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１．事業の概要
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本事業の目的
種苗企業、研究者等からのニーズが高い国を選定して、当該国の法制度等を調査したう
えで、協力関係を築きながら、当該国の遺伝資源を利用するための枠組みの構築を目指す。
（平成 28 年度までの目標４ヶ国）
本事業でこれまでに調査・交渉を行ってきたのは、ペルー、エクアドル、インドネシア、
スリランカ、ラオス、ベトナム、ロシア、トルコ、インド、ミャンマーであり、うちイン
ドネシア、ロシア、スリランカ、ラオスと遺伝資源利用の枠組みを構築した。

①対象国の遺伝資源に関する情報収集、交渉
対象国に対して、専門家やコンソーシアムメンバー等を派遣したり、対象国の専門家を
日本に招聘したりして、当該国の制度等に関する情報収集、遺伝資源利用に関する交渉を
実施。その一貫として、対象国の専門家（遺伝資源利用に関して一定の権限を有する者）
を日本に招聘してワークショップや個別交渉等を実施。

②国内利用者のニーズ把握、体制構築
国内の植物遺伝資源利用者のニーズを把握し、交渉の方向性を定める事を目的として、
「農林水産分野における植物遺伝資源促進に関する勉強会」を組織、さらに上記勉強会を
母体として、具体的に対象国と交渉を行うための国別コンソーシアムを組織。

③その他、植物遺伝資源の利用を促進する活動の実施
国内の植物遺伝資源利用者の、昨今の遺伝資源利用を取り巻く状況についての理解が進
んでいない事に鑑み、育種に係る植物遺伝資源利用の手引きの作成や、全国数カ所での説
明会等を開催。
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２．各国との交渉経緯取りまとめ
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インドネシア
生物多様性条約

○

名古屋議定書

○

ITPGRFA

○

法制度の状況
2013 年に名古屋議定書を批准して、ABS に関するレギュレーションを議会にて議論中。原則として ITPGR の
附属書Ⅰに含まれる作物については、インドネシア農業バイオテクノロジー遺伝資源研究開発センター
（ICABIOGRAD：Indonesian Center for Agricultural Biotechnology and Genetic Resources Research and
Development）が権限を有しているとのことであるが、最終的な決定ではない。
原則として、全ての遺伝資源について環境省 (Ministry of Environment and Forestry) の許可が必要になると
考えられる。食料農業遺伝資源については、環境省から農業省 (Ministry of Agriculture) へ助言を求めるもの
と思われる。
海外の企業や研究者による遺伝資源の収集については認められておらず、ex-situ の遺伝資源へのアクセスしか
認められていない。これは、インドネシア側の研究者が同行したとしても同様。
入手方法
インドネシアでは海外からの調査・研究活動に対して研究技術省 (Ministry for Research, Technology and
Higher Education)からの許可が必要。
（http://international.ristekdikti.go.id/foreign-research-permit/）
また、種子の輸出入に関しては、Regulation of The Ministry of Agriculture No. 127/Permentan/2014 on Import
& Export of Seeds で定められている。遺伝資源を入手する場合は、それを保有しているインドネシアの機関等
（個人、政府機関、企業等）と連携し、保有者から農業省に対して許可証の発行を要求してもらう必要がある。
本事業で対象とした遺伝資源
本事業では、まずは作物を限定してスタートさせ、徐々に拡大させることが現実的と判断し、ITPGR の附
属書Ⅰに含まれる作物からスタートすることでインドネシア側と合意した。
インドネシア側からは、希望する共同研究対象作物について希望が出されている。
（ただし、ITPGR の附属
書Ⅰの範囲を超えている作物も含まれる）
以下は、観葉植物研究所から出された希望。
観賞用植物として日本側からはユリ、トルコキキョウ（ユーストマ）、キクをインドネシア側からは、
ショウガ科、サトイモ科を提供。
野菜については、日本側からはダイコン、キャベツ、ニンニクを、インドネシア側からは、ケール、ア
マランサスを提供。
また、ICABIGRAD からシャロット、トウガラシ、ナスの遺伝資源収集・評価に関する共同研究が提案され
た（H28.2）
。
本事業の取組経緯 ※他事業と連携して交渉しているため【 】にて本事業と他事業を区別している
H24 以

H24 以前

国際農林水産業研究センター（JIRCAS）の MOU 締結実績あり

前

H24 以前

民間種苗会社の MOU 締結実績あり

遺伝資源の探索及び収集を伴う共同研究実施で合意。
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H25

H25.10

日本でワークショップ開催【キャパビル（他事業）】

遺伝資源保存・評価手法等に関する研修を実施。
ITPGR に関する研修を実施。ICABIOGRAD より 2 名、インドネシア農業研究開発庁（IAARD：
Indonesian Agency For Agriculture Reserch And Development）より 1 名招聘してトレーニング
とワークショップを実施。
H25.11

インドネシア訪問【本事業】

本事業のの目的、趣旨を説明。
遺伝資源施策に関する情報を収集。
インドネシアの遺伝資源の状況、研究開発上のニーズ等に関する情報を収集。
⇒インドネシア農業省国際協力局（Center for International Cooperation, Ministry of Agriculture,
Indonesia）及び、ICABIOGRAD は非常に前向き。
（Record of Discussion を作成）
H26.3

日本でワークショップ開催【本事業】

共同研究計画のフレームワークについて議論。
H26.3

共同探索実施【キャパビル（他事業）
】

H26.3

インドネシア農業副大臣との間に遺伝資源に関する協力を進める旨の合意

事前に当合意の動きを察知し、合意文書に遺伝資源を含めるように日本、インドネシア双方に働き
かけた。
H26

H27.1

日本でワークショップ開催【本事業】
【キャパビル（他事業）
】

共同研究計画のフレームワーク、作物等について議論
H27.2

インドネシアでワークショップ開催【キャパビル（他事業）】

共同育種プロジェクト等について説明。
H27

H27.6

共同研究推進に関する合意

食料・農業植物遺伝資源の相互利用を通じ、商業化につながる新品種開発のための共同研究を推進
することについて合意文書（MOC: Memorandum of Cooperation）に署名。
H28.1

インドネシア訪問【利用促進】

合意締結後の進め方について協議
H28.2

国際ワークショップ開催【利用促進】

インドネシア側からのプロポーザル提示
今後の進め方について協議
H28

H28.9

インドネシア訪問【本事業（賦存状況調査）】

ボゴール農科大学（IPB：Institute Pertanian Bogor）
、大学付属熱帯園芸研究所、ICABIGRAD
等を訪問して意見交換し、共同特性評価の実施に合意。
H29.2

日本へ招聘【本事業】

日本の種苗会社、研究者等に対して、インドネシアの遺伝資源についてプレゼンテーション。
本事業での成果
インドネシアの ex-situ でかつ ITPGRFA の附属書Ⅰに記載されている遺伝資源に限定し、日本における研
究、育種、教育に関しする利用ができるとの合意文書に署名した。当局関係者を招聘し、合意に基づく具体
的な協力活動の実施に向けて、我が国関係者（種苗会社、公的研究機関、大学等）との間で意見交換を行う
場を設定（2017 年 3 月 1 日

ロシア意見交換と同時開催）
。さらに我が国関係者との協力関係の構築に取り

組んでいるところ。
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【合意の概要】
①

合意相手先機関：インドネシア農業省

②

合意年月日：2015 年 6 月 30 日

③

目的：
PGRFA の相互利用を通じた、両国における商業化に向けた新品種の開発。

④

合意内容のポイント：
協力活動の範囲は、生息域外コレクションの特性評価、育種及び遺伝的研究、PGRFA の保全と持続的利用
に関する情報共有及び能力構築。ただし、化学品、医薬品、非食料品及び飼料への産業利用を目的としな
い協力活動に限定。
インドネシア側の指定機関（農業研究開発庁（IAARD）及び IAARD と協力合意を締結している大学）と日
本側の指定機関（国立研究開発法人、種苗会社、企業及び大学）が、作業計画を作成した上で、協力活動
を実施。
対象 PGR は、ITPGR の附属書Ⅰに限定。PGR の交換は、MTA により行う。
有効期間は、2020 年 3 月 31 日まで（延長可）。

今後の課題
本事業での合意は、ITPGRFA の附属書Ⅰ内にとどまっているが、今後本枠組みを機能させつつ、それ以外
の遺伝資源についても取り扱えるように交渉する必要がある。
カウンターパートに関する所見
農業省国際協力局（Center for International Cooperation, Ministry of Agriculture）
インドネシア農業省において国際協力関係について権限を有する部署。
合意文書の作成・締結については、当部署をカウンターパートとして実施した。
ITPGRFA の附属書Ⅰの範囲内については権限を有していると考えられる。
インドネシア農業バイオテクノロジー遺伝資源研究開発センター
（ICABIOGRAD：Indonesian Center for Agricultural Biotechnology and Genetic Resources Research and
Development）
インドネシアにおける農業関係の研究機関である IAARD (Indonesian Agency For Agriculture Reserch
And Development) 傘下のジーンバンク。ITPGRFA のフォーカルポイントとなっている。
遺伝資源の利用を前提とした協力関係構築を当機関に持ち込んだとしても、最終的には、農業省国際協力局
の承認が必要。
留意点・所感
ITPGRFA の附属書Ⅰの範囲を超えて遺伝資源へのアクセスができる契約を IAARD と締結した民間企業が
あり、ルールの一貫性について更なる情報収集が必要。
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平成28年度 海外遺伝資源の利用に関する勉強会
（コンソーシアム勉強会）会合
〜インドネシア、ロシアとの関係構築と植物遺伝資
源の利用：利用方法と招聘者講演会〜
講演資料（2017.3.1）

CONSERVATION
AND SUSTAINABLE USE OF GENETIC RESOURCES IN INDONESIA
:Horticulture

Nurul Hidayatun

Presented in
The Workshop and Meeting on Conservation and sustainable Use of Genetic Resources
Tokyo, 1 – 3 March, 2017

Outline:
Germplasm Management System
Genetic diversity
Research institutes managing Agricultural genetic
resources in Indonesia
Research focus in IAARD
Research collaboration: policy and rule
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Germplasm Management System

Gene Bank: The collection
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Research Focus in IAARD
Indonesia Priority Commodities:
To meet the needs
To cope up price fluctuation

Food crop:
Rice
Maize
Soybean
Horticulture:
Shalot
Chilli (Red chilli pepper; cayenne pepper)
Citrus

Crops

Problem

Shallot

seasonal, short shelf life (3-4 months)
Pest & disease
Pest & disease :Pest: Thrips, flies, spodoptera,
helicoverpa, mites, etc
Disease: Wilt (fusarium), anthraknose, gemini
virus, cercospora, etc.

Chili

Banana
Potato
Tomato

Fusarium
Wilt disease
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Shallot:
Total production (2015): 1.229.184
Export to: Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam and Timor-Timor.
Problems:
Seasonal, short shelf life (3 – 4 months)
Production: pest and disease (anthracnose, fusarium)
Chili/pepper
Red Chili pepper : Total production: 10.045.182
Cayenne pepper: Total production: 869.938
Problems:
Pest: Thrips, flies, spodoptera, helicoverpa, mites, etc
Disease: Wilt (fusarium), anthraknose, gemini virus, cercospora, etc.

