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本手引きのねらい 

 本手引きは、植物育種・研究にたずさわる日本の企業、大学･研究機関、個人の育種家･

研究者の皆さまが、海外の植物を取得し、育種･研究利用を行おうとするときに参照するた

めのものです。どのように対応すれば、海外の植物を育種･研究に利用できるかをお示しす

る手引きです。 

 近年、遺伝資源をめぐる国際・各国情勢により、海外の植物を無断で取得し、育種･研究

利用することはできなくなってきていますが、本手引きを参照して適切に対応すれば海外

の植物を育種・研究に活かすことが可能です。 

 是非、植物育種･研究にたずさわる皆さまに広く本手引きをご活用いただけることを願っ

ております。 

 

〔本手引きの位置づけ〕 

 本手引きはβ版（試用版）として公表するものです。これは、植物育種･研究の現場で実

際に直面する課題に即した、より役に立つ手引きを開発するために、広く関係者の皆さま

からのフィードバックを得て漸進的に内容を改善することを目的としているためです。 

 内容は正確を期して作成していますが、参照にあたってはβ版（試用版）であることに

ご留意ください。 

 是非多くの皆さまにβ版（試用版）をご参照いただき、分かりにくい点や改善要望点、

Q&A に追加してほしい質問など、忌憚のないご意見をお寄せいただきますようお願いいた

します。 

 

〔ご意見･要望の連絡先〕 

■農林水産省 大臣官房環境政策課 地球環境対策室 利用推進班 

TEL： 03-3502-8111（内線 3294） 

FAX： 03-3591-6640  
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〔本手引きの使い方〕 

 本手引きは、次の内容から構成されています。基礎知識の有無や参照目的に応じて、適

した箇所を参照してください。 

参照しても疑問点やお困りの点があるときは、１．に記載している「海外植物遺伝資源

の取得・利用に関する相談窓口」などにご連絡ください。 

 

１．海外の植物遺伝資源を用いて育種するには 

 海外の植物を取得し、育種･研究利用を行おうとするときのポイントをお示ししています。

イメージ図を使って、平易に記述していますので、遺伝資源をめぐる国際･各国情勢に関す

る基礎知識がなくても理解することができます。 

 また、相談窓口と関連する規制の問合せ先を記載しています。 

 

２．海外の植物遺伝資源、こんなときはどうする？-Q&A- 

 海外の植物遺伝資源を取得･利用する際に生じる典型的な疑問点について Q&A 形式で説

明しています。 

 遺伝資源をめぐる国際･各国情勢や用語の基礎知識がない方は、Q&A 冒頭に必要最小限

の説明を付していますので初めに読んでから参照してください。 

 

３．【解説】遺伝資源の取得・利用と利益配分（ABS）の基礎知識 

 遺伝資源の取得・利用について、法制度や条約上の背景を含めて解説しています。１．

や２．について背景から知りたい方や、基礎知識を得てご自身でより深く調べたい方など

は、こちらを参照してください。 

 

附録 

 海外の植物遺伝資源を取得･利用する際の許認可等の取得や契約の締結に際して参照で

きる参考資料として、国際的なガイドラインの推奨項目を掲載しています。 
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１．海外の植物遺伝資源を用いて育種するには 

 

法令を守り、適切に提供者と契約を結んでこれを守れば海外の遺伝資源を使っ

て育種をすることができます。これらの遵守は遺伝資源の場合に限ったことで

はありません。 

 

育種に携わる方の中に、次のように思われている方はいませんか？ 

しかし、どちらも適切な認識ではありません。 

適切な対応をすれば、海外の植物遺伝資源を使って育種に取り組むことができます。 

 

 

  

適切な対応には、決して特別なことが必要なわけではありません。 

海外で活動したり、海外と取引をするときは、どんなことでも、その国の法令に従い、

許認可等が必要であれば手続をとり、取引の相手方とは契約を結んで当事者間でこれを

守るのではないでしょうか。 

海外の植物遺伝資源を使うのも、基本的にはこれと同じことをすればよいのです。 

 

海外の植物遺伝資源を用いて育種をするには・・・ 

 

近年では海外の遺伝資源を
使うなんて到底ムリ

森や道端に生えている植物は
誰のものでもない、見つけた人のもの

海外の農家や育種仲間から好意で
もらった種や素材は、そのまま自分のもの

遺伝資源の提供国の政府

法令に従い、許認可等手続があればとる
（なくても政府当局に確認が必要）

あなた
遺伝資源
の

提供者

契約を結ぶ
契約条件を守る

海外植物遺伝資源を使った育種ができる
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遺伝資源は、それが在る国に管理や開発の権限があるため、取得や利用にあた

っては相手国政府へルールの確認が必要です。 

 

 

では、遺伝資源を取得・利用するためには何をする必要があるのでしょうか。 

まず必要なことは、先の図の中にあるように、「相手国の政府当局への確認」です。 

なぜなら、遺伝資源は石油や石炭などの天然資源と同様に、それが存する国の政府に

管理や開発の権限があるためです。森や道端に生えている誰のものでもなさそうな植物

や、海外の農家や育種仲間からもらったもの、場合によって市場で手に入れたものでも、

その植物遺伝資源には提供国政府の権限が及んでいます。 

なお、遺伝資源に関する明示的な法令や手続が未整備でもなんらかの政府の承認や、

他の環境法令等によって遺伝資源の取得や利用が規制されている場合もあるため、必ず

相手国政府にルールを確認して進めることがポイントです。 

 

