清水 2004）。
　調査対象者は日本有機農業研究会名簿、鹿児島県有機農業協会に記載されている奄美大島
の有機農家、沖縄県有機農業普及会事務局の紹介による有機農業家である。調査対象者に対
して、これまでの調査と比較するために、同様の半構造化調査票を作成して、基本的な項目
については共通に、その他は農業に関わる自由な話題によって聴取り調査を行うとともに、
できる限り調査対象者の農耕地で野菜などの栽培状況を観察した。調査対象者とした有機農
業者は鹿児島県奄美大島および沖縄県沖縄本島に居住している。奄美大島には有機農家は 2
戸しかないとのことであったので、A と B を訪問した。沖縄本島の中部および北部の農村
地域の 8 戸と MOA 大宜味農場に対して聴取り調査を行った。島嶼調査のため自治体の有機
農業政策についての聴取り調査を行う機会はなかった。

図１　奄美大島 ( 鹿児島県 ) と沖縄本島（沖縄県）の調査対象有機農業者の所在地

３．調査結果

　調査結果は、（1）経営規模に関わる栽培作目と栽培面積（2010）、（2）栽培されている伝
統野菜および一般野菜の品目と品種（2010）、（3）経営形態および有機肥料と種苗の入手方
法、（4）生産物の加工・流通および野菜などの保存・普及に関してまとめた。（5）聴取り調
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査事例は基本的な資料として記録した。調査対象者や系統保存者の名前など守秘義務がある
事項に関しては記述していない。

（1）栽培作目と栽培面積
　奄美大島の A はサトウキビ農家の両親から独立して有機農業を志して、営農している。
一部慣行農法であるが、大半は有機農法で総計 2ha の畑作をしている。サトウキビ栽培は
機械化されているので、農家の仕事は植え付けくらいしかなく、A は農作業のおもしろさ
はないという。B は横浜から奄美大島に移住して、営農研修を受けた後に借地で新規就農し
た。パッションフルーツを中心に果樹を有機栽培（20a）している。沖縄本島では、水稲を
栽培している H と J、野菜栽培に力を入れている F は 50 ～ 90a の栽培面積を有しているが、
他農家 5 戸の栽培面積は 20a 以下で、野菜を中心に自給を主目的としている。

表３　栽培作目と栽培面積（2010）

栽　　　培　　　者

作　　目
A 楠田奄美 B

奄美
C

沖縄
D

沖縄
E

沖縄
F

沖縄
G

沖縄
H

沖縄
I

沖縄
J

沖縄
慣行

栽培 a
有機

栽培 a
有機

栽培 a
有機

栽培 a
有機

栽培 a
有機

栽培 a
有機

栽培 a
有機

栽培 a
有機

栽培 a
有機

栽培 a
有機

栽培 a
水田稲作 0 0 0 10 0 0 0 0 33 0 80
穀類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ＋
豆類 0 20 0 ＋ 0.5 2 10 ＋ 4.5 ＋ ＋
イモ類 0 50 0 2 0.2 0 13 0.3 0 0 0.5
野菜類 0 70 0 1 6 3 30 15 10 10 1.6
果樹類 15 15 20 ＋ 0 ＋ ＋ ＋ 10 7.6
その他 30 - 0

合　計 45 155 20 13 6.7 5 53 15.3 47.5 20 89.7

（2）栽培されている伝統野菜など
　個別農家が栽培している品目ごとの品種名と栽培品種数を表 4 に示した。新規就農の果樹
農家 B は栽培品種数合計 7 でごく少ない。A、C、F および I は在来野菜を 10 ～ 12 品種栽
培している。A は他地域の伝統野菜を 5 品種栽培しているが、他農家はほとんど栽培して
いない。一般品種を 20 ～ 29 導入して積極的な営農を行っている A、C および H は栽培品
種数の合計が 31 ～ 37 で特に多い。H は台湾に友人がおり、台湾の品種の導入に努め、試作
を行っている。主な島野菜と果実、農地と有機肥料などの写真を図 2 に示した。
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表 4　栽培野菜の一覧（2010）

品目
栽培者

A 奄美 B 奄美 C 沖縄 D 沖縄 E 沖縄 F 沖縄 G 沖縄 H 沖縄 I 沖縄 J 沖縄
ダイコン 島ダイコン 青 首 ダ イ

コン
島 ダ イ コ
ン、 青 首
ダイコン

青 首 ダ イ
コン

島ダイコン、
青 首 ほ か
1 品種

約 10 品種
（台湾産）

青 首 ダ イ
コン

カブ 在 来 2 品
種

赤カブ（新
規）

葉菜 フダンソウ、
シ マ ナ、
ハンダマ、
ベ カ ナ、
チ リ メ ン
ナ 他 4 品
種

ホ ー レ ン
ソウ

ハ ン ダ マ
緑、 ハ ン
ダ マ 紫、
シ マ ナ、
レタス（台
湾 白 頭、
富島）

カ ラ シ ナ
（自生）

シ マ サ ン
チュウ（エ
ン サ イ ）、
ブ ラ ジ ル
ナ、 ム ラ
サ キ ツ ル
ナ

フダンソウ、
ホ ー レ ン
ソ ウ、 シ
マ ナ、 ハ
ンダマ

ホ ー レ ン
ソ ウ、 レ
タス、キャ
ベ ツ、 モ
ロヘイヤ、
ハーブ類

カ ラ シ ナ
（上海から）、
ハンダマ、
チシャ（ブ
ラジルナ）、
キャベツ、
セ ロ リ、
バジル、

ハンダマ、
エンサイ、
サ ン ト ウ
サ イ、 カ
ラ シ ナ、
キャベツ

フダンソウ、
ホ ー レ ン
ソ ウ、 ハ
ン ダ マ、
エンサイ、
パ ク チ ョ
イ、 コ マ
ツナ

シュンギク シュンギク、
ニガナ

花菜 ブロッコリー ブロッコリー ブロッコリー
トマト 桃 太 郎、

ミニトマト、
アロイトマト

ミ ニ ト マ
ト

トマト大

ナス 筑豊 中長ナス、
丸 ナ ス、
長ナス

1 品種 １品種 長 ナ ス、
丸ナス

長ナス（本
州産）

天田ナス、
黒田ナス

長ナス

トウガラシ 島 ト ウ ガ
ラシ

ピーマン ピーマン ピーマン、
島 ト ウ ガ
ラシ

島 ト ウ ガ
ラ シ、 台
湾 ト ウ ガ
ラ シ 2 品
種

島 ト ウ ガ
ラシ

カボチャ エ ビ ス、
ク リ カ ボ
チャ

カ ボ チ ャ
（トッチャ
フル）

テ ツ カ ブ
ト、 エ ビ
ス

パピオ 1 品種 1 品種 島カボチャ、
エビス

島カボチャ モ ッ カ ボ
チ ャ、 エ
ビ ス カ ボ
チャ

ウリ ニガウリ、
ヘ チ マ、
ヤスウリ、
ヘビウリ、
シ マ キ ュ
ウ リ、 ト
ウ ガ ン、
ア バ ス 系
白小型

島ウリ ヘ チ マ、
ゴーヤー、
島ウリ（ア
カゲウリ）

ゴ ー ヤ
(JA)、モー
ウ ィ、 ト
ウ ガ ン、
ヘチマ、

モ ー ウ ィ
（ キ ュ ウ
リ）、ゴー
ヤ ー、 島
ウリ

ゴーヤー、
モーウィ、
トウガン、
ヘチマ

トウガン、
ヘチマ（長
い、在来）、
ゴーヤー、
アカウリ、
キュウリ

ヘチマ（台
湾 か ら ）、
モーウィ、
トウガン、
ゴーヤー

モーウィ、
ヘ チ マ、
トウガン、
ゴーヤー

モーウィ、
キュウリ、
ヘ チ マ、
ゴーヤー

マメ インゲン、
エンドウ、
鬼 界 ソ ラ
マメ、ラッ
カ セ イ、
ササゲ

アズキ インゲン イ ン ゲ ン
（北海道）、
ジマミ

ナタマメ、
サヤマメ

イ ン ゲ ン
（ サ ヤ マ
メ、 ツ ル
ナシ）、ダ
イズ

シカクマメ
（ウリズン）、
インゲン

インゲン、
ダイズ

ミョウガ ショウガ
ネギ ハネギ 石 倉 根 深

ネギ
1 品種 2品種(大・

小）
二 十 日 ネ
ギ

二 十 日 ネ
ギ

島ネギ（ワ
ケギ？）

タマネギ ニ ン ニ ク
（中国から
導入）、島
ラッキョウ

島ラッキョ
ウ、 島 ニ
ンニク

ニ ン ニ ク
（大仁から）

タマネギ、
島ラッキョ
ウ、 島 ニ
ンニク

島 ラ ッ
キ ョ ウ、
島 ニ ン ニ
ク

島 ラ ッ
キョウ

島 ラ ッ
キョウ

ニンジン 島ニンジン 島ニンジン ニンジン赤 島 ニ ン ジ
ン赤

島 ニ ン ジ
ン

時 な し ニ
ンジン

五 寸 ニ ン
ジン

島ニンジン、
時なし赤
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ゴボウ 滝 川 ゴ ボ
ウ、 細 い
ゴボウ

サトイモ 石川早生、
赤 目、 エ
ビイモ

ナンヨウ、
チンヌク、
ハ ワ イ チ
ンヌク

2 品種 フ ィ リ ッ
ピ ン マ ー
ム

石川
（ＪＡから）

チ ン ロ ク
（長い）

１品種

サツマイモ 安納イモ テ ル マ、
沖縄100号、
インナヨウ、
紅 イ モ、
紅アカゴ、
小金イモ

ムラサキ ヨ ロ ン イ
モ、 ド マ
イクロウ

改良品種１ 沖縄100号

その他 ナ ガ イ モ
（コーシャ
マン）

フーチバー、
サ ク ナ、
ウ イ キ ョ
ウ、 西 洋
ワサビ

オ ク ラ、
ヤ マ イ モ

（手形、長
い）、タピ
オカ

ウ コ ン、
ヤ マ イ モ

（赤、白、ハ
ラ ヅ ラ ）、
タ ピ オ カ

（ブラジル、
オキナワ）

ナ ガ イ モ
（アフリカ
産）、フー
チ バ ー、
ウ イ キ ョ
ウ、ンジャ
ナ、 ン ス
ナバー

ジ ャ ガ イ
モ（男爵）、
ヤ マ イ モ

（赤・白）、
オ ク ラ、
ウ ィ キ ョ
ウ、 ア ワ
ユ キ セ ン
ダングサ

ジャガイモ、
サクナ（長
命草）、ク
ウ シ ン サ
イ、 ウ ン
スナバー、
オ オ タ ニ
ワタリ

オ ク ラ、
ニラ、チョ
ウ メ イ グ
サ、 島 シ
ソ

伝統野菜の
栽培品種数 12 4 9 5 4 10 7 7 10 9

他地域の伝
統野菜の栽
培品種数

5 0 2 0 0 1 1 0 0 0

一般野菜の
栽培品種数 20 3 20 13 12 13 18 29 15 12

栽培品種数
の　合計 37 7 31 18 16 24 26 36 25 21

イネ 千代錦（Ｊ
Ａ か ら ）、
台中 65 号

（MOAから）

台中 65 号 イ ネ、 ト
ウ モ ロ コ
シ

果樹 島ミカン、
キンカン、
タンカン、
バ ナ ナ、
パパイヤ

パ ッ シ ョ
ン フ ル ー
ツ（サマー
クイーン、
ル ビ ー ス
ター）、バ
ナ ナ（ オ
ガサワラ、
サ ン シ ャ
ク ）、 サ
ワ ー ポ メ
ロ、 タ ン
カ ン、 キ
ン カ ン、
スモモ

パパイヤ、
バ ン ジ ロ
ウ、クワ（2
品種）、バ
ナナ

パパイヤ バ ナ ナ、
パパイヤ

パパイヤ パパイヤ、
バナナ

マンゴー、
パパイヤ、
バ ナ ナ、
グアヴァ、
ス タ ー フ
ルーツ

パ イ ナ ッ
プル

太字は伝統野菜を示す。イモ類は野菜に加え、コムギは加えない。
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図 2　主な島野菜と果実

ａ ｂ

ｃ ｄ

ｅ ｆ
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（3）経営形態および有機肥料づくり
　経営形態および有機肥料と種苗の入手方法について表 5 にまとめた。奄美大島の A は両
親から独立して有機農業を営むことを当初から目的にし、いわば「新規就農」した中堅有機
農業者である。A は家畜を飼っているので、厩肥に山からの腐葉土、ススキ、雑草に鶏糞
と牛糞を混合して有機肥料をつくっている。市販の有機肥料を購入することはない。B は都
会からの、いわゆる I ターンの新規就農で有機農業者になることを目的に奄美大島に移住し
てきた。現在のところ専業とはいえ、所有地を持たないので、有機肥料は購入せざるを得な
い状況にあり、借地で果樹を栽培している。
　沖縄本島の有機農家は実質自給的農耕であるが、意欲の高い中高年が多い。専業といって
も C、I および J は退職後の専業であり、ほとんどが実質は小規模兼業農家と言って差し支
えない。堆肥づくりは MOA の仕様に従って糠や稲わらなどを用いて行っているので、自然
農法認証を受けている。この認証票は畑に表示されているので、安全で付加価値の高い作物
として盗難にあうこともある。E と F が海藻などを混合して堆肥づくりをしている点は興
味深い。すべての有機農業者は 1 名で、多くても家族１～２名を手伝いに耕作をしているに
すぎない。大都市がある京都や福岡の有機農家のように研修生を受け入れて、規模を拡大す
ることはしていない。

（4）種苗の自家採種と選抜および種苗の入手方法
　種苗の入手法についてみると、A は基本的には自家採種しているが、野口種苗研究所か
ら種子のインターネット販売を受け、大手会社のサカタ種苗・タキイ種苗および地元の村上
種苗・上原種苗からも購入している（表 5）。B は自家採種か種苗交換で入手していて、まっ
たく購入していない。沖縄本島では、基本的には自家採種しているのだが、必要に応じて種
子交換し、あるいは大中小の種苗会社・店から購入している。

a；カボチャ、キュウリ、b；トウガン、キュウリなど、c；パッションフルーツ、d；田イモ、e；ナス
など、f；サツマイモ、g；ハンダマ、h；マンゴーの仕立て、i；発酵有機肥料、j；勝連城下の有機農地。