R & D Horticulture:
Coordination and Networking system
AIAT; Research
Crop institution

Problems (production,
quality, etc)
Land to lab
(Identification)

ICABIOGRAD;
Crops research
intitution

Research and improvement;
Breeding technology
(Molecular;In vitro)
Agric. Innovation technology
Lab to land
(Evaluation
&Selection)

Res crop,
ICABIOGRAD, AIAT;
BPATP; Other

Disemination, Technology
package, Distribution
application
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R&D to support stability of shallot productionin 2017

BBSDLP :
Land map suitability

Horticulture
research center
Shallot:
Production
Stabilization

AIAT
Socio-economic

Mechanization

IVEGRI
Improved var off
season
Cultivation
technologies
Nursery technology
Seed production

Post Harvest

ICABIOGRAD:
Pheromon

Contact person: Sub-Div Collaboration , Horticulture Research Center
Idha Widi Arsanti (idha_arsanti@yahoo.com)

Research Topicts in IAARD
; Horticulture
Crops

Expected output

Shallot

Improved shalot resistant to pest and diseases
Improved shalot adaptive to wet climate

Chilli

Improved variety tolerant to biotic and abiotic stresses, high
yieilding, resistant to pest and dissease
Chilli tolerant to anthracnose, CHIVM virus
High yielding hybrid chilli

Banana
Citrus

Improved variety tolerant to pest and dissease; to meet consumer
preferences

Chrysanthemum
Orchid

Contact person: Sub-Div Collaboration , Horticulture Research Center
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Idha Widi Arsanti (idha_arsanti@yahoo.com)

ICABIOGRAD:
On-going Research Topicts in Horticulture
Supporting Research
Planned Research
Breeding
Conservation

The need

On-going Breeding Research
Materials
Red Chilli

Citrus
Citrus (Siam medan Keprok )

Method

Expected Output

Expected time of
completion (year)
Mutation
Resistant to virus; high
2016
level of 'hot'; high
productivity
Endosperm culture Seedless
2018
Endosperm culture Taste & easy peeling

2019

Banana (Ambon kuning) Mutation

Resistant to fusarium

2019

Potato

GE

2019

Tomato

GE

Resistant to
Phytophthora
Resistant to virus TYLVC
& CMV

Contact person: Horticulture Breeding Program; ICABIOGRAD
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Mia Kosmiatin (mkosmiatin@yahoo.co.id)

2019

Red Chili:
Resistant to virus
High level of ‘hot’
High productivity: 19.85 – 21.94 ton/ha
Suitable: up land
Predicted to retain yield loss 30 – 60%

Citrus:
Seedless
Local variety from Medan
triploid
Land suitability: medium land

RN1

80

c o u n ts

60

40

20

0

0

200

400

FL1 -

600

800

1000
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Citrus:
Taste variation
Local var. Siam Medan x Keprok
Color: orange; easy to be peeled

protoplasmic fussion

Banana
Local Var. Pisang Ambon Kuning
Resistant to Fusarium
High production:
10 kg /bunch (endemic)
23 – 26 kg (optimum)

Mutation
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Potato
Local Var. Pisang Ambon Kuning
Resistant to Phythopthora

Mutation

Tomato
Local Var. Pisang Ambon Kuning
Mutation
Resistant to virus: TYLCV and CMV
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Supporting research: Molecular breeding on red chili
and potato
Commodity

Research title

Expected output

Red chili

Development of marker
corresponding to
anthracnose resistance on
red chili

-Improved variety
resistant to anthracnose
-MAS (marker-assisted
selection)
-Update genomic
database

Potato

Development of marker
corresponding to virus
(PLRV, PVX,PVY, PVS)
resistance on potato

-Improved variety
resistant to virus
-MAS (marker-assisted
selection)
-Update genomic
database
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Planned research: area for collaboration
Breeding
Materials

Method

Expected Output

Red Chili (var. Gelora)

Mutation; breeding;
selection

Improved variety resistant to
anthracnose
Improved variety resistant to wilt
bacterial
Hybrid Chili

Banana
Chili

Haploid culture

Contact person: Horticulture Breeding Program; ICABIOGRAD
Mia Kosmiatin (mkosmiatin@yahoo.co.id)

Planned research
PGR Conservation
Filling the gap of Gene Bank collection:
• Collection
• Introduction
Conservation method for horticulture crops:
• Training on cryopreservation

Banana
Potato
Sweet potato, cassava, Taro, Yam,
other tubers
Purwoceng
21

The need
Type of the need

Crops

The need

Technology
(breeding)

Horticulture woody
plants

In-vitro fertilization

Chilli

anthera culture

Technology
(conservation)
Genetic resurces

Horticulture _ potato, Conservation method;
shallot,
Cryopreservation; encapsulation

Chilli

Tolerant to anthracnose;

Is there any technology to make (increase) variability
(aside of mutation) ?

Research collaboration: general policy and rule
• One gate policy: all collaboration should be approved by the secretary
general of the MOA.
• The grant should be more than USD 50,000 and should be registered to
the MOF, and included in the national budget list.
• Centralized access of genetic resources mechanism through the minister
of forestry and environment, except for annex 1 crops of ITPGRFA.
• Interagency consensus not to allow exploration to foreign researchers
before the regulation on the implementation of the Nagoya protocol
established
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Thank You
Arigatou gozaimasu
Terima Kasih
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ロシア
生物多様性条約

○

名古屋議定書

ITPGRFA

法制度の状況
生物多様性条約に対応した新たな国内ルールを検討中（H29.3 現在）。”Strategy and Executive Plan for the
Conservation of Biodiversity within the Russian Federation” (2014)では、2020 年までに名古屋議定書に批准
し国内制度を作成することとなっている。
利用方法
バビロフ植物遺伝資源研究所（ VIR: N.I.Vavilov Institute of Plant Genetic Resources） が保存している遺伝資源
については、比較的容易にアクセスできるが、データベース等から注文するシステムはない。
本事業の対象とした遺伝資源
飼料作物、野菜、花き
当初は、中小種苗会社が興味を示すと考えられるアブラナ科を想定。
本事業の取組経緯
H26

H26.3

ロシア訪問

本事業のコンセプト・趣旨を説明。
H27.2

ロシア訪問

ロシア側の担当者が変わったことから改めて本事業について説明。日本への招聘を打診。
H27.3

日本へ招聘

VIR 所長を日本へ招聘。遺伝資源の共同研究に関する文書作成で合意。
VIR の概要や遺伝資源について海外遺伝資源の利用促進に関する勉強会メンバーに講演。
⇒担当者が変わったことからやや協議が止まったが、VIR 所長を日本に招へいし、前向きな議論ができ
た。
H27

H27.12

ロシア訪問

合意文書のタームシートを作成して、内容について協議。
H28.2

日本で国際ワークショップ開催

農林水産省（日本）と VIR（ロシア）の間で、ロシアの農場（一部 CIS 諸国についても仲介可能）
での in-situ の植物遺伝資源の共同探索を促進することについて、合意文書（ROD）に署名。
当該文書で定める共通条件の下、日本の大学、研究機関、試験機関、種苗会社、個人育種家、その
他の関係団体（以下、
「日本側パートナー」と総称。
）は、VIR との植物遺伝資源アクセスを伴う共
同探索プロジェクトに合意することができる。
⇒農林水産省と VIR との間で遺伝資源の利用に関する合意文書を署名するに至った。
⇒また、日本の大学や民間企業のなかで VIR との共同研究に興味を持つ者もいた。
⇒共同探索に関しては、日本側から資金を提供する必要があるが、どの程度の資金が必要かという見積
もりも示されている。
H28

ロシアの遺伝資源に興味を持っている研究者、企業がいたため、
VIR の極東ステーション (Far East
Experiment Station) への訪問を希望したところ難色を示される。
H28.2

日本へ招聘

ワークショップを開催。VIR 国際関係部長より日本の種苗会社、研究者等に対して、ロシアでの探
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索の様子等についてプレゼンテーション。

本事業での成果
本事業を通して、農業省と VIR との間で、ロシアと CIS 諸国の農場及び in-situ の植物遺伝資源の共同探索
を促進することに関する合意文書に署名した。その後、当局関係者を招聘し、合意に基づく具体的な協力活
動の実施に向けて、我が国関係者（種苗会社、公的研究機関、大学等）との間で意見交換を行う場を設定（2017
年 3 月 1 日）
。さらに我が国関係者との協力関係の構築に取り組んでいるところ（インドネシア意見交換と
同時開催）
。
【合意の概要】
①

合意相手先機関：バビロフ植物遺伝資源研究所（VIR）

②

合意年月日：2016 年 2 月 16 日

③

目的：
PGR の共同探索に関する公的基盤を構築し、
日露両国の農場及び生息域内保全の PGR へのアクセスを促進。

④

合意内容のポイント：
VIR と日本側機関（大学、研究機関、種苗会社等）は、作業計画を作成し、個別契約を締結した上で、共
同探索を実施。日本側機関は、ロシアにおける共同探索に必要な経費を可能な限り提供。共同探索による
収集素材は、両者で等しく配分。収集素材の特性評価結果は、両者の共有財産。
収集素材を利用して得られた成果物を商業化する場合は、売り上げの 0.77％を相手側に支払う。ただし、
さらなる研究・育種のために他者が制限なく利用できる場合は、支払い義務はなし。
有効期間は、2021 年 2 月 15 日まで（延長可）。

今後の課題
合意文書を活用したプロジェクトを立ち上げる必要がある。
カウンターパートに関する所見
バビロフ植物遺伝資源研究所（VIR：N.I.Vavilov Institute of Plant Genetic Resources）
世界でも有数のジーンバンクであり、遺伝資源の利用については現在オープンな姿勢をとっており、中央政
府での遺伝資源利用に関する手続きを必要としていない。
感触として充分な予算がないことから、共同研究の予算を持って交渉すれば比較的前向きな反応が期待でき
る。
CIS 諸国の遺伝資源アクセスについても影響力を有しているとのことであるが、実際にどの程度の影響力が
あるかは不明。国によって異なる可能性あり。
極東ステーションの訪問について、極東ステーションはもともと別の研究機関であり、VIR 本部によるアレ
ンジがやや難しい可能性がある。
留意点
CIS 諸国についてはあくまで独立国であり、VIR が交渉の仲介を行うこととなる。また、対象とする国によ
って、交渉の難度が異なる。
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第4回遺伝資源の保全と利用に関する
国際ワークショップ
レクチャーミーティング
講演資料（2016.2.16）

VIR

VIR
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How to Feed the World in 2050
Executive Summary
1. Introduction
2. Outlook for food security towards 2050
(1) The changing socio-economic environment
(2)The natural resource base to 2050 – will there be enough land, water and genetic diversity to meet demands?
(3) Potential for food security
3. Prerequisites for global food security
(1) Enhancing investment in sustainable agricultural production capacity and rural development
(2) Promoting technology change and productivity growth
(3) Trade, markets and support to farmers
4. The risks and challenges
(1) Hunger amidst adequate overall supplies
(2) Climate Change
(3) Biofuels
5. Mobilizing political will and building institutions

(2)The natural resource base to 2050 –
will there be enough land, water and
genetic diversity to meet demands?

3

VIR

A way to genetic impoverishment? (1)

Disappearing biological diversity as a global problem of
intensive agriculture
Agriculture is developing in all the world displaying the following
trends:
- towards high productivity – thanks to the use of the latest models
of modern equipment and machinery, plant protection techniques,
and vast areas under monoculture;
- towards capital intensity – hired workers instead of farmers;
- towards energy intensity – strongly depends on fossil energy
sources and irrigation.
- towards using a lesser number of highly productive breeds and
varieties, partially genetically modified.
28
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A way to genetic impoverishment? (2)

- 15 species of cultivated plants supply 90% of the energy required by
the world’s population to maintain life;
- rice and wheat supply 50% of such energy.
- Decrease in the diversity of crop varieties: wheat - 90%
rice - 70%
maize - 60%
crops on the whole - 75%.
- Serious problems with plant diseases (quick dispersal) in
combination with the development of resistance to pesticides.
- Vulnerability of agricultural crops due to their uniformity.

VIR Loss of genetic diversity during crop domestication
(Tanksley, McCouch, 1997)

Just as the diversity of species we depend on is a small
fraction of the species available to us, so is the
genetic diversity with those species a small fraction
of the genetic diversity actually present in them. The
species we depend on have become more and more
genetically uniform.
29
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A shift of the paradigm in nature resource
management

The changing worldview strategy of the mankind
declares the need for the world community to shift from
unrationalized consumerism to the path of sustainable
development.
Sustainable development – is the development that
meets the needs of the present without compromising
the ability of future generations to meet their own
needs (Agenda 21, Rio-de-Janeiro, 1992).

VIR

Ecologization of production:
the opinion of FAO

“…large-scale conversion of global
agriculture to organic practices could not
only eradicate world hunger and
contribute to the health of human
population but also improve the state of
natural environments”.
Organic Agriculture and Food Security,
FAO Report, 6 May 2007
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Ecologization of production:
strategic trend

In view of this, a majority of the world’s
developed countries regard
ecologization of agricultural and food
production
as a strategic trend to ensure food
security.

VIR

Ecological Doctrine of the Russian
Federation (2002)

Sustainable development of the Russian
Federation, high quality of life and health of its
population, and national security can be ensured
only on condition that natural systems are
conserved
and
appropriate
quality
of
environments is maintained.
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Food Security Doctrine of the Russian Federation (2010)

VIR

Major parameters:
grain – 95%, sugar – 80%,
potato – 95%, vegetable oil – 80%.
Food imports – US$ 45,000 million a year (36%)

121 million
hectares of
croplands,
while 32
million
hectares
(25.6%) are
not used

VIR
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Geography of crop breeding centers (2016)
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Saturation of the Russian agricultural industry with
crop varieties
(14.02.2014 г.)

Crops – 507
Varieties - 17862,
Among these the number of foreign varieties – 2271 (14.1%), including: maize –
56.1% , sunflower – 52.1%, sugar beet – 45.0%, potato – 34.9%
33

VIR

Organic agriculture

Economic security
Sufficient amounts of products
Higher cost of products
Economic
Good working conditions
efficiency

Organic
agriculture

Guaranteed food supply
Meeting local needs
Age and gender
balance among
agricultural
production workers

Low investments
High yield
Minimal exposure to
external inputs
Optimal utilization of local
resources

Ecosystem
balance
Absence of chemical
contaminants
High soil fertility
Preservation
Environmental
of clear water
security
Conservation
of biodiversity
Improved conditions of animal
husbandry
Conservation of natural
resources

Social
responsibility

Respect for local culture
Good taste and quality

Safety of products

VIR

34

15

VIR

VIR Agricultural biodiversity – what is it?

- why is it so important?

