品種登録制度 の実施 にあた つて
理事

山口

聰

いますので、秋 までには公表 し、 リス トは毎年改訂

日本 ツバ キ協会 は 1月 28日 の理事会 で品種登録
制度 の 内容 を検 討 し、規程案 をつ くりま した。重要

版 を出 します。

な事業ですので、広 く会員の意見 を聞 くため、ホー
ム ペー ジに掲載 し、2月 24日 に全 国椿 サ ミッ ト萩
大会 で開催 した会 員総会 で報告 。説明 しま した。

ることは会員皆様 にとって、プライ ドを持 つ ことが

数人 の方 か ら寄せ られた意見 を 4月 14日 の理 事

できることにもな ります。あ くまで も心の問題では

自分 の品種が国内だけでな く国際的にも認知 され

会 で議論 じ、 品種登録規程 を決定 しま した。今後、
申請書類 一 式や品種 リス トの作成 を急 ぐとともに、
品種登録委員会 の人選 を進 め、今年 9月 か ら申請
を受 け付 け、来年 2月 のサ ミッ ト沖縄大会 の 際 に

あ ります ので、営利的 なメ リッ トを追求 される方 は、
種苗法 による登 録 を国に対 して申請することをお勧
め します。 こちらは営利的な方 々の権利保護 が目的
ですので、その保護のための手数料 は何十万 円か必
要 にな ります し、申請 自体 にも何万 円かの費用が か
か ります。私 たちはあくまで も趣 味 の 同好者主体 の

品種登録委員会 を開 いて第 1回 の審査 をお こな う
計画です。
新 しい制 度 の考 え方 と内容 を説明させて いただ き、
規程 の全文 を掲載 します。
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国際ツバ キ協会の 『カメ リア レ
ジスター』 に 日本の椿品種 を登録 してお り、適宜更

会ですので、利益追求 のための登録制度 とは異な る
ことを十分 にご理解 ください。
登録 された ものが品種 として存続す るためには、
大勢 の方 によって栽培 されることも必要です。原木
の所在 を明 らかに して保存 につ とめる。苗木 を増や

新 されています。従 つてほとんどの品種 は既 に国際
的な登録が済んで いますので、会員が育成 した最近
の新品種 をデー タベー ス化 して混 乱 を防ぎたいとい

して 同好 の方 にお分 けす る。 展示会 な どで 同好 の
方 々に見 ていただ く…… 。そうすることで、名花 と

うのが新 しい品種登録制度 の基本的な考 えです。

呼 ばれるよ うな状況が生 まれて くると思 い ます。

私 たち会 員 の 間での取 り決めで、 日本全体 に対す
る規制 ではあ りません。あ くまでも会員の間での品
種名 の登 録 ・整理が趣 旨ですので、会 員外 の方 に強

そのためにも登録品種のデ ー タベース作成が重要
にな り、運営のための人手や資材が必要 にな ります。
簡単 にいえばパ ソ コ ン ,イ ンターネ ッ ト接続・デ ー
タ打 ち込みの人手、資料の保管スペー ス、登録申請

制す るものではあ りませんが、対外的には日本 を代
表す る日本 ツバ キ協会の事業ですので、 いずれ はそ
れな りの評価が得 られるもの と思います。技術 ・識
見 の高 い会員がきちん と特性 を把握 して、第 二者 に

時の様 々な書類の保管などの予算処置 も必要 にな り
ます。その経費の一部 だけでも、申請 される方 々に

も理解 されるような特性表 を書 き上 げ、きちんとし

も負担 していただ くとい う趣 旨で 「有料」 の制度 と

た写 真 も添えて申請 し、厳 しい審査 を経 て登録 され

いた しま した。

るのが今後の登 録品種です。
新 しい登 録制度 は、 日本 ツバ キ協会の権威付 けで
はな く、会員の皆様 に品種 についての意 識 をもって

何十年経 つてもみんなか ら注 目される、後世 に残
るものだけ品種 として認定すべ きだという主張 もあ
りますが、品種の世間的評価 そのものは時の経過 に
任 せるべ きです。生まれたばか りの赤 ん坊 を現時点

いただ き、交流 を深め、会の活動が活発化するなど、
を期待 しての ものです。会長の署名が入 つた認定証
は、皆様 がきつと喜んで下 さると思 っています。 ご

で将来性 まで評価することは不可能です。今 回 は、
品種名 の整理、 同名異品種が出ないよ うにする登録
リス トの整理 を主 眼 としています。
既存品種の リス トについては現在 も整理 を進めて

自分 の開発 した新 しい品種 に名前 を付 けて、 日本 ツ
バ キ協会の品種 リス トに掲載 してもらいたい方たち
のための制度 です。ツバ キ協会 が品種 として認定す
ることには十分 な社会的意味があるはずです。
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