ｉ ｊ
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表 5　経営形態および有機肥料と種苗の入手方法

項　　　目
栽　　培　　者

Ａ奄美 Ｂ奄美 Ｃ沖縄 Ｄ沖縄 Ｅ沖縄 Ｆ沖縄 Ｇ沖縄 Ｈ沖縄 Ｉ沖縄 Ｊ沖縄
経営形態 兼業 専業 専業 兼業 兼業 兼業 兼業 兼業 専業 専業
　専従者数 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2
　補助従事者数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
主従事者の農業経験年数 24 7 65 30 － ca.50 20 36 36 10
　（同有機農業経験年数） 17 7 8 20 － 16 10 17 36 3
　主従事者の年齢 42 ca.30 80 69 ca.60 74 80 ca.55 67 ca.60

家畜の飼育 ヤギ３頭、
鶏 10 羽 ねこ ない ない ない 鶏56羽、

ヤギ 2 頭 ない ない ない ない

有機農業 大半 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部
堆肥づくり 全部 ない 全部 全部 全部 全部 一部 一部 一部 －
ぼかしづくり ○ ○ ○
使用材料
　落葉・土など現地素材 ○ ○ ○ ○
　家庭生ごみ ○ ○
　おから ○
　糠・籾殻・稲わら ○ ○ ○ ○ ○
　菜種滓 ○（買う） ○ ○
　牛糞 ○（買う） ○
　ヤギ糞 ○ ○
　鶏糞 ○ ○（買う） ○
　海のにがり ○
緑肥の鋤き込み ○ ○ ○
有機肥料市販品の購入 ない 全部 ない ない ない ない 一部 一部 一部
種苗の入手法
　自家採取 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
　大種苗会社から購入 ○ ○ ○
　中小種苗会社から購入 ○ ○ ○ ○ ○
　種苗交換 ○ ○ ○ ○ ○

（5）有機野菜などの流通
　有機野菜などの流通販売については表 6 に示した。奄美大島の A は自給・贈答用のほか、
週当たり契約家庭 20 軒に庭先販売または配達し、さらにトマトを中心とした生産量の半数
は鹿児島県有機生産者組合に、11 月から翌 6 月にかけて出荷している。B はパッションフ
ルーツを提携家庭に宅配するほか、名瀬の青物市場に出荷、残りはジュースに自家加工して
販売している。
　沖縄本島の C は自家で加工販売するほかは中部チャンプルー市場に出荷、D は自給・贈
答用のほかは青物市場に出荷している。E、F および G は MOA などの団体に出荷している。
H、I および J は自家加工・販売のみである。すなわち、これらの生産物は主に自給・贈答
用であり、生産物に余裕があれば地域住民および観光客向けに販売されている。提携家庭、
特定の市場、無人販売、観光施設での販売が中心で、大きな市場に出荷してはいない。
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表 6　有機野菜などの流通

流通方法
栽　　培　　者

Ａ奄美 Ｂ奄美 Ｃ沖縄 Ｄ沖縄 Ｅ沖縄 Ｆ沖縄 Ｇ沖縄 Ｈ沖縄 Ｉ沖縄 Ｊ沖縄
庭先販売
　無人スタンド ○
直接販売
　提携宅配 ○（20 戸） ○
　消費者団体・生協 ○MOA ○ ○MOA

　青果市場 ○ 名瀬
中部チャ
ンプルー
市場

○

　自家加工・販売 ○ ○ ○ ○ ○

（6）調査事例
　自由な対話で得られた貴重な農事情報を事例として以下に記録しておきたい。

【調査事例１　Ａ奄美（42 歳）】

　農業大学を卒業後、アメリカの大規模トマト農家に研修に行き、さらに有機農家から技術
を学び、25 歳で有機農業を始めた。生き方としてできる限り自給自足に近づくように努め
ており、多くの人々との交流もあって、暮らしは楽しい。奄美で夏場に野菜を作ることがむ
ずかしい理由は、台風の来襲時期であり、病害虫も多く、一方、学校給食も休みで、野菜を
食べないので売れないからである。このため、夏の仕事はホテル警備とサーフィンの指導を
している。有機野菜は主に冬に栽培し、かごしま有機生産組合に出荷している。提携家庭
20 軒には 11 月から 6 月の間の毎週、配給するか取りに来てもらう。
　昔はイネを栽培していたが、減反政策に従ってサトウキビ栽培に転換し、30 ～ 40 年前か
らはサトウギビが主作物になった。経営の中心である改良品種の桃太郎トマトは自家採種を
し、時々更新もしている。挿し木で更新もしている。タキイ種苗の桃太郎トマトは栽培しに
くく、カタログからもなくなった。ミニトマト、アロイトマトは 10 年経っても劣化しない
というので、比較してみたい。種子はサカタ種苗やタキイ種苗のほか、野口種苗研究所か
ら、インターネット注文で購入する。また、地元の村上種苗と上原種苗からも購入してい
る。
　在来品種は気候に合っていて、代々栽培している。料理法も味も合っている。毎年栽培し
ているので、自家採種するのが当たり前のことで、栽培している理由を考えたことはない。
経済的には種子の価格が高いので、自家採種するのであろう。在来品種の種子を維持してい
る農家は老人が多い。誰が後を継ぐのか、公的機関も保存してほしい。今は近隣農家から種
子を分けてもらっている。シマニンジンとシマウリの種子を新潟の稲作農家のアマランサス
の種子と交換したが、播種する気にならなかった。元はコウヨウニンジンを栽培していた。
喜界ソラマメは小型で美味しい。サツマイモはアリモドキゾウムシの害で、出荷できない。
ハンダマ（水前寺菜）は挿し木で増やす。スイスチャードはフダンソウよりもよく、はやっ
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ている。島ミカンはシクァーサーに近い品種である。キンカンは正月の甘露煮用である。ヨ
モギ餅は 3 月 5 日に作り、日常は食べない。
　タンカンや野菜と鶏糞や牛糞を交換している。鶏 10 羽、肉用にヤギ 3 頭を飼育している。
土づくりは、サトウキビのキビトップ、搾りかすのケーキ、畜産農家から牛糞をもらい、堆
肥を作る。夏場に緑肥を鋤きこむ。EM 菌などの資材は使用していない。冬場は乾燥してい
るので、技術的に栽培しやすい。道路の法面から雑草が突然、増えるのが恐ろしい。
　農家 A の紹介で、慣行農家 K を訪問した。島ダイコンなど在来品種は 10 年前に両親が
健在のときには、多くあった。低価格の物が売れる。ジーマミは 2 品種あったが、小粒の方
が美味しい。美味しいパンを作るためにコムギを少し栽培している。島バナナの栽培を止め
て、アップルバナナなど世界から多くの品種を導入して、現在品種選抜を行っている。コー
ヒーも試作している。ソバ栽培をしてみたいので、ソバの種子がほしい。有機農業をしない
理由は、①雑草の生育が旺盛である、②害虫が多い、③病気が怖い、④台風による被害があ
ることである。消費者が有機生産物の良さを理解しないと、人件費が高く、有機農業は経営
的に引き合うようにはならないだろう。

【調査事例 2　Ｂ奄美（30 歳くらい）】

　神奈川県横浜市に居住し、デパート販売員をしていた。環境問題に疑問をもち、有機農
家を志し、衣料費や暖房費のかからない、暖かで静かな奄美大島に移住した。いわゆる I
ターンで、今後も都会の暮らしに戻る気はないという。長野で拾ってきた猫と暮らす。借家

（35,000 円）から自動車で 30 分ほどのところにビニールハウス（15a）を 8 年契約で借り、
ビニールシートを張りかえ、パッションフルーツの品種サマークイーン（80%）とルビース
ター（20%）を栽培している。最近、ハダニと黒いカイガラムシが発生するようになった。
パッションフルーツは毎年挿し芽する。美しい果実を得るために、果実を紐で結えて落下し
ないように気を付けている。有機肥料はまるい有機鶏糞、J オイルミルズ、菜種滓を混合し
て作る。生産物は名瀬の市場に 70％、有機郵パック 10％、残りの 20％は営農センターの同
期生 3 名でジュース（濃縮 200ml、500ml）に加工している。
　名瀬市営農センターで研修を受けたのち、ビニールハウスなどの無償借用支援、種苗の寄
贈を受けた。自家用にミニトマト、ホーレンソウを栽培している。借用畑（7,000 円）では
バナナとオリーブを試作している。バナナは品種名オガサワラ（草丈約３ｍ）とサンシャク

（草丈約 1.5 ｍ）を栽培している。バナナによる収入は 100,000 円ほどである。将来は防虫網
を張り、タンカンなどの柑橘類の果樹園にする予定である。
　近所に位置するサン奄美の店番の婦人は夫が定年退職後に沖縄から EM 菌キット一式を
取り寄せて、比較栽培をしたところ、EM 菌を使用した畑の方が味は良かった。しかし、夫
が体調を崩したので、有機農業は中断した。イノシシに食べられることが多く、害虫も多く
て対処できなかった。甲虫類は防除困難だが、カタツムリは除去しやすい。有機農業が困難
なのは、害虫が多く、雑草の生育が旺盛であるからだ。ちなみに、奄美空港では、パッショ
ンフルーツ 6 個入袋を 1,050 円で販売していた。
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【調査事例 3　Ｃ沖縄（80 歳）】

　有機農業は 1989 年に教員を退職後、本格的に始めた。陸上競技が趣味で今でも世界マス
ターズに参加している。熱帯果樹は良く育つが、温帯果樹は育たない。日本ナシは失敗し
た。台湾ナシは沖縄に適しているので、接ぎ木して、10 カ月かけて結実させている。アロ
エも出荷していた。ウイキョウは消毒剤にしている。パパイヤ 140 本はタイのチェンマイの
実生から育てている。パパイヤには雌雄の株がある。ライチの実はコウモリが食べる。サト
イモとバナナは雨期に強い。バナナ 84 本はブラジルおよび台湾の品種である。沖縄の主要
バナナ品種はオガサワラである。バナナは早熟で味が良い品種が望ましい。長い果実と短い
果実の品種を共に植えるが、育成管理が悪いとよく育たない。
　有機野菜の種苗は自分で探す。上等な品種の種子は価格が高いので、良い品種を退化させ
ないように気を付けて、自家採種している。在来品種の維持は種子を買わなくてもよいので
安くつくが、改良品種の種子は買うと高い。

【調査事例 4　Ｄ沖縄（歳 69）】

　MOA 認証を受けている。ヤマイモ５～６個で 30Kg も収穫できる 、タピオカを試作して
いる。ゴーヤは棚を作らずに、畑に這わせている。害虫が付かない品種を JA から買った。
自家採種する理由は、やわらく、丸く、苦いものが美味しいからである。作りやすいが、種
子は取れない。できるだけ、選抜して、自家採種している。したがって、有機種苗は特に要
らない。必要なら種子を購入するが、毎年、種子を購入することは望まない。ヤマイモは白
い品種が固くて、煮崩れせず、おいしい。他方、赤い品種は柔らかく、ケーキ用である。鶏
糞や牛糞は薬剤が入っているので、使用しない。アフリカマイマイはピーマンなど野菜を食
害するが、害虫駆除は実施していない。

【調査事例 5　Ｅ沖縄農家（60 歳くらい）】

　弟の土地で自給用に栽培しているが、一部の生産物を MOA の市場に出している。ブラジ
ルマンジュウイモ（タピオカ）は、ブラジルから来た人にもらった。塩を加えて蒸すと、胸
やけせず、味がよい。大仁農場から導入したニンニクは茹でたらおいしい。里芋は煮込みが
美味しい。沖縄のクジキンイモの球根から粉を採取する時に、屑が多く出る。このイモは花
が咲かない。
　山から腐葉土を採取してきて、海の苦汁と糠を土壌に混ぜて、時々上下反転する。この堆
肥を用いると、作物がよく育つ。土が固いので、有機物を沢山投入せねばならない。鳥害の
ほか、カメムシがキュウリを、アフリカマイマイがカボチャを著しく食害する。雑草は旺盛
に生育するので、除草作業は容易ではない。長雨もあるが、島なので水が不足して旱魃にな
る。台風で壊れるので棚は作らずに、地這いで栽培する。バナナとパパイヤは草取りをする
と枯死すると言われ、草取りもできず、施肥もしない。

【調査事例 6　Ｆ沖縄（74 歳）】

　MOA 大宜味農場は大規模に栽培することを勧めているが、収益を目的とはせずに、楽し
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みで有機栽培している。安心な作物は兄弟らに誇りをもって贈り、喜ばれている。自家から
少し離れた所に小面積の畑が崖上と崖下 4 カ所に分散している。海に近い畑では海藻も畑に
うない込んでいる。MOA 自然農法の認証を受けているので、作物が盗難にあう。自衛隊軍
用地内の畑では、小額の補償金を受け取っているので、二次植生の樹木を伐採できず、草丈
2m 以上の作物も栽培できない。軍用地内の措置に関しては原状復帰を求めることも、抗議
も論外とのことである。（戦場であったこの畑地の思い出は尽きず語られたが、省略する。）
今日も旧日本軍の地雷や不発弾があり、農道は分断されている。畑地は基地に沿って点在し
ている。アフリカマイマイやアメリカセンダングサはアメリカ軍弾薬庫から逸出したのであ
ろう。検疫がないので、サソリが入ってきたこともある。雑草の生育が早いので、手で除草
している。リュウキュウマツは松くい虫の被害に合い消滅し、今ではギンネムの林に置き換
わっている。
　ゴーヤは良い物が穫れるが、棚で栽培すると台風で被害を受け、播き直しが必要になるの
で、多目に自家採種して種子を保存しておく。また、地這いでも栽培する。品種は味と健
康・安全に留意して選んでいる。自家採種する理由は、播種時期に種子を入手できないから
である。海外で栽培、採種された種子が多く、自家採種の方が気候に適合していると考えて
いる。有機種苗の確保に関しては、後継者がいない場合は諦める。種子交換は行っている
が、大方は自家採種している。在来品種を保存するのは気候や土質に合い、環境耐性がある
からだ。JA でカボチャ（一代雑種 F1）とキャベツだけは購入している。インゲンマメは北
海道で購入した種子であり、沖縄では生育しないと言われた。3 年間試して、栽培が可能に
なった。種苗を買って栽培することがよくないことをこのことで学んだ。熱帯産の品種は栽
培が容易である。大きな畑で栽培した作物は美味しくない。小さい畑で個体をバラバラに栽
培したほうが美味しいものができる。ジーマミは酒のつまみに 0.13a ほど栽培している。ア
ルカリ土壌ではイモやニンジンは美味しくできない。