 

  

 

  

遺伝資源
石油

石炭

・・・

他の天然資源同様、
提供国政府が管理･開発権限を持つ

あなた

遺伝資源の提供国の政府

提供国の法令等に従う
（政府当局に確認が必要）
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遺伝資源の提供者（大学、研究機関、土地所有者、農家、先住民等のコミュニ

ティなど）と、遺伝資源の取得や利用、利益配分に関して契約を結ぶ必要があ

ります。 

 

遺伝資源の提供者（大学、研究機関、土地所有者、農家、先住民等のコミュニティな

ど）との間で遺伝資源の取得･利用に関し、適切に契約を交わしたうえで取得し、さら

にその契約内容を守ることが必要です。また、契約に際しては、遺伝資源の利用から生

ずる利益を提供者サイドに配分する条件について合意する必要があります。 

特に提供者が先住民等のコミュニティの場合には、そのコミュニティからも取得の同

意を得ることが必要な場合もあります。 

また、遺伝資源だけではなく、先住民等のコミュニティや農家などが伝統的に培って

きた植物にかかわる知識を聞き取ったり、参照･利用するときには、様々な権利が関わ

る場合や別途法令がある場合など特に注意を要しますので、ご不明な場合は農林水産省

の「海外植物遺伝資源の取得・利用に関する相談窓口」などにご相談ください。 

 

 

 

利益配分には金銭的なものと非金銭的なものがあります 

  

あなた

遺伝資源
取得条件
＆

利益配分
条件

適切に交渉して契約を結ぶ

例えば・・・
大学、研究機関、種苗企業、
土地所有者、先住民などの
コミュニティ、農家、など

（当事者が政府になる場合もあ
ります）

遺伝資源
の

提供者

提供国の法令等
（契約の交渉や条件に定めがあれば、これを守る）
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食料及び農業のための植物遺伝資源を用いた育種や研究に限っては、比較的自

由に遺伝資源を取得・利用できる枠組みが別途用意されています。 

 

これまでは、遺伝資源の取得・利用の原則について説明しましたが、法令と契約の遵

守といっても、いくつもの植物遺伝資源をかけあわせる育種では、それが大変あるいは

不可能であると思われるかもしれません。 

食料･農業植物遺伝資源条約（ITPGR）では、各国の遺伝資源に対する権利行使の仕

方を標準化して、国際的に共通化されたルールで、所定の契約書（標準の素材移転契約）

に合意すれば簡便に育種に使うことができる仕組み（多数国間の制度）があります。 

多数国間の制度に含まれるのはこの条約の附属書Ⅰにリストアップされている一定

範囲の作物で国の管理・監督の下にあり知的財産権保護がないものに限られますが、こ

れ以外の場合でもこの仕組みを活用したり、所定の契約書の条件を参考にして交渉する

ことも考えられます。 

 

 

 

  

ITPGR加盟の遺伝資源提供国の政府

海外植物遺伝資源を使った育種ができる

（国際共通）
所定の
契約書

合意

あなた
ITPGR加盟国
のジーンバンク

など

ITPGRリストアップ作物
（知的財産権のないもの）

ITPGR加盟によって下記を承認
（許認可手続等は不要）

■食用作物（35種）
イネ
大麦
小麦
ライ小麦
ライ麦
いんげん豆
えんどう
ガラス豆
き豆
そら豆
ひら豆
ひよこ豆
ささげ類

■飼料作物（81種）
マメ科牧草（52種）
イネ科牧草（26種）
その他（3種）

ソルガム
とうもろこし
しこくびえ
とうじんびえ
ばれいしょ
かんしょ
カッサバ芋
えん麦
ビート
ヤム
サトイモ類
アスパラガス
あぶらな類

いちご
なす
にんじん
りんご
かんきつ類
ココやし
バナナ
ひまわり
ぱんのき
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海外遺伝資源を取得、持ち帰り、利用する場合には、遺伝資源の取得・利用に

関する提供国法令等のほかにも、様々な規制や許認可等が関係します。 

 

 

 遺伝資源を取得、持ち帰り、利用する場合には、以上で説明した遺伝資源の取得・利

用に関する提供国法令等のほかにも、自然環境・野生生物の保全・保護や検疫などの観

点から提供国側、日本側双方の様々な規制や許認可等が関係します。まずは、わが国の

相談窓口等に連絡をして内外の規制状況を確認することをお勧めします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