Agricultural biodiversity:
all components of biodiversity of relevance
to food and agriculture as well as to the
functioning of agro-ecosystems.
Genetic resources:
genetic material of cultivated and
domesticated species and their wild
equivalents.
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Plant genetic resources
Global changes:
Economy

GENETIC
RESOURCES

Demography
Science/Technology
Climate
Biopolitics
Privatization

Sustainable development of the
society:
Food products
Human health
Social stability
Agro-ecosystems
Natural environment
Local economic systems

VIR

Bioindustrial
products:
Bioenergy
Pharmaceuticals
Cosmetics
GM crops

Main trends of adaptive breeding

Phytocoenotic

Pre-adaptive

Bioenergetic

Reproductional

Symbiotic
Adaptive
breeding

Mycorrhizal

Rhizospheric

Habitat-forming

Edaphic
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Mobilization of the
world varietal
resources, wide
utilization of the
global varietal
diversity as source
material for breeding
practice is a number
one priority.

VIR

N. I. VAVILOV
37

(“Plant Resources on Earth and VIR’s
Work Towards Their Utilization”, 1931 г.)

VIR

1. Species and genera that are genetically closely related
are characterized by similar series of heritable variations
with such regularity that knowing the series of forms within
the limits of one species, we can predict the occurrence of
parallel forms in other species and genera. The more
closely related the species and Linneons in the general
system, the more resemblance will there be in the series of
variations.
2. Whole families of plants in general are characterized by
definite cycles of variability occurring through all genera
and species making up the family.
(N.I. Vavilov, 1920)

VIR

Vavilov’s concept of the species

Our familiarization with the vast diversity of crops
and their relatives – a group of plants where the chaos
of diversification seems endless and transitional forms
are quite frequent – leads, on the contrary, to the
conception of the species as naturally determined,
actually existing and real complexes, mobile systems,
which may encompass categories of various volumes
and are connected in their historical development
with the environment and the area of distribution.
The species, as a notion, is needed not only for
convenience, but to perceive the true essence of the
evolutionary process.
(N. I. Vavilov, 1931).
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Centers of Origin and Morphogenesis of
cultivated plants (N.I.Vavilov, 1940)
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VII
178

X
122

IV
121

VIII
11
V
137

XI
163
XII
286

II
140

III
92

XVI 1

VI
27
5
I
61
7
XIV

XIII29
Total: 2288

IX
23

39
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X
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Structure of the contemporary
categories of plant genetic resources
Landraces and local varieties and populations.
Modern breeding cultivars and hybrids of interest for breeders.
Crop wild relatives (CWR).
Weedy field populations.
Rare botanical forms (mutants), genetic lines of various
categories.
Donors and genetic sources of economically valuable
characters identified in the process of studying intraspecific
and varietal diversity and/or obtained experimentally.
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Modern algorithm of PGR mobilization consists
of the following basic components:
analysis and evaluation of the global plant genetic diversity in
nature and in genebanks;
systematic inventorying (revision) and evaluation of the genetic
diversity held in the genebank;
identification of “gaps” in the collections held in the genebank;
systematic analysis of national breeding programmes,
identification and prognostication of the needs of these
programmes as regards genetic source materials;
assessment of genetic erosion and genetic vulnerability in the
collection accessions of staple crops and their wild relatives.

VIR While

making plans for collecting new genetic
material, it is necessary to take into account:
northing and desertification processes in Russia’s plant production
industry;
optimization and rational deployment of staple crops;
modernization of the structure and deployment of plant breeding and
seed production centres throughout Russia;
global tendencies in the development of third-generation food
technologies;
genetic resources as new sources for bio- and chemical technologies
(alternative fuels, etc.);
prospects and aftereffects of global climate changes.
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The concept of crop genepools
Harlan и de Wet (1971) offered a genepool-based hierarchy of
categories for cultivated species. On the species’ level and higher,
they identified three genepool categories:
– Primary genepool (GP-1) consists of a cultivated species and
those wild relatives that are easily crossed with it and freely
exchange their genes.
– Secondary genepool (GP-2) is a group of wild relatives which
are able to cross with the cultivated species, but there are
barriers hindering the exchange of genes.
– Tertiary genepool (GP-3) includes such species that can make
crosses with the cultivated one only with the help of
biotechnological tools. The exchange of genes becomes
possible only through artificial transfer.
– “Transgenetic” genepool (GP-4) comprises the super-generis
(super-tribal) variability of plants and variability of nonvegetative origin (V.G. Konarev, 1986, et al.)

VIR

Genepools of Medicago ssp.

Secondary
genepool

Primary
genepool
M. sativa
complex
M. prostrata
M. papillosa
M. cancellata
M. saxatilis

Tertiary
genepool

M. daghestanica
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“Transgenetic”
genepool

VIR

Methods of PGR search and
collecting
PGR search and
collecting

Information in genebanks and
research institutuions

Information on genetic diversity
distribution in nature

Receipt on request and
exchange of PGR

Plant explorations and
PGR collecting

Storage of PGR in a genebank

PGR multiplication and study

Distribution of PGR to breeding
centers and research intitutions

Repeated plant explorations
and collecting

VIR

in situ
conservation

in situ
conservation

The route of the international expedition collecting wild
relatives of forage crops over the northwest of Russia
(July-August 2013)

Collected 584 samples of economically significant
forage crops
43
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Crop wild relatives (CWR) in Russia
1680 species, 208 genera, 62 families

Species-oriented structure of major
CWR families (964)

Species-oriented structure of major
CWR genera (456)

59;
13%

102;
11%

176;
18%

232;
24%

454;
47%
Poaceae

Fabaceae

Rosaceae

Alliaceae

58;
13%

65;
14%

102;
22%

81;
18%

91;
20%
Allium
Festuca
Vicia

Poa
Rosa
Lathyrus
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Natural areas of CWR distribution
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Areas of crop distribution
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Areas of crop distribution
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Genetic diversity of the world’s plant resources
stored at the Vavilov Institute numbers 325660
accessions representing 64 families, 376 genera and
2169 species.
Genetic diversity of vegetatively propagated
perennial plants is maintained in field collections
numbering 29611 accessions.
VIR’s herbarium collection numbers 324610
specimens.
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Dynamics of the numbers in the VIR collections
classified by staple crop groups

VIR

Crop groups

Number of accessions

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Wheat, triticale, Aegilops

51662

50568

51234

51580

52409

52658

Rye, oat, barley

36509

36841

36885

36549

36581

36688

Small-grain groat crops

48358

48309

48606

48529

48529

48529

Perennial forage crops

30489

30963

31311

31366

31366

31366

Grain legumes

45845

46141

45438

46317

46135

46344

Oil and fibre crops

27471

27517

27680

27970

27970

28119

Potato

9647

9239

8864

8692

8958

8604

Vegetables

50138

50205

50088

49971

50019

50089

Fruits and berries

23734

23558

23073

22750

22750

22750

323853

323341

TOTAL:

VIR

323177 323724 324955 325660

II. Sustainable utilization
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Dynamics of germplasm dissemination from
the VIR collections in 2009–2014

VIR

No
1

Crop
Breeding

centres

(new

accessions)

2010

2011

2012

2013

2014

Total

684

2909

2466

2330

840

2286

11515

2243

2413

1960

2446

12025

2

Breeding centres (sources)

1260

1703

3

Breeding centres (donors)

229

131

119

251

346

253

1329

4

Breeding centres (collection)

3455

4806

4069

4877

4670

3070

24947

5

Other research centres

6757

4787

5363

4148

3757

2255

27067

6

North-West

1835

1621

1006

1281

1160

7

SUBTOTAL for Russia:

8

Foreign genebanks and
research centres
TOTAL:

VIR

2009

12385 16171 15881 15025 12854 11470
6741

2531

8225

7070

19126

21913

24106

22095

4202

2355

5444

83786
31124

17056 13825

In 2006-2014 VIR submitted 149 cultivars to the
State Variety Testing Committee;
101 cultivars have been listed with the
State Register of Breeding Achievements of
the Russian Federation;
77 authorship certificates and 59 patents
have been issued.
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Cultivars in the State register of breeding
achievements (data valid for 03/02/2015)

VIR CULTIVARS

TOTAL CULTIVARS IN
RUSSIA

96 SPECIES

507 SPECIES

476 VARIETIES

17 862 VARIETIES
(2310 of them of foreign
origin)

Fulfillment of the National Programme’s indicators and threshold values of
the Food Security Doctrine in 2014

VIR

Crops

Grain

Fulfillment of the National Programme’s indicators and threshold
values of the Food Security Doctrine in 2014

(specific weight of domestic raw materials in the total volume of
marketable resources including carry-over stock)
104.9 million tons,
110.4% of the indicator in the National Programme (95.0
million tons); the Doctrine’s index was exceeded by
3.9% (no less than 95%)

Sugar beet

32.7 million tones,
90.1% of the indicator in the National Programme (36.31
million tons); the Doctrine’s index for sugar was
exceeded by 7.3% (no less than 80%)

Oilseed

14.15 million tons,
the Doctrine’s index for oil was exceeded by 4.4%
(no less than 80%)

Flax and hemp
fiber

39.4 thousand tons,
72.0% of the indicator of the National Programme (54.7 million
tons); 105.296 of the requirement for flax and hemp fiber according
to the Strategy of Light Industry Development (37.43 thous. tons)
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Fulfillment of the threshold values of the Food Security Doctrine and the estimated
requirement for crop production output in 2014

Crops

Potato
Vegetables and
cucurbits
Fruits and
berries

Fulfillment of the Doctrine’s threshold values in 2014 году
(specific weight of domestic raw materials in the total volume
of marketable resources including carry-over stock) and the
estimated requirement

31.5 million tons,
the Doctrine’s index was exceeded by 2.4%
(no less than 95%)
16.89 million tons,
99.4% of the requirement (17.0 million
tons)
2.98 million tons,
35% of the requirement (8.5 million
tons)

VIR

Thank you for attention!
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スリランカ
生物多様性条約

○

名古屋議定書

ITPGRFA

○

法制度の状況
■概要
2013 年に ITPGR へ加盟。ただし国内実施が未対応で国内的に施行していないとの情報あり（H28.8 現在）。
関連当局の ABS に関する考え方を調和するために「生物資源アクセス、持続可能な利用及び利益配分に関する
国家政策」
（National Policy on Access to Biological Resources, sustainable Use and Benefit Sharing）（以下、
国家政策）が策定されているが、遺伝資源アクセス法規制等は存在しない（H28.2 現在）。国が求める要件を充
足させる素材移転契約書（MTA: Material Transfer Agreement）（案）が検討されているとの情報もある（H25.2
現在）
。
入手方法
現状では遺伝資源アクセス法規制等は存在しないが、「国家政策」により PIC (Prior Informed Consent) 及び
MAT (Muturally Agreed Term) によるアクセスなど ABS の基本的な考え方が謳われており、入手する遺伝資源
を所管する政府当局（例えば、農業分野の植物遺伝資源に関する育種研究の場合は農業省農業局）と協議するこ
とが望ましい。また、NGO による監視も活発であり、利用国による遺伝資源の持ち出し等が国内世論として問
題化したケースもある。
この状況から、利用促進事業ではスリランカ側から政府間 MOU (Memorundum of Understanding) の締結が要
請された（直接的に政府間MOU 締結を根拠づける法律はない）
。農業省農業局の見解では農業分野の植物遺伝資
源 に つ い て 政 府 間 MOUが締結されれば、遺伝資源の移転は可能で、 「 国 家 政 策 」 へ の 直 接 対 応 等
は不要とのこと。なお、当該MOUと同等の効果を有するとスリランカ側が確認した農業協力覚書はH26.9に署名
ずみであるが、スリランカ側の都合により未発行となっている（H29.3現在）。
ABSクリアリングハウス（ ABS-CH） によると、ABS の National Focal Point は以下の通り（H29.2 現在）
。
Mr. Udaya R. Senevirathne, Secretary (Political Focal Point) Ministry of Mahaweli Development and
Environment 82, Sampathpaya Rajamalwatta Road Battaramulla
本事業で対象とした遺伝資源
野菜、花きを対象とした。
野菜については、スリランカ国内でタマネギ増産計画が進められており、品種改良ニーズが高いものと思われる。
また、スリランカ植物遺伝資源センター(PGRC: Plant Genetic Resource Center)で保存されている遺伝資源リ
ストを見ると、オクラ等が比較的豊富に保存されている。
本事業の取組経緯 ※他事業と連携して交渉しているため【 】にて本事業と他事業を区別している
H24

H25.2

スリランカ訪問【本事業】

環境省、工業商業省、農業省、国立植物園、植物遺伝資源センターを訪問してプロジェクトの趣旨
を伝え賛同を得た。
スリランカにおける遺伝資源関連法規について調査。
H25.3

日本でワークショップ開催【本事業】
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H25.5

スリランカ側から日本側に対する要望の提示

園芸作物研究所（HORDI：Horticulture Crop Research and Development Institute）を通して、
スリランカ側から、日本に対するキャパシティ・ビルディングに関する要望が提示される。
ステークホルダーを集めて意見交換をしたうえで取りまとめたものであり、これが本事業を通じた
スリランカ側の一貫した要望。
H25.10

