
 
 

３．遺伝資源利用促進に向けて 

 
１.１.１ 検討の背景と目的 

(１) 背景 

 我が国で栽培する様々な農作物のうち、コメ、リンゴ、ブドウなど数多くの作物品種は

食味、収量、耐寒・耐暑性、病害抵抗性などの性質の付与のため海外遺伝資源を導入し、

風土に合わせて改良、現在に至っている。さらに、近年の気候変動や、新品種開発競争の

激化などに対応すべくより効率的かつ効果的な育種が求められており、そのためには、我

が国には有用な海外遺伝資源の収集と利用が不可欠である。遺伝資源は、まさに育種をは

じめとした農林水産分野における研究、技術開発の基盤といえる。 
 この遺伝資源に関して、1993 年の生物多様性条約の発効、2014 年の名古屋議定書の発効

等を通して、遺伝資源の利用と保全に関する国際ルールが整備されつつある。その一方で、

現状は国際ルールが先行し、提供国側（この場合は全ての締約国が当てはまる）の法制度

や手続きの整備が遅れているのが現状である。これら国際ルールの根幹は、提供国法令の

遵守であるが、それらの整備が遅れているため、遺伝資源の利用者サイドでは混乱が生じ

ている。 
一方で、主に利用国である我が国では、提供国の法制度が不透明であることから、海外

遺伝資源の導入を躊躇する状況が見られる。加えて、国際ルールに関する情報が国内関係

者に充分に浸透していないことから、誤った認識で意図せずに海外の遺伝資源を利用した

ことで国際的争議に発展する懸念がある。このため我が国では企業や公設試験場など作物

育種を担う主体が、海外の遺伝資源を積極的に利用しない状況が広がりつつあり、このま

までは我が国の作物育種戦略及び農業競争力強化に悪影響を及ぼす可能性がある。  
 そこで、農林水産省では「農林水産分野における遺伝資源利用促進事業」等を通して、

国際ルールを遵守しつつ、海外遺伝資源の利用促進のために、資源国（ここでは、我々が

遺伝資源を利用する対象国を資源国と呼ぶ）との遺伝資源利用のための枠組み構築や国内

の遺伝資源利用の体制づくり、遺伝資源に関する国際ルールの周知等に取り組んできたが、

資源国との交渉の過程や残された課題など詳細な記録はこれまでなかった。 
 
(２) 目的 

 平成 24～28 年度に実施した「農林水産分野における遺伝資源利用促進事業」では、4 カ

国との間に遺伝資源の利用促進に関する合意など一定の成果を得るなかで、合意形成に至

る経過や得られた経験や知見、明らかとなった課題、さらに今後の遺伝資源利用促進に向

けた提言を取りまとめる。 
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海外遺伝資源の利用促進にむけて（課題と対応の方向性）概要図
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遺伝資源を巡る利用国間の
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礎研究がなされない傾向

• 基礎研究と商業育種との間に壁

産学官連携による育種体制構築

育種を意識した基礎研究の推進
民間企業による自発的な海外遺
伝資源への積極的な関与

遺伝資源利用の相談・支援・コー
ディネート窓口の設置

産学官それぞれの遺伝資源利用
ニーズ等に関する情報収集、連携
のコーディネート体制
対応できる人材の拡充・育成、産
業界の人員登用等
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遺伝資源の国際ルール、提
供国の法制度遵守に関する
認知不足

• 種苗会社の現場担当、大学研究者、
中小個人育種家への情報提供不足

利用者が真に欲している情
報（解決策）がない

• 原則論の情報提供にとどまっている
知のインフラの府省連携

• 海外遺伝資源アクセスに係る情報の府省
間プラットフォームの必要性

ターゲットに応じた普及啓発

各種学会、業界団体等との連携
サプライチェーンを通じた調達先への
普及

利用者の課題解決策の検討と発信

解決策の検討、対応ノウハウ、契
約ひな形などのツール整備・提供
提供国別情報（法令以外のノウ
ハウを含む）の提供
相談窓口の継続的運用

課題 利用促進に向けて

国際的枠組みへの貢献
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１.１.２ 遺伝資源利用促進に向けたポイントの整理 