植物等の取得・持ち帰り･利用にかかわる他の規制や許認可（主な例）

提供国の国内法規制等

• 先住民や農民が保有する遺伝資
源・伝統的知識に関する権利保護

• 自然環境・野生生物の保全・保護
• 植物・動物の輸出検疫

• ワシントン条約に基づく絶滅の恐れ
のある野生動植物種の輸出規制

日本の輸入規制、動植物の越境移動規制

• 植物・動物の輸入検疫（植物防疫法、
家畜伝染病予防法等）

• ワシントン条約に基づく絶滅の恐れの
ある野生動植物種の輸入規制（外国
為替及び外国貿易法）

• 外来生物の輸入、栽培・保管・運搬等
の規制（外来生物法）

• 遺伝子組換え体の輸入・使用規制（カ
ルタヘナ法）

知的財産権等

• 当該遺伝資源に関わる育成者権や
特許権

• その他当該遺伝資源に設定されて
いる諸権利
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海外遺伝資源の取得・利用は、提供国の法令等に従い、提供者との契約を守ることで

できますが、遺伝資源を取り巻く国際情勢や各国の法令等の動向は流動的で、具体的な

対応にあたっては様々な疑問点に遭遇する場合も考えられます。 

 海外植物遺伝資源を用いた育種・研究に取り組む際に、、各国の植物遺伝資源の取得・

利用に関して、疑問点やお困りの点が生じた場合には、次の窓口までお問い合わせくだ

さい。 

 

■ 海外植物遺伝資源の取得・利用に関する相談窓口 

農林水産省 大臣官房環境政策課 地球環境対策室 利用推進班 

TEL： 03-3502-8111 (内線 3294)  FAX： 03-3591-6640  

 

 

  

相談窓口と問合せ先 
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〔その他の規制に関する問合せ先〕 

 遺伝資源の取得・利用以外の規制については下記をご参照ください。 

 

■日本の輸入規制、植物の越境移動規制 

 植物の輸入検疫（植物防疫法） 

植物防疫所 

http://www.maff.go.jp/pps/ 

 

 ワシントン条約 

経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 野生動植物貿易審査室 

 TEL：03-3501-1723 FAX：03-3501-0997 

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/cites/inde

x.htm 

 

 外来生物の輸入、栽培・保管・運搬等の規制（外来生物法） 

環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室 

 TEL：03-3581-3351 

https://www.env.go.jp/nature/intro/ 

 

 遺伝子組換え体の輸入・使用規制（カルタヘナ法） 

農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課 組換え体企画班・組換え体管理指導班 

 TEL：03-3502-8111（内線 4510）  FAX：03-3580-8592 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/index.html 

 

■知的財産権 

育成者権 

農林水産省 食料産業局 新事業創出課 国際企画班 

TEL：03-3502-8111（内線 4289）  FAX：03-3502-5301 

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_syokubut/ 

 

特許権 

特許庁 

http://www.jpo.go.jp/indexj.htm 

（外国知的財産権情報） 

http://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou.html 

 

http://www.maff.go.jp/pps/
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/cites/index.htm
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/cites/index.htm
https://www.env.go.jp/nature/intro/
http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/index.html
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_syokubut/
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
http://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou.html
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２．海外の植物遺伝資源、こんなときはどうする？-Q&A- 

 

Q&A について 

 海外植物遺伝資源を取得・利用する場合に生じがちな典型的な疑問点に Q&A 形式でお

答えします。 

 食料・農業植物遺伝資源条約（ITPGR）の多数国間の制度では、所定の契約書（標準の

素材移転契約）に合意すれば簡便に植物遺伝資源を取得・利用できます。ここでは主

にこの制度の対象外の場合の Q&Aを扱います。ITPGR の多数国間の制度の活用につい

ては、農林水産省農林水産技術会議事務局が提供する「ITPGR に基づく植物遺伝資源

の利用の手引」（平成 25 年 11 月）も参照してください（注）。 

 「1. 海外の植物遺伝資源を用いて育種するには」で説明したとおり、遺伝資源の取得・

利用は、「提供国の法令等に従い提供者との契約を守る」のが原則ですが、このことは

国際的に生物多様性条約で明示的に規定されており、遺伝資源の取得・利用と利益配

分（ABS）問題と呼称されています。また、生物多様性条約の下、2010 年には名古屋

議定書が採択され、この原則を国際的に推進するための枠組みが準備されています。

以下の Q&A の説明について理解しにくい場合には、「3.【解説】 遺伝資源の取得・利

用と利益配分（ABS）の基礎知識」も参照してください。 

 生物多様性条約上、提供国の法令等に従うことを、提供国政府から「事前情報に基づ

く同意」（PIC）を取得するといいます。また、提供者側と契約を締結することを「相

互に合意する条件（MAT）」を設定するといいます。 

 Q&A に不明点がある場合や、これだけでは解決しない場合には、農林水産省の「海外

植物遺伝資源の取得・利用に関する相談窓口」にお問い合わせください。 

 

（注）ITPGRに基づく海外ジーンバンクからの遺伝資源の取得・利用については、農林水産

省農林水産技術会議事務局技術政策課知的財産班（TEL:03-3502-8111 （内線 5890））にお

問い合わせください。また「 ITPGR に基づく植物遺伝資源の利用の手引」は、

http://www.s.affrc.go.jp/docs/pgrfa/gr.htm より入手可能です。 

  

TEL:03-3502-8111
http://www.s.affrc.go.jp/docs/pgrfa/gr.htm
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Q）植物遺伝資源を取得しようとする国の法令・手続や、問合せ窓口を調べるための情報源

