
Ⅰ 環境対策の推進
１．地球温暖化対策関係

【２４９，１６６(２３３，４６１）百万円】（復興庁計上分含む）

対策のポイント
地球温暖化対策の推進のため、農林水産業・食品産業における排出削減対

策や森林等吸収源対策の着実な推進に加え、農山漁村における再生可能エネルギ

ーの導入等を促進します。

＜背景／課題＞

・温室効果ガスの大気中濃度を自然の生態系や人類に悪影響を及ぼさない水準で安定化

させるという気候変動枠組条約の目標を踏まえ、農林水産分野においても地球温暖化

対策を推進する必要。

政策目標
農林水産業・食品産業における地球温暖化対策のさらなる推進

＜主な内容＞

Ⅰ．地球温暖化防止策

１．農林水産業・食品産業における排出削減対策

（１）農業分野における温室効果ガス排出削減事業

他分野で製品化・実用化されている省エネ・省資源技術の農業転用について、公

的農業研究機関と民間企業等との共同検証等を支援します。

【生産環境総合対策事業のうち温暖化対策貢献技術支援事業 ８８（０）百万円の

内数】

（２）水産分野における温室効果ガス排出削減対策

漁港のエコ化を推進するため、漁港に立地する水産関係施設や既存の風力発電施

設及び太陽光発電施設等を対象とした現地調査等を通じて、発電施設の漁港への設

置に伴う塩害・鳥害対策、漁港内での発電と電力消費の効果的な組み合わせの検討

手法、再生可能エネルギー導入の採算性検討手法等について解明します。

【漁港のエコ化推進事業 ５０（５９）百万円】

（３）食品産業における温室効果ガス排出削減対策

高付加価値の国産肥飼料化やバイオガス化等の新たな食品リサイクルシステムの

構築や食品廃棄物等の発生抑制を図るとともに、民間提案を活かした改善の取組等

による地球温暖化・省エネルギー対策の促進を支援します。

【食品産業環境対策推進事業 １０６（０）百万円】

２．森林等吸収源対策

（１） 森林吸収源対策の着実な推進

集約化を進め、間伐やこれと一体となった丈夫で簡易な路網の整備等を推進しま

す。また、過密化等により国土保全機能が低下した森林の整備を強化し、山地の防

災力を向上させます。

【森林整備事業・治山事業（公共） １７９，６４２（１７４，８１９）百万円】

（２） 土壌が有する地球温暖化防止機能の活用

① 農地土壌における炭素貯留量等を算定するための基礎調査の実施



農地からの温室効果ガスの排出・吸収量の国連への報告に必要な農地土壌中の

炭素貯留量等のデータを収集する農地管理実態調査及び排出削減のための農地管

理技術の検証を実施します。

【農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査事業 １２４（０）百万円】

② 環境保全型農業直接支援対策

農業者等が、化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組とセットで、

地球温暖化防止等に効果の高い営農活動に取り組む場合に支援を実施します。

【環境保全型農業直接支援対策 ２，６４４（２，６４４）百万円】

３．再生可能エネルギー対策

（１）農山漁村再生可能エネルギー導入等促進対策

農林漁業者等が主導して行う農山漁村の資源を活用した再生可能エネルギー発電

事業の取組について、事業構想から運転開始に至るまで必要となる様々な手続や取

組を総合的に支援するとともに、小水力等発電施設の整備に係る概略設計、各種法

令に基づく協議等の取組等を支援します。

【農山漁村再生可能エネルギー導入等促進対策 １，１７５（６９２）百万円】

（２）バイオマス産業を軸としたまちづくり・むらづくりへの支援

バイオマス産業都市を目指す地域による計画づくり及び計画に位置づけられたプ

ロジェクトの推進に必要な施設整備等を支援します。

【地域バイオマス産業化推進事業 １，２８０（０）百万円】

Ⅱ．地球温暖化適応策

１．農林水産分野における温暖化適応技術の開発

地球温暖化が我が国の農林水産業に与える影響を評価し、温暖化の進行に適応した

農作物の栽培管理技術や高温耐性品種、家畜の暑熱対策技術の開発等を行います。