日本でワークショップ開催【キャパビル（他事業）1】

遺伝資源保存・評価手法等に関する研修。
ITPGR に関する研修。
H26.1

スリランカ訪問【本事業】

新しい農業局長に対して本事業の趣旨を説明。Commercial Variety であれば交換可能との認識を
確認。
H26.3

日本でワークショップ開催【本事業】

農業局長、HORDI 所長を招聘。
ワークショップと併せて実施した二国間交渉において、政府間 MOU が必要との認識が示された。
⇒スリランカでは遺伝資源がセンシティブな話題であり、NGO 等の監視もあることから、当初農業局
長は前向きではなかった。
⇒農業局長の権限では遺伝資源を出すことはできず、政府間 MOU が必要とのことであった。
H26

H26.8

スリランカ訪問【本事業】

将来的な遺伝資源の移動の可能性について率直な意見交換を実施。
キャパシティ・ビルディングの内容について検討。
H26.11

日本に研修生を招聘【本事業】【キャパビル（他事業）】

山口大学の専門家に依頼して、研修生 2 名を 1 ヶ月間受け入れ。
H27.1

日本でワークショップ開催【本事業】
【キャパビル（他事業）
】

将来的な遺伝資源の移動の可能性について率直な意見交換を実施。
H26.9 月安倍総理のコロンボ訪問時に作成された農業協力覚書の内容に沿って合意形成を進められ
る可能性が提示される。
H27.3

スリランカでトレーニングを実施【本事業】【キャパビル（他事業）】

山口大学の専門家が訪問し、フォーラム、トレーニングを実施。
⇒農業協力覚書を提示したところ、新たな政府間 MOU がなくても共同研究を進められる可能性が示さ
れた。
⇒農業局長も協力的になっており、訪問時には植物遺伝資源センターの保存リストを提供された。
H27

H28.2

日本で国際ワークショップ開催【本事業】

安倍総理訪問時に作成された農業協力覚書に、素材の移転を含む協力関係が明記されており、スリ
ランカ側が内閣に報告した資料においても、その素材に遺伝資源が含まれることが明示されている
ことが明らかとなった。
H28.3

スリランカ訪問・トレーニング実施【本事業】

山口大学の専門家が訪問し、フォーラム、トレーニングを実施。
⇒スリランカ側で、農業協力覚書が利用できることが確認できた。

1

遺伝資源の機能分析等に係る途上国能力開発事業
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H28

H28.8

日本へ招聘【本事業】

農業局次長及び HORDI 課長を招聘。
今後の農業協力覚書発効に向けた協力関係の継続及び遺伝資源の保全と持続的利用に関する ROD
(Record of Discussion)に署名。推奨品種※について利用可能との回答を得た。
※推奨品種とは、農業局が育種した品種で、スリランカ国内で流通しているもの。農業局の販売所
で販売されている。
H29.1

スリランカ訪問【本事業】

スリランカ農業局を訪問し、推奨品種の確認と今後の協議の進め方について意見交換。
ス リ ラ ン カ 農 業 省 農 業 局 と の 共 催 の ワ ー ク シ ョ ッ プ 「 Conservation and Utilization of
Traditionally Used Agricultural Crops」に参加
本事業での成果
農業協力覚書(未発効)に沿って ROD を作成し、署名した。
当覚書については、それを発効させるために様々な手続きが必要であり、短期間でこれが立ち上がるのは難
しい状況。そのため、本事業では、今後の農業協力覚書発効に向けた協力関係の継続と、推奨品種について
遺伝資源を日本に持ち出して利用できる旨の合意を取り付けた。
「DOA が推奨する食用作物品種」に関し、日本への移転のための手順を構築する予定。
【合意の概要】
①

合意相手先機関：スリランカ農業局（DOA）

②

合意年月日：2016 年 8 月 18 日

③

目的：
PGR の保全及び持続的利用に関する両国間の協力の強化及び促進。

④

合意内容のポイント：
研究、育種及び商業化の促進を通じて両国に利益がもたらされるよう、PGR の移転又は交換に関する相互
に同意可能な条件の発展に協力。
上記に先立ち、DOA が推奨する食用作物品種について、日本への移転のための手順を構築することに合意。
有効期間は、特に設定せず。

今後の課題
農業協力覚書の発効に向けて、良好な関係を継続させることが重要である。
山口大学の協力により、キャパシティ・ビルディングを実施してきたが、より長期間にわたる共同研究を実
施していく必要がある。
また、スリランカ植物遺伝資源センター(PGRC)は、JICA の協力で設立されている.
それらの協力関係を途絶えさせないようにする必要がある。また、今後 PGRC の活用促進等と連動させて
植物遺伝資源利用に関する共同研究を実施していくことが重要であると考えられる。
カウンターパートに関する所見
農業省農業局（DOA: Ministry of Agriculture, Department of Agriculture）
スリランカにおいて、農業関係の研究や普及等を管轄している部門。スリランカにおいては明確な遺伝資源
のルールはないものの、当部局が大きな権限を有していると考えられる。
当初は、世論等により後ろ向きであったが、本事業を通して、遺伝資源の利用の必要性に関する認識を高め
てきた。
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園芸作物研究所（HORDI：Horticulture Crop Research and Development Institute）
農業局傘下の園芸作物研究所、花きについても当研究所で研究されている。
留意点
スリランカでは NGO が多く活動していて、政府の動きを監視している。
現地名 Kothala himbutu という抗糖尿病効果があると言われる伝統的知識に関する植物に関して、スリラ
ンカ国外の企業が特許を取得したことが NGO の指摘により問題化した。これに関してはスリランカ国内テ
レビでドキュメンタリーが放送されたこともあり、国内世論が遺伝資源に対して厳しいとのことであった。
そのため、農業局長の判断で遺伝資源の持出に対して簡単に許可をすることが難しく、原則としては政府間
MOU が必要とのことであった。
他の国、研究機関等から様々な共同研究提案が持ち込まれており、それら共同研究で提示される予算は、当
事業で実施するキャパシティビルディングの予算と比較して、規模が大きいとのこと。
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Vegetable and Floriculture R&D in
Sri Lanka: Present and Future

第３回遺伝資源の保全と利用に
関する国際ワークショップ
講演資料（2015.1.29）

Dr. Rohan Wijekoon,
Director General, Department of Agriculture
&

Dr. Hemal Fonseka,
Director , Horticulture Crops Research & Development Institute, Gannoruwa
Presented at the Int. Workshop In Tokyo, Japan 27th January 2015

Outline….
• About HORDI
• Situation analysis- Vegetables
•

Veg. sector

•

Seed Industry

•

R&D

• Future R&D
• Floriculture Industry
• Onion R&D requirements
• Way forward
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National Institute- HORDI, Gannoruwa, Peradeniya

Mandated Crops:

• Vegetables
•
•

•

Root and Tuber
Potato

•
•

Flowers and Foliage
Mushroom
Traditional veg.&
Leafy vegetables

>50 Spp of vegetables
90,000ha (51300 LC + 38700 UC)
Production: 100,0000 t/year
524000 LCVg + 476000 UCVg)
LCVg: 10.2t/ha /yr UCVg: 12t/ha/yr
112g/capita/day
200g/capita/day
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Production - Low Country Vegetables
SNAKE
GOURD
8%

TOMATO
16%

Okra
15%

PUMPKIN
16%

CUCUMBE
R
7%

3 year average extents, production &
average yields

BITTER
GOURD
9%

BRINJALL
22%

CAPSICUM
7%

Avg. yd.
EXT (ha)
Pro (mt)
(mt/ha)
BANDAKKA
7345
57615
7.84
BITTER GOURD
4388
41070
9.36
BRINJAL
11028
110117
9.98
CAPSICUM
3261
14051
4.31
CUCUMBER
3214
32589
10.14
RED PUMPKIN
9081
111451
12.27
SNAKE GOURD
3466
37280
10.76
TOMATO
7337
75048
10.23

Production Up country vegetables
LEEKS
7%
KNOLKHOL
6%

RADDISH
14%

CARROT
12%
CABBAGE
17%

BEANS
33%

BEET ROOT
11%

BEANS
BEET ROOT
CABBAGE
CARROT
KNOLKHOL
LEEKS
RADDISH

3 year average extents, production
& average yields
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Avg. yd.
EXT (ha)
Pro (mt)
(mt/ha)
7812
41209
5.28
2696
27558
10.22
3949
65404
16.56
2943
35935
12.21
1417
12676
8.95
1761
28144
15.98
3325
37096
11.16

Traditional Vegetable Seed Production

Seed Industry in Sri Lanka
an Over View
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Value of Vegetable Seed Market
Category

Value (US$)

Informal seed sector(70-75%)

0.35 mn

Formal sector (25-30%)

8.63 mn

Total

8.98 mn

Seed Requirement- 85312 kg
10%-(8688)

3% 4%-(3228)
30%-(25596)

37%-(31968)
7%
4%

Brinjal
Cucumber
Pumpkin

Bitter gourd
Luffa
Tomato
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5%

Capsicum
Okra

Seed Supply Share
8%
22%
70%

DOA

Imports

Private

Local Vegetable Seed Pvt.
Suppliers
OTHERS
23%

BEST SEEDS CO PVT LTD
27%

SUPREME
MARKETING CO.
2%
PRITH SEEDS PVT LTD
3%

OPEX HOLDINGS PVT LTD
9%

LANKEM CEYLON PLC
5%

AGRO CULTURE
TREND PVT LTD
5%
CEYLON AGRODEVELOPMENT CO
(PVT) LT
5%

CIC SEEDS PVT LTD
7%
ONESH TRADING (PVT)
LTD
6%

ROBIN SEEDS
8%

About 76 companies in business. The top 11
companies controlling over 80% Market Share
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Vegetable R&D

Number of Breeders Working at Major Research Institutes
5

31

25

HORDI
FCRDC

19

9

RRDI
FCRDI
PGRC

89 Plant Breeders (44.5%)
Source: Annual Performance
Report, 2011
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Availability of Human Resources for Plant
Breeding at Major Research Institutes of DOA
100

Total ROo'

Breeders

80
60

66
62
46

40
20

31

20
9

0
HORDI

FCRDC

19
RRDI

25
FCRDI

6
5
PGRC

Source: Annual Performance Report, 2011

Breeding methods used and no. of Vegetable
varieties released since 1940 by DOA
Breeding method used

No. Varieties
Released

Exotic Varieties introduced and
recommended (Almost all up country
12 (15%)
vegetables)
Varieties selected and released from
56 (71%)
local/ indigenous/foreign Germplasm
Varieties hybridized and selected by DOA 11* (15%)
breeders
Total
79

* Varieties with a pedigree
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Some varieties developed

Vegetable Varieties Released by DOA Categorized on the Age
Calculated Based on the Year of Release up to 2014

9

7-1

23

14-8

12

Age (Yrs)

24-15

5
5
5

34-25
44-35
54-45

2

64-55

5

73-65
0

5

10

15

No. of varities
65

20

25

Future of Vegetable R&D

Fruits & Vegetable Innovations for Growers
& Consumers

C
o
n
s
u

Grower needs

•
•
•

High yield
P/D resistance
Adaptability, Low PHL

Sensory
experience

•
•
•
•

Appearance/size
Taste
Aroma/ flavour
Color

Nutrition &
Health

•
•
•

Raised Nutrient density
Increased Nutraceutical prop.
Increased consumption thro’
improved flavor

Convenience

•
•
•
•

Price
Freshness
Shelflife
Fresh cut

Trader needs

•
•
•

Low PHL
Shelflife
Year round supply

m

e
r
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Issues
1. Year round unavailability of vegetables
2. Low availability of quality local seeds/planting
material
3. Scarcity of locally developed improved pure
line/hybrid varieties
4. Excessive use of agrochemicals- pesticides,
fertilizers
5. High postharvest losses
6. Lack of farmer friendly technologies

21

Development of Resistant varieties to Manage
Vegetable Pests
Vegetables

Major Pest

Brinjal

Shoot & Fruit Borer (Leucinodes orbonarlis)

Tomato

Fruit Borer (Helicoverpa armigera

Capsicum/
Chilli

Pod Borer (Helicoverpa armigera, Spodoptera
litura), Leaf Curl Complex(Thrips -Scirtothrips
dorsalis), Aphids (Aphis gossypii ,
Myzus persicae), Whitefly (Bemisia tabaci),
Mites (Hemitarsonemus latus)

Okra

Shoot & Fruit Borer (Earias vittella),Red Cotton
Bug (Dysdercus cingulatus) , Leaf Webber
(Sylepta derogata)
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Cont’d…
Vegetable

Major Pests

Cucurbits (Bitter gourd,
Snake gourd &Cucumber)

Melon Fly (Bactrocera cucurbitae),

Beans/ Yard long Beans

Bean fly (Ophiomyia phaseoli)
Legume Pod Borers ( Maruca vitrata,
Helicoverpa armigera, Lampides
Boitecus)

Common diseases in vegetables
Vegetables

Major Pest

Solanaceae

Bacterial wilt, anthracnose, Virus , Blight

Cucurbits

Virus diseases, mildew
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Breeding for
Climate Change

32.5
30.4
28

EGR: Hot
18-35
OGR(0C)
: 25-27

28.9

2007 2010 2015 2025

OGR(0C) : 25-27

InterZone

Up Country

26.8
25.3
24.4
23.5
21.7
20.8
Wet Zone

26.2

Up Country
28.5
25.5

24

23.1
16.1

2007

0

21.5
17

2010

18.5

2007

2015

2010

2015

2025

OGR(0C): Warm EGR: Warm
10(12)-35
10(12)-35

2025

EGR: Cool- Hot/warm
5(7)-25(30)

Floriculture Industry in Sri Lanka
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Organizations involved…..
• Department of Agriculture/HORDI
• Department of National Botanic Gardens
• Universities
• Private sector
About 30 business establishments
> 90 % in export trade

Major growing areas

North Western

Central
Western
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Potentials for Floriculture
•

Rich biodiversity
3771 species of flowering plants of which 926 are endemic
local, sub tropical, temperate plants

•

Varied tropical climate conditions

•

Geographical terrains from sea level up to 2200 m

•

Favorable location to serve different markets in the world

•

Tax benefits and BOI incentives

Area under Floriculture - 500 ha
Foliage
Carnations
Anthurium
Roses
Orchid
Gerbera

472 ha
10 ha
10 ha
3 ha
3 ha
2 ha
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Floriculture Industry
• Large scale commercial growers
• Middle level and village level growers

Floriculture Industry
• Domestic trade
• Export trade

Cut foliage
Live plants
Cut flowers
Flower seeds

42.7 %
48.2 %
5.8 %
3.3 %

• LKR 1.5 billion earnings annually
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Issues
• Lack of novel varieties

•
•
•
•

Unavailability of quality planting materials
Poor postharvest handling
Lack of pest and disease control measures
Less attention for R&D

Floriculture Research Needs
•
•
•
•
•

Development of novel ornamental plants and cut
flowers to the industry
Mass propagation techniques of quality planting
materials
Developing new crop management and production
techniques and value addition
Postharvest technologies to improve vase life
Pest and disease control methods
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Onion – Allium cepa L.