【調査事例 7　Ｇ沖縄（80 歳）】

　友人と 2 名で有機農業をしている。夫人は自然食の食堂を経営し、地域振興に熱意があ
る。茶葉を沖縄そばに加えると、塩味だけで美味しい。薬味の小ネギをたくさん載せる。食
べ物が悪いと体内が汚れる。腎臓機能が低下して、悪いものができ、病気の原因となる。西
欧医学には基本的な間違いもある。MOA 自然農法を宗教としてとらえたくはない。堆肥は
MOA ガイドラインに従って、雑草、カヤやススキに料理残渣を加え作っている。ボカシも
自家で作っているが、本部 1 号堆肥は購入している。除草剤は土地を荒らしていると考え、
使用していない。
　キャベツの栽培にはモンシロチョウなどの害虫対策のためにネットを張っている。アフリ
カマイマイを戦前は食べていたが、戦後急増した。冬も暖かい沖縄の環境に適合しているの
であるが、乾燥や塩には弱い。フクギの実はフクロウやカラスが食べる。
　有機種苗は自家採種している。市販の種苗は購入していないが、MOA 大宜味農場から購
入することはある。品種選択は作りやすさが一番である。シマニンジンやウイキョウの在来
種子は採種しやすい。市販種子は価格が高く、気温が高いからか発芽率が不安定で低い。
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【調査事例 8　Ｈ沖縄（55 歳くらい）】

　午前中は栄養士として老人ホームで、午後は MOA 大宜味農場で働いている。二男がアト
ピーであったので、有機農業により食料自給を始めたところ、すぐに改善した。ダイズは 9
月に播種する。完熟マンゴーは美味しい。
　自家採種を基本としながら、タキイ種苗や名護市の比嘉種苗から種苗を購入している。肥
料はおおよそ自家製造しているが、ぼかし用の油粕と米糠（一部）は購入している。野菜な
どの種子は選抜していないが、２期作のイネは穂で選抜している。千代錦は JA で苗を購入
し、台中 65 号は MOA 大宜味農場から購入した。導入した品種でも栽培を続けていると土
地になじんでくるので、自家生産したものは美味しい。在来品種は病気にならず、収量が
多く、美味しい。中国産の品種は味気がなかったが、10 年栽培した結果、味がよくなった。
台湾に栄養士の友人がいるので、有機農業の技術交流をしている。外国産はブロッコリーと
カラシナである。在来種子の交換はメンバー間でしている。在来のトウナバに代替して、変
わったカラシナを導入したが、美味しくなかった。種子代は高いので、少ししか購入せず、
在来品種を自家採種している。たとえば、パパイヤの種子は 700 円で買ったが、袋にはおお
よそ 10 粒しか入ってなかった。
　最近では台風が来ないので、その対策をしていない。ジャンボタニシにはキャベツを餌と
して与え、若いイネ苗を保護し、その後は雑草を食べさせる。余分のジャンボタニシは取り
除き、袋に入れておくと死ぬ。除草剤や防虫剤を施用しないですむ。

【調査事例 9　Ｉ沖縄（67 歳）】

　名護市から石垣島に移って 20 年、その後、MOA 大宜味農場に勤務し、トマトなどを栽
培してきた。退職後、パイナップル畑を坪あたり 1,700 円で購入して、野菜 10a、果樹 10a
を作付している。ハウス栽培のマンゴーを中心に有機農業を始めた。パパイヤ 10 本、バナ
ナ 10 本、グアバ 4 本も試作栽培している。できるだけ自家採種を行っているが、サカタ種
苗のカタログから注文し、間に合わせに JA で葉菜種子を購入する。自家採種できなかった
ので、ローゼルを購入したが、210 円で 15 粒は値が高い。発芽率は 80%と記載されていた
が、50%しか出なかった。雨が多く、カビが生じて発芽が悪かったのかもしれない。
　品種選定は味がよく、暑さに耐性があるものにしている。台風に関しては気にしていな
い。改良品種は病弱になっている。自家採種したほうが地域環境に適応している。ヤブダイ
コンは花が咲いてもスがはいらない。地域名の付いた品種は強いと思う。自家採種は見た目
で判断して実が大きいものを選抜している。在来品種は残したいが、次第になくなり、価格
の高い改良品種を購入せざるを得ない。購入した品種でも、その後は自家採種して固定した
いと考えて、地域の気候に合うものを残してきた。たねの交換会は実施している。大宜味村
ではソバがよく収穫できている。マンゴーは生育が早く、剪定して誘引し、管理しやすい樹
型にしている。炭疽病と害虫を防除せねばならない。発生するキドクガは手で潰している。
サツマイモはイノシシに食べられるので作付しない。イモゾウムシの食害にあうと市販でき
なくなる。ボカシは島本微生物から発酵菌を購入し、米糠や油かすを混合して作っている。
アフリカマイマイはあまりいない。
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　夫人は料理好きで自然食料理教室を開催している。口コミで伝わり、那覇方面から受講者
が来るので、月に 3 グループを受け入れている。スターフルーツも料理に入れる。
生産したマンゴーも野菜も口コミによる購入者と料理教室受講者だけで売り切れてしまう。

【調査事例 10　Ｊ沖縄（55 歳くらい）】

　大病を患ってから、MOA 自然農法に加わった。品種は土地に合うものを選んでいる。大
宜味農場の営農指導を受け、先輩に習って栽培している。学習会には 10 名ほどが参加して、
種子も分けてもらう。イネの品種は役場で提供された後は自家採種している。自家採種では
良い実を選ぶ。種子は呼吸しているので、紙袋に入れて冷蔵庫で保存している。在来品種は
ほしいが、購入できる店がない。インターネットでも入手できるらしいが、種子は JA 店で
購入する。
　紅イモは読谷で栽培したようにきれいな発色はない、土壌条件が異なるからであろう。ブ
ラジル野菜は害虫が付かずに、よく収穫できる。農薬は与えなくても、カメムシは減ってき
た。雑草が害虫予防に役立っている。徐々に化成肥料を減らして、有機肥料に転換してき
た。

【調査事例 11　MOA 大宜味農場】

　MOA 大宜味農場で開催している「春の瑞泉郷祭～健康長寿を考える」では村民を交えて
自然農法の畑を紹介し、セミナーや収穫体験をしている。将来は長寿村・大宜味村の祭りに
発展させたい。
　草生栽培は雑草と作物を一緒に栽培する手法で、2001 年から実施されている。小動物や
天敵が多く見られて害虫があまり増えなくなった。雑草が害虫により食害を受け、作物への
食害が減少した。自然農法だから元々収量は少ないので、草生栽培によって収量が大きく減
少することはない。ヨトウムシは手で潰す。ナメクジが多く、防除が課題である。
　水田は 10a あり大仁農場で改良したイネ 3 系統を試作している。台中 65 号は固定途中で
ある。コムギとダイズは 6a に畑で輪作している。エダマメは作りにくい。サツマイモは子
ども向けの農業体験用に 6a 栽培している。この他に野菜 70a、果樹 30a を栽培している。
ピーマンの生産団地がある。トマトはトマトサビダニの防除を考えて、果数の多いミニトマ
ト 3a に換えた。コナジラミ、タバコガの害も出ている。セッカやシロハラなどはトマトの
大玉が好きで鳥害を与えている。パッションフルーツはカラスとネズミの害にあっている。
　在来品種の保存はしたいが、各農家に期待して保存していない。シカクマメ、カボチャ、
ヘチマおよびニガウリの種子は保存しているが、他の人々が栽培しているし、栽培体系が変
わったので、栽培を中止している。品種は気候や粘土質の土壌を考えて地域や農地に合うも
のを選んでいる。ソルゴーは土作り用に栽培している。

４．考　　察

　亜熱帯の南西諸島は海上の道を構成している。中国やフィリピンから台湾を経て島伝い
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に南方の文化が伝播し、また、栽培植物も受容されてきた。長い歴史の中でこれらは変容
し、個々の島の地域固有性が形成され、島野菜と熱帯作物の在来品種が維持されてきた。亜
熱帯気候において多様な生物が旺盛に生育することは、雑草や害虫にとっても同様のことで
ある。また、土壌中の有機物の分解が早く、台風ほかの降雨による土壌侵食も著しい。この
ような環境条件下では大規模な有機農業の実施はとても困難なので、ホームガーデンにおけ
る自給用の有機農業が行われているといってよい。自給自足的な農耕を行っていた時期には
沖縄県読谷村では、豚の屎尿を薄め、あるいは牛・豚の厩肥を畑に施用し、南城市旧玉城村
ではマメ科のクロヨナ（ウカファ）の葉を水田の有機肥料・元肥にしていた。土壌の種類は
マージ、クチャおよびジャーガル（さらにシルチジャガールとクルチジャガールに分けられ
る）に伝統的に分類されており、これらの土質によって肥料の量が調整される。沖縄では減
反政策の後、水田が著しく減少し、サトウキビに置き換えられてきた。このような伝統的知
識が失われていくことを長老たちは憂えている（当山・安渓 2009、早石・渡久地 2010）。
　草生栽培は豊かで多様な生物相と共存するために生み出された技術といえる。島野菜とい
う在来品種を多く維持しているのは、このような地域環境下での小規模栽培に適合している
からである。他地域の伝統品種を導入して、大消費地向けの商品化に力を入れていないの
は、離島という制限要因による。言い換えれば、亜熱帯の旺盛な生命環境の下では、サトウ
キビ栽培や畜産はある程度規模拡大して産業化できるが、在来野菜は産業というより生業、
自給・贈答用であり、むしろ個人が選択した生活様式としての有機農法の実践であろう。山
梨県上野原町棡原の穀菜食による長寿（古守 1975）と沖縄県の豚肉を含む野菜中心の長寿
は肉食の是非を含め論争があったが、現在は両地域とも肉食が多くなり長寿ではなくなりつ
つある（西大 2008a、2008b）。しかしながら、それぞれの地域で少数ながら伝統食を実践し、
再び普及する試みがあることに期待したい。
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（補論）栽培植物の生物文化多様性の意義

―生業プラスの有機ホームガーデン

（1）はじめに
　生物多様性条約第 10 回締約国会議（2010）が名古屋で開催されたので、急遽、生物多様
性の保全が日本のメディアをにぎわした。日本の場合は野生動植物の種の多様性や「里山」
保全に大きな関心が寄せられ、レッド・データブックに掲載されることが、まるで珍奇です
ばらしいことのように、論じられているとさえ思われ、生物多様性保全への理解の底の浅さ
が疑われた。生物多様性条約には大きく 3 つの目的があり、生物の多様性保全はもちろん第
1 目的であるが、第 2 は生物資源の持続的利用、第 3 に利益の公正な分配であり、現実は第
2 と第 3 が国際社会の強い関心事であった。さらに深く課題を探ると、ムーニー（1979）が
早くから種子（遺伝資源）の保存と利用に関して、とりわけ在来品種が遺伝的侵食によって
失われ、改良品種の寡占化・画一化するという国際問題に関して的確な提起をしていた。し
かしながら、この問題はその後深められることが少なく、自然の生態系レベルや野生種レベ
ルの生物多様性および遺伝子組み換え作物の問題（天笠 2009）に主要な論点が置かれ、こ
の間にある栽培植物や家畜という人間に近いところの農耕地生態系や種内レベル（在来品
種）の生物多様性および、必然的に関わる人間の文化多様性との関わりが見過ごされてき
た。里山保全の課題も何十年来、地域住民や市民活動団体による地道な実践がなされてきた
が、このような現場での優れた活動とは関わりなく、その検証も評価もせずに、国家政策的
な里山イニシアティヴなるものが国際的に提案された（宇田川 2000、農業と経済 2010 年 9
月号など多数）。
　日本各地で栽培されてきた野菜在来品種の系譜の研究を深めた青葉（1979、1981）は育種
素材としての、また、伝統的な在来品種と栽培技術の文化財としての重要性を認め、これら
の保全が疎かにされていることを課題だと指摘してきた。生物多様性条約の中でも先住民や
小規模農家の伝統的な知識、技術、これらの文化複合に関して記述はあるが、これを一層明
確にした国際条約が食料農業植物遺伝資源国際条約（2001）である。種子に関する農民の権
利に関しては西川（2005）によって論じられているが、日本はこの条約をいまだに批准して
いない。この状況を見て生物多様性市民ネットワーク（CBD 市民ネット）・人々とたねの未
来作業部会は学習、普及および提言活動を行ったのである。Bioversity　International が発
効してきた Geneflow の日本版を名古屋大学、筑波大学および東京学芸大学の作業部会関係
者で発行して生物多様性条約第 10 回締約国会議で提言と共に配布した。

（2）聴取り調査をした有機農家の特色
　この 3 年間に、京都府、長崎県島原半島、福岡県、鹿児島県奄美大島および沖縄県沖縄本
島において有機農家を訪問して聴取り調査を行った。この調査方法は質的なものであり、農
家数が多くはないので、統計的実証に不十分であると考えられるが、数量化可能な営農形態
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（23 戸）に関して、統計ソフト PASW Statistics（ver.18）により箱髭図（図 1）、偏相関（表
1）、層別クラスターなどの分析を試みた。
　層別クラスター（単一連結法）によると、第 1 群；中規模営農（1 戸、7.63ha）、第 2 群；
小規模営農（5 戸、1.45 ～ 2.55ha）および第 3 群；自給的営農（16 戸、0.05 ～ 0.90ha）に類
型化できた。第 1 群は研修生を受け入れて積極的に規模拡大を図り、合鴨農法によって営農
している福岡の 1 戸である。第 2 群は在来品種を保存しながら、ボランティアや研修生を受
け入れ、都市的な営農方法で提携家庭に有機野菜を配達している。第 3 群は主に沖縄の自給
的営農で、家族のみで行われており、現状でも島野菜の在来品種を保存している。第 1 群お
よび第 2 群も在来品種や他地域の伝統的品種（在来品種）を栽培しているが、主眼は有機野
菜にあり、在来品種にあるのではなかった。図 1 によれば、有機栽培による野菜の在来品種
および伝統品種の栽培面積と保存数は、長崎の種子保存に熱意をもつ 1 戸が飛びぬけて多
い。ここで言う伝統品種とは他地域の在来品種でありながら全国に広がっている品種のこと
である。在来品種や伝統品種の栽培数は大きな幅を示していないが、有機栽培する一般品種
数は相応の幅があり、当然ながら栽培品種数合計も同様の傾向を示した。
　有機農業をめぐる事項の偏相関分析（表 1）によれば、慣行農法による稲作栽培面積

（慣行水田）と慣行農法による野菜栽培面積（慣行野菜）は 1％レベルで有為な正の相関
（r=0.703）がある。有機農法による稲作栽培面積（有機水田）は有機農法による穀物栽培
面積（有機穀物）と 1％レベルで有為な正の相関（r=0.866）、有機農法による野菜栽培面積

（有機野菜）および伝統的品種栽培数（伝統品種）とはともに負の相関（1%レベルで r= －
0.579、r= － 0.614）が認められた。有機穀物栽培面積（有機穀物）は有機野菜栽培面積（有
機野菜）と負の相関（1%レベルで r= － 0.643）、伝統的品種栽培数（伝統品種）とも負の相
関（5%レベルで r= － 0.465）を示した。有機野菜栽培面積（有機野菜）は伝統品種栽培数