【気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のための技術開発 １，２６２（１，

２８２）百万円の内数】

２．温暖化適応技術の導入・普及の推進

地球温暖化による農作物の高温障害等について、地域で特に問題になっている課題

を解決するため、都道府県等が連携した適応技術の共同検証を支援します。

【生産環境総合対策事業のうち温暖化対策貢献技術支援事業 ８８（０）百万円の

内数】

３．水産分野の地球温暖化適応策

地球温暖化による養殖業に対する悪影響を防止するため、高水温耐性等を有する養

殖品種の評価・選抜等を行う。

【地球温暖化対策推進費のうち地球温暖化による沿岸漁場環境への影響評価・適応

技術の開発 ５２（６６）百万円の内数】

Ⅲ．地球温暖化対策に関する国際協力

途上国の森林減少・劣化に由来する二酸化炭素の排出の削減に向け、森林技術の研

修・普及を実施するなど国際的な森林減少対策に対応した国内体制を整備します。

【ＲＥＤＤ推進体制緊急整備事業 １５４（１７６）百万円】

（連絡先：大臣官房環境政策課地球環境対策室 ０３－６７４４－２０１６）



地球温暖化対策の推進のため、農林水産業・食品産業における排出削減対策や森
林等吸収源対策の着実な推進に加え、農山漁村における再生可能エネルギーの導入
等を促進します。

【２４９，１６６（２３３，４６１）百万円】（復興庁計上分含む）

農林水産業・食品産業における地球温暖化対策の加速化

Ⅰ 地球温暖化防止策

（２）水産分野における温室効果ガス排出削減対策
漁港のエコ化を推進するため、水産関係施設や既存風力発電施設

等への現地調査を通じて、再生可能エネルギー導入の採算性検討手
法等について解明します。
漁港のエコ化推進事業 ５０（５９）百万円

（１）農業分野における温室効果ガス排出削減対策
他分野で製品化・実用化されている省エネ・省資源技術の農業転用に

ついて、公的農業研究機関と民間企業等との共同検証等を支援します。
生産環境総合対策事業のうち温暖化対策貢献技術支援事業 ８８（０）百万円の内数

Ⅲ 地球温暖化対策に関する国際協力

途上国の森林減少・劣化に由来する二酸化炭素の排出の削減に向け、森林技術の研修・普及
を実施するなど国際的な森林減少対策に対応した体制整備の推進等を実施します。

Ⅱ 地球温暖化適応策

温暖化の進行に適応した生産安定技術の開発及び高温に適応する品種の開発等を実施します。

（１）森林吸収源対策の着実な推進
集約化を進め、間伐やこれと一体となった丈夫で簡易な路網の

整備等を推進します。
森林整備事業・治山事業（公共）１７９，６４２（１７４，８１９）百万円

農林漁業者等が主導して行う農山漁村の資源を活用した再生可能エネルギー発電事業の取
組について、事業構想から運転開始に至るまで必要となる様々な手続や取組を総合的に支援
するとともに、小水力等発電施設の整備に係る概略設計、各種法令に基づく協議等の取組等
を支援します。

農山漁村再生可能エネルギー導入等促進対策 １，１７５（６９２）百万円

（３）食品産業における温室効果ガス排出削減対策
高付加価値の国産肥飼料化やバイオガス化等の新たな食品リサイ
クルシステムの構築や食品廃棄物等の発生抑制を図るとともに、
民間提案を活かした改善の取組等による地球温暖化・省エネル
ギー対策の促進を支援します。
食品産業環境対策推進事業 １０６（０）百万円

１．農林水産業・食品産業における排出削減対策

２．森林等吸収源対策

３．再生可能エネルギー対策

（２）土壌が有する地球温暖化防止機能の活用
農地土壌中の炭素貯留量等のデータを収集する農地管理実態調

査を実施するとともに、化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上
低減する取組とセットで、地球温暖化防止等に効果の高い営農活
動に取り組む場合に支援を実施します。
農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査事業 １２４（０）百万円
環境保全型農業直接支援対策 ２，６４４（２，６４４）百万円

