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植物遺伝資源の多様性の重要さ

発表の流れ

日農業と食料生産のための農民
の権利の重要性

・ 農民の権利を実現する柱となる
食料・農業植物遺伝資源国際条約

ロノルウエーとフィリピンにおける事例
農民の権利実現への食料・農業
植物遺伝資源国際条約の活用

www.fni.no

(3)

植物遺伝資源の多様性の重要さ



植物遺伝資源の多様性の重要さ
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植物遺伝資源の多様性の重要さ

・ 全ての食料と農業生産物の基盤

口害虫・病害・天候不良等による

不作リスクの分散

口気候変動下での食料生産のた

めのもっとも重要な環境要素

食料口農業植物遺伝資源
国際条約

・ 植物遺伝資源の管理のための最も

重要な国際条約

・ 2001年採択、2004年発効

・ 目的 :

―保全
一持続可能な利用
―利益の公正・衡平な配分

・ 礎となるもの :農民の権利
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農民の役割の重要性

締約国
=ま

、地域社会携 ″ 会ならひに

全での地域の 割 彰 t世界多解 ごおける

食料 援 業生産の靴 な例 彬 産 伝資源
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農民の権利とは何か?

第9条 :農民の権利

・ 農民の権利を実現する責任を負うのは

各国の政府である。

・適切な措置 :

―伝統的知識の保護
―利益配分に公正口衡平に参加する権利
―意思決定に参加する権利

・自家採種の種子を保存、利用、交換、
販売する権利を保障する。
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伝統的知識を失うことを回避するために、共有すること
で保護する。同時に伝統的知識の不正使用への対策を
講じる。

伝統的知識の保護



ペルーのジャガイモの品種と
伝統的知識のカタログ
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ネパールでの多様性からの思恵
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利益配分への参加についての農民の権利

・ 貢献する農民と社会全般との利益配分

・ 農民への支援、認知と報酬

口具体例 :

―植物育種への参加
一種子の品評会、展示会
―キャパシティ・ビルディング

(能力構築)

―伝統的品種の復活
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国家レベルの意思決定への参加での農民の権利

社会的認知の向上、キャパシティロビルディング、
意思決定への実際の参画



なぜ農民の権利か?

堕 様 1生 :

植物品種の保全、持続可能
な利用、多様性の向上にお
ける農民の法的保護と支援

一 全ての人への和l益
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インドでの先駆的な法律

なぜ農民の権利か?
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なぜ農民の権利か?

食料主権

農民は、農の営みを自由に行う

権利を保つために生産の方法

を決める必要がある。

農業関連企業に依存すると、

農民の選択と可能性をせばめ、

彼らの主権を減らしてしまう。
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農民の権利についての世界会議
2016年 9月 27-30日 、インドネシア・パリ市

なぜ農民の権利か?

FARMERSワ RIGHT GLOBAL 00NSuLTAT10N
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lH00‖ ESIA

① 需‖構Ⅷ・ IPl山 い
IⅢ ■口 ).… ■ 躙 湖路J

(22)

ノルウエーとフィリピンの事例

自家採種の種子を保存、利用、交換、販売する

農民の権利をどのように実行したか、
また市民社会の役割は何か?
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農民の法的保護に影響を与えるもの

自家採種の種子の保存、利用、交換、販売の権利に影
響する条約・法律には以下のものがある。

・植物の新品種の保護に関する国際条約 (UPOV条約)に

よる植物新品種の保護/育成者の権利 (UPOV1978年条
約および1991年条約)

・世界貿易機関 (Wl‐0)の知的財産権の貿易関連協定
(丁RIPs協定)

・新品種の登録と種子の流通に関する条例

ノルウェーにおける法的整備の強化

ノルウエーについて

・ 山と険しい斜面が多く
耕地は全土の3%のみ

・ 小規模な家族農業

・ 穀物 (ノlヽ 麦、オーツ、ライ麦
大麦)、 ジャガイモ&野菜

・ 冬が長い。耕作シーズンは
短く気温は低い。
夏はほとんど1日 中太陽が
沈まない。

ノルウエーの架け橋としての役割

ノルウエーは、植物遺伝資源条約、WTOFTR:PS、 生物多様性条
約などで、北の国々と南の国々をつなぐ架け橋となつてきた。



スヴアーバル世界種子貯蔵庫
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ノルウェーにおける品種保護法
自家採種の種子の保存、利用、交換、販売での農民の

権利に関わる法律では、2つの法律がその柱となっている。
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1.植物品種保護法 (PVP法 )