はありますか？ 

A）現時点では諸外国の法令・手続や、問合せ窓口について網羅的かつ最新の確実な情報源

は残念ながら存在しません。農林水産省の「海外植物遺伝資源の取得・利用に関する相談

窓口」では、これらの情報の探し方のご相談に乗ったり、国によって適切なコンタクトパ

ーソンや参考となる情報を提供できる場合があります。独自に調査したい場合には下記を

ご参照ください。 

 

諸外国の法令・手続を調べるとっかかりとして、生物多様性条約事務局の Web サイト

上で提供されている締約国の ABS（遺伝資源の取得・利用と利益配分）に関する措置の

データベースを参照することができます。ただし、このデータベースは締約国から事務局

に対して報告されていないものは反映されていない場合があります。2010 年に名古屋議

定書が採択されてから、諸外国では国内措置の検討・見直しの途上にありますので、参照

にあたって留意が必要です。 

 

 （生物多様性条約事務局 ABS措置データベース） 

http://www.cbd.int/abs/measures/default.shtml 

 

特定の国の法令・手続の有無や内容を詳細に調べるには、それぞれの国の ABS に関す

る連絡窓口（National Focal Point）や、権限ある当局（Competent National Authority）

に問い合わせましょう。連絡窓口や権限ある当局の情報は、生物多様性条約事務局の Web

サイト上の国別情報や連絡窓口情報で調べることができます。 

 

（生物多様性条約事務局 連絡窓口情報） 

http://www.cbd.int/information/nfp.shtml 

（生物多様性条約事務局 国別情報） 

http://www.cbd.int/countries/ 

 

もし相手国側に既に共同研究先となる大学・研究機関、ジーンバンク等がある場合には、

共同研究先からその国の関係当局に照会して確認してもらうことも考えられます。ただし、

共同研究先が必ずしも ABS について十分な認識を持っているとは限りませんので、共同

研究先の対応が本当にその国の法令等に従うものかどうかは十分に確認する必要があり

ます。 

 

 

http://www.cbd.int/abs/measures/default.shtml
http://www.cbd.int/information/nfp.shtml
http://www.cbd.int/countries/
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Q）外国の大学・研究機関の研究者や、外国の農家の同意を得ていても、政府から PIC 取

得（許認可等）が必要ですか？ 

A）研究者や農家の同意はあくまでも私人間の契約で、政府から取得する PIC（許認可等）

とは別物です。その国の法令・手続で政府の PIC取得が必要な場合には、研究者や農家な

ど植物遺伝資源の所有者や保有者から同意を得ていたとしても、加えて政府の PIC（許認

可等）の取得が必要になります。また、明確な法令等がない場合でも、政府の連絡窓口や

権限ある当局に照会して何らかの手続等が必要ないか確認しましょう。その国に PIC取得

を必要とする法令・手続がない場合には、提供者との契約の締結だけで足ります。 

 

 

Q）学術上の育種研究目的の場合も、PIC（許認可等）の取得や MAT（契約）の締結は必

要ですか？ 

A）ITPGR の多数国間の制度に基づいて、対象となる植物遺伝資源を育種や研究に供する

場合は、定型の素材移転契約に合意すれば取得・利用することができます。それ以外の場

合は、学術上の育種研究の場合であっても、その国の法令・手続の有無、内容を確認し、

法令・手続がある場合にはこれに従い、PIC（許認可等）を取得する必要があります（法

令・手続がない場合は不要）。また、法令・手続の有無に関わらず、提供者との MAT（契

約）の交渉・締結が必要です。なお、国によっては学術研究のための簡素な手続を整備し

ているところもありますので、問合せの際には学術研究目的であることを伝えましょう。 

 

 

Q） 生物多様性条約が発効する前に外国から入手した植物遺伝資源にはどのように対応す

ればよいのでしょうか？ 

A）外国から入手した当時のその国の法令・手続に従った取り扱いが必要です。入手当時、

その国に法令・手続がなかったのであれば、今後のトラブルを回避するために、入手時期

や、その当時に法令・手続等がなかったことを示す証拠をできるだけ確保しておきましょ

う。 

  なお、生物多様性条約自体は発効以前に遡って締約各国に適用されることはありません

し、各国の法令・手続も一般的な近代法体系では制定以前に遡って適用されることは通常

ありません。しかし、国によっては遡及適用を規定することがないとは限りませんので、

条約発効以前に入手した植物遺伝資源を新たに育種研究等に使用する場合には、その国の

法令・手続を確認しておきましょう。 

 

 

Q） 外国で市販されている農作物を購入してきて日本で育種に用いる場合に留意点はあり

ますか？ 



 

14 

 