Onion – Allium cepa L.
- Common bulbing onion (big onion) and Cluster onion (shallot)
- Big onion – cultivate only in dry yala season
- Cluster onion cultivate in two main seasons yala and maha

Annual requirement
Cultivated extent
Production
Average yield

Big onion

Cluster onion

225,279t
4,460 ha
67,904t (30%)
15 t/ha

73,366 t
5,529 ha
64,574 t (88%)
12 t/ha
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Current crop improvement programme
Main breeding objectives
• development of high yielding (potential bulb yield-45t/ha
by2020), high pungent big onion varieties with good keeping
qualities (loss < 25% for 4 months storage period under ambient
conditions)
• Developemnt of short duration big onion varieties(< 2 ½ MATP)
varieties -yield >25 t/ha
•1st priority -pink, red skin varieties
2nd priority - extra high yielding white-yellow skin varieties

• Development of high yielding (25t/ha) rose to red skin cluster
onion varieties with good keeping qualities (loss <15 t/ha for 4
months storage period under ambient conditions)
•

Development of short duration (2 MAP) shallot varieties

•

Development of true seed setting cluster onion varities

• Development of onion varieties tolerant to major pests and
diseases
Major diseases - Purple blotch, Anthracnose, and bulb rot
(both bacterial and fungal)
Major insect pests -Thrips and leaf and flower eating
caterpillers
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Constrains of current breeding program
• Lack of suitable germplasm for local conditions
• Lack of adaptable varieties for different agro-ecological zones
• No CMS lines for hybrid production
• Lack of well trained officers on Allium plant breeding

Proposed Scheme for R&D Collaboration for
Floricultural Crops
MOA
Sri Lanka

Admin. cooperation

NIAS/ Pvt. Partner

DOA

HORDI/PGRC
RBG
Universities
LOCAL SC

MAFF
Japan

Tech. cooperation

Japanese
Res. Institutes
Universities
Seed companies

Product Developed for
export market
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Expectations on Conservation and Utilization
1. Strengthening current facilities available at PGRC for
conservation and characterization
2. Assistance for molecular characterization of available
germplasm and analysis for nutraceutical properties
3. Promotion and improvement of R&D activities on plant
breeding thro’ technology sharing for better utilization
4. HRD on biotic/abiotic resistance /climate resilient crop
breeding and through training and consultations
5. Mapping of underutilized/indigenous vegetables,
recording IK/TK and data base development
6. Sharing Benefits

THANK YOU!!!
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ラオス
生物多様性条約

○

名古屋議定書

○

ITPGRFA

○

法制度の状況
「生物遺伝資源アクセスに関する ASEAN 枠組み協定」に加盟しているが、ABS 制度は整備されていない。
現在、ABS 制度の枠組みを検討中。
本事業で対象とした遺伝資源
平成 24 年度、日本の企業・研究者に対して実施したアンケートでは、関心のある作物として水稲、キュウリ、
スイカ、トマト、ナス、ショウガ、ラン、観賞用ショウガ等が挙げられていた。また、生物多様性は非常に豊富。
交渉に際しては特に作物を特定していない。
本事業の取組経緯
H25

H26.2

ラオス訪問【本事業】

ラオス農林省国立農林研究所（NAFRI：National Agriculture and Forestry Research Institute）
を訪問して本事業の趣旨を説明
H26.3

日本でのワークショップへ招聘【本事業】

NAFRI 傘下の農業研究センター（ARC: Agricultural Research Center）から専門家を招聘して、
遺伝資源の利用について意見交換。
プロジェクトを実施するための手続き等について確認。
⇒平成 25 年度は趣旨説明と遺伝資源に関する調査とラオス側のニーズ把握を中心に実施。
H26

H26.7

遺伝資源保存・収集に関する能力開発【キャパビル（他事業）
】

生物研研究員がラオスを訪問して遺伝資源の保存と市場での収集に関する能力開発を実施。
H26.7

ラオス訪問【本事業】

ラオスの遺伝資源等について調査
H27.1

日本でのワークショップへ招聘【本事業】

NAFRI 傘下の ARC の専門家を招聘して、遺伝資源の利用について意見交換。
⇒平成 26 年度も、NAFRI を中心に情報収集。
⇒遺伝資源の持ち出し等について NAFRI は慎重な立場。
H27

H27.7

ラオス訪問【本事業】

本年度から農林省との間に包括的な協力関係を構築することを目指すこととして、そのカウンター
パートを確認したところ、ラオス農林省計画協力局であることが判明。
H28.2

日本での国際ワークショップへ招聘【本事業】

ラオス農林省、NAFRI のスタッフを日本へ招聘。
日本側が提示するコンセプトについてお互いに合意し、1 年以内に公式文書に署名することで合意
した。
⇒平成 27 年度より、農林水産省とラオス農業省との交渉へと切り替え、ラオス農林省計画協力局をカ
ウンターパートとした。
⇒これによって交渉が大幅に前進。
⇒ラオスでは、遺伝資源に関するレギュレーションを検討中との情報を入手。
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H28.11

H28

日本側から合意文書（ROD）案を送付【本事業】

日本側で遺伝資源利用に関する合意文書案を送付。
H28.12

ラオス訪問【本事業】

ラオス農林省計画協力局を訪問して、合意文書案の内容について協議し、大筋で合意。
H29.2

日本への招聘、合意文書署名【本事業】

ラオス農林省計画協力局次長、課長、NAFRI 次長を招聘して、合意文書に署名。
本事業での成果
民間を含む遺伝資源利用に関する合意文書をラオス農林省と日本農林水産省間で署名。合意に基づく具体的
な協力活動に向けて、我が国関係者への周知、先方との調整等を実施。
【合意の概要】
①

合意相手先機関：ラオス農林省

②

合意年月日：2017 年 2 月 16 日

③

目的：
PGR の保全及び持続的利用のため、両国間の共同研究の公的基盤を構築。

④

合意内容のポイント：
協力活動の範囲は、PGR の探索、特性評価、育種、交換・移転、遺伝研究、情報共有及び能力開発。
ラオス側機関（農業局（DOA）
、国立農林研究所（NAFRI）
、大学）及び日本側機関（公的研究機関、種苗会
社、大学）は、作業計画を作成の上、共同プロジェクトを実施。PGR の利用とその後の応用及び商業化か
ら生じる利益は、両者で公正かつ衡平に配分。
PGR の交換・移転に際しては、ITPGR の附属書Ⅰ作物については SMTA、それ以外の作物については MTA を
締結。
有効期間は、2022 年 2 月 15 日まで（更新可）。

今後の課題
合意文書を利用して、ラオスとの遺伝資源の交換を含むプロジェクトを進める必要がある。
カウンターパートに関する所見
農林省計画協力局（Department of Planning and Cooperation, Ministry of Agriculture and Forestry）
遺伝資源の交換を含む共同研究等について権限を有している。
他国との協力関係構築については積極的であり、比較的レスポンスよく話が進む。
農林省国立農林研究所（NAFRI：National Agriculture and Forestry Research Institute）
ラオスにおける農業関係の国立研究機関。
ここ数年は遺伝資源の持出に対して認めてこなかったが、明確な方針があってそのような立場をとっていた
よりは、むしろ農業省の意向を確認していたと推測される。
留意点
現時点(平成 29 年３月)では特になし。
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第３回遺伝資源の保全と利用に
関する国際ワークショップ
講演資料（2015.1.29）

Lao PDR Country Report

Present by: Dr. Chay BOUNPHANOUSAY
Director of ARC, NAFRI, Lao PDR
E-mail: bp.chay63@gmail.com

Location of
Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR)
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1. Overview on Agricultural Development in Laos
• Lao PDR covers area of 236,800 km2
• Mountainous areas account for 80% and about 20% is lowland
area.
• Cultivated land covers about 1.2 million ha (5%), rice is
occupying 60-70% of the total crop area.
• Population is about 6.51 million (In 2012);
• GDP per capita 1,349 US$ (in 2011-12). Growth rate is about
8.3% and target for GDP 2012-13 is about 1,519 US$.
• Lao PDR is divided into 17 provinces, 145 districts and 8,615
villages (in 2012)
• Agri. GDP contributes 26.7% (in 2011-12) to Nat. GDP, and est.
for 2012-13 is about 25.5%.
• The total rice production has attained overall self-sufficiency
since 2001(2.2 million metric tons of paddy).

GDP Share in the year 2011-2012
39.1%
Ind.&
Com.

26.7%
Agriculture

28.2%
Service
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Climate information
• Laos has a tropical monsoon
climate with the rainy and dry
season
• average annual rainfall of
between 1,800 – 2,000 mm
• average annual temperature of
26.7°c (maximum and minimum
of 31.8°c and 21.7°c respectively)

Rice Production Area in Lao PDR

Mostly in 7 Big Plains=540,540 ha,
and in 14 Small plains =23,487 ha
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Figure 11. Household agriculture output

•

Forestry
1%
Poultry
5%
Fish
12%

Others
5%

Crops
51%

Meat
15%

Vegetables and
Fruits
11%

Agricultural Production
• Lao PDR is largely an agrarian society with 80% of people
living in rural areas.
• The Government policy framework promotes seven
agricultural products: rice, sugarcane, maize, coffee, rubber,
cassava, and beef
• Agricultural production system is in the transition from
subsistent to commercial production system
• Rice is the main staple food of Lao people which is currently
sufficient for domestic production
• Most important export agricultural commodities are coffee
(25,000 tone/year or US$60 million), maize (US$ 55), and rice
(US$10).
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Production and yield
Item

Harvest area ha
)000)

Production tones. (000)

Yield (T/ha)

1. Total rice paddy (1)

825.5

2,925.0

3.54

2. Total maize (2)

229.2

1,107,7

4.83

3. Sweet potatoes

4.4

34.4

7.7

18.3

315.2

17.1

5. Mung bean

2.9

3.8

1.3

6. Soy bean

9.6

13.5

1.3

7. Peanut

19.3

32.6

1.6

8. Sesame

18.1

34.6

1.3

9. Tobacco

5.9

13.1

2.2

10. Cotton

1.7

1.1

0.6

11. Sugar cane

17.0

749.2

43.9

12. Coffee

57.8

31.1

0.5

4. Cassava

13. Tea

2.5

1.3

14. Vegetable (3)

85.71

1.9

744.45

8.69

- Leafy and stem vegetables

45.24

358.61

7.93

- Root, Bulb, tuberous veg.

7.955

42.75

5.37

- Fruit vegetables

32.51

343.09

10.55

Source: Department of Agriculture, 2008

Major vegetables grown based on area in 2012

Pepper
(11,139 ha)

Garlic
(2,355 ha)

Chinese
cabbage

cabbage
(645 ha)

Pakchoi
(8,725 ha)

Cucumber
(7,455 ha)

Tomato
(565 ha)

(30 ha)

Yard longbean
5

(11,013 ha)

Spring onion
(2,880 ha)

Eggplant
(1,525 ha)
85

Major vegetables grown based on volume in 2012

Pepper
(41,350 TMT)

Garlic
(8,955 TMT)

cabbage
(11,960 TMT)

Chinese
cabbage

Pakchoi
(62,386 TMT)

(480 TMT)

6

Yard longbean
(74,643 TMT)

Spring onion
(14,075 TMT)

Eggplant
(14,005 TMT)

Cucumber
(71,852 TMT)

Tomato
(3,290 TMT)

Vegetable Germplasm Collection

Which
areas?