 遺伝資源の利用促進のためには、我が国における遺伝資源アクセスのための体制、遺伝

資源利用のための基盤及び遺伝資源に関する知的インフラをバランスよく整備する必要が

ある。これらはいずれが欠けても遺伝資源利用促進につながらない。そこで、これらの点

に着目し、背景と課題、利用促進に向けた方策を整理・検討した。 
 

  
 
(１) 遺伝資源アクセスのための体制 

① 背景と課題 

１) 遺伝資源へのアクセス・利用に関する資源国の警戒と技術移転等の要請 
1. 生物多様性条約や名古屋議定書等で遺伝資源に関する主権的権利が明示されたことを

契機に、資源国における遺伝資源に対する所有権の帰属意識は高まっており、他国か

らのアクセスに対する警戒心が強くなっている。本事業では、5 年間で多数の国と協議

交渉を行い、一部の国と遺伝資源の利用に関する合意を取り付けたものの資源国の警

戒感が強く、より有益な遺伝資源の利用のためには、さらなる信頼関係の構築が必要

な状況である。 
2. 信頼関係の構築のための手段として、資源国が利用国から求められるのは、主として

技術移転であり、近年では遺伝資源のアクセスのための必須条件となりつつある。ま

た、資源国から要請される協力も単に公的研究機関同士の共同研究等にとどまらず民

間の産業振興等に繋げてゆけるような協力が期待されることも多くなっている。 

 

２) 遺伝資源をめぐる利用国間の競争 
1. 資源国においては、数多くの先進国や新興国、援助機関等から遺伝資源のアクセスや

そのための技術協力・共同研究のアプローチを受けていることが多く、我が国もこれ

遺伝資
源利用
促進

遺伝資源取
得のための
体制

遺伝資源利
用の基盤

遺伝資源に
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らの諸外国・機関等との競争にさらされている状況にある。 
2. これらの国、研究機関の多くは、国を挙げて関係構築を進めており、我が国が準備し

た予算規模を大きく超えることも多い。それらの国・研究機関との比較から、遺伝資

源の利用に関する技術協力や共同研究について、一定以上の予算規模が求められる場

合もある。 
 
② 利用促進に向けた方策 

１) 利用促進に向けたコンセプト ―水平的連携(horizontal relationship) 
 これまでの遺伝資源を利用した研究開発においては、技術を有する利用国が、資源を有

する資源国に対して、技術を提供し、利益配分する代わりに遺伝資源にアクセスし、研究

開発して商品化するという流れが前提とされており、現在の生物多様性条約や名古屋議定

書の交渉等もこの流れに沿って行われてきた。 
 しかし、この流れでは、資源国側は、できる限り多く利益配分を得るために遺伝資源ア

クセスのハードルを上げようとし、利用国側はそれを回避しようとすることから、遺伝資

源を利用した研究開発自体が停滞し、資源国、利用国の両方にとって機会損失となってし

まう。 
 それに対し、本事業では、全ての国が提供国で全ての国が利用国であるという考え方に

基づき、相互に遺伝資源を交換・利用しあい、双方の育種・研究開発、商業化に向け貢献

するような水平的連携（horizontal relationship）のコンセプトを本事業で実施した国際ワ

ークショップにて提示した。これは、資源国が遺伝資源を囲い込むのではなく、遺伝資源

を自ら利用してその結果から利益を生む方向に誘導していこうというものである。 
 今後も水平的連携（horizontal relationship）のコンセプトを継承し、遺伝資源アクセス