A）外国で市販されている農作物を購入して食品原料や食用にする場合は、コモディティの

輸入であって遺伝資源の取得ではないとの一般的な理解があります。しかし、農作物に含

まれる種子などを育種に用いる場合には遺伝資源の利用に該当し、その国の法令・手続の

有無、内容を確認し、法令・手続がある場合にはこれに従って、PIC（許認可等）を取得

する必要があります（法令・手続がない場合は不要）。また、法令・手続の有無に関わら

ず、日本で育種に用いる前提で提供者との MAT締結が必要です。 

  なお、相手の国が植物の新品種の保護に関する国際条約（UPOV条約）加盟国である場

合、市販されている登録品種は、育成者権との関係では育種に用いることができますが、

生物多様性条約に関する法令・手続上の対応の要否は別途確認することが望まれます。 

 

 

Q） MAT（契約）を締結する際に盛り込むべき項目や条件で参考になるものはありますか？  

A）食料・農業植物遺伝資源条約（ITPGR）の多数国間の制度における定型の素材移転契

約（SMTA）は、当該制度の対象外の植物遺伝資源の場合でも育種研究を目的とする場合

には条件交渉の有力な土台になると考えられます。なお、当該制度の対象外の植物遺伝資

源を SMTA の条件に準じて提供してもらう場合は、多数国間の制度の活用ではなく、

MAT締結に際して SMTA の条件を参考にする位置づけとなります。 

  その他、2002 年に遺伝資源の取得と利益配分に関する任意の指針として採択された

「ボン・ガイドライン」では、MAT に盛り込むべき典型的な項目のリストや、素材移転

契約（MTA）の推奨要素が示されています（巻末附録参照）。 
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３．【解説】 遺伝資源の取得・利用と利益配分（ABS）の基礎知識 

 

（１）遺伝資源とは 

 基礎研究や応用研究、育種などの現場で広く取り扱われている生物由来の素材の多く

は、遺伝資源にあたります。 

 

遺伝資源とは、植物や動物、微生物といった生物に由来する遺伝子の機能を有する素材

で、研究や開発、商業化のための価値を有しているものを指します。生物多様性条約では、

次のように定義されています。 

 

○「遺伝素材」：遺伝の機能的な単位を有する植物、動物、微生物その他に由来する

素材をいう。 

○「遺伝資源」：現実の又は潜在的な価値を有する遺伝素材をいう。 

 

遺伝資源は言うまでもなく、食料、園芸、医薬品、化粧品、エネルギー、環境浄化など、

人類の豊かな生活にとって欠かすことができないものです。基礎研究や応用研究、育種な

どの現場で広く取り扱われている生物由来の素材の多くは遺伝資源です。また、この手引

きで取り上げる「遺伝資源の取得･利用と利益配分（ABS）」は、これらの遺伝資源を直接

取り扱う活動だけではなく、その結果として生ずる成果や利益にも関わりがありますので

留意しましょう。 

なお、外国の遺伝資源の取扱いに関し、それぞれの国の制度等で具体的にどのような範

囲を対象としているかは、国により異なり、上記より広い範囲を対象としている場合も、

狭い範囲を対象としている場合もあります。対象となるかどうかは、遺伝資源を取得しよ

うとする国の定義に従う必要があります。 

 

 

（２）遺伝資源を取得する国（提供国）を決め、その国の法令等に従う 

遺伝資源の取得のあり方は、その遺伝資源が存在する国ごとに定められることになって

います。したがって、外国の植物遺伝資源を用いて育種を行おうとする場合には、まず遺

伝資源を取得しようとする国を検討･決定し、あとはその国の法令等に従って活動する必要

があります。また、ほかの商取引と同様に、法令等を遵守しつつ、当事者（遺伝資源を提

供するその国の企業、大学、研究機関、土地所有者、農業者、先住民等の地域社会など）

との間で、遺伝資源の取得とこれに対する利益配分について契約を締結することが必要で

す。 
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① 提供国政府の同意（PIC）（=許認可、承認、協定など）を得る 

 外国の遺伝資源は一般に、その国の政府の同意を得ないまま、自由に取得したり、日

本へ持ち帰ったり、研究や育種に使用することはできません。 

 なぜなら、遺伝資源を含む天然資源へのアクセス許可が、それぞれの国（政府）の主

権的権利に属するからです。 

 外国の遺伝資源を取得するときには、その遺伝資源の提供国の政府の同意（事前情報

に基づく同意：PIC）（＝許認可、承認、協定など）を得る必要があります。 

※先進国の中には政府の同意を必要としない国もあります。 

 