農地土壌炭素貯留調査

間伐などの森林整備の推進

省エネ・省資源技術
の農業転用を検証

食品廃棄物の肥飼料化
やバイオガス化を推進

漁港への再生可能エネル
ギー導入について調査



２．農林水産業における生物多様性に関する対策の推進

【２４４，６００（２２４，１２８）百万円の内数】（復興庁計上分含む）

対策のポイント
農林水産省生物多様性戦略及び生物多様性国家戦略2012－2020に基づき、農
林水産業における生物多様性に関する取組を一層推進します。

＜背景／課題＞
・農林水産業は、自然界の多様な生物が関わる循環機能を利用しており、持続可能な農
林水産業の維持・発展のためには、生物多様性の保全は不可欠。
・また、担い手の減少などによる農林水産業の活動の停滞に伴い、身近に見られた種の
減少や鳥獣被害が深刻化。
・平成22年に開催された生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）で生物多様性戦略

計画2011-2020・愛知目標や農業と生物多様性に関する決議等が採択。

・これらの決議等を踏まえ、農林水産省生物多様性戦略を見直し、内容を生物多様性国

家戦略2012－2020に反映。

・これらに基づき我が国の農林水産業における生物多様性に関する取組の推進が重要。

政策目標
○生物多様性をより重視した農林水産業の推進
○わが国の農林水産業の生物多様性への貢献

＜内容＞
１．田園地域・里地里山における保全

① 農業者等が、化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組とセットで地
球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む場合に支援しま
す。

【環境保全型農業直接支援対策 ２，６４４（２，６４４）百万円】

② 鳥獣被害対策実施隊による捕獲や追い払いをはじめとした地域ぐるみの被害防止
活動や侵入防止柵の整備等の鳥獣被害防止のための取組に支援します。

また、県域を越える複数の市町村が連携して行う広域的な鳥獣被害対策の取組や

人材育成に加え、新たに、都道府県が主導して行う広域捕獲活動等の取組に支援し

ます。

【鳥獣被害防止総合対策交付金 ９，５００（９，５００）百万円】

③ 活動組織等が地域共同で行う農地、水路等の資源の日常の管理と水質保全、生態
系保全などの農村環境の保全のための活動を支援します。さらに、集落の手による
カバープランツの植栽など水管理・畦畔管理の省力化等に資する集落の取組を追加
的に支援します。

【農地・水保全管理支払交付金 ２８，１６３（２４，６９５）百万円の内数】

２．森林における保全
① 所有者の自助努力によっては適正な整備が期待できない条件不利地等を対象と

して、公的主体による間伐等の森林整備を支援します。

【水源林造成事業 ２３，６２２（２２，８７７）百万円】



② 森林における生物多様性保全を総合的に推進するため、
・全国土を対象に、植生等の生物多様性に関する定点観測、データの分析
・野生鳥獣被害対策技術の開発
等を実施します。