のための体制構築を模索して成功事例を蓄積していくことが求められる。また、同コンセ

プトの浸透には、提供国だけでなく国内の民間種苗会社・団体、公設試験場及び地方自治

体等にも様々な手段と機会を通じた普及啓蒙が必要である。 
 

２) 継続的な関係深化の必要性 
長期的な視点での協力関係構築 

 資源国側の警戒感を払拭し遺伝資源の利用を容易にするためには、粘り強く一歩一歩関

係強化を図っていく必要がある。本事業では、既に 4 カ国と遺伝資源の利用に関する枠組

みを構築したが、これらの国に対しても、一過性の関係で終わらせることなく、引き続き

関係の維持と深化を図る必要がある。 
 遺伝資源をめぐる利用国間の競争では、多額の予算規模で資源国と共同研究を行おうと

する動きも見られる。そのなかで、我が国としては、大規模なプロジェクトによる関係構

築だけでなく、予算規模が小さくとも継続的な協力関係を維持し信頼関係を醸成強化する

ことは充分可能であると考えられる。 
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具体的方策例 

◆最終的なビジョンの共有 
 継続的な関係深化を図るうえで、その関係の先にあるビジョン（例えば商用品種の

共同開発と世界市場への販売等）を明確化して共有することが必要。 
 特に、この事業の基本コンセプトである水平的連携は実現に向けて長い年月が必要

であり、それに向けて相互に少しずつ努力しようという動機付けになり得る。 
◆息の長い関係構築 

 わずかな予算規模であっても常に関係を保ち、日本への招聘や、小規模な共同研究

を継続的に実施することが必要。 
 効率的に進めるために、有望な国に対して集中的に実施する必要。 

◆多様な機関との関係構築 
 遺伝資源の利用については、研究する機関、権限を有する機関、法制度を整備する

機関等、様々な機関が関連。 
 特定の部門に偏らず多様な機関と連携し、常に情報を収集する必要。 

 
 

人的ネットワーク構築とメンテナンス 
 遺伝資源の利用については、資源国の法規制や組織のルール等様々な要素があるが、最

終的には対人間の信頼関係が大きく影響する。遺伝資源に係る協力関係構築や遺伝資源の

提供に関する意思決定に重要な役割を担うキーパーソンがいることから、まずは対象とな

る人材を洗い出して継続的に関係構築を図る必要がある。また、特にアジア諸国において

は、これらキーパーソンやその周辺の人材が、日本留学経験者や学位取得者であることも

多く、その際には、交渉の進展に好意的な協力を得やすいことから特に関係性を強めてお

くことが重要。なお、本事業においても日本留学経験者や学位取得者が関係構築に大いに

貢献した例があったが、前後 1-2 年の間に定年退官を迎えるケースが散見され、今後我が国

に好意的な人的ネットワークを繋げていくことも重要であろう。 
 

具体的方策例 
◆キーパーソンの明確化と情報共有 

 遺伝資源利用のための研究部門、権限を有している部門等のキーパーソンについて

明示化したうえで、関係各所で情報共有する仕組みを構築。 
 資源国のキーパーソンについては定期的に訪問、招聘するなどして関係を構築。 

◆日本ファンの拡大 
 日本への留学経験者、学位取得者等について情報を収集し、リスト化する。 
 また、それらの人材を足がかりとして他の人材についても日本へ招聘する等して、
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日本ファンを拡大。 
◆組織的なアクセス（後段の国内体制構築とも関連） 