2004

of Lao PDR

Luang Namtha [2]
Bokeo [1]
Oudomxay [3]
Luang Prabang [3]

2002

between
2002-2006
9 collection trips
18 Provinces
76 Districts
281 Villages

Phongsali [6]

2005

Huaphan [6]
Xiengkhuang [5]
2005

Vientiane City [4]
Khammouan [5]

2004

Xaysomboun [4]
Bolikhamxay [4]

Xayabouri [4]
Vientiane Province [6]

2006

2003

Savanaketh [11]
Salavan [5]
Sekong [2]
Attapeu [3]
Champassak [1]
11
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Total

2,140 Accession from 18 Provinces

• Lecttuce

:

62

Pakchoi

:

225

• Gourd family

:

194

Cucumbers

:

172

:

230

:

125

•
•
•

Chilli

•

Eggplant

•

Corainder

•

Mung bean, Soy bean, bean : 312

•

Pamkin

•

Maize

157

•

ຏກຏ

94

•

ຏກນຏ

:

21

•

Others

:

87

:

133

Local eggplant diversity
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Maize 234 Acc

Waxy Maize

Conservation of Lao Rice collection at Lao
National Gene bank, 2014
G

N-G

1,173

Total

UL

6,399

7,572

LL

5,289

814

6,103

Total

11,688

1,987

13,675
+734
14,168

Lao Gene bank
(Medium term:
88 5 c)

Rice Germplasm Conservation
(Long term : -18 c)

Legume grain 88 ACC

Total PGR Collection and conservation in
Lao PDR

Rice: 14,238 Accessions
Bean: 88 Acc.

Maize: 234 Acc
Wild sugacan: 108 Acc

Roots and Tuber
Crops: 77 Acc
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Casavar : 48 Acc.
Sogume: 105 Acc.

Vegetable :2,140 Acc

Medium & Sort term
storage

National Seed Genebank at ARC
Long Term Storage (-18⁰c)
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8 deep freezers purchased and
installed for Long Term Storage

Maize Breeding Activities
1. Germplasm Collections
2. Developed and conserving 362 lines
3. Selected 33 of inbred lines.(table 1)
4. Selected 12 Promising crosses(table 2)
5. Released one variety VTE 450
91

Demonstration plot at Vientiane province

1st Released Variety of hybrid maize
“ VTE 450”
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Legume Grain
Breeding Activsities
• Develop Lao germplasm by collecting from
different sources (in country, Thailand,
Vietnam, China, Taiwan, Indonesia..) (88
Acc.)
• Evaluation of introduced lines from
Thailand, Vietnam, China, Indonesia ,
Japan and Taiwan
• Hybridization (Soybean)

Selected varieties
• Soybean : S
Ch 5 and
CM 60 from
Thailand
DT 84 and
DT 12 from
Vietnam
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Develop two new varieties of Soybean at ARC

Maturity: 104-110 days
yield: 2~2.3 t/ha

Maturity: 105-110 days
yield: 2~2.5 t/ha

(S-ARC 1)

(S-ARC 2)

Selected varieties

Mungbean: VC 1686 and VC 1168 from Taiwan
94

Red bean from Japan

Root Crop
Breeding Activities
Cassava:
• Collection
• Evaluation of
introduced variety
from Thailand and
Vietnam and in the
2005 were introduced
320 lines from
Colombia and selected
6 promising lines
• Inter-crop study
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KU 50

R 72

NARC 61

NEP

Sweet Potatoes
Germplasm Collection
22 , Characterization and
Evaluation for Use
(16Varieties)
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Vegetable Seed Production

Vegetable breeding Activities
1. Plant genetic resource or gene-bank
(conservation of genetic materials)
2. Selection and get homozygous
3. Development of base population
4. Purification or produce pure line
5. Testing several pure line
6. Commercial OP production
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Seed Packing and Storage

Vegetable production Technique
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Land preparing technique

Growing in the screens house
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Watering system

Popular Varieties
of Chili
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Some vegetable are introduce to Lao PDR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Related Law

1. Agriculture Law (1998)
2. Law on Food (2004)
3. Law on Tourism (2005)
4. Law on Water Resources (1996)
5. Plant Protection Law (2008)
6. Law on Environment (2012)
7. Foreign Investment Promotion Law (2004)
8. Forest Law (2008)
9. Intellectual Property Law (20o8 and 2012)
10. Wildlife Law (2008)
11. National Heritage Law (2005)
12. Decree of Import and Export (2011)
13. Decree of Protection Forest (2011)
14. Decree on Forestry and Forest Resource Development Fund (2006)
15. Decree of Medicine Natural Resources (2007)
16. 7th National Socio-Economic Development Plan (2011-2015)
17. National Biodiversity Strategy and Action Plan (2012)
18. National Strategy on Traditional Medicine (2012-2015)
19. Convention on Biological Diversity (1992)
20. Nagoya Protocol (2010)
21. Burton. G & Cabrera. J (2012). ABS Management Tool. Best Practices Standard and
Handbook for Implementing Genetic Resource Access and Benefit Sharing Activities.
22. http://www.cbd.int/abs 23. http://www.aseanbiodiversity.org/
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The terms shall apply to the ABS Law:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

1) “Biological diversity” means the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial,
marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part; this includes diversity within
species, between species and of ecosystems.
2) “Biological resources” includes genetic resources, organisms or parts thereof, populations, or any other biotic
component of ecosystems with actual or potential use or value for humanity.
3) “Biotechnology” means any technological application that uses biological systems, living organisms, or derivatives
thereof, to make or modify products or processes for specific use;
4) “Country of origin of genetic resources” means the country which possesses those genetic resources in in-situ
conditions.
5) “Country providing genetic resources” means the country supplying genetic resources collected from in-situ sources,
including populations of both wild and domesticated species, or taken from ex-situ sources, which may or may not have
originated in that country.
6) “Derivative” means a naturally occurring biochemical compound resulting from the genetic expression or metabolism
of biological or genetic resources, even if it does not contain functional units of heredity.
7) “ex situ conservation” means the conservation of components of genetic resource outside their natural habitats
8) "Genetic material" means any material of plant, animal, microbial or other origin containing functional units of
heredity.
9) “Genetic resources” means any material of plant, animal, microorganism and other origin of actual or potential value,
that contain functional units of heredity
10) “in situ conservation” means the conservation of ecosystems and natural habitats and the maintenance and recovery
of viable populations of species in their natural surroundings and, in the case of domesticated or cultivated species, in
the surroundings where they have developed their distinctive properties
11) “in situ conditions” means conditions where genetic resources exist within ecosystems and natural habitats, and, in
the case of domesticated or cultivated species, in the surroundings where they have developed their distinctive properties
12) “Utilization of genetic resources” means to conduct research and development on the genetic and/or biochemical
composition of genetic resources, including through the application of biotechnology

¢ð¢º®Ã¥
Thank you for
attention
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ペルー
生物多様性条約

○

名古屋議定書

○

ITPGRFA

○

法制度の状況
■概要
最高政令により、遺伝資源へのアクセスの規制機関である環境省が主務官庁として、遺伝資源へのアクセス管理
のためのガイドラインを定める機能を有している。対象物がセクター横断的な性格を有することから、環境省決
議 No.087-2008-MINAM により承認された「遺伝資源へのアクセスに関する施行規則」の責任ある機関の一部
として他のセクターを取り込むこととされている。
■法制度：遺伝資源へのアクセスに関する施行規制規則
・最高政令第 003-2009-MINAM 号、環境省決議 No.087-2008-MINAM
日本語訳（出所：環境省）
：
http://www.env.go.jp/nature/biodic/abs/foreign_measures/Peru_ABS_Regulation_no0032009_2009.pdf
スペイン語原文（出所：ABS-CH）
：
https://absch.cbd.int/api/v2013/documents/99B17812-A7AC-5DA6-B4A6-9702F8200E3A/attachments/ds_00
3-2009-minam-y-anexo.pdf
■主務官庁
「遺伝資源へのアクセスに関する施行規制」第 5 編第 2 章で規定。
環境省は、遺伝資源について、管理は行うが直接的な権限は有していない。直接的な権限はそれぞれ以下の管轄。
(ただし、大枠は定まっているものの詳細については不明な点有り)
○農業省：陸生の野生種に含まれる遺伝資源、分子、自然の分子の組合せ又は混合物（粗抽出物を含む）、お
よびその他の派生物に関わるもので、両生類や微生物を含む動植物のサンプルの全体またはその一部に含
まれるもの。
農業省は国立農業試験場（INIA）と連携して、栽培種の近縁種である野生種の遺伝資源へのアクセス申請
の審査にあたる。
○INIA：陸生の栽培種・家畜種に含まれる遺伝資源、分子、自然の分子の組合せ又は混合物（粗抽出物を含
む）、およびその派生物に関わるもので、サンプルの全体又はその一部に含まれるもの。
○生産省水産庁：海洋性または内水性の水棲生物種に含まれる遺伝資源、分子、自然の分子の組合せ又は混合
物（粗抽出物を含む）、およびその派生物に関わるもので、サンプルの全体又は一部に含まれるもの。
本事業で実施したヒアリングでは栽培種以外（農家等が栽培している作物品種以外の野生種等）の管轄について
は森林野生動物庁（SERFOR）に権限があるとされている。
（SERFOR は農業省管轄の機関）
入手方法
■遺伝資源アクセスに要する契約の内容（「遺伝資源へのアクセスに関する施行規制」第 6 編より）
遺伝資源へのアクセスには、行政・執行当局との間で交わされる「アクセス契約」と遺伝資源の所有者等との間
で交わされる「付随契約」が必要。
また、これらの契約やその他の書類については、最低限以下の内容を含めることとされている。
a）対象物そのものおよびその派生物に対する所有権主張の禁止。
b）権限ある当局の許可なく、遺伝物質を第三者に移動しない義務。
c）契約対象となる遺伝資源の起源の認知。
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d）遺伝資源、その派生物およびこれに関連する無形の構成要素のデータ収集、研究および調査活動への国内
専門家の参加。
e）人材育成、設備機器の供与等による国内支援機関および遺伝資源提供者のキャパシティ・ビルディングお
よび強化。
f）アクセス活動の結果得られた科学技術のノウハウを国内専門家に移転する約束。
g）生物多様性の保全および持続可能な利用に資する国内の調査研究条件。
h）社会文化・環境的に持続可能かつ効率的なバイオテクノロジーを含むノウハウおよび技術の移転メカニズ
ムの強化
i）遺伝資源の無形構成要素に関連する先住民族と先住民社会の強化とキャパシティ・ビルディング。
j）第三者への素材移転の方法と制限の確立。
k）実施した研究の進捗、結果および刊行物に関してスペイン語にて当該の行政･執行当局に報告する約束。
l）アクセスされた遺伝資源およびその派生物がペルー起源である旨を刊行物、研究内容および研究成果に明記
する約束。
m）遺伝資源へのアクセスとその利用により生じた利益の国への還元。
n）生物資源に関する先住民族の集団的知識保護制度の設立を定めた法律第 27811 号に基づく、遺伝資源、そ
の派生物および無形の構成要素の使用方法とその成果物の知的所有権に関する個別条項。
■本事業で当局により示された手続き（栽培種以外の植物の例）
栽培種以外の植物種（花き等）遺伝資源を用いた共同研究を行うためには、SERFOR に対して、以下の書類を
提出する必要がある。
①Request for the authorization to implement scientific investigation of wild flora and/or fauna out
of Protected Natural Areas（簡易訳（原文西語）
）
②Application:Registration in the public registry of access and subscription of access contract（簡
易訳（原文西語））
ただし、本事業を通して、最終的には遺伝資源の国外への持出はできないとの回答が共同研究機関であるラ・モ
リーナ大学からあった。
本事業で対象とした遺伝資源
ナス科野菜（トマト、トウガラシ等）
、花きを対象として想定したが、ナス科植物は INIA 管轄、花きは SERFOR
管轄であり、INIA との共同研究が進まないなか、平成 27 年度より花きに絞って交渉。
ペルー側はトマト育種に対するニーズが強い。ただし、これまでペルーではトマトの育種は行われておらず、
野生種が収集されているのみであり育種のハードルは高い。（ペルーで栽培されているトマトは、アメリカ
等から種苗を輸入して作付けしているもの）
トウガラシについては農家が種子を保存しており、トマトよりは有望。
花きについてもペルー側の関心は高いが、INIA は研究対象作物に入れていない。しかし、ラ・モリーナ農
業大学に花きの研究者が在籍しており、高い関心を寄せている。
本事業の取組経緯 ※他事業と連携して交渉しているため【 】にて本事業と他事業を区別している
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H24