【森林生態系多様性基礎調査 ３２６（３４３）百万円】
【森林環境保全総合対策事業 １１９（１６７）百万円】

３．里海・海洋における保全
① 漁業者等が行う水産業・漁村の多面的機能の発揮に資する地球環境保全等に係る

活動への支援を通じ、全国的に多面的機能が効果的・効率的に発揮され、水産業・
漁村の活性化を図ります。

【水産多面的機能発揮対策 ３,５００（－）百万円の内数】

② 水産生物の生活史に対応した藻場・干潟から沖合域までの良好な生息環境を一体
的に整備する水産環境整備を推進します。

【水産環境整備事業 ９,３５７（１０，４４０）百万円】

４．遺伝資源の保全と持続可能な利用の推進
① 国内の遺伝資源利用者が海外の遺伝資源を円滑に取得するために必要な情報の提

供や、相手国等との意見調整の支援を行います。
【農林水産分野における遺伝資源利用促進事業 ２８（２６）百万円】

② 途上国との遺伝資源の取引を円滑にするため、遺伝資源の探索及び機能解析等に
関する能力向上を図ろうとする取組を支援します。

【遺伝資源の機能解析等に係る途上国能力開発事業 ２４（－）百万円】

５．生物多様性評価手法の開発
① 農林水産分野における生物多様性の経済的評価や、生物多様性保全活動への企

業等による支援を促す仕組みについて実地検証を行い、実用性・普及性の高い支

援の仕組みを検討し、ガイドラインとして取りまとめます。

【農林水産分野における地球環境対策推進手法開発事業のうち

生物多様性保全推進調査事業 ２６（１２）百万円】

② 農法等の違いが生物種の生息に及ぼす影響の解明により、農村環境における生物

多様性保全効果を簡易に評価できる手法を開発します。

【気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のためのプロジェクト

１,２６２（１,２８２）百万円の内数】

［お問い合わせ先：大臣官房環境政策課地球環境対策室（03－6744－2017（直））］



環境保全型農業など
の推進

田園地域・里地里山 森林 里海・海洋

生態系保全などの農
村環境の保全

間伐等による森林の
適切な整備・保全

漁業者等を中心とした
藻場・干潟の保全活
動への支援

生物多様性基本法の施行
(平成２０年６月)
生物多様性地域連携促進法の施行
(平成２３年１０月）

持続可能な農林水産業の維持・発展の

ためには生物多様性に関する対策の推進
は必要不可欠

農林水産業における生物多様性に関する対策の推進【２，４４６(２,２４１)億円の内数】

緩衝帯の整備等、鳥
獣被害対策の推進

ＣＯＰ１０（平成22年10月）において、戦
略計画2010-2020（愛知目標）や農業の
生物多様性等を決議

農林水産分野における総合的な生物多様性保全施策を推進するため、
農林水産省生物多様性戦略を改定し、内容を生物多様性国家戦略2012-2020に反映

○ 生物多様性をより重視した持続可能な農林水産業や、それを支える農山漁村の活性化のさらなる推進
○ 戦略計画2011-2020・愛知目標や農業の生物多様性等、ＣＯＰ１０の決議を踏まえた施策を推進

（復興庁計上分含む）



環境政策課予算概算決定の概要

大臣官房環境政策課

平成２５年度



農林水産分野における地球環境対策推進手法開発事業
【４９（４１）百万円】

対策のポイント
・ 農林水産分野における温室効果ガス排出量の算定方法の改善を図ります。

・ 温室効果ガス排出削減量等表示の活用方法を確立し取組促進を図ります。

・ 農林水産分野における生物多様性保全効果の発揮、民間による支援活動

の拡大を推進します。

＜背景／課題＞

・気候変動枠組条約事務局に報告している温室効果ガス排出量の算定については、現在、

欧州基準のデフォルト値を使用しており、我が国の実態に適した算定方法へ改善を図

り、農林漁業者の削減努力が適正に反映されるようにする必要があります。

・温室効果ガス排出削減の取り組みの促進を図るために、農林漁業者が、排出削減の取

組や排出削減量算定に係る手間・コストに見合うメリットを感じられるような排出削

減量等の効果的な表示とその活用方法を確立する必要があります。

・生物多様性の保全に向けた取組の拡大が求められる中、農林漁業活動により保全され

た生物多様性を経済的に評価し、生物多様性保全に資する活動を民間が支援するため

の仕組みを構築することが必要です。

政策目標

○条約事務局に報告する日本の温室効果ガス排出量の算定係数の

改善（平成25年度、２項目）

○農林水産業に伴う活動により保全された生物多様性の経済的評

価に基づく、農家等を支援する新たな仕組みを構築

＜主な内容＞

１．農林水産業由来温室効果ガス排出量精緻化検討・調査

畜舎、農地等において、メタンや一酸化二窒素排出量の実測調査や知見の収集・

整理を行うことにより、より我が国の実態に即した農林水産業由来温室効果ガス排

出量の算定方法を検討します。 補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

２．地球温暖化対策実践活用促進事業［新規］

環境ラベル表示に係る実証等を通じ、農林漁業者の努力により達成した温室効果ガ

ス削減量等の効果的な表示・活用方法を検討し、マニュアルとして取りまとめます。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