 日本側の様々な機関がばらばらにアクセスすると先方が混乱することから、窓口を

明確にして統一的にアクセスする仕組みを構築。 
 その際には、統一的にコーディネートする主体が必要。 

◆重層的な関係構築 
 JICA 及び国立研究開発法人と連携した関係構築促進。 

 
行政の積極的な関与の必要性 

 本事業において、農林水産省が資源国の農業関係省庁と直接協議することで、交渉が大

幅に進む例が見られた。遺伝資源の利用者は、概ね研究部門であることから、交渉相手が

資源国の研究機関となることが多い。一方で、資源国において遺伝資源の利用や持ち出し

等に権限を有しているのは、行政機関であることが多く（研究機関に権限があるとされて

いる場合でも、最終的には所管している行政機関の許可を得ている場合が多い）、行政機関

と直接協議するには、我が国側も行政機関が積極的に乗り出すことが有効である。また、

長期的な関係構築においても、行政機関が継続的に参加し、資源国側に対して、行政機関

までも連携した取組であることをアピールすることは、信頼感の醸成に繋がり、有効であ

ると考えられる。 
 一方で、行政担当者は異動等も多く、長期的な人間関係を築くことが難しい側面もある。

従って、行政担当者、研究者、コーディネーター等がそれぞれ役割分担しつつ連携して関

係の構築や継続に取り組んでいく必要があると考えられる。 
 

国際会議での PR 
 我が国は ITPGRFA の MLS に対して約３万点の遺伝資源を提供するなど、提供国として

も遺伝資源の利用に対して大きな役割を果たしている。また、農林水産省が率先して国際

ルールに基づいた提供国との関係構築を図るなど、国際ルールに則った遺伝資源の利用に

対して積極的に関わっている。 
 これら我が国の遺伝資源に関する貢献について、国際会議やその他の場面において広く

PR することで、資源国側の警戒を解くことに大きく貢献することが期待されている。 
 

３) 国際的枠組み（ITPGR）への貢献 
我が国は 2013 年より ITPGR に加盟し、その枠組みに貢献するとともに、遺伝資源アクセ

スに活用してきたところである。 
特に国際的に標準化された SMTA は ITPGR の多国間システム(MLS)のみならず、2 国間

の遺伝資源の取引にも利用されることのある有用なツールとなっている。 
一方で現行の SMTA に基づく利益配分の仕組みについて、先進国からの利益の配分(資金の
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提供)が充分になされず、機能していないとの不満が資源国から出ており、現在 MLS 改善

交渉が行われている。引き続き ITPGR に基づく MLS 及び SMTA の枠組みを維持・発展さ

せていく観点から産官学一体となった技術移転等も含めた当枠組みへの貢献が重要である。 
 
 

４) 資源国との連携の質的深化 
遺伝資源利用と保存に関する共通認識醸成 

 現在は資源国が自らの国の遺伝資源を囲い込もうとする意識が強いが、自ら遺伝資源を

利用して育種等を行う立場になると、逆に比較的簡易で明確に他の国の遺伝資源を利用す

ることによるメリットに気付くものと思われる。 
 当事業では水平的連携（horizontal relationship）をコンセプトに、資源国自身が、自国

もしくは、他の資源国の遺伝資源を用いた育種等を行えるようになることを目指してきた。

しかし、資源国サイドでは、ややもすると理想論と捉えられるためか、その必要性が充分

に認識されていない場合もある。 
 従って、国際的なワークショップ等でこの水平的連携についてアピールするとともに、

共同育種などのパイロットプロジェクトを組成して、資源国が自ら海外の遺伝資源を用い

て育種する場を提供していくことが有効になると考えられる。 
 

商業利用に関する共通認識醸成 
 資源国の無理な利益配分等に歯止めをかけるためには、①から一歩進んで、種苗産業の

育成が資源国の農業生産の安定等に重要であることを理解させ、商業利用の重要性・必要

性、さらに商業利用を促進するための遺伝資源利用のあり方について共通認識を持つこと

が望ましい。 
 

具体的方策例 
◆遺伝資源の保存と利用に関する国際ワークショップの開催 

 遺伝資源の重要性、その利用促進の重要性、育種による資源国のメリットに関する

ワークショップの実施。 
 水平的連携の周知を図るためのワークショップの実施。 
 遺伝資源の保全・利用に関する国際ワークショップ等への積極的な参加とプレゼン

テーションの実施。 
◆共同育種に関するパイロットプロジェクト実施 

 海外遺伝資源を用いた資源国のための共同育種プロジェクトの立ち上げ。 
◆他分野の海外技術協力案件との連携 

 農村開発、農家所得向上等に関する技術協力案件との連携を図る。 
◆ITPGR への貢献を通じたアクセスの促進 
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 ワークショップへの参画等、様々な機会を通じた技術移転の実施等による、産学官

一体となった、ITPGR の MLS 及び SMTA の枠組みの維持・発展への貢献。 
 

 

 
 

 

