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青森産技登録品種の

自家増殖への対応について

農林総合研究所

（様式４）



地方独立行政法人 青森県産業技術センター

★組織名称の表記についてのお願い

地方独立行政法人青森県産業技術センターは県庁の組織ではありません。地方独立行政法

人青森県産業技術センターの名称を省略して表記する場合は、地方独立行政法人であるこ

とが明確に分かるよう、「 (地独 )青森県産業技術センター」又は、当センターの略称

「青森産技」をお使いくださるようお願い申し上げます。

また各研究所の表記につきましても、「県○○研究所」ではなく、「 (地独 )青森県産

業技術センター○○研究所」、又は「青森産技○○研究所」と表記してくださるようお願

いいたします。



地方独立行政法人青森県産業技術センター

青森産技登録品種の自家増殖への対応内容
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１ 経緯

従来、生産者に認められていた登録品種の自家増殖が、令和２年１２月２

日成立の改正種苗法で育成者権者の許諾が必要とされることとなり、令和４

年４月１日から施行されます。

地方独立行政法人青森県産業技術センター（以下、青森産技という）では、

青森産技が育成した登録品種（出願公表含む）について生産者が行う自家増

殖への対応を以下のように決定しました。

なお、決定に当たっては、農林水産省の「公的機関における開発品種の許

諾に係るガイドライン」に沿って、県のブランド戦略上の重要性、産地形成

への影響等を考慮し、県農林水産部等、関係機関と協議しております。

２ 登録品種の自家増殖の対応区分とその内容

（１）県の販売戦略上重要な品種

ブランド、品質を維持し、海外を含め県外流出を防止することが特に重

要である品種は、自家増殖を認めない。又は自家増殖の許諾に一定の手続

を求める。

（２）利用許諾契約で種苗の増殖を認める品種
従来、生産者と利用許諾契約を締結し、利用許諾契約により有償又は無

償で自家増殖を認めてきた品種は、引き続き同様の扱いとする。

（３）自家増殖では形質・品質の維持が困難な品種
自家増殖により品種本来の特性や実需者に求められる品質を維持するこ

とが困難な品種は、自家増殖を認めない。（従来から自家増殖は行われて

いない）

（４）青森産技が種苗を増殖、販売する品種
従来、青森産技からの種苗購入の条件として自家増殖を禁止してきた品

種は、引き続き自家増殖を認めない。

（５）（１）～（４）以外のうち、種苗販売事業者等との利用許諾契約により
譲渡、栽培を県内限定としている品種

県内生産者に限り手続なく自家増殖を認めるが、県外生産者には自家増

殖を認めない。

（６）その他の品種

（１）～（５）以外の品種（譲渡、栽培を県内に限定していない品種）

は、県の内外を問わず、手続なく自家増殖を認める。



３ 各登録品種ごとの区分と自家増殖の対応

区 分 植物の種類・品種名 自家増殖の対応

（１）県の販売戦略
上重要な品種

・稲「青天の霹靂」 自家増殖は認めな
い。

・おうとう「ジュノハート」 原則自家増殖は認
めないが、ブラン
ド化推進協議会の
登録 生産 者 に限
り、届出により認
める。

（２）利用許諾契約
で種苗の増殖を
認める品種

・りんご「あおり２４（はつ恋ぐりん）」
・やまのいも「つくなが１号」

「あおもり 短八」
・きく「あけぼのの舞」「あかねの舞」
・アラゲキクラゲ「青ＡＫ１号」

生産者が直接利用
許諾 契約 を 締結
し、契約の定める
ところにより自家
増殖を認める。

（３）自家増殖では
形質・品質の維
持が困難な品種

・稲（酒米用稲）
「華想い」「華さやか」「吟烏帽子」

自家増殖は認めな
い。

・デルヒニウム（Ｆ１品種）
「なつぞらスピアー」「ピンクスピアー」

（４）青森産技が種
苗を増殖、販売
する品種

・稲（観賞用稲）「ゆきあそび」
「べにあそび」「あかねあそび」
「赤穂波」「紫穂波」「白穂波」

自家増殖は認めな
い。

（５）（１）～（４）以外
のうち、種苗販
売事業者等との
利用許諾契約に
より譲渡、栽培を
県内限定として
いる品種

・稲「まっしぐら」「あかりもち」
「ゆたかまる」

・りんご「紅はつみ」

原則自家増殖は認
めないが、県内生
産者は手続なく自
家増殖を認める。

（６）その他の品種 ・稲「ゆきのはな」「式部糯」
「うしゆたか」「みなゆたか」
「ほっかりん」「あさゆき」
「えみゆたか」「めんこもち」

・りんご「あおり１５（星の金貨）」
「あおり１６（恋空）」

・デルヒニウム「アメジストスピアー」

手続なく自家増殖
を認める。
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植物の種類 品種の名称 登録番号
(出願番号)