2.新品種の登録と種子の流通

に関連する食品法

ノルウエーの現状

・ ノルウエーはt在来種及び農民が

育種した野菜・穀物の品種の

ほとんどをすでに失つてしまった。

日「生物多様性農業」を支持し、

実践する農民、家庭菜園家、

地域で関わる人々が増えている。
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植物品種保護法 (PVP法 )

ノルウエーは1993年 にPVP法を採択し、「植物の新品種の
保護に関する国際条約(UPOV(ユポフ)条約)の 1978年の
改定に基づくUPOv1978年条約の加盟国となった。

より多国籍企業の利益を保護するよう改定されたUPOV
1991年条約は適用していない。

2005年に「UPOV1991年条約」への加盟を政府が提案し
た。その理由:作物育種がその数年前に民営化され、政府
は民間資金での育種を推進しようとした。
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植物品種保護法 (PVP法 )

・ フリチョフ・ナンセン研究所(FNl)は 、UPOV1991年条約
が食料・農業植物遺伝国際条約におけるノルウェーの貢
献や立場と相反するとして、意見書を提出した。

・ FNlの評価を公にし、メディアや他団体に議論を促した。

・ UPOV1991年条約を締結するかは、議会選挙後に
持ち越され、その後否決された。

否決の理由は、品種育成者の権利と農民の権利
のバランスが必要であつたから。
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植物品種保護法 (PVP法 )

・ FNlは、ノルウエーの作物育種企業ともどのように問
題を解決するか協議した。

・ 協議は、UPOV1991年条約は、ノルウェーの農業の
形態と規模では、企業にとつても問題解決にならない
という結論に至つた。

・ 今日、ノルウェーの作物育種は、民間の自己資金と
公的資金の両方で成り立っている。UPOV1991年 条
約への加盟提案は、それ以降は出ていない。
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植物品種保護法 (PVP法 )

ノルウェーでの決定は、世界貿易機関 (W‐l‐0)の知的
財産権の貿易関連協定

「

RIPs協定)の締約国でも、
UPOV1991年条約に加盟しなくてもよいことを示し、世
界から注目された。多くの国がUPOV91条約に加盟す
るよう圧力を受けてきた。

しかし、ノルウェーの品種育成者の問題は解決しなか
つた。種子は公的なものか、民間の責任なのか?古く
からの問いと関連する。

FNIはメディアにおいて、国内の作物育種者への
公的支援の必要性を議論した。
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種子に関する法律
・ 2004年以前は、新品種登録と種子流通の法律は

進歩的だった。

・ ノルウェーは、欧州連合(EU)と協力するために、
1994年に欧州経済地域 (EEA)に加盟した。

・ 2004年以降、EEAに含まれる全ての食料・農業項目
でEUの法規制を受けることになつた。

・ 非常に多くの法規制がEUからノルウェーに持ち込まれ
た。
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種子に関する法律

・ 新しい種子に関する法律 (2004年 )は、ノルウェーの
農民にとって、深刻な後退であつたが、農民たちはそれ
に気づかなかつた。

・ 民主的な公聴会のシステムはほとんど無視され、EUの
法規制はどんどん翻訳されていった。

・ EUの法律では、認可された種子販売店だけが、登録さ
れた種子だけを販売できる。例 :遺伝子的に「同質的な
品種」
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種子に関する法律

・ 同時に、FN!は 多様な関係者による対話の場を設
け、新しい法律の課題とニーズについての理解の
共有を図つた。

・ 2008年、EUは保全品種と伝統的品種について
の追加の法令を採択した。

・ 2010年、ノルウェーはこの改定された法令を
採択し、法律は改善された。
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種子に関する法律

・ EU法では、農民による商業目的の交換や販売、その
ための保存が禁止された。

・ ノルウェー語に翻訳した際に、「商業目的の」という言
葉が訳し忘れられ、全てが禁上されることになつてし
まつた。

・ 農業省も、「犯罪者」にされかねない農民もこの翻訳
の間違いに気づかなかつた。

口FNIから農業省にこの点を指摘する手紙を何度か送
り、法律を変更することが約束された。
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種子に関する法律

・ 2010年に採択された法律

―商業目的でなければ、(PVP法 に縛られず)

交換や販売ができることになつた。

一農民は、保全品種の種子と登録された伝統品種
の種子だけを認可を受けた店で販売できる。

一保全品種の種子と伝統野菜の種子に関して、多
様性を阻む様々な制約がある。



種子に関する法律
ノルウェーでは、法律が多様性ある農業にもたらす
課題について、広く認識されるようになった。

ノルウエー遺伝資源センターは、多様性ある農業を実
践する農民を支援し、法律をスムーズに適用できるよう
にしている。

ノルウェーのケースは市民が共に活動することの
重要性、そして、農民の権利のために植物遺伝
資源国際条約をツールとして使うことの有効性を
示している。
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NGOの働きについて