(２) 遺伝資源利用の基盤 

① 背景と課題 

１) 民間育種の構造的課題 
1. 我が国の民間育種は、海外遺伝資源アクセス・導入に関し、一般的・潜在的な関心は

持たれておりニーズがないわけではないが、大学・研究機関等による共同研究により

海外遺伝資源を導入し産業利用可能な成果が得られた上で利用したいという意向が強

い。本事業では、種苗業界や農林水産分野の研究者等を対象に資源国との交渉状況及

び合意締結についての情報の提供や、ニーズ照会、コンソーシアムメンバーの募集等

の取組を継続してきたが、総じて勉強会機能からの進展があまり得られず、5 年間で具

体的なコンソーシアム形成に向けた取組は「ペルー遺伝資源コンソーシアム設立準備

委員会」にとどまった（ペルーとの交渉が妥結せず解散の上、花き分科勉強会に移行）。 
2. 一方で、我が国に限った話ではないが、育種事業自体が企業秘密に属する上、ノウハ

ウや暗黙知の集積であることから、企業内でクローズに行われることが通常であり、
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オープンな議論に馴染みにくい。 
 

２) 産学官の協力体制の不足 
1. 大学・研究機関等の研究者においては、海外の大学・研究機関等とその特定的な専門

分野において完結する共同研究を実施する者は存在するが、種苗業界等と連携し、又

は研究成果の種苗業界等における産業利用を念頭に置いて資源国との協力関係構築を

図る取組に意欲的な研究者が少ないように見受けられる。 
このため、大学・研究機関を核に産業界が参加するコンソーシアムを形成するには選

択肢が限られてしまう。また、資源国に対し技術協力を提供する専門家が一部の研究

者に集中し過剰な負担がかかるという問題もある。 
2. また、資源国が要請する技術協力の内容は、高度に専門的な内容よりは、その国の施

設・技術水準に対応して幅広く応用的な助言ができる者や、産業界における育種研究

の知見を有する者が望まれることも多い一方で、我が国の研究者は専門分野の細分化、

高度化が進み、技術協力の適任者を見出すことに苦慮する場面がある。 
 

② 利用促進に向けた方策 

１) 産学官連携による育種体制構築 
育種を意識した基礎研究の推進 

 花き等の一部の作物を除いて、我が国の育種産業を担っている種苗会社、公設試験場等

が海外から直接育種材料を導入し、利用していくことは現段階では難しい。そこで、優れ

た特性を持つ遺伝資源について、大学や公的研究機関等が積極的に導入し、中間母本等の

育種素材の形で利用できるような体制を整えることが望ましいとの声が強い。 
 そのためには、単に個々の研究者や種苗会社の当面のニーズを充たすことのみを念頭に

置いて、資源国との遺伝資源アクセスに向けた交渉を進めるだけでは不十分であり、我が

国における作物育種戦略に基づき国内における育種・研究、産業化の推進のあり方全体を

充分検討した上で、国立・公設の試験研究機関、民間種苗会社の役割分担と連携を整え育

種体制を構築することが求められる。 
 産学官の間で国内外の遺伝資源の利用を促進していく必要性について認識を共有して機

運を高めるとともに、遺伝資源の導入・保存やその基礎研究に取り組む大学・研究機関と

産業目的の育種・研究や商業化に取り組む種苗業界の間のギャップを埋め、上流から下流

に至る遺伝資源のバリューチェーンが段階的に繋がるよう、産学官が連携して中長期的に

育種・研究、商業化を推進していく必要がある。 
 

具体的方策 
◆種苗業界のニーズを研究計画に反映 

 国立研究開発法人や大学等の研究機関が研究計画を立案する際に、広く種苗業界等
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のニーズを把握できる場を設定。 
 国立・公設試験機関は公知となる技術や高度病害虫抵抗性等の中間母本の開発を行

い、民間種苗会社は国等の技術と中間母本を導入して独自のノウハウと育種素材を

用いて商品開発（新品種）を行う。 
◆学会等を活用した民間企業と大学研究者等の研究マッチング 
◆交雑種（F1 等）の積極的かつ計画的な活用 

 海外からの遺伝資源の円滑なアクセスのため、両国が持ち寄った品種を交雑させ、

評価、選別した交雑種を効率的、効果的に活用。 
 
 

