第３章：海外遺伝資源関連勉強会・一般向け遺伝資源関連セミナーの開催
３-１ 遺伝資源関連勉強会の運営
遺伝資源関連勉強会及びワークショップを以下のように４回実施した。
３-１-１遺伝資源のデジタル配列情報（DSI）に関する勉強会
生物多様性条約（CBD）や、食料農業植物遺伝資源条約（ITPGR）等において議論が行われて
いる、遺伝資源のデジタル配列情報（通称：DSI）の利用に関して、情報共有を行うとともに、
関係業界と意見交換をするため、以下により勉強会を開催した。
日時：令和３年８月２日（月）14：00～15：30
開催方法：オンライン（Zoom によるウェビナー）
参加人数：一般参加者 195 名、関係省庁２名、事務局６名 合計 203 名
内容：下記プログラム通り
14：00

開会
遺伝資源のデジタル配列情報（DSI）に関する議論動向（農林水

資料３-１-１

産省）
DSI に関する国内法の制定状況（アイ・シー・ネット株式会

資料３-１-２

社）
農業分野の DSI に係る議論（山本昭夫アドバイザー）

資料３-１-３

DSI 利用課金の主張に関わる主な法的論点（磯崎博司講師）

資料３-１-４

意見交換
15：30


閉会

農林水産省 大臣官房環境バイオマス政策課地球環境対策室

波多野英治課長補佐より、遺

伝資源に関する国際条約、食料農林水産業に関係する遺伝資源のデジタル配列情報の役割、
利用及びそれから生じる利益の配分、生物多様性条約（CBD）及び名古屋議定書（NP）並び
に食料・農業植物遺伝資源条約（ITPGR）における議論の状況、農林水産省の対応状況、今後
の関連国際会合等のスケジュールについて説明があった。


アイ・シー・ネット株式会社 田畑真より、令和２年３月にモントリオールで開催された「生
物多様性条約の遺伝資源に関する DSI にかかるアドホック技術専門家会合」に提出された資
料に基づいて、DSI に関する国内措置の導入状況及びそのアプローチについて説明があった。



「気候変動等に対応した海外遺伝資源の保全・利用促進委託事業」事務局

山本昭夫アドバ

イザーより、食料・農業植物遺伝資源条約（ITPGR）及び食料・農業遺伝資源委員会（CGRFA）
における農業 DSI の議論について、特に、ITPGR の多数国間制度（MLS）の機能改善交渉の
中での DSI に関する議論について紹介があった。


岩手大学 磯崎博司名誉教授より、生物多様性条約（CBD）を超えるもの（派生物、DSI）を
対象にする国内法・個別契約の有効性と CBD は契約には介入しないという原則との関係につ
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いて説明したうえで、DSI への課金を可能とするために、条約の改正手続きを回避して CBD
の締約国会議（COP）の決定という手法が用いられようとしていることの法的影響と問題点
について説明があった。
本勉強会後、参加者にはアンケートが行われ、DSI の利用についての意見が集計された。
３-１-２

メキシコの遺伝資源に関するワークショップ

メキシコ遺伝資源に係る国内法整備状況、遺伝資源の取得手続きについての理解を図るため、下
記によりワークショップを開催した。
日時：令和３年 10 月 19 日（火）９：00～11：30
場所：オンライン（Zoom によるウェビナー）
参加人数：メキシコ側参加者７名、日本側一般参加者 12 名、関係省庁２名、事務局７名

合計 28

名
内容：
９:00

開会
「気候変動等に対応した海外遺伝資源の保全・利用促進委託事

資料３-２-１

業」の概要（アイ・シー・ネット株式会社）
「メキシコにおける遺伝資源の保全、持続可能な利用及びアク

資料３-２-２

セス」メキシコ国立遺伝資源センター（CNRG）センター長、

資料３-２-３

Dr. Jose Fernando de la Torre Sanchez 氏
「海外諸国と我が国との遺伝資源研究協力－メキシコを念頭に

資料３-２-４

－」（資料３）山本昭夫アドバイザー）

資料３-２-５

意見交換
11:30


閉会

農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課地球環境対策室波多野英治課長補佐が、開会挨拶
を行った。



アイ・シー・ネット株式会社 田畑真より、資料２-１に基づき「気候変動等に対応した海外
遺伝資源の保全・利用促進委託事業」の概要の説明があった。



メキシコ国立遺伝資源センター（CNRG）センター長、Dr. Jose Fernando de la Torre Sanchez 氏
より、資料２-２に基づき、メキシコにおける遺伝資源の保全、持続可能な利用及びアクセス
ついて説明があった。



「遺伝子銀行全国ネットワーク」に記載されている、コミュニティ種子銀行とは何かという
質問に対し、Dr. Jose Fernando de la Torre Sanchez からは、コミュニティ種子銀行とは地域にお
ける種子銀行であり、戦略的に重要な作物（トウモロコシ、豆、カボチャ等）を扱っている
こと、コミュニティ種子銀行に加盟している生産者は、作物の実際の生息域内で種子を保有
しており、毎年実施される会合において作物についての意見交換・情報共有を行うと共に、
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種子をコミュニティ種子銀行に集め保存しているとの説明があた。