登録年月日

（出願公表
年月日）

海 外
持ち出し

栽培地域
の 制 限
※１

自家増殖

可否 許諾手続

稲 ゆきのはな 第14886号 H19.3.2 制限する 無 可 不要

まっしぐら 第18348号 H21.7.31 制限する 有（県内） 否※２ －

式部糯 第20030号 H22.11.15 制限する 無 可 不要

うしゆたか 第20530号 H23.3.9 制限する 無 可 不要

みなゆたか 第20913号 H23.8.9 制限する 無 可 不要

あかりもち 第20914号 H23.8.9 制限する 有（県内） 否※２ －

ほっかりん 第22529号 H25.3.25 制限する 無 可 不要

あさゆき 第25816号 H29.3.15 制限する 無 可 不要

青天の霹靂 第26307号 H29.12.12 制限する 有（県内） 否 －

えみゆたか 第27810号 R2.2.21 制限する 無 可 不要

めんこもち 第28074号 R2.8.14 制限する 無 可 不要

ゆたかまる
（青系201号）

（第34838号） (R2.10.7) 制限する 有（県内） 否※２ －

（酒米用稲） 華想い 第13863号 H18.3.9 制限する 有（県内） 否 －

華さやか 第24456号 H27.9.29 制限する 有（県内） 否 －

吟烏帽子 （第32436号） (H29.12.1) 制限する 有（県内） 否 －

(観賞用稲) ゆきあそび 第21433号 H24.2.21 制限する 無 否 －

べにあそび 第22528号 H25.3.25 制限する 無 否 －

あかねあそび 第24451号 H27.9.29 制限する 無 否 －

赤穂波 第24452号 H27.9.29 制限する 無 否 －

紫穂波 第24453号 H27.9.29 制限する 無 否 －

白穂波 （第33815号） (R1.6.17) 制限する 無 否 －

りんご あおり1５
（星の金貨）

第11593号 H16.1.13 制限する 無 可 不要

あおり1６
（恋空）

第11594号 H16.1.13 制限する 無 可 不要

あおり２４
（はつ恋ぐりん）

第22367号 H25.3.6 制限する 有（県内） 否※３ －

紅はつみ 第26826号 H30.5.21 制限する 有（県内） 否※２ －

おうとう ジュノハート 第22893号 H25.12.16 制限する 有（県内） 否※４ －

やまのいも つくなが１号 第20689号 H23.3.18 制限する 有（県内） 否※３ －

あおもり 短八 第21758号 H24.4.4 制限する 有（県内） 否※３ －

デルヒニウム アメジストスピアー 第17077号 H20.10.16 制限する 無 可 不要

なつぞらスピアー 第22580号 H25.6.18 制限する 有（県内） 否 －

ピンクスピアー 第22932号 H26.1.23 制限する 有（県内） 否 －

きく あけぼのの舞 第24889号 H28.3.7 制限する 有（県内） 否※３ －

あかねの舞 第24890号 H28.3.7 制限する 有（県内） 否※３ －

あらげきくらげ 青ＡＫ1号 （第34590号） (R2.6.29) 制限する 有（県内） 否※３ －
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青森県産業技術センター登録品種とその取扱い一覧 令和3年9月17日現在

※１ 種苗法上の届出によるものではなく、利用許諾契約による制限。
※２ ただし、県内生産者は、手続なく自家増殖を認める。
※３ ただし、利用許諾契約者は、契約の定めるところにより自家増殖を認める。
※４ ただし、ジュノハートブランド化推進協議会の登録生産者は、届出により自家増殖を認める。
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取材依頼先の詳細

取材依頼先

農林総合研究所

● 住 所：黒石市田中82-9 
● 連絡先：Tel 0172-52-4346

Fax 0172-40-4161
● 担当者：企画経営監 野沢智裕（のざわともひろ）

総括研究管理員 鎌田直人（かまだなおと）
※ 取材は随時対応します
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