（伝統品種）と正の相関（1%レベルで r=0.577）があった。在来品種栽培数（在来品種）は
一般品種栽培数（一般品種）と負の相関（5%レベルで r= － 0.449）があった。
　これらのことから、慣行農法では稲作と野菜栽培が共存するが、有機農法では稲作と野菜
栽培は両立せず、伝統品種も保存されにくい。有機農法による野菜栽培は伝統品種を活用し
ているが、在来品種は大方の事項と相関が低い。したがって、在来品種は経営形態とは関わ
りが弱く、この保存のためには在来品種をホームガーデンで保存する、あるいは自家採種す
るという強い意識が必要であると考えられる。このことはささやかな経済的インセンティヴ
で引き起こされる行為ではなく、環境に関する歴史的記憶あるいは地域固有の伝統文化に
よって強く銘記されていることである。



-51-

図 1　有機栽培している在来品種数などに関する箱髭図

表 1　有機栽培している在来品種数などに関する偏相関分析

事項 慣行
水田

有機
水田

有機
穀物

慣行
野菜

有機
野菜

有機
経験 年齢 在来

品種
伝統
品種

一般
品種

慣行水田  1.000 -0.384 -0.243 0.703** -0.380 0.216 0.013 -0.251 -0.229 -0.030
有機水田 -0.384 1.000 0.866** -0.321 -0.579** -0.237 -0.086 0.123 -0.614** -0.233
有機穀物 -0.243 0.866** 1.000 -0.226 -0.643** -0.191 0.138 0.155 -0.465* -0.161
慣行野菜 0.703** -0.321 -0.226 1.000 -0.265 0.008 -0.046 -0.066 -0.133 -0.232
有機野菜 -0.380 -0.579** -0.643** -0.265 1.000 0.158 0.107 -0.023 0.577** 0.076
有機経験 0.216 -0.237 -0.191 0.008 0.158 1.000 0.266 -0.103 0.119 0.316
年齢 0.013 -0.086 0.138 -0.046 0.107 0.266 1.000 -0.103 0.119 0.316
在来品種 -0.251 0.123 0.155 -0.066 -0.023 -0.156 -0.103 1.000 0.023 -0.449*
伝統品種 -0.229 -0.614** -0.465* -0.133 0.577** 0.032 0.119 0.023 1.000 0.414
一般品種 -0.030 -0.233 -0.161 -0.232 0.076 0.005 0.316 -0.449* 0.414 1.000
制御変数：栽培面積と農業経験年数

（3）在来品種の種子保全の重要性 
　栽培植物の種レベルの多様性、種内レベル＝在来品種の生物多様性、農耕地生態系の種の
多様化と生物群集としての共存・共生、これらに加えて小規模農家・先住民の在来品種をめ
ぐる地域固有の生物文化多様性の保全、さらに今後は、市民などによるホームガーデンやコ
ミュニティ・ファームの可能性を積極的に探る必要がある。生命ある種子（たね）としての
重要さ、自家採種による在来品種は遺伝的に雑駁で緩やかな固定により、多様な変異を含ん
でいる点に小進化の可能性を有している。在来品種は地域環境に適応してきた地域固有の変
異を蓄積した品種と言い換えてもよい。
　少量でも多種多品目を栽培、売るためより家族や友人に贈るために小規模な農耕をしてい
る自給農家にとって種子代はかなり高いといえる。種子の自家採種保存、自給すなわち生業
プラス＝もう一つの農耕の復権、収量よりも安全な農作物、言い換えれば、小規模ないし中
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規模の有機農法や自然農法は持続可能であり、雑草や害虫との共存による草生栽培も有効な
技術として発展するように期待したい。市民と農家レベルの在来品種の保存には保存方法の
確立と市民組織のネットワークづくりが求められる。小規模自給農家や市民菜園家による、
いわば「楽農」は有効な生活手段であり、ライフスタイルでもありうる。さらに、他生物種
の多様性への配慮、いいかえればトランスパーソナルエコロジーの考え方に寄り添う方向を
配慮しておきたい。
　これら 3 年間の調査研究で有機農家から学んだ成果を日本有機農業研究会シンポジウム

「伝統野菜・在来品種を引き継ぐ」（2010.11.23.）で報告したので、発表原稿を資料 1 として
文末に掲げる。

（4）人々とたねの未来作業部会の生物多様性条約COP10への提言
　スーザン・ジョージ（2002）は WTO（世界貿易機関）を批判して、超国家的企業の利益
を優先すると世界はすべてが商品となり、精神を画一化し、小規模農業を破滅させ、文化を
同質化し、環境を荒廃させるなどの弊害が生じるとしている。たとえば、農家や職人の技
術・知識および先住民の伝統的知識を公正に評価し、対価を払っていない。さらに、TRIPS

（知的所有権の貿易関連の側面に関する）協定を批判し、種子を含む生命体の特許化を可能
にし、遺伝子組み換え作物や、アグリビジネスを行う超国家的企業の取得した種子を保護す
るために使われる点が問題であると指摘している。
　世界的な生物多様性保全戦略の中で、日本において大きく取り落とされている保全対象・
内容は栽培植物（や家畜）の在来品種の生物文化多様性とその種子保存の重要さである。
ヴァンダナ・シヴァ（1997）やスーザン・ジョージ（2002、2006、2010）が問いかけてきた
ように、超国家企業による改良品種の寡占・画一化や国際貿易における食糧のコントロール
は商業主義・拝金主義という精神のモノカルチャー、人災ともいえる飢餓を引き起こしてき
た。先住民や小規模農家の維持してきた伝統的な農耕に関する知識体系や在来品種の種子、
言い換えれば栽培植物の生物文化多様性を保全することを明確にしている食料農業植物遺伝
資源国際条約の検討が必要である。このため、名古屋（2010）で開催された生物多様性条約
締約国会議 COP10 へ CBD 市民ネット・人々とたねの未来作業部会として提言を行うこと
にした。3 年間のフィールド調査の成果は、有機農家から学んだこととして、この提言に影
響を及ぼした。CBD 市民ネット・人々とたねの未来作業部会から、国連に植物は等しく生
き物として尊重されるべきで、各国政府に在来品種の種子を保全するための戦略づくりを行
い、農業団体に伝統的知識体系や農耕文化に尊敬の念をもち、在来品種のたねの持続的利用
を認め、日本政府に食糧農業植物遺伝資源条約の批准、市民に人々とたねの未来のために地
域的に市民種子銀行をつくることを提案した。 この提言の日本語および英語版を資料 2 と
して文末に掲げておく。
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《資料１》 「栽培植物の生物文化多様性の意義～生業プラスの有機ホームガーデン」　日本有

機農業研究会シンポジウム「伝統野菜・在来品種を引き継ぐ」（2010 年 11 月 23 日、東京）

における発表資料
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《資料２》生物多様性市民ネットワーク（CBD 市民ネット）・たねの未来部会の生物多様性

条約会議 COP10 に対する提言（2010 年 10 月、名古屋）
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第 4章

広島県農業ジーンバンクと地域に
おける植物遺伝資源利用の振興

調査・執筆

西川　芳昭
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１.　はじめに―本章の調査目的と調査方法

　広島県農業ジーンバンクは平成元年 12 月に設立され、平成 15 年度からは県農業関係団体
の統合にともない、財団法人広島県農林振興センターが運営を行っている。当初の設置目的
は、地域戦略作物や新品種開発のための育種素材である植物遺伝資源を収集、保存管理する
ためであり、一義的には広島県（農業技術センター）や県内の育種家、大学への遺伝資源の
提供も行ってきた。ただ、このジーンバンクには国のジーンバンクと異なる大きな点があ
る。それは、種子の貸し出し事業とも呼ばれる保存している品種および種子の農家への直接
提供である。10 年以上前に始められたこのシステムは、現在も毎年 200 点程度が利用され
ている。最近では地産地消の取組みと共に在来品種が改めて見直されるなかで、地域特産品
づくりなど直接生産者による種子の利用を支援している。本報告では、このジーンバンクの
設立の経緯と最近の動きを関係者からの聴き取りを中心にまとめた。

２.　広島県農業ジーンバンクの発足

　広島県農業ジーンバンクは、平成元年 12 月に県農業技術センターに設立され、平成 15 年
度から県農業関係団体への統合にともない、財団法人広島農林振興センターが運営してい
る。設立の目的は、産地間競争に対応すべく地域戦略作物や新品種を開発し、多品目集約型
の農業を確立することであった。そこで、「ひろしま 2001 年育種計画」が策定され、育種素
材である植物遺伝資源を収集し、長期及び短期貯蔵・保存管理をするための広島県農林振興
センター・農業ジーンバンク事業が計画された。（ジーンバンクホームページより）。
　広島県のジーンバンクの歴史は広島県農林振興センター・農業ジーンバンク、さらには戦
時中からあった広島市開拓組合の存在にさかのぼる。組合の解散にあたって資金を有効活用
するためにジーンバンクを設立しようというアイディアが持ち上がった。国ではなく、県独
自でジーンバンクをもつことによって、広島にある地域ごとの多様な特徴を持つ在来品種も
活かすことができるのではないか、と考えられ、基金をもとに財団法人によるジーンバンク
経営が行われた。そのなかで、当時７％近くあった利子を活用しようと、遺伝資源の収集が
注目されるようになった。種子収集を行うのであれば、農家との連携が必要という意見が当
初から挙がっていた。ただ採種をするのではなく、種採りや保存用には発芽率の高い種子が
ジーンバンクに必要ということが指摘されたが、研究用の予算が不足していたために、まず
は収集を目標にするということが結論として出された。収集は地域の農家からの提供だけで
なく、広島県農業技術センターや県内の育種家、大学からも協力を得られた。
　その後、野菜専門だった沖森當氏が事業に加わり、野菜の品種が収集されるようになった。
その当時は、ただ種子が送られてくるのを待っていればよい、というのがジーンバンク側の
姿勢だったが、沖森當氏はこれに違和感をもち、それぞれの地域の責任者を選出し、地域に
出向いての収集を実践するべきであると訴えた。このことが平成４年から始まった「県内植
物遺伝資源の探索・収集ローラー３か年作戦」へとつながる。
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３．ローラー作戦―沖森當氏へのインタビューを中心に―

　平成４年から３年間ローラー作戦が実施され、547 点の種子が収集された。その中には、
貴重なもので既に消滅しているものも確認されている（ローラー３か年作戦報告書より）。
県の事業としては、保存や管理だけではなく、地域農業の振興に役立てることが期待されて
いた。
　探索の方法に特色があった。ジーンバンクの職員が直接探索を行ったわけではない。これ
には、もちろんそのような事業を行うのに充分なスタッフがジーンバンクに存在しなかった
ことが第一の理由であろうが、地域事情に精通した元普及員が県内 10 地域から 1 名ずつ委
嘱され、農協の婦人部や老人クラブなどの地域団体の協力も得て実施された。沖森氏は、近
代化によって在来種が消滅しつつある現状を目の当たりにし、広島県の農業振興を促すため
にも積極的な在来種の収集の必要性を確信していたと述懐する。そこで、ローラー作戦の計
画書を提出し、収集する種子を指示しただけでなく、自らも研究員や元普及員と農家を訪れ
ては種子を譲ってもらうお願いをした。実際に集めた種子で既に交雑しているものもあった
と思われるが、何よりもその当時は集めて保管をしないとその遺伝資源自体が消えてしまう
という危機感の方が強かった。　
　
　収集の仕方
　収集作業は決して容易なものではなかった。ラジオや農協を通して宣伝をし、種子の提供
を呼びかけた。中にはラジオを聞いて、わざわざ自分の家の種子を持ってきてくれる農家も
いた。ローラー作戦を行ううえで、まずはその地域の老人会などを介して情報を収集し、品
種を持っていると紹介された農家にその後直接連絡をとるというケースが多かった。また、
農協や婦人部からの協力や連携があり、個人の家庭菜園で育てているところに関するアドバ
イスを多くもらえたという。しかし、最初は目標であった一年に 150 点（イネ、雑穀を含む）
を達成するのは厳しい状況だった。幸いにも、大学から研究用で集められた多くのイネの品
種が譲られたことなどがあったが、生産者から種子を集めることが一番苦労し、一番楽しか
った、と沖森氏は当時を振り返る。
　開始当初に軌道に乗らなかった理由としては、自分たちの伝統品種を外に出したくないと
いうことで、最後まで断固として提供を拒んだ人が多くいたことがある。例えば、ある家で
長年選抜をして育てられたシソの種子は、親戚３軒には分けられたが、代々から外の者には
絶対に種子を出してはいけないといわれていたという。この場合、提供を拒んだのは、販売
目的で種子を利用していたからではなく、あくまでも家の伝統であったからという理由が大
きかった。また、新しい作物品種研究をしているという印象が強いジーンバンクに対する反
発もあったために提供を拒否した人も多かったかもしれない。
　発足時は苦労したものの、ローラー作戦は少しずつ軌道に乗り始めていった。始めは断っ
ていた農家でも後に協力的になってくれた人も中にはいた。青大きゅうりを栽培していたあ
る農家がその一例である。その家の奥さんが福山から嫁いできたときに青大きゅうりの種子
を嫁入り道具として持って来たことが発端となって、その農家では栽培が始まった。種子を
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他の家に出すことはできないという姿勢を貫き通していたが、新聞に「幻のきゅうり」とし
て青大きゅうりが取り上げられていたのを見た後、その品種が消滅することに危機感を覚え
た農家は種子をジーンバンクに提供することを決めた。このように、メディアや外からの影
響によって、自分たちの種子とその保存の大切さに農家が気づかされることもあったようで
ある。
　以下がその当時の収集結果である。収集した遺伝資源情報は 130 種 547 点であり、そのう
ち収集点数は 387 点であった（以下（　）数字で表記）。内訳やそれぞれの特徴は表１の通
りである。これらの種子はパスポートデータを整理し、発芽調査を行なった上で、乾燥して
貯蔵された。注目すべき点は、遺伝資源を提供した人が何らかの理由でその遺伝資源を失っ
た場合は申し出により種子の一部を返却することになっていたことである。さらに、すでに
滅失が確認された品種については、滅失所在情報として記録された。