外国で遺伝資源を取得する際や、これを研究開発や育種に供する際には、まずその国（提

供国）の法規制や手続の有無を調査･確認する必要があります。そして、確認した法規制や

手続に従って、予め必要な情報を提示した上で政府から同意を得る必要があります。これ

を事前情報に基づく同意（PIC）の取得と言います。 

事前情報に基づく同意（PIC）の取得が求められる背景として、1993 年に発効した生物

多様性条約（日本も 1993 年に締結）が挙げられます。生物多様性条約では、各国が自国の

遺伝資源を含む天然資源に対して主権的権利を有することが確認されました。つまり、遺

伝資源はそれが存する国が管理・開発する権利を有しており、遺伝資源の取得機会を与え

るかどうかも、その国の政府の権限に属しています。遺伝資源に対する主権的権利を行使

するかどうかは、それぞれの国に委ねられていますが、開発途上国を中心に遺伝資源の取

得や持ち出しに対する規制を導入したり、検討する動きが広がっているのが現状です。 

したがって、外国の植物遺伝資源を取得する際や、明確な法規制や手続が整備されてい

ない場合でも、特に開発途上国では何らかの形で政府からの同意が必要なことがあります

ので留意しましょう。国によっては遺伝資源の取得に際し、事前情報に基づく同意（PIC）

を求めないところもあります。この場合、公的手続は不要です。日本国内でも今のところ、

一般に遺伝資源を取得する際に公的手続（政府の同意）は必要とされていません（他の関

係法令の手続が必要な場合があります）。 

各国の仕組みに応じて、許認可の発給や、政府当局の署名入りの協定書等の締結など、

色々な形式があり得ますが、あくまで権限のある政府当局からの同意を得ることが重要で

す。また連邦制国家や地方分権が進んでいる国では、権限が地方政府にある場合や、中央

政府と地方政府の両方から同意を得る必要がある場合もあります。 

外国で研究者仲間や知人から好意で遺伝資源の提供（提供者の同意のみでの提供）を受

けたとしても、あるいは屋外で特に誰のものでもないように見える遺伝資源を採集したり

拾ったとしても、その国の制度や手続を確認しないまま、自由に持ち帰ったり、研究や育

種に使用することはできないと考えておきましょう。 
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② 遺伝資源の取得･利用と利益配分は契約条件（MAT）に従う 

 遺伝資源の取得に伴い、研究開発や商業的利用などから生ずる利益を提供国側と公正

かつ衡平に配分することが求められます。 

 遺伝資源の取得・利用や利益配分は、提供国側（提供者を含む）と相互に合意する条

件（MAT）つまり契約条件を設定し、これに従います。 

 

遺伝資源の取得に際しては、その国の法規制に基づく手続をとるほか、一般には遺伝資

源の取得や利益配分に関する条件を交渉することが必要になります。具体的には、多くの

場合、遺伝資源の提供者（企業、大学、研究機関、土地所有者、農業者、先住民等の地域

社会など）との間で遺伝資源の取得･利用と利益配分の条件について交渉し合意することと

なります。これを相互に合意する条件（MAT）の設定と言います。このことは、生物多様

性条約において、遺伝資源の研究開発や商業的利用などから生ずる利益を、遺伝資源を提

供した側に対して公正かつ衡平に配分することが求められているためです。 

相互に合意する条件（MAT）は通常、遺伝資源の提供者との間（当事者間）で締結する

契約にあたりますが、常に当事者間のみで自由に契約を締結できるとは限りません。国に

よって政府が相互に合意する条件（MAT）の基本要件を定めるなど条件規制を行っている

場合や、政府の同意（PIC）を得る手続の過程で審査を受けたり承認が必要な場合がありま

す。また、利益配分の相手方に政府が加わる場合もあります。 

 配分する利益は、金銭的な利益とは限りません。非金銭的な利益配分も含まれ得ます。

金銭的な利益配分には、例えば遺伝資源の取得料や、マイルストーン支払い、ロイヤルテ

ィの支払い、研究資金の提供などがあります。非金銭的な利益配分には例えば共同研究に

よる研究開発成果の共有や、技術指導の提供、能力開発などがあります。両者に関わるも

のとしては関連する知的財産権の共有なども考えられます。ただし、利益配分条件はこれ

らを全て網羅しなければならないものではありません。なお、生物多様性条約では利益配

分について各国や当事者に対し課せられる具体的な金額や量が定められているわけではあ

りません。あくまで相互に合意する条件を設定すればよいのです。 

 

※名古屋議定書とは 

 

 名古屋議定書は生物多様性条約が定める ABS の基本事項を国際的に実施するため

の枠組みを定めるものです。 

 2014 年 3 月現在、日本は未締結で、締結に向けた国内措置の検討途上にあります。 

 ABS への対応は名古屋議定書の締結とは関わりなく従来から必要なものです。 

 

生物多様性条約で既に遺伝資源の取得･利用と利益配分（ABS）の基本事項は定められて

いますが、必ずしも具体的な実施方法まで示されているわけではありません。そのため生
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物多様性条約の下で引き続き、ABS の実施のあり方をめぐって国際交渉が継続されました。

その結果、2002 年の第 6 回締約国会議で、ABS の任意の指針として、ボン・ガイドライン

が採択されました。しかし、法的拘束力のある枠組みの必要性を求める開発途上国の要請

などもあり、その後も国際制度の交渉が継続されました。そして困難な交渉の末、2010 年

10 月に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第 10 回締約国会議で採択されたのが

名古屋議定書です。 

 名古屋議定書は生物多様性条約が定める ABS の基本事項を踏襲しながら、これを国際的

に実施するための枠組みを定めているものです。遺伝資源の提供国側の法規制の遵守のた

めの何らかの措置を利用国側が講じることや、そのために利用国側が確認のための機関を

指定してモニタリングを実施することなどが定められています。 

 2014 年 3 月現在、日本はまだ名古屋議定書を締結していませんが、現在、環境省と関係

省庁によって、名古屋議定書の締結に向けた国内措置の検討が進められています。 

 ただし、名古屋議定書締結の有無に関わらず、外国の遺伝資源を取得する際に、その国

の法令に従って同意を得ることや、利益配分が求められることは、既に生物多様性条約が

定めています。日本が名古屋議定書を締結するまで ABS の対応は発生しないというのは誤

解ですので注意しましょう。 

 