民間企業による自発的な海外遺伝資源への積極的な関与 
 一方の民間企業サイドも、今後の育種に関する市場環境の変化に対応すべく、積極的か

つ自発的に海外遺伝資源の利用に取り組んでいくべきであろう。我が国の種苗会社は小規

模経営が多く、直ちに企業が自ら海外遺伝資源にアクセスすることは困難であるため、業

界全体でパイロットプロジェクト立ち上げるような取り組みが必要となる。種苗会社はそ

れぞれ開発競争をしていることから、ターゲットとなる作物や開発方針がオープンになる

ことを望まず、できる限りクローズに研究開発を行う傾向にある。それらには充分に配慮

する必要があるが、我が国の種苗会社がそれぞれ単独で行動することで、海外遺伝資源へ

のアクセスが充分にできなくなるようなことは避ける必要がある。 
 まずは種苗業界全体での海外遺伝資源利用促進の機運を醸成したうえで、秘密保持に留

意しながら種苗会社のニーズをくみ取れる主体が中心となって、自発的に海外にアクセス

する仕組みを構築することが有効であろう。 
 

具体的方策 
 

◆業界団体等が中心となった民間種苗会社の組織的な対応 
 業界団体が、行政等と一体となって、交渉を行える体制づくり。（例えば、オランダ

では、種苗協会（Plantum）が中心となって、資源国に対して交渉等を行っている。） 
◆ITPGR の枠組みを活用した遺伝資源アクセスに向けた業界団体等の貢献 

 MLS 登録促進のための技術協力の実施。 
 Benefit Sharing Fund への利益還元促進。 

 
 

 

２) 遺伝資源利用の相談・支援・コーディネート窓口の設置 
産学官それぞれの遺伝資源利用ニーズ等に関する情報収集、連携のコーディネート体
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制 
 農林水産分野の遺伝資源利用促進に関し恒久的に知見・ノウハウを蓄積し、遺伝資源の

種別・利用形態、遺伝資源のアクセス希望先の国に応じた解決策を提供することのできる

相談・支援体制を検討し、構築していくことが有効である。本事業の委員からも、恒久的

な機関によるサポートの重要性が再三指摘されている。行政機関の場合、人事異動等があ

ることから、公的研究機関や資金の調達が見込めるのであれば民間企業等が担うことが望

ましいと考えられる。 
 

対応できる人材の拡充・育成、産業界の人員登用等 
 遺伝資源に関連した人材については、多くは研究等に従事してた研究者が登用される場

合、知財部門から登用される場合等があるが、若い頃から遺伝資源を専門に取り扱ってい

く人材を育成することが必要である。また、公的機関における民間人材の登用などについ

ても検討すべきである。 
 
(３) 遺伝資源に関する知的インフラ 

① 背景と課題 

１) 遺伝資源の国際ルール、提供国の法制度遵守に関する認知不足 
1. 遺伝資源の国際ルール、提供国の法制度遵守については、一定程度の認知が進んだと

考えられるが、種苗会社の現場の育種担当者や大学研究者、中小種苗会社や個人育種

家等、最前線で遺伝資源を取り扱う者への浸透が課題となっている。本事業でも 5 年

間にわたり、毎年度、国内セミナー・ワークショップ等を開催し、一定の種苗会社、

研究者、周辺業界の関係者等に対する ABS や利用促進に関する普及を進めているが、

参加者が関心層に偏ってしまう場合が多かった。 
 

２) 利用者が真に欲している情報（解決策）がない 
2. 「植物遺伝資源の取得・利用手引き」は可能な限り植物育種・研究の現場で実際に直

面する課題に応えることを目指し作成しているが、植物育種分野の特性や、種苗会社

等では主に市販品種を導入することが多い実態等に照らすと、さらなる整理・検討が

必要な側面もあり、現段階では原則論を示すにとどまる箇所が残る。 
農林水産省が直接提供できる公式的な情報では、原則論を超えた具体的な対策に資す

る情報提供には限界が生じる面があり、遺伝資源の利用促進に向け、植物育種分野の

特性や種苗業界の実態を踏まえた具体的な課題解決策の情報を、関心層を含めて提供

することができていない。 
 
３) 知のインフラの府省連携の促進 

 海外の遺伝資源アクセスに係る情報については、各府省において、それぞれが所掌する
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分野について、傘下の研究機関を含め、収集、発信してきたところであるが、今後、より