H24.2

ペルー訪問【本事業】

本事業の趣旨を説明、先方の感触を確認。
制度の概要調査。
H24.3

日本でワークショップ開催【本事業】

遺伝資源の探索及び収集を伴う共同研究実施で合意。
⇒ペルーはアクセス許可取得が難しい国との当初の認識であったが、先方は比較的前向きであった。
H25

H25.9

ペルー訪問【本事業】
【キャパビル（他事業）2】

ペルーとの遺伝資源の保存、利用に関して日本とペルーの共同事業を実施する際の基本的な考え方
について合意。
H26.1 ペルーで開催が予定されているワークショップの内容、開催時期、日本の民間研究者の参加
について合意。INIA がペルー側の共同開催者となることを確認。
H25.10

日本でワークショップ開催【キャパビル（他事業）】

遺伝資源保存・評価手法等に関する研修。
ITPGR に関する研修。
H26.1

ペルーにてワークショップ開催【本事業】

日本側からの花きと野菜を念頭に置いた共同研究提案。
ペルー側からは前向きな反応があり、H26.3 のワークショップでさらに交渉することで合意。
H26.1

ペルーにて簡易フィールド調査【本事業】
【キャパビル（他事業）】

ペルーにおいて簡易フィールド調査を実施。クスコ周辺及びトマトジーンバンクにおいて、遺伝資
源賦存状況を確認。
H26.3

日本にてワークショ ッ プ開催【本事業】

日本でワークショップを開催。
⇒全体としては前向きな印象であり、日本でのワークショップでは国内種苗会社とも会談した。
H26

H26.9

ペルー訪問・交渉、キャパシティ・ビルディング実施【本事業】
【キャパビル（他事業）
】

日本側の提案、条件を提示。
概ね理解を得る。
H26.12

ペルー再度訪問【本事業】

INIA 新所長に日本側の提案、条件を提示。
H27.1

INIA よりプロジェクト凍結の連絡

H27.3

ペルー再度訪問、キャパシティ・ビルディング実施【本事業】
【キャパビル（他事業）
】

プロジェクト凍結の理由について情報収集。
対象作物を INIA 所管外の花きに変更した上で、ラ・モリーナ大学及び SERFOR との連携につい
て提案し、両者から了承を得る。
ペルーにて、花きの遺伝資源探索に関するレクチャーを実施。
⇒プロジェクト凍結を受け、ラ・モリーナ大学と SERFOR をカウンターパートとできないか再訪問し
て交渉。両者からは前向きな回答を得た。

2

遺伝資源の機能分析等に係る途上国能力開発事業
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H27

H27.7-12

ラ・モリーナ大学との共同研究契約タームシート作成・送付【本事業】

ラ・モリーナ大学との共同研究契約のタームシートを作成。ペルー遺伝資源コンソーシアム設立準
備委員会（ペルーコンソーシアム立ち上げの準備のために 3 大学、種苗会社 9 社が参加して設立）
メンバーの了解を得た上で、ラ・モリーナ大学へ送付。
（7 月）
ラ・モリーナ大学の各部署で確認し、大学としては概ね了承との回答。
（8 月）
ラ・モリーナ大学法務部に回付したところ、研究内容だけでなく利益配分の条項があるため、INIA
に確認をとる必要があるとの指摘が出たため、ラ・モリーナ大学から INIA へ回付。（9 月）
INIA へ回付し、ラ・モリーナ大学担当者も訪問して説明したところ、進めて問題ないとの了承は
出たものの、契約文書について一部修正したいとの連絡あり。（9 月）
H27.12

ペルー訪問【本事業】

INIA からの回答がなく、ラ・モリーナ大学への直接の催促や現地コーディネーターより催促を行
っていたが反応がないため訪問して確認。
現地での協議の結果、INIA はこの件については関与しないものと確認された一方で、ラ・モリー
ナ大学からは共同研究に必要な費用等の条件が提示された。提示された条件は、当方としては対応
できない内容であった。
H27.2

ペルーに対してレター送付【 本事業】

ラ・モリーナ大学に対して、レターを送付し、3 月 22 日を最終回答期限として、プロジェクト継続
の意思を確認。
H27.3

ペルーより遺伝資源の国外持出は認められないとの返答

ラ・モリーナ大学より返信があり、ペルーからの遺伝資源の持出は認められないとの返答。持出を
しない範囲での共同研究であれば進めたいとのこと。
⇒最終的には遺伝資源の持出は認められないとの回答が副学長名で出された。
H28

H28.7

ペルーからの回答を経てペルーコンソーシアム準備委員会を解散【本事業】

ペルーから遺伝資源の持出が不可であるとの回答を得て、ペルー遺伝資源コンソーシアム設立準備
委員会を解散。
ペルー側に対して、本事業での共同研究は行わない旨通知。
本事業での成果
ペルーについては、平成 24 年度から訪問し、また民間企業も興味を持ち、ペルー遺伝資源コンソーシアム
設立準備委員会まで設立したものの、最終的な共同研究までは至らなかった。
一方で、ペルーにおける遺伝資源利用の原則や関係する組織等については一定程度情報を収集することがで
きた。
今後の課題
現時点では、遺伝資源を持ち出しての共同研究は難しいというのが結論である。
一方で、遺伝資源を持ち出さず、ペルー国内で共同研究を行うことは可能であると考えられる。まずは、学
術分野等において、共同研究の実績を積み上げていくことが重要であると考えられる。
カウンターパートに関する所見
国立農業試験場（INIA：Instituto Nacional De Innovacion Agraria）
農業省管轄の農業研究機関であり、栽培化された植物に関する権限ある当局である。
本事業で何度か訪問しているが、その度に所長が替わっており、協議の継続性に注意する必要がある。
現場レベルでは共同研究を進めたいと考えているものの、許可を得るために高次レベルに上がっていくと、
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許可を得ることが難しくなる傾向がある。
遺伝資源に関する担当部署はあるが、遺伝資源に知見のある専門家が担当官になっているとは限らない。
森林野生動物局（SERFOR：Servicio Nacional Forestal Y De Fauna Silvestore）
農業省管轄の農業研究機関であり、栽培種以外の植物に関する権限ある当局である。
H27 年度より交渉対象作物を花きに絞り交渉。
遺伝資源利用のための手続き等は明らかになったものの、最終的には遺伝資源の持出は認められなかった。
農業省（Ministerio de Agricultura）
H25 年度までは訪問していたが、カウンターパートが INIA とのことでそれ以降は訪問していない。
INIA、SERFOR に対しても影響力を持っていると想定される。
環境省（Ministerio del Ambiente）
遺伝資源について管理は行うが直接的な権限は有していない。
ラ・モリーナ大学（UNALM： Universidad Nacional Agraria LA MOLINA）
国立の農業大学であり、INIA 等の影響力が強いと想定される。
本大学では共同研究（遺伝資源関連を含む）について、副学長が権限を有している。
留意点
伝統的知識については、ロイヤルティ（15％）が設定されている。伝統的知識を利用した作物の機能性向上
等の研究を行う際には要注意。
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第２回遺伝資源の保全と利用に
関する国際ワークショップ
講演資料（2014.3.4）

SYSTEM OF GENETIC RESOURECES
IN PERU
International Workshop “ABS System”
SUBDIRECCION DE RECURSOS GENETICOS Y
BIOTECNOLOGIA
Tokyo 04 – 06 /March 2014

Peru is a mega-biodiverse country.
Important center of origin of cultivated
species
Plant diversity: high diversity of native
plants, domestic species and varieties
128 domestic species (Brack y Mendiola,
2000)
9 domestic species with over 4,000
varieties the potato
12,000 accessions of Andean roots and
tubers (Arbizu y Holle, 2001)
1,700 wild relatives (Brack, 1987)
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Animal diversity: animal breeds
4 domestic and native species
12 breeds registered in DAD-IS
(FAO, 2002)
Amazon wildlife
domestication

in

process

of

High diversity of ecosystems:
84 lives zones
18 Agro-ecological zones (Tapia,
1996)
11 ecoregions identified (Brack, 1986)
28 Types of Weather identified
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High cultural diversity (Brack 1997):
14 Linguistic families
44 Different ethnicities

EX SITU CONSERVATION OF
GENETIC RESOURCES
• Plant and animal germplasm
banks.
• Research institutes, universities
and
Non
Governmental
Organizations-NGOs
• 22 institutions have germplasm
banks
• 54,351 accessions belonging to
255 species
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EX SITU CONSERVATION OF
GENETIC RESOURCES
• SUDIRGEB INIA holds the largest
Germplasm Bank of plants of the
country
• INIA have 12 Agricultural Experimental
Station,
• 35 Germplasm Collections,
• 238 cultivated species,
• 17,740 accessions,
• 01 in vitro bank for conservation
• 01 seeds bank for conservation
• 01 Germplasm Bank of alpacas and
llamas, and collections of guinea pigs.
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EX SITU CONSERVATION OF
GENETIC RESOURCES
• International Potato Center maintains
16,958 accessions, for the crops of
potato, sweet potato and other
Andean roots and tubers
• La Molina Agricultural
University
preserves
accessions of corn.
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National
3,023

IN SITU CONSERVATION OF
GENETIC RESOURCES
• In situ conservation of plant genetic resources
have been practiced since ancestral times by
local farmers, especially in the Andean Region.
• Between 2001 and 2006 has been executed
the “In situ Conservation Project of Native
Crops and their Wild Relatives”, involving six
institutions:
ARARIWA
association,
Coordinator of Science and Technology in the
Andes, Agricultural Services Center, Research
Institute of Peruvian Amazon, INIA and
Andean Project of Peasant Technology

LEGAL FRAMEWORK FOR ACCESS TO
GENETIC RESOURCES (ABS)
• International Treaty on Plant
Genetic Resources for Food and
Agriculture.
• Decision Nº 391, Common Regime
on Access to Genetic Resources.
• Supreme Decree No. 003-2009MINAM which approving the
Regulation of Decision 391.
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LEGAL FRAMEWORK FOR ACCESS TO
GENETIC RESOURCES (ABS)
• Law No. 27811, Regime of
protection
of
traditional
knowledge related to biologic
resources.
• In process of ratification of the
Nagoya Protocol on Access &
Benefit Sharing (ABS).

Access Modes to Genetic Resources
Commercial purposes
Genetic
breeding,
bioprospecting,
industrial application and research to
put in value.
Scientific purposes
For taxonomic purposes, genetic
characterization and phylogeny.
Required by universities, research
centers and ex situ conservation
centers as well as for researchers
recognized.
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COMPETENT AUTHORITIES
• General Directorate of Forestry and
Wildlife : Authority on Access to Genetic
Resources for forest and fauna.
• National Institute of Agricultural
Innovation: Authority on Access to
Genetic Resources and molecules in
domestic species.
• The Vice Minister of Fishery of the
Ministry of Production: Authority on
Access to Genetic Resources and
molecules in the marine and aquatic
species.

COMPETENT AUTHORITIES
Main functions
•Receive requests for access to
genetic resources.
•Authorizes access.
•Sign the access agreement.
•Submit policies.
•Developed
and
approved
sectorials regulations.
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Environmental Ministry
•Entity of multisectoral coordination,
•Approves policies and laws on access to
genetic resources
National Institute of Intellectual
Property Protection
•Competent authority on traditional
knowledge

www.inia.gob.pe
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ベトナム
生物多様性条約

○

名古屋議定書

○

ITPGRFA

法制度の状況
■概要
生物多様性法に加え、生物多様性法を実施するための細則(decree)とガイドラインが制定されている。
細則とガイドラインでは、遺伝資源アクセスのプロセスや利益配分について定められており、利益配分は総利益
の 30％とされている。一方で、ここで定められている通りには運用されていない実態もあり、日本の企業等が
より低い利益配分率で契約している例がある。
なお、現在細則の改訂作業が行われており、利益配分についても見直しが進んでいる（政府関係者の中には現在
の 30％が高いとの認識もある模様）
。
■法制度：生物多様性法（Law No. 20/2008/QH12）
英語版（出所：生物多様性事務局）
https://www.cbd.int/doc/measures/abs/msr-abs-vn-en.pdf
ABS については、生物多様性法の第 5 章「遺伝資源の保全と持続的な発展」第 1 節「遺伝資源の管理とアク
セス、利益配分」で言及されている。
「生物多様性法」を所管しているのは、天然資源環境省であるが、生物多様性法では、政府はライセンスを付
与する権限や手続きについて定めることとされている。
・生物多様性法の条文を実施するための細則とガイドライン（Decree No. 65/2010/ND-CP）
英語版（出所：FAOLEX）
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/vie98415.pdf
入手方法
■手続き
農業関係の場合は農業開発省（MARD: Ministry of Agriculture and Rural Development）が所管。
「生物多様性法の条文を実施するための細則とガイドライン」では、以下の通り記載されている。
1）遺伝資源がある地域の People's Committee へ書類を提出して登録。
2）People's Committee から登録が認められた後、ABS に関するアグリーメントへ署名する（People's Committee
に承認されたアグリーメントで必要）。
3）申請書類一式を権限ある当局へ送付。
本事業で対象とした遺伝資源
野菜、花き
本事業の取組経緯 ※他事業と連携して交渉しているため【 】にて本事業と他事業を区別している
H25