 〔参考〕 

 ○環境省における名古屋議定書に係る国内措置の検討状況 

  （名古屋議定書に係る国内措置のあり方検討会） 

http://www.env.go.jp/nature/biodic/abs/conf01.html 

 

 

③ 食料・農業分野の特性を考慮した枠組み：「食料･農業植物遺伝資源条約」（ITPGR） 

 食料･農業に関する研究、育種等の目的の場合に、食料安全保障の観点から重要な一

定範囲の植物遺伝資源を定型の素材移転契約（国際的に共通の所定の契約条件）に合

意するだけで容易に取得する仕組みがあります。 

 この仕組みは、「食料・農業植物遺伝資源条約」（ITPGR）によって提供されており、

生物多様性条約に基づく各国の遺伝資源に対する主権的権利とも調和するものです。 

 この仕組みの適用範囲外の植物遺伝資源でも、定型の素材移転契約を遺伝資源の提供

者との契約条件（MAT）交渉の基礎にすることもできます。 

 

食料･農業植物遺伝資源条約（ITPGR）では各国が遺伝資源に対する主権的権利を有する

ことを前提としながら、締約国等が提供を約束した遺伝資源のプール（多数国間の制度

（MLS））に含められた一定の植物遺伝資源について定型の素材移転契約（SMTA）により

容易に取得することができ、その契約に従い、限定的なケースにおいて条約理事会が運営

http://www.env.go.jp/nature/biodic/abs/conf01.html
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する基金に所定の利益配分を行う多数国間の制度が定められています。 

この制度が設けられている背景は次の通りです。食料･農業分野では伝統的に、様々な国･

地域に由来する遺伝資源を繰り返しかけ合わせることで新たな品種を開発する育種が行わ

れてきています。その中では、各国の植物遺伝資源が相互に重層的に依存し合っており、1

つの植物遺伝資源には様々な植物遺伝資源が組み込まれています。実際、1983 年に国連食

糧農業機関（FAO）の総会において採択された「植物遺伝資源に関する国際的申合せ」で

は、“植物遺伝資源は人類の遺産“であり制限なく利用されるべきものとされていました。 

 このような食料･農業分野における植物遺伝資源の特性を踏まえると、遺伝資源の取得に

際して個々に利益配分条件を交渉し、政府の同意を得るという生物多様性条約のコンセプ

トに馴染まないところがあります。そこで、「植物遺伝資源に関する国際的申合せ」を生物

多様性条約との調和を図りながら見直すための交渉が行われた結果、2001 年に FAO 総会

において食料･農業植物遺伝資源条約（ITPGR）が採択され、2004 年に発効しました。日

本も 2013 年 10 月に締結しています。 

 この制度に基づいて取得できる対象は、ITPGR 附属書Ⅰに掲げられる作物が大部分であ

り、かつ締約国の管理･監督下にある公共のもの（知的財産保護下にないもの）に限られま

す。途上国などでは対象となる植物遺伝資源について多数国間の制度に基づいて提供する

体制が十分整えられていないという課題も指摘されています。また、食料･農業に関する研

究、育種、訓練、保全の目的の取得に限定されます。 

 しかし、ITPGR の多数国間の制度における定型の素材移転契約（SMTA）は、食料･農業

分野の植物遺伝資源の取り扱いについて一定の世界共通のスタンダードを提供していると

言うことができます。多数国間の制度の対象外の植物遺伝資源であっても、多数国間の制

度に準じて取得や利益配分を行うことも考えられます。実際、ITPGR の加盟国の中には、

食料・農業分野では多数国間の制度の対象ではない植物遺伝資源についても SMTA での提

供を認める意向を示している国もあります。したがって、食料･農業分野の研究、育種等を

目的とするような場合には、定型の素材移転契約を基礎に利益配分条件などを交渉するこ

とが考えられます。この場合は ITPGR の多数国間の制度の活用ではなく、相互に合意する

条件（MAT）の設定に際して SMTA を参考に準用するものであることに留意しましょう。 

 なお、ITPGR の多数国間の制度の活用については、農林水産省農林水産技術会議事務局

から「ITPGR に基づく植物遺伝資源の利用の手引」（平成 25 年 11 月）が提供されていま

すので、こちらも参照してください（注）。 

  

（注）http://www.s.affrc.go.jp/docs/pgrfa/gr.htm より入手可能。 

 

  

http://www.s.affrc.go.jp/docs/pgrfa/gr.htm
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附録 

 

１）政府からの許認可等（事前情報に基づく同意：PIC）の取得に向けたチェックリスト 

遺伝資源の提供国政府は、許認可等を与えるために事前の情報提出を要求することがで

きます。申請書式などへの記入を求められることがありますので、予め関連する基本情報

を整理しておくと円滑です。 

ボン・ガイドライン第 36 パラグラフでは事前情報として次のものが例示されています。 

 