表１．ローラー作戦の収集結果：主な収集遺伝資源の種類と点数

種類名：種類数と点数

内訳例 品種例／在来名（来歴）
稲類　1 種 12 点（12）

赤もち・津波在来（大正末期から栽培）
赤米・三次在来（島根県で発見・栽培→三次市の黒田明憲氏が譲り受ける）

麦類 2 種 16 点（16）
ダンゴ麦（大麦）（12）

えん麦（2）
相田在来（広島市安佐南区相田の横山氏が安芸郡坂町の梶尾氏から入手）
――――

豆類 4 種 44 点 (44)
大豆（14）

小豆（25）

オオヤブツルアズキ（3）
落花生（2）

竹原市田万里町の青大豆
石原再来の黒大豆
世羅郡世羅町東神崎在来の赤大豆
三良坂在来の８月大豆
夏小豆・船木在来
夏小豆・下志和地在来
夏小豆・美土里在来
麻跡小豆・戸谷在来
陰小豆（昭和 20 年代中頃までは県の中北部地帯に広く栽培される。芸
北町、三次市内で保存、収集される）
――――
庄原市東本町在来（昭和 20 年以来、韓国産として栽培されていた）

雑穀・特用作物 17 種 53 点（53）
きび（17）
そば（7）
わた（2）

志和在来 [ もちきび ]
――――
向江田在来

牧草・飼料作物 2 種 5 点（5）
果樹類 42 種 121 点（2）
落葉果樹 10 種 40 品種
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柿（22）
ほんあんず（2）

欧洲葡萄（3）

西条柿
――――
ピオーネ
マスカットベリー A

常緑果樹 33 種 79 品種

早生温州（10）
温州蜜柑（9）

ワシントンネーブル（11）
クレメンティン

オレンジ（7）
はっさく（2）

――――
（これらの多くは因島市田熊町の岡野氏が保存した品種）
三宝柑 ( 江戸時代からのもので和歌山城内に原木がある）
――――
――――

（アルジェリア原産の実生から発生）
マッカーサーオレンジ（田中長三朗博士が命名）
農間紅八朔（御調郡向島町岩子島の農間氏の八朔の枝変り）
八朔 No.55（因島市中ノ庄町の松浦氏が所有のもの）

野菜類 43 種 264 点（250）
胡瓜（9）

甜瓜（4）

日本南瓜（5）

西洋南瓜（2）
ほうれんそう（6）

葱（13）
漬菜（10）

芥菜

野生芥子菜
春菊（12）

紫蘇（28）
レタス

アスパラガス（3）
ウド（1）
牛蒡（5）
大根（7）

蕪（50）

青大きゅうり（福山市草戸町の谷口系）
白胡瓜岩石在来（神石郡神石町）
白胡瓜平子産（西城町小鳥原の畑本氏が保存している原種を平子で採
種したもの）
鹿川在来（江田島町、能美町在来の甜瓜で、栽培は鹿川が古い）
津久茂在来（江田島町、能美町在来の甜瓜で、栽培は鹿川が古い）
田尻南瓜（4）
木原南瓜（1）
――――
温品高陽在来
灰塚在来
川内・深川在来
勝木在来
川内在来
九条浅黄系品種：観音葱
近江菜（5）　（三次市とその周辺部で栽培）
広島菜（5）（4 点は各種苗店が原種）
広島紫高菜
寺戸高菜
ちゅうじゃく

（蒲刈町 , 下蒲刈町に野生化したもの）
「於多福」
ベト知らず（県農試で選抜育成した品種）
赤しそ・可部東在来

「青掻きちしゃ」寺家在来
――――
畠田ウド（愛知県から美土里町畠田に導入された）
葉牛蒡（広島市観音町で茎専用品種として選抜されてきた系統）
野生・初神（蒲刈町に野生化）
恋が浜（蒲刈町に野生化）
岩国赤（明治の初年晩生聖護院と中国の紅赤との自然交雑による）
笹木三月子（広島市西区三條町一帯で栽培されていた春大根の一種で
ある三月子と聖護院の自然交雑したものを笹木氏が固定させた）
太田かぶ
野生かぶ

花き・緑化植物 18 種 32 点（11）

ローラー３か年作戦報告書を参考に調査者が作成。
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４．現在の新しい事業―船越建明氏へのインタビューと資料をもとに―

　広島の野菜の普及促進事業として、平成 21 年度に「広島お宝野菜で地域農業の活力向上
を」という 3 年間の新しいプロジェクトが始まった。農業ジーンバンクには約 18,000 点も
の種子が遺伝資源として保管されており、それらを保管することだけに留めるのではなく、
生産者に再び活用してもらい、さらに流通業者に紹介することでこれらの遺伝資源の利用を
復活させる、というのが事業発足の目的である。事業の主な内容としては、各品種・品目の
特性調査から始まり、広島お宝野菜の選定と増殖、その栽培促進の三段階に分けることが
できる。年間約 500 点ずつ、3 年間で 1,500 点を調査する予定である。この期間中は毎年約
400 万円の予算が確保されており、補助者を含めた人件費に充てられている。
　新事業の背景には地域野菜の栽培後継者の減少がある。現在、広島には約 200 の農業法人
が存在するが、高齢化によって単独農家の数が減少傾向にある。個人で経営できないから法
人化するのであるが、法人を立ち上げることによって地域を守るどころか、法人経営自体が
危ぶまれており、このままでは消滅する可能性が高いといわれている。住居や年間 400 万程
度の収入の保障といった若い世代が農業で暮らしていけるような支援を行政が提供しない限
りは、今の状態で法人を増やしたとしても意欲的な若者を惹きつけて長続きさせることはで
きないと懸念されている。広島農業ジーンバンクとしては、現存する法人に有望な品種を栽
培してもらい、少しでも地域の活性化に繋がるようにしたいと考えている。
　平成 22 年度の成果としては、野菜を中心に特性を調べ、現場で利用可能なものを 50 品種
選び出した後、その中の５品種をお宝野菜として選定した。農業ジーンバンクが設立されて
から収集された広島の在来種の中から評価がよかった５つの品種（青大きゅうり、観音ネギ、
矢賀ちしゃ、川内ほうれんそう、笹木三月子大根）を取り上げており、これらは平成 22 年
版の広島お宝野菜カタログに載せられている。
　ジーンバンクに保管されている遺伝資源の中で広島県内の品種は 700 点ほどあり、また品
種の数を絞り込む際、500 点の中に野菜、穀物、そば、ゴマといった特作を含むようにした。
22 年度のお宝野菜カタログに選ばれた 5 点はすべて広島県在来のものだが、次年度からは
他県からのものでも特徴がよければ、選定の対象にしてよいという方針である。
　特性検査の一環として、食味会を行うのが特徴的である。この試食会は多くの品種を良く
知っているジーンバンクのスタッフが参加し、全ての品種が試食される。漬物や調理した段
階での美味しさも試食者に採点してもらっており、機械による味・成分に関する測定は行っ
ていない。この特徴検査は主に 500 点から 50 点に絞る段階で行われ、形や栽培の歴史など
なんらかの特徴があり面白いと思ったものも選定基準の一部になっており、その際にスタッ
フによる感応試験を重視している。理由の一つとして、在来種は極端な多肥や密植をしない
限りそこそこの収穫はできることがある。また、昔の食べ方は、一つの品種にひとつという
ことも多く単純なため、食味会のときにはいろいろな方法を試し、どの調理法がその品種に
適しているかをも含めた選定判断を行っている。よって、選定基準は主に味を重視している
ことになる。500 点を対象にしているときは、収量をみないことにしているが、収穫時期や
一次特性は判断基準に含まれている。
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写真１　特性試験圃場

　次に増殖である。採種用のものには肥料をほとんど使わないことにしており、品種によっ
て栽培条件を変えるようにしている。例えば、大根、ニンジンなどは大きくなるので、肥料
の量や植える時期の違いを考慮している。
　これらの品種が地域に再び定着できるかどうかは、採種にかかっていると船越氏は語る。
栽培者の関心を高めるため、また選定工程に参加してもらうために、ジーンバンク圃場での
発表会を年２回行うことにしている。実際に 500 品種の中から 20 ～ 30 種を作っている状態
で見てもらい、関心がある人とは個人的に今後の栽培の普及について相談するという形をと
っている。したがって、普及活動は３年間で終わるわけではない。
　また、普及させる上で欠かせないのが、栽培方法を詳しく伝えることで栽培を持続しても
らうことである。在来品種の栽培方法は、改良品種とは違っているため、詳しい説明事項を
種子と一緒に渡したり、実際に生産者と一緒に栽培技術の研究を行なったりもしている。多
くの在来品種は、施肥量や灌水量の変化に対応できない品種が多いため、その品種が生育で
きる環境を理解する必要がある。例えば、焼畑に適している野菜を水田転作のような他の土
地で植えると、本来の色、味といった特徴が失われてしまう可能性がある。
　在来品種の利点として、今トレンドになっている有機栽培への適応や気候変動に順応する
多様性を持つ可能性があるといった点が考えられるため、今後より注目される可能性が高い
と期待されている。在来品種が多く栽培されていた時代には化学肥料などが無くとも作物は
定着してきたため、逆にそのような品種に農薬などを使用するとうまく育たない状況となっ
てしまうことが多い。つまり、在来品種は有機栽培により適していると考えられる。また、
栽培者は気候の変化を常に想定して播種量や時期などの条件を決める必要があり、昔から農
家で積み上げてきた伝統的な栽培方法に加えて、近年ではジーンバンクからの新しい知識や
助言を加えることで、より変動に対応できるような対策をとっている。特に生産者に慣行農
業と同様の潅水を行うのではなく水の管理には気を使ってもらうよう、また採植密度も高す
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ぎないようにと指導している。
　しかし、在来品種を育てる上で何よりも大切なことは適地適作である、と船越氏は語る。
病気などを防ぐような性質を植物体に持たせなければならず、時期や土地を考慮することで
植物はしっかりと育つものである。よって、トレンドや有機農業というキーワードにとらわ
れた普及方法ではなく、植物のことを考慮できるような栽培を行ってもらえるように生産者
に伝えることが必要で、それがお宝野菜や在来品種の持続的な普及に繋がるのではと考えら
れているようである。

表２　2010 年時点での農業ジーンバンクでの保存点数

稲類（水稲、陸稲） 7,622 点
麦類 2,929
豆類 1,577
穀物・特用作物 1,043
牧草・飼料作物 2,466
果樹類 2
野菜類 2,485
花き・緑化植物 153
その他 14

総計　　18,291 点
　広島県農林振興センターのウェブサイトより抜粋。
　http://www.kosya.org/chiiki/img/gene2.gif

写真２　農業ジーンバンクに保存されている種子
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表３　農業ジーンバンクで保存されている主な広島在来種

歴史 産　地 特　　徴 旬 料　　理

お宝野菜
登録状況

（ 平 成 22
年版）

太田かぶ 明治 戸河内町 とうの香り、味、歯
ざわりが非常に良い

12－2 月 漬物、和え物、油
炒め、てんぷら

観音ねぎ 明治 広島市 肉質が柔らかく、耐
寒耐病に優れている

6－1 月 夏季には薬味、冬
季は鍋物に良い 登録有り

笹木三月大根 昭和 広島市（笹
木憲次氏）

肉質が良く、耐寒性
が強い

3－4 月 なます、おでん、
浅漬け

登録有り

矢賀ちしゃ 昭和 広島市 肉質は柔らかく、生
食での食感が良い

12－4 月 焼肉に包んで食べ
たり、刺身のつま、
酢味噌和え

登録有り

たかな ｢春木
在来｣

昭和
初期

千代町 葉はやや小さく、ア
ントンシアンも少な
く柔らかい

12 月－ 煮物、漬物

温品ほうれん
そう

昭和 広島市 草姿は大型、葉色は
濃緑、葉枝は長く、
食感は歯切れが良い

9 月－ ごま和え、白和え、
汁の実

広かんらん 大正 呉市 葉は濃緑で光沢が強
い

12－3 月 品質は良く、生食
や油炒め、お好み
焼きでも美味しい

近江菜 大正 三次地区 色はやや濃い、肉厚
で照りがある

10 月 中
旬

煮物、漬物

とうがん ｢御
調在来｣

不明 御調町 果重が 3kg と小型、
着果数が多い

7 月－ 味は淡白で味付け
しやすく、煮物や
吸い物の具として
利用

青大きゅうり
｢どぶうり｣

明治 福山地方 甘みがあり、食感が
良い

6－8 月 サラダ、なます、
浅漬け、粕漬け 登録有り

立花えんどう 明治 島峨部（向
島、能美島）

さやが大きく肉厚、
香りが良く、鮮やか
な緑

9－11 月 煮付け、てんぷら、
すしの具

河内そらまめ 昭和 内海町 極めて大粒、淡緑色、
肉厚

6－7 月 ビールのつまみ、
砂糖煮、高級こし
あん

広島農林振興センターのウェブサイトの情報と広島のお宝野菜カタログ（平成 22 年度版）を参考に調査者
が作成。

（注１）これ以外にも各種枝豆用大豆が在来品種として栽培されている。
（注２）平成 22 年度版お宝野菜カタログにはこれ以外に、「川内ほうれんそう」が選ばれた。

４　農家からみたジーンバンク―農家による種子採りグループへのインタビューより―

　世羅郡で実際にお宝野菜の栽培をしている自家採種農家のグループ「こだわり農産物研究
会」を訪れた。グループ会員は農業経営の一環として野菜をつくっている。F1 化したもの
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や輸入された品種はよく売れるため、原種（在来品種）だけの栽培では経済的に経営が厳し
いのが現状であるが、それでも少しでも自分たちの食べたい、味の良いと思えるようなレベ
ルの高い在来種野菜を生産するのが楽しみである、と自家採種農家の国藤貢造さんは語って
くれた。「こだわり農産物研究会」が設立される以前、黒大豆などを中心に各農家で種採り
の習慣や自分の家の種子が存在しており、隣近所との品種の違いを意識しつつ、種子の交換
もしていた。しかし今では、自分の種子に対する認識どころか、種採りをする人自体が減少
しており、世羅町の農家は販売目的が中心で野菜を作るようになってきている。
　農家の間でも在来品種は売れなくなったという意識があったが、近年は宣伝効果の助けも
あって、在来品種がまた人気を集め、評価されるようになったことが認識されている。栽培
に再び乗り出した農家が出てきており、今では在来品種は守られるためだけに栽培されるの
ではなく、収入源や栽培する人自身の思いを形にする役目も担っている。
　平成 14 年に農業ジーンバンクの船越氏の指導のもと、町の事業の一環として自家採種を
するグループを立ち上げた。当時、世羅町には農業生産グループが 61 団体既に存在してお
り、各グループで多様な作物をつくっていた。その後、これらをまとめて６次産業ネットワ
ークが作られた。原種野菜と郷土料理を扱うグループが一緒になり、「こだわり農産物研究
会」というグループに名を新たにし、在来品種野菜の栽培とその自家採種を中心に活動する
ようになった。採種圃の指定を受けることによって当初は一件５万円の補助を町から受ける
ことができた．自家採種を扱うようになった主な要因として、農林水産省の職員が仲介役と
してグループ再編を行った際に、農業ジーンバンクの船越氏が紹介されたという経緯があげ
られた。

