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本日の内容

1.植物遺伝資源の重要性

2.遺伝資源に関する国際条約

3.植物遺伝資源の保全・利用に関する我が国の取組



１．植物遺伝資源の重要性
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主要な植物の起源／多様性の中心

(1)中国：ダイズ、ソバ、モモ
(2)インド：イネ、ナス、キュウリ、ゴマ、サトイモ

パンノキ
(3)中央アジア：ソラマメ、タマネギ、リンゴ、ブドウ
(4)中近東：オオムギ、コムギ、エンバク、ニンジン

(5)地中海地域：エンドウ、レタス、アスパラガス、キャベツ

(6)アビシニア：オクラ、コーヒー
(2)-a インド-マレー：バナナ、サトウキビ、ココヤシ、(7)南部メキシコ・中米：トウモロコシ、サツマイモ、

インゲンマメ
(8)南米：ジャガイモ、ワタ、トマト、ラッカセイ
(8)-a チリのチロエ島：イチゴ
(8)-b ブラジル－パラグアイ：パイナップル

参考：農林水産省（2008）『農林水産開発レポート 農業を支える基盤

リソース－遺伝資源－』 https://www.affrc.maff.go.jp/docs/report/pdf/no25.pdf 3

栽培植物の起源地

〇栽培植物ごとの変異は地球上の特定の地域（＝多様性の中心）に局
在しており、これらの地域が栽培植物の起源地と考えられている。

https://www.affrc.maff.go.jp/docs/report/pdf/no25.pdf


消失する植物遺伝資源

○食料及び農業のための植物遺伝資源は消失し続けている

• メキシコでは、1930年に栽培されていたトウモロコシの

種類の20％しか栽培されていない。

• 1900年に米国に存在していた既知のリンゴ品種の95％以

上が現在は栽培されていない。
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植物遺伝資源の多様性はなぜ重要？

○すべての国が自国外に起源を有する植物遺伝資源に極めて大き
く依存。

○人類はこれまで7,000種以上の植物を、栽培または採取によって
、食料需要を満たすために利用。

○現在、大規模な栽培が行われているのは約150種の植物に過ぎな
い。

○人類の大半は、15種の植物で生活し、エネルギー需要の90％を
確保。

○コメ、小麦、トウモロコシの3種の作物で、世界の植物由来の消
費カロリーの 半分を占める。

一部のコモディティ作物への集中による多様性の欠如は、栄養
・衛生、気候変動への適応、食料安全保障に対応する上での危
機につながり得る。
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植物遺伝資源の多様性はなぜ重要？

○植物遺伝資源の多様性があることによって、様々な特性を
持つ作物が開発可能。

例えば・・・

• 気候変動や病害虫に対応するため、耐暑性、耐病性、耐塩
性を持つ作物

• 今後想定される更なる人口増加局面での収量向上に対応する
ため、多収量、短期間で収穫可能な作物

• 持続可能な発展に必要な、環境負荷の低い作物や栄養価の
高い作物
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遺伝的侵食と遺伝的多様性の減少への対応が必要

○植物遺伝資源の保全、探索、収集、特徴の把握、評価等の
促進

○作物の遺伝的な改良

○継続的な国際協力の必要性

・条約等を通じた遺伝資源の国際移転の障壁排除

・植物遺伝資源に対する主権的権利とのバランスの確保
→予期できない環境の変化や将来の人類のニーズへの適応

・回復力があり持続可能な食料システムの構築

・気候変動や食料安全保障への対処の推進
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2.遺伝資源に関する国際条約
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生物多様性条約(CBD)

生物多様性の保全、持続可能な利用、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ
衡平な配分

名古屋議定書(NP)

遺伝資源の利用から生ずる利益の公正・衡平な配分がなされるよう、遺伝
資源の提供国及び利用国がとるべき措置を規定

食料・農業植物遺伝資源条約(ITPGR)

持続可能な農業及び食糧安全保障のための、食料・農業植物遺伝資源の保全及び
持続可能な利用並びにその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分