＝事前情報のチェックリスト（ボン・ガイドラインより）＝ 

 申請者の法的主体および所属、申請者が機関のときは採集者およびコンタクトパーソ

ンの法的主体および所属 

 取得を求める遺伝資源の種類および分量 

 活動の開始日および期間 

 地理的な探索範囲 

 取得活動が生物多様性の保全および持続可能な利用にどのように影響を与え得るかに

ついての評価（取得を承認することによる相対的な費用対効果を判断するため） 

 意図されている利用に関する正確な情報（例：分類学、採集、研究、商業化） 

 研究開発が行われる場所の特定 

 研究開発の実施方法に関する情報 

 研究開発を共同で行う地元機関の特定 

 第三者の関与の可能性 

 採集、研究の目的および期待される成果 

 遺伝資源の取得機会を得ることで生じ得る利益の種類と形態（遺伝資源の商業的その

他の利用から生ずる派生物や製品からの利益を含む） 

 利益配分の取り決めが示されていること 

 予算 

 秘密情報の取り扱い 
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２）契約（相互に合意する条件：MAT）における推奨要素 

ボン・ガイドライン第 44 パラグラフでは MAT に盛り込むべき典型的な事項のリストと

して次のものが例示されています。 

 

＝MAT 設定項目チェックリスト＝ 

 遺伝資源の種類および分量、ならびに地理的、生態学的な活動範囲 

 素材の利用可能性に課せられる全ての制限 

 原産国の主権的権利に対する認識 

 合意で特定された様々な領域における能力構築 

 一定の状況（例：用途の変更）において合意条件が再交渉され得るかどうかに関する

条項 

 遺伝資源を第三者に移転できるかどうか、および次のような場合に課せられる条件

（例：第三者が同等の合意を締結することを確保せずに遺伝資源を第三者に引き渡す

かどうか、ただし商業化に関連しない分類学的および系統的研究を除く） 

 先住民の社会および地域社会の知識、工夫および慣行が尊重され、保存されおよび維

持されているかどうか、ならびに伝統的な慣行に従った生物資源の慣習的利用が保護

されおよび奨励されているかどうか 

 秘密情報の取り扱い 

 遺伝資源の商業的その他の利用ならびにそれらの派生物および製品から生ずる利益の

配分に関する規定 

 

ボン・ガイドラインでは上記のほか附属書Ⅰで素材移転契約（MTA）の推奨要素があげら

れていますのであわせて参照ください。 

 

遺伝資源の提供者側と公正かつ衡平に配分されるべき利益には、金銭的な利益と非金銭

的な利益のいずれも考慮することができます。 

このことは名古屋議定書第 5 条 4 でも規定されており、名古屋議定書附属書では、金銭

的利益と非金銭的利益のそれぞれについて、次のような例があげられています。 

 

=利益配分方法（例）= 

（金銭的利益の例） 

(a) 取得の機会に関する料金および採取その他の方法によって取得した試料ごとの料金 

(b) 前払いによる支払 

(c) 段階ごとの支払 

(d) ロイヤルティの支払 

(e) 商業化の場合におけるライセンス料 
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(f) 生物の多様性の保全および持続可能な利用を支援する信託基金に支払われる特別の料

金 

(g) 相互に合意する場合には、給与および特恵的な条件 

(h) 研究資金 

(i) 合弁事業 

(j) 関連する知的財産権の共同保有 

 

（非金銭的利益の例） 

(a) 研究および開発の成果の共有 

(b) 科学的な研究および開発の計画（特に、可能な場合には遺伝資源を提供する締約国にお

けるバイオテクノロジーの研究活動）における共同、協力および貢献 

(c) 製品開発への参加 

(d) 教育および訓練における共同、協力および貢献 

(e) 遺伝資源の生息域外保全のための施設への立入りおよびデータベースの利用 

(f) 遺伝資源の提供者に対する公正で最も有利な条件（合意する場合には、緩和されたかつ

特恵的な条件を含む。）の下での知識および技術（特に、バイオテクノロジーその他の遺

伝資源を利用する知識および技術または生物の多様性の保全および持続可能な利用に関

連する知識および技術）の移転 

(g) 技術移転のための能力の強化 

(h) 制度的能力の開発 

(i) 取得の機会に関する規則を実施し、および執行するための能力を強化するための人的資

源および物的資源 

(j) 遺伝資源の提供国の十分な参加を得て、可能な場合には遺伝資源の提供国において行わ

れる遺伝資源に関する訓練 

(k) 生物の多様性の保全および持続可能な利用に関する科学的な情報（生物の目録および分

類の研究を含む。）へのアクセス 

(l) 地域経済への貢献 

(m) 遺伝資源を提供する締約国内における遺伝資源の国内的利用を考慮して、保健、食糧

安全保障その他の優先度の高いニーズのために行われる研究 

(n) 取得の機会の提供および利益の配分に関する合意から生ずる組織上および職業上の関

係ならびにその後の共同活動 

(o) 食糧安全保障および生計の確保に関する利益 

(p) 社会的な認知 

(q) 関連する知的財産権の共同保有 
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