　グループの仕組み
　現在はグループ会員が２１名おり、野菜栽培をする人、出荷する人、種採りをする人、と
いったようにグループ内で役割分担が決められている。誰がどの種子を採るかは会議によっ
て皆で決めるシステムとなっている。会員は世羅町内の住民に限られており、会員になれば
無料で種子を分けあうことが可能である。例えば、個人や法人団体が「こだわり農産物研究
会」の種子を欲しいときでも研究会の会員になることが前提条件である。会員の入れ替わり
は常にあり、当初から所属している人は今では数人となっているが、近年は直売所での口コ
ミなどによって若い人の参加もある。種採りをする人は実際には女性が多く、翌年に良い作
付けができるかは種子の出来にかかっているため、種採り担当者の責任は大きい、と会員の
加藤さんは語ってくれた。

　農業ジーンバンクとの関わり
　農業ジーンバンクとのつながりとしては、グループ立ち上げ時に指導をしてもらっただけ
でなく、種子の借り入れ（種子の貸し出し事業）や技術指導も受けている。ジーンバンクか
ら自分たちの興味のある品種の種子を少量（ジーンバンクの原則で１ｇ（野菜の場合）と決
められている）借りた後、研究会会員で栽培、増殖をし、他の会員に広めることにしている。
契約の条件として種子が採れた後に規定の量の種子を返すことになっているが、実際には野
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菜などは交雑しやすいために多めに種子をジーンバンクに返している。また、ジーンバンク
の新事業の中で扱っているお宝野菜も研究会で栽培をしている。
　その一例として青大きゅうりがある。元々は福山が原産地の青大きゅうりだが、その福山
でも種子はほとんど売られておらず、栽培者も消滅しかけているという。そこで、ジーンバ
ンクの事業をきっかけに世羅町で栽培を増やし、普及させたいと考えている。今後の課題と
しては、交雑のしやすさや会員が新しい品種の種子を採る技術を向上させることなどがあげ
られるが、以前からあるジーンバンクから専門家を招いての研修会を活かしていくことがで
きると考えられている。ただし、ジーンバンク自体の予算も減少しているために、協力の規
模がどのくらいになるかが今後の課題である。

５．おわりに

　条件不利地域において、少量多品種の農業生産を行い、農業所得の増大と、ライフスタイ
ルの転換を同時に追求する一つのツールとしてヘリテッジシードと呼ばれる在来品種の再利
用が世界的に行なわれている。例えば、オランダにおいては地域内で栽培されている品種が
必ずしもパンに適していないため、EU の古い登録品種の中から適当な品種を導入して、地
域内のコムギの遺伝的多様性を増幅する試みがなされている。これらの例の特徴として、多
様性が有機農業と関連して語られることが多い。カナダでは食料安全保障の一部としてこの
ようなエアルーム品種の栽培も活発化している。
　このように農家が主体的に実施する在来品種等の植物遺伝資源を利用する地域開発は、品
種に勝る技術なしという発想のもとに、有機農業の実践者による品種の交換としてわが国で
もかなり以前から報告されている。条件不利地の農村が持続的でありつづけるためには、こ
のような時代の動きに呼応する事業が、より総合的な地域の開発につながるかの議論が必要
となってくる。
　農家による在来作物品種の利用に関して、農家のキャパシティーに焦点があてられるこ
とが多いが、実際には広島県の事例にみられるように行政を含めた農家を支える組織、制
度、技術の存在が不可欠だと考える。今回の調査で出会った方たちは必ずしも政府を高く評
価しているわけではなかったが、広島県という地方行政がこのような施設と事業を県として
整備・実施し、細々とではあるが農民に開かれた形で維持しようとし続けていることの意義
は大きい。品種や採種技術は開発における知恵であるという意味からはソフトのノウハウで
あるが、それを支える組織・制度の面からはハード面の必要性も理解される必要があるだろ
う。
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種苗会社等による有機種苗の取扱いアンケート

※本アンケートは「野菜」（未熟なうちに食する豆類、（枝豆・インゲンなど）を含む）
の種子・苗に関するアンケートです。
　「有機種子」とは、有機農業で栽培した作物から採種され、かつ薬剤により処理され
ない種子をいいます。なお、「有機農業」とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使
用しないこと並びに遺伝子組み換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に
由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業を
指します。

※アンケートの内容構成は次のとおりです。
　順番にお答えいただき、該当しないところは指示に従って次の問に進んでください。

　１　問１　　　　　はじめに
　２　問２～７　　　採種業務について
　３　問８～ 12　　　育苗（苗づくり）業務について
　４　問 13 ～ 16　　卸売り業務について
　５　問 17 ～ 26　　小売り業務について
　６　問 27 ～ 32　　育種業務（品種改良・研究開発）について
　７　問 33 ～ 35　　おわりに

１　はじめに
問１　御社では、どの業務を行っていますか。該当するものすべてに○をつけてください。

（○はいくつでも）

　１　採種
　２　育苗（苗づくり）
　３　種苗の仕入れ
　４　卸売
　５　小売
　６　育種（品種改良・研究開発）
　７　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

以下については、「野菜の種苗」についてお答えください。
「野菜」には、未熟なうちに食す豆類（インゲン・枝豆等）も含みます。

２　採種業務について

問２　御社では、野菜の採種（有機農業による採種であるか否かを問わない）を業務として

行っていますか。

　１　行っている　（→　問３へ）
　２　行っていない（→「３　育苗（苗づくり）業務について」〔問８〕へ）
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問３　問２で、野菜の採種を業務として「１　行っている」と回答した方にお尋ねします。

　（1）野菜の採種を行っている場所はどこですか。該当する番号すべてに○をつけてくだ

さい。そのうち最も主要なものに◎をつけてください。� （○はいくつでも、◎はひとつ）

　１　国内の自社圃場圃
ほじょう

場
　２　国内の契約生産者の圃場圃

ほじょう

場
　３　外国の自社圃場圃

ほじょう

場
　４　外国の契約生産者の圃場圃

ほじょう

場
　５　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　（2）2006 年に「有機農業の推進に関する法律」が施行され、有機農業の現場では有機農
業で栽培した作物から採種され、かつ薬剤により処理されない種子（以下、有機種子）が求

められるようになってきています。御社では、現在、有機種子を採種していますか。該当す

る番号に○をつけてください。� （○はひとつ）

　１　採種している　（→　問４へ）
　２　採種していない（→　問５へ）
　３　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問４　問３–（2）で、野菜の有機種子を「１　採種している」と回答した方にお尋ねします。

　（1）御社が採種する作物の種類の総品目数、作物の種類を含む総品種数およびそのうち

有機の品種数をご記入ください。

品目
（トマトなど）

有機を含む全体 そのうち有機のみ

約　　　　　　品目 約　　　　　　品目

品種数
（桃太郎など） 約　　　　　　品種 約　　　　　　品種

　（2）有機種子を採種をしている理由は何ですか。最も該当する番号に○をつけてください。
（○はひとつ）

１　有機種子の需要が高いから
２　有機種子は、利益率が高いから
３　有機種子を採種することで、有機農業を広めたいから
４　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問５　問３–（2）で、野菜の有機種子を「２　採種していない」と回答した方にお尋ねしま

す。今後、御社で野菜の有機種子を採種する意向はありますか。該当する番号に○をつけて

ください。� （○はひとつ）

　１　意向がある（→　問６へ）
　２　意向はない（→　問７へ）
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問６　問５で、野菜の有機種子を採種する「１　意向がある」と回答した方にお尋ねします。

それは、どのような理由からですか。最も該当する番号に○をつけてください。（○はひとつ）

１　有機種子は高い需要が見込まれるから
２　有機種子は高い利益率が見込まれるから
３　有機種子を採種することで、有機農業を広めたいから
４　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問７　問５で、野菜の有機種子を採種する「２　意向はない」と回答した方にお尋ねします。

　（1）御社で有機種子を採種する意向がないのは、なぜですか。該当する番号すべてに○

をつけてください。� （○はいくつでも）

　１　有機種子の需要の程度がわからないから
　２　有機種子の栽培技術上の困難があるから
　３　有機種子を栽培してもらえる有機農家がいないから
　４　有機種子の保存がむずかしいから
　５　有機種子販売による採算があわないから
　６　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　（2）御社で有機種子を採種することが可能になるには、どのような条件が必要ですか。
最も該当する番号に○をつけてください。（○はひとつ）

１　日本国内における有機農業生産者が農業者の２～３割以上になったら
２　有機種子の要望の声が高まったら
３　有機種子の生産環境が整ったら
４　政策として、有機種子の使用が有機農業者に求められるようになったら
５　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３　育苗（苗づくり）業務について

問８　御社では、野菜の苗づくり（有機であるかないかは問わない）を業務として行って

いますか。� （○はひとつ）

　１　行っている　（→　問９へ）
　２　行っていない（→　「４　卸売り業務について」〔問 13〕へ）

問９　問８で、「野菜の苗づくり」を業務として「１　行っている」と回答した方にお尋ね

します。

　（1）有機農業で野菜の苗づくりを行っているものがありますか。� （○はひとつ）

　１　行っている
　　　　　　→　それは主にどのような作物ですか。　　　　　　　　　　　　　科
　２　行っていない（→　問 10 へ）
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　（2）有機農業で野菜の苗づくりをしている理由は何ですか。最も該当する番号に○をつ
けてください。� （○はひとつ）

　１　有機苗の需要が高いから
２　有機苗は、利益率が高いから
３　有機苗を採種することで、有機農業を広めたいから
４　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問 10　問９で、有機農業で野菜の苗づくりを「２　行っていない」と回答した方にお尋ね

します。今後、御社では有機農業で野菜の苗づくりをする意向はありますか。該当する番号

に○をつけてください。� （○はひとつ）

　１　意向がある（→　問 11 へ）
　２　意向はない（→　問 12 へ）

問 11　問９で、有機農業で野菜の苗づくりをする「１　意向がある」と回答した方にお尋

ねします。有機農業で野菜の苗づくりをしようとする理由は何ですか。最も該当する番号に

○をつけてください。� （○はひとつ）

１　有機苗は高い需要が見込まれるから
２　有機苗は高い利益率が見込まれるから
３　有機農業を広めたいから
４　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問 12　問９で、有機農業で野菜の苗づくりをする「２　意向はない」と回答した方にお尋

ねします。

　（1）御社で有機農業で野菜の苗づくりをする意向がないのは、なぜですか。該当する番

号すべてに○をつけてください。� （○はいくつでも）

　１　有機苗の需要の程度がわからないから
　２　有機苗の栽培技術上の困難があるから
　３　有機苗を栽培してもらえる有機農家がいないから
　４　有機苗の流通段階で有機性を確保することが難しいから
　５　有機苗の生産と販売との採算が合わないから
　６　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　（2）御社で野菜の有機苗を育苗することが可能になるには、どのような条件が必要ですか。
最も該当する番号に○をつけてください。� （○はひとつ）

１　日本国内における有機農業生産者が農業者の２～３割以上になったら
２　有機苗の要望の声が高まったら
３　有機苗の生産環境が整ったら
４　政策として、有機種子の使用が有機農業者に求められるようになったら
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５　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４　卸売り業務について

問 13　御社では、野菜の種苗（有機であるかないかを問わない）の卸売り（種苗の小売業

者・農協への販売）を業務として行っていますか。� （○はひとつ）

　１　行っている　（→　問 14 へ）
　２　行っていない（→「５　小売り業務について」〔問 17〕へ）

問 14　問 13 で、野菜の種苗の卸売りを業務として「１　行っている」と回答した方へお

尋ねします。野菜の有機種苗を取り扱っていますか。� （○はひとつ）

　１　取り扱っている　（→　問 15 へ）
　２　取り扱っていない（→　問 16 へ）

問 15　問 14で、有機種苗を「１　取り扱っている」と回答した方へお尋ねします。

「有機種苗を取り扱っている」理由について該当する番号に○をつけてください。

（○はひとつ）

　１　有機種苗の需要が高いから
２　有機種苗は、利益率が高いから
３　有機種苗を採種することで、有機農業を広めたいから
４　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

問 16　問 14で、有機種苗を「２　取り扱っていない」と回答した方へお尋ねします。「有

機種苗を取り扱っていない」理由について、該当する番号全てに○をつけてください。

（○はいくつでも）

　１　有機種苗の需要の程度がわからないから
　２　有機種苗の栽培技術上の困難があるから
　３　有機種苗を栽培してもらえる有機農家がいないから
　４　有機種苗の保存がむずかしいから
　５　有機種苗販売による採算があわないから
　６　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

５　小売り業務について

問 17　御社では、野菜の種苗（有機であるかないかは問わない）の小売を業務として行っ

ていますか。� （○はひとつ）

　１　行っている　（→　問 18 へ）
　２　行っていない（→　「６　育種業務（品種改良・研究開発について）」〔問 27〕へ）
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問 18　問 17 で、野菜の種苗の小売りを業務として「１　行っている」と回答した方にお

尋ねします。

　（1）御社の小売り形態で、該当するものすべてに○をつけてください。（○はいくつでも）

　１　店頭販売
　２　カタログを用いた通信販売
　３　インターネットを用いた通信販売
　４　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　（2）2006 年に「有機農業の推進に関する法律」が施行され、有機農業の現場では生産者
から有機種子が求められるようになってきています。御社では、現在、有機種子を小売りし

ていますか。該当する番号に○をつけてください。� （○はひとつ）

　１　小売している　（→　問 19 へ）
２　小売していない（→　問 20 へ）

　３　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問 19　問 18–２で、野菜の有機種子を「１　小売りしている」と回答した方にお尋ねします。

　（1）販売している種子について、有機を含む全体の販売種子の品目および品種数、有機

のみの販売種子の品目および品種数をお答えください。

品目
（トマトなど）

有機を含む全体 そのうち有機のみ

約　　　　　　品目 約　　　　　　品目

品種数
（桃太郎など） 約　　　　　　品種 約　　　　　　品種

　（2）有機種子には、どのよう表示を付けて販売していますか。次の中から該当するもの
に○をつけてください。� （○はいくつでも）

　１「有機種子」「有機栽培による種子」などと表示
　２「栽培期間中、化学肥料・化学合成農薬を不使用の種子」などと表示

３　特に表示をしていない
　４　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問 20　問 18 で、野菜の有機種子を「２　小売りしていない」と回答した方にお尋ねしま

す。今後、御社では野菜の有機種子を小売りする意向はありますか。該当する番号に○をつ

けてください。� （○はひとつ）

　１　意向がある（→　問 22 へ）
　２　意向はない（→　問 21 へ）

問 21　問 20 で、野菜の有機種子を小売りする「２　意向はない」と回答した方へお尋ね

します。
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　（1）御社で野菜の有機種子を小売りすることが可能になるには、どのような条件が必要