遺伝資源に関する条約・議定書

〇遺伝資源の保全及び利用に関しては、生物多様性条約をは
じめとした条約・議定書において、国際的な取り決めがなさ
れている。

条約・議定書の目的



１．生物多様性・生物遺伝資源の位置づ
け

✓ 生物多様性の保全は人類共有の関心事。

✓ 諸国は自国の生物遺伝資源について主権的権利を有する。

２．利益配分の重要性

✓ 物の多様性の保全及び持続可能な利用が食糧、保健その他増加する世界の人口の必

要を満たすために決定的に重要。

✓ この目的のために遺伝資源及び技術の取得の機会の提供及びそれらの配分が不可欠

であることを認識。

３．取得及び利益の配分（ABS）

✓ CBD等の条約は、遺伝資源の取得、及びその利用から得られた利益の一部を、遺伝

資源提供者に配分する「ABS（Access and Benefit-Sharing）」を規定。

✓ 利益配分の形態は、金銭的利益配分のほか、キャパシティビルディングや技術協

力、共同研究等の非金銭的利益配分も行われている。
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遺伝資源の利用から生じる利益の配分について



遺伝資源の利用者（種苗会社、大学、研究機関等）

●名古屋議定書はABSルールが遵守され
るよう手続を定めたもので、主に二国間での
取引に適用。

●取引対象はすべての遺伝資源。

●食料・農業植物遺伝資源のABSを共
通のルールの下で行うことができる多数国
間のシステムを構築。

●取引対象は条約で規定（一部の食用・
飼料作物）。

生物多様性条約（CBD）
名古屋議定書（NP）

食料・農業植物遺伝資源条約
（ITPGR）

個別契約に基づ
く利益配分

遺伝資源導入
多数国間システム
による利益配分

遺伝資源導入

〇遺伝資源の利用から生じる利益配分の枠組みは、「二国間での取
引」と「多数国間のシステム」に大きく分けられる。

植物遺伝資源保有国（海外）

遺伝資源の利用から生じる利益配分の枠組み
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名古屋議定書の概要

〇2014年10月発効、130カ国及びEUが締結（2021年11月現在）。我が国においては
、2017年5月に締結、同年8月発効。

〇CBDが定めるABSルール（※）が、遺伝資源利用国においてきちんと守られるよ

う手続きを規定。具体的には、提供国・利用国における措置や、モニタリングや

情報提供の仕組みについて規定。

※CBDの定めるABS

ルール

①遺伝資源を取得する

際には提供国の事前同

意（PIC）を得ること

②遺伝資源の利用から

生じる利益は、相互に

合意する条件

（MAT）に従い、提供

国にも公正・衡平に配

分すること



食料・農業植物遺伝資源条約（ITPGR）と多数国間の制度の概要

多数国間の制度

利益配分基金

締約国、
国際機関等

売上の
0.77%
等

遺伝資源の保全・持

動等を支援

途上国の
農業者等

新品種

SMTA
による移転

〇2004年に発効。147カ国及びEUが締結（2021年11月現在）。我が国は

2017年に加入。

〇食料安全保障等の観点から特に重要な植物遺伝資源について、育種や

研究 を目的とした取得を容易にするための「多数国間の制度（MLS）」

を設立。

多数国間の制度(Multilateral System: MLS)

締約国、民間ファンド等

任意
拠出金

提供された遺伝資源を、共通プールから

取得できるようにし、その利用からの利

益配分 を一つの基金に払い込む。

遺伝資源を取得する際の契約書について
、「定型の素材移転契約（SMTA）」を作
成。

 このため、遺伝資源にアクセスするた

びに個別 に取得条件を交渉する必要が

なく、極めて簡便にABSが実現可能。

遺伝資源の提供 続的利用のための活
遺伝資源の提供



○少なくとも220万点の遺伝資源にアクセス可能（2017年比

35％ 増加）

○約7.5万件の標準素材移転契約（SMTA）（2017年8月以降、

1日あたり平均23件のSMTAが報告）
○これまでに530万点以上の遺伝資源が移転、受領者は181カ

国に所在

○取引された主な作物は小麦（47%）、コメ（16%）、トウ

モロコ シ（10%）、大麦（6%）、ひよこ豆（5%）

○日本では、223,069点の遺伝資源が中長期保存されており、

38,959点がMLSへ登録済み

（参考）MLS（多数国間の制度）の利用状況
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出典：ITPGR事務局（2019）『Report on the Implementation and Operations of the Multilateral System（IT/GB-
8/19/8.1 Rev.1）』より