３．生物多様性保全推進調査事業

農林水産分野における生物多様性の経済的評価や、生物多様性保全活動への企業

等による支援を促す仕組みについて実地検証を行い、実用性・普及性の高い支援の

仕組みを検討し、ガイドラインとして取りまとめます。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：大臣官房環境政策課（０３－６７４４－２０１７（直））］



農林水産分野における地球環境対策推進手法開発事業 【４９（４１）百万円】

水田、農地等において温室効果ガス排出量の実測調査等を行
うことにより実態に即した排出係数等を調査・検討

実測や既存の知見
の整理による算定

方法の改善

算定方法検討農
業分科会による

検証

国際的に公表す
る日本の温室効
果ガス排出量の

精緻化

１．農林水産業由来温室効果ガス排出量精緻化検討・調査

○ 気候変動枠組条約に基づく温室効果ガス排出量の条約事務局への報告に
ついて、実態に即した算定方法に改善していく必要。

○ 温室効果ガス排出削減に資する取組を農林漁業者に広めるために、農林漁業者に
よる努力を消費者と共有することが必要。

○ 農林水産業の生物多様性保全機能の認識が進み、民間による支援活動の拡大
が必要。

→ 温室効果ガス排出量の算定方法の適正化
農林漁業者が達成した排出削減量の表示・活用方法の検討
農林水産業に伴う活動により保全された生物多様性の経済的評価に基づき、
農家等を民間企業等が支援する仕組みの構築

日本国温室効果
ガスインベントリ

報告書

環境ラベル表示に係る実証等を通じ、農林漁業者が達成し
た排出削減量等を効果的に表示・活用する方法を検討し、
マニュアルを作成

２．地球温暖化対策実践活用促進事業

農家の努力
により達成し
た排出削減
量の算定

マーケティングに係る実証

排出削減量
等に係る表
示・活用マ
ニュアルの

策定

環境ラベルの表示

企業、消費者との連携促進

排出削減の
取組促進

３．生物多様性保全推進調査

生物多様性の経済的評価や、
保全活動への企業等による
支援を促す仕組みについて
実地検証を行い、実用性・
普及性の高い支援の仕組み
を検討し、ガイドラインを
作成

農林水産分野における生物多様性活動を
民間が支援する仕組み（イメージ）

企業等
（ＣＳＲ活動等）

農家等

保全活動

支援

評価結果

定量的・経済的評価手法



農林水産分野における遺伝資源利用促進事業
【２８(２６）百万円】

対策のポイント
国内の遺伝資源利用者が海外の遺伝資源を円滑に取得するために必要な情

報の提供や、相手国等との意見調整の支援を行います。

＜背景／課題＞

・平成２２年１０月に開催された生物多様性条約第１０回締約国会議（ＣＯＰ１０）に

おいて、遺伝資源の利用や利益配分に関する名古屋議定書が採択により、遺伝資源への

アクセスや利益配分について新たな国際ルールができた一方、資源国では権利意識の高

まりから遺伝資源の持ち出しを規制する傾向にあります。

・国内の遺伝資源を利用した生産活動や研究活動が停滞することがないよう、海外の遺

伝資源を円滑に取得するために必要な情報提供や相手国等との意見調整等の支援を行い

ます。

政策目標

海外からの遺伝資源の取得に関する合意が４ヶ国で行われる（平

成２８年度）

＜主な内容＞

１．遺伝資源提供国の法制度等調査及び国内利用者への情報提供

国内利用者からのニーズの高い遺伝資源提供国を対象として法制度等を調査し、

国内利用者に対して遺伝資源の取得に必要な相手国の手続きや申請機関等の情報提

供を行います。

２．遺伝資源取得のための相手国等との意見調整支援

海外の遺伝資源利用に必要な相手国との事前同意や遺伝資源所有者との相互合意

を促進するため、意見調整の支援等を行います。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：大臣官房環境政策課 （０３－６７４４－２０１７（直））］