ですか。該当する番号に○をつけてください。� （○はいくつでも）

１　日本国内における有機農業生産者が農業者の２～３割以上になったら
２　有機種子の要望の声が高まったら
３　有機種子の生産環境が整ったら
４　政策として、有機種子の使用が有機農業者に求められるようになったら
５　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　（2）御社で野菜の有機種子を小売りする意向がないのは、なぜですか。該当する番号す
べてに○をつけてください。� （○はいくつでも）

　１　有機種子の需要の程度がわからないから
　２　有機種子の栽培上の困難があるから。
　３　有機種子の採種後の管理がむずかしいから
　４　有機種子を栽培してもらえる有機農家がいないから
　５　有機種子の販売の採算がとれないから
　６　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　（3）御社で有機種子を取り扱うには、どのような条件が必要ですか。該当する番号に○
をつけてください。� （○はひとつ）

１　日本国内における有機農業生産者が農業者の２～３割以上になったら
２　有機種子の要望の声が高まったら
３　有機種子の生産環境が整ったら
４　政策として、有機種子の使用が有機農業者に求められるようになったら
５　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問 22　問 17 で、野菜の種苗の小売りを業務として「１　行っている」と回答した方にお

尋ねします。

現在、栽培期間については有機であることを問わず採種後に、薬剤不使用の種子（薬剤（

殺菌剤・殺虫剤などの化学合成農薬など）による種子消毒をしていない種子）が有機農業生

産者等から求められていますが、御社では、「採種後薬剤不使用の種子」を販売しています

か。該当する番号に○をつけてください。� （○はひとつ）

　１　販売している　【採種後薬剤不使用の種子は全販売品種のおおよそ　　　割】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（→　問 23 へ）
　２　販売していない　（→　問 24 へ）
　３　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問 23　問 22 で、採種後薬剤不使用の種子を「１　販売している」と回答した方にお尋ね

します。
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どのような形態で販売していますか。該当する番号ものに○をつけてください。

（○はひとつ）

　１　通常商品として、薬剤使用の種子と区別なく、特に表示を付けずに販売している
２　通常商品として、薬剤使用の種子と区別なく販売しているが、表示を付けてわかるよ

うにして販売している
　　　→　具体的な表示方法をご記入ください（　　　　　　　　　　　　　）
３　普段は販売していないため、不定期に販売する商品として通常商品とは区別して扱い、

表示も付けている。
　　　→　具体的な表示方法をご記入ください（　　　　　　　　　　　　　）
４　注文のあったもののみ販売している

　５　その他（　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問24　小売りしている「採種後、薬剤不使用の種子」については、有機種子の供給が少ない中で、

生産現場から有機種子に当面代わるものとして期待されていますが、御社では採種後薬剤不使

用の種子にどのような対応をすることができますか。該当する番号に○をつけてください。現在、

薬剤不使用種子を販売している方も一緒にお答えください。� （○はいくつでも）

　１　大口（大量）注文であれば対応できる
　２　小口（少量）注文であれば対応できる
　３　品種・作物によっては対応できる
　４　対応できない
　５　顧客がある程度の発芽率の低下・病気の発生を受け入れてくれれば対応できる
　６　わからない
　７　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問 25　問 24 で、採種後薬剤不使用の種子の注文に「４　対応できない」と回答した方に

お尋ねします。

　どのような条件があればできるようになりますか。該当する番号に○をつけてください。

（○はひとつ）

１　品質保証をしないという条件であれば
２　一切のクレームをつけないという条件であれば
３　通常販売品より割高で販売してよいという条件であれば
４　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問 26　問 17 で、野菜の種苗の小売りを「１　業務として行っている」と回答した方にお

尋ねします。

　（1）顧客から有機種子を購入したいという要望はこれまでにありましたか。該当する番

号に○をつけてください。� （○はひとつ）

　１　要望があった（直近１年間の要望件数　　　　　件／１年）
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　２　要望はなかった
　３　わからない
　４　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　（2）顧客から採種後薬剤不使用の種子を購入したいという要望がありましたか。該当す
る番号に○をつけてください。� （○はひとつ）

　１　要望があった（直近１年間の要望件数　　　　　件／１年）
　２　要望はなかった
　３　わからない
　４　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　（3）御社では、現在、有機農業で栽培した野菜の苗（有機苗）を小売りしていますか。
該当する番号に○をつけてください。� （○はひとつ）

　１　小売りしている
　２　小売りしていない
　３　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　４　該当しない

　（4）顧客から有機苗を購入したいという要望はありますか。該当する番号に○をつけて
ください。� （○はひとつ）

　１　要望があった（直近１年間の要望件数　　　　　件／１年）
　２　要望はなかった
　３　わからない
　４　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

６　育種（品種改良・研究開発）について

問 27　御社では、野菜の育種（品種改良・研究開発）（有機であるかないかは問わない）を

業務として行っていますか。� （○はひとつ）

　１　行っている　（→　問 28 へ）
　２　行っていない（→　「７　おわりに」〔問 33〕へ）

問 28　問 27 で、野菜の育種を業務として「１　行っている」と回答した方にお尋ねしま

す。御社では、有機農業向けの育種をしていますか。� （○はひとつ）

　１　している　（→　問 29 へ）
　２　していない（→　問 30 へ）

問 29　問 28 で、有機農業向けの育種を「１　している」と回答した方にお尋ねします。

図２　採種後薬剤不使用の種子の販売状況
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有機農業のどのような点に関心を払っているのですか。該当する番号全てに○をつけてくだ

さい。� （○はいくつでも）

　１　少肥性の品種　
　２　固定品種
　３　地域特産の品種
　４　病害虫がつきにくい品種
　５　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問 30　問 28で、有機農業向けの育種を「２　していない」と回答した方にお尋ねします。

今後、有機農業向けの育種をする意向はありますか。� （○はひとつ）

　１　意向がある（→　問 31 へ）
　２　意向はない（→　問 33 へ）

問 31　問 27で、野菜の育種を業務として「１　行っている」と回答した方にお尋ねします。

御社では、地域の伝統野菜や在来品種・地方種の保存・継承に配慮した育種をしていますか。

（○はひとつ）

　１　している　（→　問 32 へ）
　２　していない（→　問 33 へ）

問 32　問 31 で、地方の伝統野菜等に配慮した育種を「１　している」と回答した方にお

尋ねします。それはどのような点に着目したものですか。該当する番号に○をつけてくださ

い。あわせて伝統野菜名もご記入ください。� （○はいくつでも）

１　昔ながらの味や食文化
２　栽培が各地方に適している点
３　地域の特産やブランド
４　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

伝統野菜名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

７　おわりに（全員にお尋ねします）

問 33　御社のお名前をご記入ください（回答内容などに関するお問い合わせのためであり、

公表はいたしません）。
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（ご記入者のお名前：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問 34　御社の昨年度（決算年度）１年間の概ねの総売上額（種苗の販売額）をお聞かせ

ください。なお、この項目は会社規模をみるためのものですので、お差し支えない範囲で

お答え願います。

    種苗のみの売上額　　約　　　　　　　　　　　　　百万円

問 35　有機農業や有機種苗、在来品種、固定品種に対して、ご自由にご意見をお書きくだ

さい。

アンケートは以上です。
ご協力ありがとうございました。

回答は返送用封筒に 入 れ 、
１２月２４日までに投函してください。

　調査主体：特定非営利活動法人　日本有機農業研究会
 　　　　　〒 113-0033
　　　　　　東京都文京区本郷３丁目１７－１２　水島マンション５０１号
　　　　　　 調査事業担当者　　小出 すま子
　電話　０３（３８１８）３０７８　ＦＡＸ　０３（３８１８）３４１７
　   　    E-mail　　info@joaa.net
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問１　御社では、どの業務を行っていますか。該当するものすべてに○をつけてください。　（MA）
� （対象：432）

件数 パーセント
採種 75 17.4%
育苗（苗づくり） 190 44.0%
種苗の仕入れ 269 62.3%
卸売 170 39.4%
小売 354 81.9%
育種（品種改良・研究開発） 45 10.4%
その他 18 4.2%
無回答 20 4.6%

２　採種業務について

問２　御社では、野菜の採種を業務として行っていますか。（SA）� （対象：432）
件数 パーセント

行っている 59 13.7%
行っていない 342 79.2%
無回答 31 7.2%
合計 432 100.0%

問３　問２で、野菜の採種を業務として「１　行っている」と回答した方にお尋ねします。
　（1）野菜の採種をおこなっている場所はどこですか。該当する番号すべてに○をつけてくださ
い。（MA） （対象：59）

件数 パーセント
国内の自社ほ場 24 40.7%
国内の自社ほ場契約生産者のほ場 43 72.9%
外国の自社ほ場 2 3.4%
外国の契約生産者のほ場 22 37.3%
その他 3 5.1%

問３（1）　野菜の採種を行っている最も主要な場所はどこですか。（SA）� （対象：59）
件数 パーセント

国内の自社圃場 12 20.3%
国内の契約生産者の圃場 26 44.1%
外国の契約生産者の圃場 7 11.9%
その他 2 3.4%
無回答 12 20.3%
合計 59 100.0%
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問３（2）　御社では現在、有機種子を採種していますか。（SA）� （対象：59）
件数 パーセント

採種している 4 6.8%
採種していない 55 93.2%
合計 59 100.0%

問４　問３－（2）で、野菜の有機種子を「１　採種している」と回答した方にお尋ねします。

問４（1）　御社が採種する作物の種類の総品目数をご記入下さい。（SA）

◆有機を含む全体 （対象：4）
件数 パーセント

２品目 2 50.0%
４品目 1 25.0%
６品目 1 25.0%
合計 4 100.0%

問４（1）　御社が採種する作物の種類の総品目数をご記入下さい。（SA）

◆そのうち有機のみ （対象：4）
件数 パーセント

２品目 1 25.0%
６品目 1 25.0%
無回答 2 50.0%
合計 4 100.0%

問４（1）　御社が採種する作物の種類を含む総品種数をご記入下さい。（SA）
◆有機を含む全体 （対象：4）

件数 パーセント
２品種 1 25.0%
４品種 1 25.0%
15 品種 1 25.0%
17 品種 1 25.0%
合計 4 100.0%

問４（1）　御社が採種する作物の種類を含む総品種数をご記入下さい。（SA）

◆そのうち有機のみ （対象：4）
件数 パーセント

10 品種 1 25.0%
17 品種 1 25.0%
無回答 2 50.0%
合計 4 100.0%
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問４（2）　有機種子を採種している理由は何ですか。（SA）� （対象：4）
件数 パーセント

有機種子の需要が高いから 1 25.0%
その他 2 50.0%
無回答 1 25.0%
合計 4 100.0%

問５　問３－（2）で、野菜の有機種子を「２　採種していない」と回答した方にお尋ねします。

今後、御社で野菜の有機種子を採種する意向はありますか。（SA）� （対象：55）
件数 パーセント

意向がある 5 9.1%
意向はない 50 90.9%
合計 55 100.0%

問６　問５で、野菜の有機種子を採種する「１　意向がある」と回答した方にお尋ねします。そ
れは、どのような理由からですか。最も該当する番号に○をつけてください。（SA） （対象：5）

件数 パーセント
有機種子は高い需要が見込まれるから 1 20.0%
有機種子は高い利益率が見込まれるから 0 0.0%
有機種子を採種することで、有機農業を広めたいから 3 60.0%
その他 1 20.0%
合計 5 100.0%

問７　問５で、野菜の有機種子を採種する「２　意向はない」と回答した方にお尋ねします。
　（1）御社で有機種子を採種する意向がないのは、なぜですか。該当する番号すべてに○をつけ
てください。（MA）� （対象：50）

件数 パーセント
有機種子の需要の程度がわからないから 26 52.0%
有機種子の栽培技術上の困難があるから 35 70.0%
有機種子を栽培してもらえる有機農家がいないから 21 42.0%
有機種子の保存がむずかしいから 3 6.0%
有機種子販売による採算があわないから 23 46.0%
その他 9 18.0%

問７（2）　御社で有機種子を採種することが可能になるには、どのような条件が必要ですか。（SA）

� （対象：50）
件数 パーセント

日本国内における有機農業生産者が農業者の 2 ～ 3 割以上になったら 4 8.0%
有機種子の要望の声が高まったら 21 42.0%
有機種子の生産環境が整ったら 10 20.0%
政策として有機種子使用が有機農業者に求められるようになったら 4 8.0%
その他 7 14.0%
無回答 4 8.0%
合計 50 100.0%
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３　育苗（苗づくり）業務について

問８　御社では、野菜の苗づくりを業務として行っていますか。（SA）� （対象：432）
件数 パーセント

行っている 166 38.4%
行っていない 245 56.7%
無回答 21 4.9%
合計 432 100.0%

問９　問８で、「野菜の苗づくり」を業務として「１　行っている」と回答した方にお尋ねします。

問９（1）　有機農業で野菜の苗づくりを行っているものがありますか。（SA）� （対象：166）
件数 パーセント

行っている 19 11.4%
行っていない 147 88.6%
合計 166 100.0%

問９（2）　有機農業で野菜の苗づくりをしている理由は何ですか。（SA）� （対象 :19）
件数 パーセント

有機苗の需要が高いから 8 42.1%
有機苗を採種することで、有機農業を広めたいから 1 5.3%
その他 8 42.1%
無回答 2 10.5%
合計 19 100.0%

問 10　問 9で、有機農業で野菜の苗づくりを「２　行っていない」と回答した方にお尋ねします。

今後、御社では有機農業で野菜の苗づくりをする意向はありますか。（SA）� （対象：147）
件数 パーセント

意向がある 17 11.6%
意向はない 130 88.4%
合計 147 100.0%

問 11　問 9で、有機農業で苗づくりをする「１　意向がある」と回答した方にお尋ねします。

有機農業で野菜の苗づくりをしようとする理由は何ですか。（SA）� （対象：17）
件数 パーセント

有機苗は高い需要が見込まれるから 2 11.8%
有機苗は高い利益率が見込まれるから 3 17.6%
有機農業を広めたいから 9 52.9%
その他 3 17.6%
合計 17 100.0%
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問 12　問９で、有機農業の野菜の苗づくりをする「２　意向はない」と回答した方にお尋ねし
ます。

　（1）御社で有機農業で野菜の苗づくりをする意向がないのは、なぜですか。該当する番号すべ
てに○をつけてください。（MA）� （対象：130）

件数 パーセント
有機苗の需要の程度がわからないから 64 49.2%
有機苗の栽培技術上の困難があるから 63 48.5%
有機苗を栽培してもらえる有機農家がいないから 44 33.8%
有機苗の流通段階で有機性を確保することが難しいから 31 23.8%
有機苗の生産と販売との採算が合わないから 49 37.7%
その他 21 16.2%