・ フィリピンは、市民運動の力が強い。2つのNGOが特
に種子の問題に取り組んできており、3つ 目の団体も
重要な役割を担ってきた。

①5outheast Asia Regional lnitiat市 es for Community
Empowerment(SEARI⊂ E)コミュニティのエンパワーメントの
ための南アジア地域イニシアティブ

②Farmers― scientist Partnership for Development
(MASIPAC)開発のための農民と科学者のパートナシップ

③GRAIN(グレイン、国際NGOで、以前はフィリピンに支部
があり、非常に活発に活動していた)
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フィリピンにおける農民の権利

フィリピンの植物品種保護法 (PVP法 )

(41)

私が2002年にフィリピンで調査をした時、PVP法の
ドラフトがフイリピンの人々や農民の権利のためによ
くない内容になっていた。

それ以前のドラフトは、参加型のプロセスを重要視
し、農民の権利やフィリピンの生物多様性を
保護する必要があることを強調する内容だつた。
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フィリピンの植物品種保護法(PVP法 )

PVP法のドラフト(非採択):

1995年と1998年にドラフトが策定された。

《フィリピンは、植物多様性を効果的に保護
する丁RIPS協定を満たすUPOV1978年条約に

近い独自の法律を策定し、多国籍企業の商業
的利益を強化するUPOV1991年条約には縛ら
れないようにするのが最善である。》

フィリピンの 植 物 品 種 保 護 法 (PVP法 )・
勾

ドラフトの内容が突然大きく変わつたのは、何が起こつた
のか、追跡するのは容易ではなかった。

ドラフトは、USAID(アメリカ合衆国国際開発庁)のAGILE(
成長・投資と公平な自由主義化の加速)というプログラム
によつて作成されていた。

ドラフト作成に関わつたのは、AGILEのためにUSAIDと契
約していた、米国のDAI(Development AlternatiVes
inc.)という会社であつた。この会社は、各省庁、国会、中
央銀行にサテライトオフイスがあつた。

米国議会は、AGILEに対し1998-2003年に4100万ドル
を拠出した。
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フィリピンの植物品種保護法(PVP法 )

・ 1998年から99年にかけてさらに3つのドラフトが提
案された(非採択)。

-2つのドラフトはそれ以前ものと似ており、フィリピン
の状況とニーズに沿つたフィリピン独自の内容であ
った。

一しかし、3つ 目のドラフトはそれまでと大きく異なり、
UPOV1991年条約をコピーするような内容に
なっていた。<政府は、効果的な知的所有権シス
テムを認識し、新しい作物品種の開発は、国の食
料安全保障に特に重要なものである、、、
品種育成者権の強化>
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フィリピンの植物品種保護法(PVP法 )

日米国企業のDAI社が農業省においたサテライトオフィ
スが、UPOV1991年条約にそっくりな法案を作成し
たのだった。

日その背景には、米国とフィリピンのビジネス関係者に
よる会議があり、そこで重要な政策に関わる実施計
画(2001年 )を策定していた。

・ その中で、「2002年 2月 までに植物品種保護法を発
効する」とあつた。
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フィリピンの植物品種保護法(PVP法 )

ドラフトが変わつた理由を調査したことで、責任がどこに
あるかがわかり、直接影響を与え、改善された内容の法
律にすることができた。

「自家採種の種子の保存、利用、交換、販売に関し、小
規模農民が伝統的にもつ権利はこの法律で保護される
。商業的販売品種の再使用目的の販売・農民間の交換
は除外され、除外事項の詳細は諮問委員会で決定され
る。自分の耕作地での使用においてのみ、農民間での
自家採種の種子の交換・販売をしてもよい。(43条 )
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終わりに 何ができるか ?
1.法律を知り、法律を変えようとする動きに目を向ける。

2.植物遺伝資源国際条約を、政治家や政策決定に対
して農民の権利を守り、改善するツールにする。

3.農民の権利について、これまでの国内外の進展を踏
まえ、社会一般での理解を広げる。

4.農民の権利について活動するNGO口市民団体に 参
加する。協力的な研究者や科学者の支援を得て共に
活動する。当事者である農民の置かれている状況と
農民による農の営みを理解する。
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フィリピンの植物品種保護法(PVP法 )

・ NGOの役割:当初は法案のドラフト作成に深く関わり
、NGOの意見が反映されていた。

日しかし、NGOはその後にAGILEがドラフトを変更した
ことを知らされず、関与できなかつた。それを知ってか
らはすぐに行動した。

・ 構造的な権力(StruCtura:power)は 、確実に威
力を発揮しており、科学や市民社会が重要な役割を
担う。

ご静聴ありがとうございました。
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