農林水産分野における遺伝資源利用促進事業

生物多様性条約ＣＯＰ１０で採択された名古屋議定書により、遺伝資源へのアクセスや利益配分について新たな国際ルールができた一
方、資源国では遺伝資源の権利意識の高まりにより、自国の資源の持ち出しを規制する動き

○遺伝資源の提供国の制度等を調査・分析し、国内利用者に必要な情報を提供
○遺伝資源の取得の同意を得るための相手国政府との交渉や遺伝資源保有機関等との契約条件の取り決めのための意見調整支援

事業内容 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

① 遺伝資源提供国の制度等の情報収集

・ 法制度や運用方法。先行事例、取引形態

② 国内利用者への情報提供

・ 遺伝資源に関する制度等の周知・ガイダンス、遺伝資
源提供国別の手引き等作成

③ 遺伝資源の取得の合意等に係る調整支援

・ 対象国別の国内コンソーシアムを形成し、遺伝資源取
得計画の策定

・ 遺伝資源の取得の同意を得るための相手国政府との
交渉(PIC)支援

・ 遺伝資源保有機関等との契約条件の取り決め(MAT)の
ための意見調整支援

国内遺伝資源利用者による海外の遺伝資源の円滑な取得を促進し、画期的な農作物等の新品種や新食品
の開発を促進

背景

事業内容



「水資源循環の見える化」調査・検討事業（新規）
【１０(０）百万円】

対策のポイント
ウォーターフットプリントの国際規格化において、我が国の農林水産業の

実態に適したものになるよう働きかけつつ、国民への情報発信を図ります。

＜背景／課題＞

・水の利用量や環境影響を評価するウォーターフットプリントの国際規格化の議論が進

んでいますが、我が国の農林水産物に関して、その生産活動に伴い水資源を利用してい

るのみならず、水源かん養や水の浄化機能も併せ持つこと等我が国の農林水産業の実態

に適した形で評価する手法を策定し、国際規格化の議論に反映させる必要があります。

・近年、局地的な豪雨や極端な小雨による渇水などを契機とし、水問題に対する国民の

関心が高まっているところであり、上記で策定した評価手法を用いて、農林水産業が持

つ水源かん養等の多面的機能をわかりやすく情報発信することに活用していきます。

政策目標

我が国の農林水産業に適した水資源の評価手法を策定（平成２７年度）

＜主な内容＞

農林水産分野の生産活動における水の利用状況等に係る既存の研究等の調査や、海

外の先進事例の調査をもとに、専門家による委員会を開催して評価手法の検討・とり

まとめを行います。また、その評価手法を活用し、農林水産業が持つ水源かん養等の

機能や水の有効利用状況に係る情報発信を行います。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：大臣官房環境政策課（０３－６７４４－２０１７（直））］



（水資源に関する評価手法の算定）
専門家による検討委員会の開催
我が国の実態に即した水資源の評価手法の検討・取りまとめ

（実態調査等）
水資源に関する既存研究等の調査、海外の先進事例の調査
生産形態ごとの国内の水利用状況に関する現地調査

（情報発信）
上記で策定した水資源の評価手法を活用し、生産形態ごとの水の有効活用
の状況や農林水産業が持つ水源かん養等の機能に関する情報を発信

「水資源循環の見える化」調査・検討事業（新規）【１０（０）百万円】

課題・背景

○水の利用量や環境影響を評価するウォーターフットプリントの国際規格化の議論
が進んでいるところであるが、我が国の農林水産物に関して、その生産活動に伴い
水資源を利用しているのみならず、水源かん養や水の浄化機能も併せ持つこと等我
が国の農林水産業の実態に適した形で評価する手法を策定し、我が国の視点を国
際規格化の議論に反映させる必要がある。

○近年、局地的な豪雨や極端な小雨による渇水などを契機とし、水問題に対する国
民の関心が高まっているところであり、上記で策定した評価手法を農林水産業が持
つ水源かん養等の多面的機能についてわかりやすく情報発信することに活用してい
く。

事業内容

事業効果

○国際規格化への対応
ウォーターフットプリントの国際規格化において、本事業で検討した評価手法とのすり合わせ
を行い、我が国の農林水産業の実態に適したものとなるよう働きかけを行う。