問 12（2）　御社で野菜の有機苗を育苗することが可能になるには、どのような条件が必要です
か。（SA）� （対象：130）

件数 パーセント
日本国内における有機農業生産者が農業者の2～3割以上になっ
たら 3 2.3%

有機苗の要望の声が高まったら 68 52.3%
有機苗の生産環境が整ったら 28 21.5%
政策として有機種子使用が有機農業者に求められるようになっ
たら 8 6.2%

その他 15 11.5%
無回答 8 6.2%
合計 130 100.0%

４　卸売り業務について

問 13　御社では、野菜の種苗の卸売りを業務として行っていますか。（SA） （対象：432）
件数 パーセント

行っている 153 35.4%
行っていない 238 55.1%
無回答 41 9.5%
合計 432 100.0%

問 14　問 13 で、野菜の種苗の卸売りを業務として「１　行っている」と回答した方へお尋ね

します。野菜の有機種苗を取り扱っていますか。（SA） （対象：153）
件数 パーセント

取り扱っている 12 7.8%
取り扱っていない 141 92.2%
合計 153 100.0%
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問 15　問 14で、有機種苗を「１　取り扱っている」と回答した方へお尋ねします。有機種苗
を取り扱っている理由は何ですか。（SA） （対象：12）

件数 パーセント
有機種苗の需要が高いから 6 50.0%
有機種苗を採種することで、有機農業を広めたいから 2 16.7%
その他 4 33.3%
合計 12 100.0%

問 16　問 14で、有機種苗を「２　取り扱っていない」と回答した方へお尋ねします。有機種
苗を取り扱っていない理由は何ですか。（MA）� （対象：141）

件数 パーセント
有機種苗の需要の程度がわからないから 76 53.9%
有機種苗の栽培技術上の困難があるから 57 40.4%
有機種苗を栽培してもらえる有機農家がいないから 48 34.0%
有機種苗の保存がむずかしいから 10 7.1%
有機種苗販売による採算があわないから 38 27.0%
その他 21 14.9%

問 17　御社では、野菜の種苗の小売を業務として行っていますか。（SA）� （対象：432）
件数 パーセント

行っている 339 78.5%
行っていない 70 16.2%
無回答 23 5.3%
合計 432 100.0%

問 18　問 17 で、野菜の種苗の小売りを業務として「１　行っている」と回答した方にお尋ね
します。

問 18（1）　御社の小売り形態は何ですか。（MA）� （対象：339）
件数 パーセント

店頭販売 304 89.7%
カタログを用いた通信販売 26 7.7%
インターネットを用いた通信販売 15 4.4%
その他 67 19.8%

問 18（2）　2006 年に「有機農業の推進に関する法律」が施行され、有機農業の現場では生産
者から有機種子が求められるようになってきています。御社では、現在、有機種子を小売りして
いますか。（SA） （対象：339）

件数 パーセント
小売りしている 11 3.2%
小売りしていない 316 93.2%
その他 8 2.4%
無回答 4 1.2%
合計 339 100.0%
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問 19　問 18－２で、野菜の有機種子を「１　小売りしている」と回答した方にお尋ねします。

問 19（1）　販売している種子の総品目数をご記入下さい。（SA）

◆有機を含む全体 （対象：11）
件数 パーセント

2 品目 1 9.1%
3 品目 1 9.1%
4 品目 1 9.1%
10 品目 1 9.1%
20 品目 2 18.2%
60 品目 1 9.1%
無回答 4 36.4%
合計 11 100.0%

問 19（1）　販売している種子の総品目数をご記入下さい。（SA）
◆そのうち有機のみ （対象：11）

件数 パーセント
3 品目 1 9.1%
5 品目 1 9.1%
6 品目 1 9.1%
10 品目 1 9.1%
20 品目 2 18.2%
無回答 5 45.5%
合計 11 100.0%

問 19（1）　販売している種子の総品種数をご記入下さい。（SA）

◆有機を含む全体 （対象：11）
件数 パーセント

2 品目 1 9.1%
3 品目 1 9.1%
6 品目 1 9.1%
10 品目 1 9.1%
40 品目 1 9.1%
1980 品目 1 9.1%
2200 品目 1 9.1%
無回答 4 36.4%
合計 11 100.0%

問 19（1）　販売している種子の総品種数をご記入下さい。（SA）
◆そのうち有機のみ （対象：11）

件数 パーセント
3 品目 1 9.1%
6 品目 1 9.1%
30 品目 1 9.1%
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40 品目 1 9.1%
50 品目 1 9.1%
300 品目 1 9.1%
無回答 5 45.5%
合計 11 100.0%

問 19（2）　有機種子には、どのような表示を付けて販売していますか。（MA） （対象：11）
件数 パーセント

「有機種子」「有機栽培による種子」などと表示 1 9.1%
「栽培期間中、化学肥料・化学合成農薬を不使用の種子」などと
表示 2 18.2%

特に表示をしていない 4 36.4%
その他 2 18.2%

問20　問18で、野菜の有機種子を「２　小売りしていない」と回答した方にお尋ねします。今後、
御社では野菜の有機種子を小売りする意向はありますか。（SA）� （対象：316）

件数 パーセント
意向がある 78 24.7%
意向はない 235 74.4%
無回答 3 0.9%
合計 316 100.0%

問 21　問 20で、野菜の有機種子を小売りする「２　意向はない」と回答した方へお尋ねします。

問 21（1）　御社で野菜の有機種子を小売りすることが可能になるには、どのような条件が必要

ですか。（MA）� （対象：235）
件数 パーセント

日本国内における有機農業生産者が農業者の２～３割以上に
なったら 28 11.9%

有機種子の要望の声が高まったら 169 71.9%
有機種子の生産環境が整ったら 75 31.9%
政策として、有機種子の使用が有機農業者に求められるように
なったら 58 24.7%

その他 24 10.2%

問 21（2）　御社で野菜の有機種子を小売りする意向がないのは、なぜですか。（MA）
（対象：235）

件数 パーセント
有機種子の需要の程度がわからないから 155 66.0%
有機種子の栽培上の困難があるから 65 27.7%
有機種子の採種後の管理がむずかしいから 33 14.0%
有機種子を栽培してもらえる有機農家がいないから 82 34.9%
有機種子の販売の採算がとれないから 49 20.9%
その他 33 14.0%
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問 21（3）　御社で有機種子を取り扱うには、どのような条件が必要ですか。（SA）
（対象：235）

件数 パーセント
日本国内における有機農業生産者が農業者の2～3割以上になっ
たら 14 6.0%

有機種子の要望の声が高まったら 120 51.1%
有機種子の生産環境が整ったら 40 17.0%
政策として有機種子使用が有機農業者に求められるようになったら 29 12.3%
その他 15 6.4%
無回答 17 7.2%
合計 235 100.0%

問 22　問 17で、野菜の種苗の小売りを業務として「１　行っている」と回答した方にお尋ね
します。御社では、「採種後薬剤不使用の種子」を販売していますか。（SA） （対象：339）

件数 パーセント
販売している 125 36.9%
販売していない 141 41.6%
その他 7 2.1%
無回答 66 19.5%
合計 339 100.0%

問 22－ 1　採種後薬剤不使用の種子の、全販売品種における割合（SA）� （対象：125）
前販売品種のおおよそ　　割 件数 パーセント
0.000 1 0.8%
0.01 3 2.4%
0.05 1 0.8%
0.1 6 4.8%
0.5 5 4.0%
1 37 29.6%
2 15 12.0%
3 11 8.8%
4 3 2.4%
5 4 3.2%
6 3 2.4%
7 1 0.8%
8 2 1.6%
8.5 1 0.8%
9 1 0.8%
10 7 5.6%
無回答 24 19.2%
合計 125 100.0%
※１～２割は１割に、２～３割・少々・若干は２割とした。
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問 23　問 22で、採種後薬剤不使用の種子を「１　販売している」と回答した方にお尋ねします。
採種後薬剤不使用の種子は、どのような形態で販売していますか。（SA）� （対象：125）

件数 パーセント
通常商品として薬剤使用種子と区別なく、特に表示を付けずに
販売 61 48.8%

薬剤使用の種子と区別なく販売しているが、表示を付けて販売 38 30.4%
不定期販売商品として通常商品とは区別して扱い表示も付けて
いる 4 3.2%

注文のあったもののみ販売している 12 9.6%
その他 8 6.4%
無回答 2 1.6%
合計 125 100.0%

問 24　小売りしている「採種後、薬剤不使用の種子」については、有機種子の供給が少ない中で、
生産現場から有機種子に当面代わるものとして期待されていますが、御社では採種後薬剤不使
用の種子にどのような対応をすることができますか。現在、薬剤不使用種子を販売している方
も一緒にお答えください。（MA） （対象：339）

件数 パーセント
大口（大量）注文であれば対応できる 26 7.7%
小口（少量）注文であれば対応できる 18 5.3%
品種・作物によっては対応できる 96 28.3%
対応できない 68 20.1%
顧客がある程度の発芽率の低下・病気の発生を受け入れてくれ
れば対応できる

84 24.8%

わからない 71 20.9%
その他 21 6.2%

問 25　問 24 で、採種後薬剤不使用の種子の注文に「４　対応できない」と回答した方にお尋
ねします。どのような条件があればできるようになりますか。（SA）� （対象：68）

件数 パーセント
品質保証をしないという条件であれば 12 17.6%
一切のクレームをつけないという条件であれば 34 50.0%
通常販売品より割高で販売してよいという条件であれば 4 5.9%
その他 15 22.1%
無回答 3 4.4%
合計 68 100.0%

問 26　問 17 で、野菜の種苗の小売りを「１　業務として行っている」と回答した方におたず
ねします。

問 26（1）　顧客から有機種子を購入したいという要望はこれまでにありましたか。（SA）
（対象：339）

件数 パーセント
要望があった 35 10.3%
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要望はなかった 228 67.3%
わからない 37 10.9%
その他 3 0.9%
無回答 36 10.6%
合計 339 100.0%

問 26（1）－１　直近１年間の要望件数（SA）� （対象：35）
件数 パーセント

0 件 1 2.9%
1 件 12 34.3%
2 件 1 2.9%
3 件 1 2.9%
4 件 1 2.9%
5 件 3 8.6%
10 件 2 5.7%
50 件 1 2.9%
その他記入 10 28.6%
無回答 3 8.6%
合計 35 100.0%

問 26（2）　顧客から採種後薬剤不使用の種子を購入したいという要望がありましたか。（SA）
（対象：339）

件数 パーセント
要望があった 69 20.4%
要望はなかった 195 57.5%
わからない 38 11.2%
その他 1 0.3%
無回答 36 10.6%
合計 339 100.0%

問 26（2）－１　直近１年間の要望件数（SA）
（対象：69）

件数 パーセント
0 件 1 1.4%
1 件 20 29.0%
2 件 9 13.0%
3 件 4 5.8%
4 件 1 1.4%
5 件 5 7.2%
9 件 1 1.4%
10 件 10 14.5%
20 件 1 1.4%
30 件 1 1.4%
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50 件 1 1.4%
100 件 1 1.4%
その他記入 12 17.4%
無回答 2 2.9%
合計 69 100.0%

問 26（3）　御社では、現在、有機農業で栽培した野菜の苗（有機苗）を小売りしていますか。（SA）
（対象：339）

件数 パーセント
小売りしている 14 4.1%
小売りしていない 282 83.2%
その他 5 1.5%
該当しない 6 1.8%
無回答 32 9.4%
合計 339 100.0%

問 26（4）　顧客から有機苗を購入したいという要望はありますか。（SA） （対象：339）
件数 パーセント

要望があった 21 6.2%
要望はなかった 244 72.0%
わからない 38 11.2%
その他 2 0.6%
無回答 34 10.0%
合計 339 100.0%

問 26（4）－１　直近１年間の要望件数（SA） （対象：21）
件数 パーセント

0 2 9.5%
1 6 28.6%
3 1 4.8%
10 1 4.8%
20 2 9.5%
その他記入 7 33.3%
無回答 2 9.5%
合計 21 100.0%
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６　育種（品種改良・研究開発）について
問 27　御社では、野菜の育種を業務として行っていますか。（SA） （対象：432）

件数 パーセント
行っている 41 9.5%
行っていない 347 80.3%
無回答 44 10.2%
合計 432 100.0%

問 28　問 27 で、野菜の育種を業務として「１　行っている」と回答した方にお尋ねします。
御社では、有機農業向けの育種をしていますか。（SA）� （対象：41）

件数 パーセント
している 9 22.0%
していない 32 78.0%
合計 41 100.0%

問 29　問 28 で、有機農業向けの育種を「１　している」と回答した方にお尋ねします。有機
農業のどのような点に関心を払っているのですか。（MA）� （対象：9）

件数 パーセント
少肥性の品種 3 33.3%
固定品種 3 33.3%
地域特産の品種 3 33.3%
病害虫がつきにくい品種 5 55.6%
その他 2 22.2%

問 30　問 28で、有機農業向けの育種を「２　していない」と回答した方にお尋ねします。今後、
有機農業向けの育種をする意向はありますか。（SA）� （対象：32）

件数 パーセント
意向がある 3 9.4%
意向はない 28 87.5%
無回答 1 3.1%
合計 32 100.0%

問 31　問 27 で、野菜の育種を業務として「１　行っている」と回答した方にお尋ねします。
御社では、地域の伝統野菜や在来品種・地方種の保存・継承に配慮した育種をしていますか。（SA）

（対象：41）
件数 パーセント

している 19 46.3%
していない 9 22.0%
無回答 13 31.7%
合計 41 100.0%
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問 32　問 31 で、地方の伝統野菜等に配慮した育種を「１　している」と回答した方にお尋ね
します。地域の伝統野菜等に配慮した育種は、どのような点に着目したものですか。（MA）

（対象：19）
件数 パーセント

昔ながらの味や食文化 14 73.7%
栽培が各地方に適している点 7 36.8%
地域の特産やブランド 14 73.7%
その他 2 10.5%

７　おわりに

問 34　御社の昨年度１年間の種苗のみの総売上額をお聞かせ下さい。（SA）� （対象：432）
件数 パーセント

100 万円未満 14 3.2%
100 万円以上 500 万円未満 21 4.9%
500 万円以上 1000 万円未満 21 4.9%
1000 万円以上 5000 万円未満 85 19.7%
5000 万円以上 1 億円未満 32 7.4%
1 億円以上 5 億円未満 49 11.3%
5 億円以上 10 億円未満 19 4.4%
10 億円以上 20 億円未満 9 2.1%
20 億円以上 50 億円未満 5 1.2%
50 億円以上 100 億円未満 1 0.2%
500 億円以上 1000 億円未満 3 0.7%
無回答 173 40.0%
合計 432 100.0%
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