効率的に知的インフラを整備していく観点から、海外遺伝資源アクセスに係る情報のプラ

ットフォームづくりのような取り組みも重要と考えられる。 
 
② 利用促進に向けた方策 

１) ターゲットに応じた普及啓発 
各種学会、業界団体等との連携 

 農林水産分野における学術及び産業の構造や遺伝資源利用の特性・実態、さらに遺伝資

源問題に関する普及の度合い等に基づき、ターゲットに応じたきめ細かい情報内容・発信

手法による普及啓発と情報支援を継続的に行うことが求められる。 
 普及啓発に際しては、組織としての意識向上と、現場担当者の意識向上の両面からアプ

ローチし、農林水産省による普及啓発の取組とともに、下記に例示するように様々な主体

がそれぞれの役割に応じ情報発信及び普及啓発等に取り組む必要がある。 
 

海外遺伝資源の利用促進に向けた産学官の役割分担例 
 

 学協会等の学術団体による大学・研究機関、研究者・研究管理者への普及 

 業界団体による各企業への普及 

 各企業、大学・研究機関等による組織内の管理者・担当者への普及や体制整備 

 地方公共団体、農業団体、普及指導員等による個人育種家等への普及 

 農林水産省及び関係機関等による上記の普及啓発の支援（例えば、基本となる資料や

説明の提供、上記のような関係団体や組織への出前講座の提供等）、 
 

 

サプライチェーンを通じた調達先への普及 
 現在中小種苗会社や個人事業主にまで情報が行き渡っていないという問題はあるが、こ

れらの企業の多くは販売を大規模メーカーに委託している。そこで、それらの調達にあた

って、大規模メーカーがコンプライアンスに基づいて遺伝資源の利用について確認すると

いう方向性に誘導することが有効である。 

 

２) 利用者の課題解決策の検討と発信 
解決策の検討、対応ノウハウ、契約ひな形などの整備・提供 

 普及啓発の内容は、単なる ABS 基本原則・規範の周知にとどまらず、遺伝資源の利用促

進を実現し、その課題解決策を提供するような情報支援を図ることも求められる。情報支

援においても、農林水産省自らが発信できる内容には限界もあることを踏まえ、産学官の

各主体がそれぞれの役割に応じ、遺伝資源の利用促進に向けた課題の解決方策を検討し、
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行動規範、指針、契約ひな型、優良事例等を開発し共有化していくことが望まれる。 
 

提供国別情報（法令以外のノウハウを含む）の提供 
 生物多様性条約、名古屋議定書は最終的には提供国法令を遵守することが肝要である。

実際に遺伝資源に関するセミナーを行うと、特定の国でこのような活動ができるか？とい

った質問が多く聞かれる。また、提供国には法令がない場合やあったとしても運用ルール

が定まっていない場合もあり、単なる法令に関する情報を超えたアクセス先、アクセス方

法等の情報を伝える場が必要である。 
 

相談窓口の継続的運用 
 遺伝資源の利用に対して知りたい情報は、個々ばらばらであり、また秘匿すべき内容も

多いことから、セミナー形式での情報提供には限界がある。従って、何らかの形で個別に

相談できる窓口が必要となる。現在、農林水産省環境政策室で相談窓口を開設しているが、

このような窓口を継続的に運用していく必要がある。 
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参考資料：海外の遺伝資源を用いた植物育種のために～植物遺伝

資源の取得･利用手引き～（Ver.1.1.7） 
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