H25. ベトナムの遺伝資源について共同評価【アクセス事業（他事業）3】
キュウリ、カボチャについてベトナム植物資源センター（PRC：Plant Resources Center）が保存
している遺伝資源について共同評価。
⇒海外植物遺伝資源アクセス円滑化事業（他事業）により、ベトナム PRC と連携して、キュウリ、カ
ボチャの評価を実施。

3

海外植物遺伝資源アクセス円滑化事業
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H26

H26

ベトナムの遺伝資源について共同評価【本事業（賦存状況調査）
】
キュウリ、カボチャについて共同評価。

H26

ベトナム訪問【本事業】
ベトナム国内の法制度整備状況について調査。

⇒PGRAsia が PRC と連携してキュウリ、カボチャの評価を行うこととなったため、ハノイ農業大学（現
ベトナム国家農業大学（VNUA：Vietnam National University of Agriculture））と連携し、当大学が
所有する遺伝資源の評価を実施。
H27

H27.12-28.1 ベトナム訪問【本事業】
H26 年度までの賦存状況調査で保存した遺伝資源の日本への導入を目的に、ベトナム果物野菜研究
所（FAVRI：Fruit and Vegetable Research Institute）と協議を開始。
加えて、ベトナム農業農村開発省（MARD：Ministry of Agriculture and Development）とも協議。
H27. ベトナムの遺伝資源について共同評価【本事業（賦存状況調査）
】
キュウリ、カボチャについて引き続き共同評価。
H28.2

日本での国際ワークショップへ招聘【本事業】

国際ワークショップへ招聘し、今後の契約の方向性等について協議。
⇒平成 27 年度より、賦存状況調査で評価した遺伝資源の日本への導入ニーズが高まり、ベトナム側と
協議を行った。
⇒農業農村開発省からは、FAVRI との契約を勧められる。VNUA は、平成 27 年に農業農村開発省管轄
となったばかりであり、現時点で遺伝資源の扱いに係る影響力は小さいとの情報もある。FAVRI であ
ればこれまでに遺伝資源提供の経験もあるとのことであった。
H28

H28.6

ベトナム訪問【本事業（賦存状況調査）
】

カボチャについて現地調査を行うとともに、VNUA、FAVRI を訪問。
H29.1

ベトナム訪問【本事業】

ベトナムで進んでいる細則（decree）の検討状況について情報収集。
本事業での成果
本事業では、賦存状況調査を通して VNUA との良好な関係を構築。有望な遺伝資源も見つかり、今後、日
本への導入を目指して共同研究を進めていく。
また、ベトナムの遺伝資源関係法規について情報収集をすると共に、具体的な手続きの進め方についても情
報を収集した。
今後の課題
まずは、賦存状況調査で構築した関係性継続のために、共同研究を続けて行く必要がある。
カウンターパートに関する所見
ベトナム国家農業大学（VNUA：Vietnam National University of Agriculture）
平成 26 年より農業農村開発省の傘下となっており、賦存状況調査における直接のカウンターパート。
農業農村開発省傘下となったばかりで、現時点で遺伝資源に係る省内での影響力が弱いとの情報もある。
ベトナム果物野菜研究所（FAVRI：Fruit and Vegetable Research Institute）
賦存状況調査において、遺伝資源評価のためのフィールドを提供。
海外への遺伝資源の提供についても多くの実績があり、協力関係を構築するのであれば、VNUA よりも適切
であるとの情報あり。
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ミャンマー
生物多様性条約

○

名古屋議定書

○

ITPGRFA

○

法制度の状況
生物多様性条約、名古屋議定書、ITPGRFA 共に加盟しているが、国内のルールについては検討中。
現状は、個人ベースのネットワークで許可を出しているが、国としての一定の方針に基づいてオーソライズされ
ているかは不明。
本事業で対象とした遺伝資源
野菜等が想定されるが本事業では明確に定めていない。
本事業の取組経緯 ※他事業と連携して交渉しているため【 】にて本事業と他事業を区別している
H26 以

H26

農業生物資源研究所との MOU 締結
農業生物資源研究所が MOU を締結し、それに基づいて PGRAsia が推進されている。

前
H26

ミャンマー訪問【本事業（賦存状況調査）
】
共同研究実施のために交渉を実施。

H27.7

H27

ミャンマー訪問【本事業】

農業灌漑省（MOAI：Ministry of Agriculture anfd Irrigation）農業研究局（DAR：Department of
Agricultural Research）
、農業灌漑省農業局（DOA：Department of Agriculture）
、農業灌漑省計
画局（DOP：Department of Planning）ミャンマー植物遺伝資源センター（PGRC：Plant Genetic
Resource Center）、イエジン農業大学（Yejin Agricultural University）
、パセイン大学（Pathein
University）を訪問し、ミャンマーの ABS 国内制度等を調査。
H28.12 ミャンマー訪問【本事業】

H28

DAR 等を訪問し、ミャンマーの遺伝資源や政権交代後の体制等について確認。
本事業での成果
国内制度について調査を実施。
今後の課題
現在、国としての遺伝資源に係る明確な情報がなく、個人ベースでの許可が出されている可能性がある現状
であることから、本事業で対象とするのは時期尚早と判断。
留意点
現時点(平成 29 年３月)では特になし
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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
課題
遺伝資源アクセス
のための体制

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
•
•

簡単には出してもらえなくなっており、
信頼関係の構築必要
民間の産業振興等に繋がる協力が
求められる

遺伝資源を巡る利用国間の
競争
•

遺伝資源利用の
基盤

規模が小さいこともあり海外の資源を
用いた育種に踏み出せない（競争力
低下の恐れ）

産官学の協力体制の不足
•
•

公的機関と民間との開発作物が棲み
分けられており、民間が必要とする基
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

遺伝資源に関する
知的インフラ

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
•
•

継続的な関係深化
長期的な視点での協力関係構築
人的ネットワーク構築とメンテナンス
行政の積極的な関与
国際会議でのPR

原則論の情報提供にとどまっている

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
商業利用に関する共通認識醸成
国際的枠組みへの貢献

コンセプト：水平的連携（horizontal relationship）

一定の予算規模、利便性の要求

民間育種の構造的課題
•

利用促進に向けて

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

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

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
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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

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

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。

遺伝資源取
得のための
体制

遺伝資
源利用
促進
遺伝資源に
関する知的
インフラ

遺伝資源利
用の基盤

(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
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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。

135

136

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）

137

138

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～

201７年 3 月
農林水産省

139

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～

目

次

本手引きのねらい

2

１．海外の植物遺伝資源を用いて育種するには

4
9

○相談窓口と問合せ先
２．海外の植物遺伝資源、こんなときはどうする？-Q&A-

11

３．
【解説】遺伝資源の取得・利用と利益配分（ABS）の基礎知識

15

附録

20

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
２）契約（相互に合意する条件：MAT）の際の推奨要素

1
140

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〕
本手引きは上記のねらいに従い、できるだけ植物育種・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て作成しています。しかし、長い年月の中で様々な国・地域の植
物遺伝資源が重層的に依存し合っている植物育種分野の特性や、種苗企業等では主に市販
品種を導入することが多い実態等に照らすと、更なる整理・検討が必要な側面もあり、現
段階では原則論を示すに留まる箇所もあります。
このため、本手引きは、より役に立つものに改善していくために、広く関係者の皆さま
からのフィードバックを得ながら、今後より具体的な情報提供に努め、漸進的に改訂する
ことを予定しています。
是非多くの皆さまに本手引きをご参照いただき、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 大臣官政策課 環境政策室 利用推進班
TEL： 03-3502-8111（内線 3297）
FAX： 03-3591-6640
（注意）
我が国の名古屋議定書締結に伴う国内手続きについて
本手引きを作成した 2017 年 3 月時点では、我が国は名古屋議定書に締結しておらず、名古屋
議定書に係る国内手続きは反映されていません。現在我が国は、名古屋議定書締結のための国
内措置案をパブリックコメントで提示するとともに、国会での審議等、締結のための手続きを進めて
いるところです。海外からの遺伝資源取得の際の名古屋議定書の我が国の国内措置に基づく手
続きについては、別途、日本政府から示される指針等を参照頂くようお願いいたします。
http://www.env.go.jp/nature/biodic/abs/
2
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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「海外生物遺伝資源
の利用促進のための総合窓口」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・・・

4
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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。
確認した結果、法令等があればこれに従って、許認可等の必要な手続をとりましょう。
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。
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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「海外生物遺伝資源の利用促進のための総合窓口」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
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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。
※この制度の活用方法や所定の契約書の概要は、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 26 年 11 月）
も参照してください
（下記より入手できます）
。
（育種研究のための遺伝資源情報サイト）

http://www.affrc.maff.go.jp/docs/pgrfa/gr.htm
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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。

（注意）
我が国の名古屋議定書締結に伴う国内手続きについて
本手引きを作成した 2017 年 3 月時点では、我が国は名古屋議定書に締結しておらず、名古屋
議定書に係る国内手続きは反映されていません。現在我が国は、名古屋議定書締結のための国
内措置案をパブリックコメントで提示するとともに、国会での審議等、締結のための手続きを進めて
いるところです。海外からの遺伝資源取得の際の名古屋議定書の我が国の国内措置に基づく手
続きについては、別途、日本政府から示される指針等を参照頂くようお願いいたします。
http://www.env.go.jp/nature/biodic/abs/
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相談窓口と問合せ先

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、「海外生物遺伝資源の利用促進
のための総合窓口」までお問い合わせください。
なお、総合窓口の Web サイト（下記 URL）では、遺伝資源を取り巻く最新の情報
等を提供しておりますので、あわせてご参照ください。相談用のフォームも提供してい
ます。
■海外生物遺伝資源の利用促進のための総合窓口
農林水産省 大臣官房政策課 環境政策室室 利用推進班
TEL： 03-3502-8111 (内線 3297)

FAX： 03-3591-6640

Web サイト： http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/s_win_abs.html
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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
（横浜植物防疫所） TEL：045-211-7153 FAX：045-211-0611
※横浜のほか全国 5 ヶ所に本所があります（横浜、名古屋、神戸、門司、那覇）
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/02_exandim/06_wash
ington/index.html

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/seibutsu_tayousei.html

■知的財産権
育成者権
農林水産省 食料産業局 知的財産課 国際企画班、種苗産業班
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）
https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/index.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&AQ&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：The International Treaty on Plant Genetic
Resources for Food and Agriculture）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 26 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
一般的にも、また、生物多様性条約においても確認されており、遺伝資源の取得・利
用と利益配分（ABS：Access and Benefit-Sharing）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（2014 年 10 月に効力発生）、
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：Prior Informed Consent）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：Mutually Agreed Terms）
」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
生物遺伝資源の利用促進のための総合窓口」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研究企画課知的財産班（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.affrc.maff.go.jp/docs/pgrfa/gr.htm より入手可能です。
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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「海外生物遺伝資源の利用促進のための総合窓
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（担当者）や参考となる情報を提供できる場合があります。また、総合窓口の Web
サイトでは様々な関連情報を提供しており、今後、農林水産省が把握している国別・地域
別情報も提供していく予定です。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 Web サイト上
で運用されている「ABS クリアリングハウス」（ABS-CH）の国別情報を参照すること
ができます。この ABS-CH は名古屋議定書で定められる情報交換の仕組みです。
ただし、
2014 年 10 月に名古屋議定書が発効し、ABS-CH の運用も開始したばかりですので、
まだ十分な情報は反映されていない面があります。今後少しずつ改善されていくものと思
われます。
（名古屋議定書 ABS クリアリングハウス）
https://absch.cbd.int/
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、上記の ABS-CH や、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。
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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。

13
152

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？
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（一
般商品）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、
遺伝資源の取得に関する法令・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：Standard Material Transfer Agreement）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、遺伝の機能に着目して取り扱われている場合は、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：Access and
Benefit-Sharing）
」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：Prior Informed Consent）
（＝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：Prior Informed Consent）の取得と言います。
PIC 取得の具体的な方法は、実際に取得や育種・研究利用しようとする遺伝資源の提供
国の法規制や手続に従うこととなりますが、申請等を行う際に一般的に要求されることが
多い事前情報の項目が、2002 年に採択されたボン・ガイドラインに例示されていますので、
参照して予め関連する基本情報を整理しておくと円滑です（事前情報の項目の例示は附録
参照）
。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（注）
。ただし、各国の法規
制や手続の動向は未だ流動的ですので、公的手続の要否を必ず確認することが肝要です。
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
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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。
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：Mutually Agreed Terms）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：Mutually Agreed Terms）の設定と言いま
す。このことは、生物多様性条約においても確認されていて、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
とが求められています。
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（事前に取り
決めた段階的な成果を達成する毎に支払いを実施）
、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。
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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：The International Treaty on
Plant Genetic Resources for Food and Agriculture）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：The International Treaty on Plant Genetic
Resources for Food and Agriculture）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（注）が提供を約束した遺伝資源のプール（多数国間の制
度（MLS：Multilateral System）
）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：Standard Material Transfer Agreement）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。
（注）ITPGR の締約国は、http://www.fao.org/plant-treaty/countries/en/ より参照
可能。

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
18
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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 26 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.affrc.maff.go.jp/docs/pgrfa/gr.htm より入手可能。
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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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