○農林水産業が有する水源かん養等の機能に関する情報発信
水資源の評価手法を活用し、生産形態ごとの水の有効活用の状況や農林水産業が持つ
水源かん養等の機能についてわかりやすく情報発信を行い、理解を醸成する。

事業内容 ２５年度 ２６年度 ２７年度

①専門家による検討委員会の開催

②先進事例調査

③生産形態ごとの水利用状況の現地調査

④水資源の評価手法の策定

⑤情報発信・普及



遺伝資源の機能解析等に係る途上国能力開発事業（新規）
【２４(０）百万円】

対策のポイント
途上国との遺伝資源の取引を円滑にするため、遺伝資源の取引・運用制度

に関する理解促進や遺伝資源の探索及び機能解析等に関する能力向上を図ろ

うとする取組を支援します。

＜背景／課題＞

・平成２２年１０月に開催された生物多様性条約第10回締約国会議（ＣＯＰ１０）にお

いて、遺伝資源の利用や利益配分に関する名古屋議定書の採択により、遺伝資源への

アクセスや利益配分について新たな国際ルールができた。一方、遺伝資源提供国では

権利意識の高まりから遺伝資源の持ち出しを規制する制度が構築されつつあります。

・提供国の関係者に対して遺伝資源の持続可能な利用が見込まれる適切な国内制度の構

築や運用面における理解を深める必要があります。

・提供国の遺伝資源の探索、保存・管理、機能解析等に関する技能の向上を図ろうとす

る取組を支援することにより、我が国にとっては現地の有用な遺伝資源を効率的に収

集、選抜することができ、利用者の利便性が向上します。また、提供国との信頼関係

が醸成され、我が国の利用者による円滑な遺伝資源の取引が期待され、新たな品種、

食品の開発が可能となる環境を確保することが見込まれます。

政策目標

海外からの遺伝資源の取得に関する合意が４カ国で行われる

＜主な内容＞

１．遺伝資源の取引・運用制度に関する理解促進

遺伝資源の提供国において、国際取引に関するルールや、確実性・透明性の確保

された適切な国内制度の構築を目指し、政府担当者の理解促進を図ります。

２．遺伝資源の探索及び機能解析等に関する能力開発

我が国利用者にとっても有用な遺伝資源の発掘のため、専門家を派遣し、現地研

究者等を対象に遺伝資源の探索、管理・保存及び収集した遺伝資源の機能評価等に

係る技術移転を行い、遺伝資源に潜在する機能解析等に関する人材の育成を図りま

す。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：大臣官房環境政策課 （０３－６７４４－２０１７（直））］



資源利用者資源提供機
関

①遺伝資源の利用にあたり
事前同意を取得（ＰＩＣ）

②契約締結（ＭＡＴ）

③利用・国外持ち出し

④利益配分

生物多様性条約で規定されている枠組み

資源提供国

資源提供国

・相手国にとっては、遺伝資源の探索、機能評価等の技術習
得、人材育成
・我が国にとっては、有用遺伝資源の効率的な収集、選抜
・両国にとって遺伝資源の利用をめぐる良好な環境構築

・遺伝資源提供国の関係者に対して遺伝資源の持続可能な利用が見込まれる適切な国内制度の構築や運用
面における理解促進。
・提供国において遺伝資源の探索、保存・管理及び機能解析の技術移転及び人材育成支援。

遺伝資源の機能解析等に係る途上国能力開発事業（新規）

日 本

海外遺伝資源の活用事例

四季成性（デコルージュ）
イチゴは秋の低温等により花芽を作るため、夏秋
期は輸入品に頼っている。デコルージュは2007
年に品種登録され鮮度が良い国産イチゴとして
洋菓子（特にケーキ用）の需要が高い。米国から
の遺伝資源の利用により国産が可能となった。

イチゴ

多収性品種（北陸193号）
韓国と中国品種から育成した飼料用・バイオエ
タノール用米 玄米収量 1,000kg/10aを記録

水 稲