○第8回理事会が、2019年11月に、イタリア・ローマのFAO本部にて開

催され、農林水産省から出席。

○サイドイベントでは、農研機構が実施する農業生物資源ジーンバンク

における、食料農業植物遺伝資源の保全及び持続可能な利用の取組につ

いて紹介。

○また、ジーンバンクにおける低温種子庫の展示を、制作会社である株

式会社椿本チエインと共同で行い、バーチャルリアリティ(VR)によるシ

ステムの紹介等を通じて、最先端の遺伝資源保存の取組について発信。

ITPGR第８回理事会の様子
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2021年
10月 11月 12月

2022年
1月 ･･･ ４月 ５月

生物多様性
条約

（CBD）

10/11-15
第15回締約
国会議

（C0P15）
第1部
（オン
ライン） 予算等の条約

運 営に必須な
議題を中心に扱

う

ポスト枠組み等
主 要議題の最

終的
１/12-28 な交渉と採択

ポスト2020枠組 ４/25-5/8

公開作業部会 第15回締約国

（OEWG3）等 会議

再開セッション （C0P15）

（スイス・ジュネー 第2部

ブ） （中国・昆明）

食料・農業
植物遺伝資
源条約

（ITPGR）

12/7-8
5/9-14

第9回理事
第9回理事会特別会期
会（GB9）

（オンライン）
（インド）

MLS機能改善に係る非公式会合（随時開催）
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（参考）今後の主な国際会合のスケジュール

○CBD第15回締約国会議（COP15）では、生物多様性に関する次の世界目標で

ある「ポスト2020生物多様性枠組」の最終的な交渉と採択が、第2部にて

行われる予定。遺伝資源利用に関する目標も含まれる。

○ITPGR第9回理事会は2022年５月に開催。SMTAにおける利益配分規定の改正

やMLSに含まれる対象作物の範囲拡大など、MLSの機能改善に関する交渉・

検討が行われる。

予算等の条約
運営に必須な
議題を中心に扱
う

4/25-5/8
第15回締約国

会議
（COP15）

第2部
（中国・昆明）

ポスト枠組み等
主要議題の最終
的な交渉と採択



3.植物遺伝資源の保全・利用に関する
我が国の取組
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○農業生物資源ジーンバンクは、茨城県つくば市の農研機構遺伝資源研究セ

ンターに本部(センターバンク)を置き、全国各地にある植物・微生物・動物

各部門のサブバンクと連携。

○我が国の食料・農業上の開発および利用等に貢献するための生物遺伝資源

の国内外からの収集・受入、増殖・保存、特性評価、配布ならびに生物遺伝

資 源に関する試験研究等を行っている。

○植物遺伝資源約23万点（世界第６位）、微生物約３万７千点、動物約

２千点の遺伝資源を保存。（2020年時点）

我が国の遺伝資源の収集・提供（農業生物資源ジーンバンク事業
）
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育種家
研究者
公的機関
種苗会社
教育機関
大学等



○農研機構遺伝資源研究センターは、平成26年度以降、共同研究を

通じてアジア諸国の植物遺伝資源の保全及び持続的利用の支援を農

林水産省委託プロジェクト研究（PGRAsia）の一部で実施。

○植物遺伝資源の共同調査、失われつつある在来種の生息域外保全

、特性の調査や、技術移転を通じた相手国研究者の能力開発等に取

り組んでいる。

カンボジアでトウガラシの遺伝
資源 を探索

ベトナムでカボチャの遺伝資
源 を収集

ベトナム植物遺伝資源センター
で キュウリの特性評価を実施
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アジア諸国との共同研究を通じた貢献（PGRAsiaプロジェクト）



気候変動等に対応した新品種の開

発に必要な海外遺伝資源の取得や

利用を円滑に進めるため、以下の

活動を実施してきた。

（実施年度：H29～R3）

気候変動等に対応した海外遺伝資源の保全・利用促進事業
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①遺伝資源保有国にお

ける遺伝資源に係る制

度等の調査

②遺伝資源の保全の促

進及び信頼関係の構築

に向けた能力開発（キャ

パシティビルディング）

③国内向けに遺伝資源

の取得・利用に関する手

続・実績の確立とその活

用に向けた周知活動

事業実施国とのワークショップ等を通じ双方の制度に係る意見交換やキャパビルも実施