遺伝資源の分譲に関するフローチャートについて、Dr. Jose Fernando de la Torre Sanchez から
は、フローチャートは名古屋議定書以前のスキームを示しており、様々な協議・フォロー・
合意が必要なスキームではあるという説明があり、国内の法的枠組みの整備を進め、同スキ
ームをさらに充実したものにする必要があるとの説明があった。



山本昭夫アドバイザーより、資料２-３に基づいて、海外諸国と我が国との遺伝資源研究協力
－メキシコを念頭に－」に関する紹介があった。



Dr. Jose Fernando de la Torre Sanchez から、メキシコは山本氏が取り上げたいくつかの協力ス
キームに参加してきたが、個人的には官民パートナーシップに係わるスキームに関心がある。
日本と CNRG はこれまでも SATREPS 等、非常に友好で Win-Win と言える関係を築き上げ、
結果も出してきている。これからも CNRG からプロジェクトを提案したいと考えているとの
コメントがあった。

３-１-３

ブラジルの遺伝資源に関する勉強会

ブラジルが 2021 年６月２日に名古屋議定書の締約国となった機会をとらえ、最近のブラジルの
遺伝資源をめぐる状況、特に、国際遵守証明書（Internationally Recognized Certificate of Compliance）
の発行を含む最近の SisGen の運用状況のブラジル側専門家による紹介、及び、ブラジルから日本
へ遺伝資源を導入した事例を日本の関係者と共有することを目的として、以下により勉強会を開
催した。
日時：令和３年 12 月３日（水）９：30～11：00
場所：オンライン（Zoom によるウェビナー）
参加人数：ブラジル側参加者２名、日本側一般参加者 74 名、関係省庁２名、事務局７名 合計 85
名
内容：
９:30

開会
ブラジルにおける ABS の構造及びその運用

資料３-３-１

講演者：Henry Philippe Ibanez de Novion、アドバイザー ABS

資料３-３-２

Compliant Value Chains, Brasilia, Brazil, 元ブラジル環境省遺伝財産
局長、元遺伝財産管理審議会副会長、元利益配分国家基金理事会
会長
ブラジルからの遺伝資源導入の現状と実際

資料３-３-３

講演者：四方 康範、サントリーフラワーズ(株) 常務取締役 （開

資料３-３-４

発・生産 SCM・アジア事業・経営企画担当）
意見交換
11:00


閉会

農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課地球環境対策室波多野英治課長補佐が開会挨拶を
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行った。


本勉強会の議事録と合わせて本報告書の附属書として公開する。ABS Compliant Value Chains
アドバイザーの Henry Philippe Ibanez de Novion 氏より、資料３-１に基づき「ブラジルにおけ
る ABS の構造及びその運用」についての説明があった。



事務局より、今回の勉強会の開催と並行して、Henry Philippe Ibanez de Novion 氏と事務局が協
力して、ブラジルの ABS に関する報告書を作成し、本報告書の附属書１として公表すること、
その一部は今回の勉強会の資料３-１に反映していることの説明があった。



サントリーフラワーズ(株) 常務取締役 （開発・生産 SCM・アジア事業・経営企画担当）の
四方 康範氏より、資料３-２に基づき「ブラジルからの遺伝資源導入の現状と実際」について
の説明があった。



事務局より、今回の勉強会の参加者へは議題２に関する資料を事前に配布し、コメントを求
めたところ、３名の参加者から質問が送られてきたこと、今回の勉強会では時間が限られて
いることから、質問は Zoom の Q&A 機能を用いて事務局へ送ってもらい、今回答えられなか
った質問は事務局で整理した上で演者に回答を依頼する旨を説明した。



「ブラジルの遺伝財産を用いてブラジルで作った品種をブラジル国外で販売した場合も”利
益配分”の対象となるのか」との質問に対して、Henry Philippe Ibanez de Novion 氏より、
「この
ブラジルの法制においては、利益配分の対象となるのはブラジルの遺伝財産を利用して開発
されたすべての製品に適用されるという意味で、それは、場所を問わない。したがって、ブ
ラジルで作った品種をブラジル国外で販売した場合にも、利益配分の対象となる」との説明
があった。



このほか、いくつかの質問が Q&A 機能を用いて事務局へ送られたが、それらについては、事
務局で整理して、ブラジルへ送り回答を得た。質問と回答は勉強会の議事録に収録すると同
時に、本報告書の附属書２として公開する。

３-１-４

タジキスタンの遺伝資源の取得手続きに関するワークショップ

タジキスタンについては、名古屋議定書の国内実施に関する法整備が進展しているところであ
るが、その際に必要とされる手続きについては本事業の中でタジキスタン国家遺伝資源センター
と事務局との間で意見交換を行ってきた。その成果として、手続きをフローチャート案の形でま
とめることができたので、両国の関係者に説明すると同時に、広く関係者の意見を聞くためのワ
ークショップを以下により実施した。
日時：令和４年２月 17 日（木）14：00～15：30
場所：オンライン（Zoom によるウェビナー）
参加人数：タジキスタン側 12 名、日本側一般参加者 19 名、関係省庁２名、事務局４名 合計 37
名

39ページ



内容：
14:00

開会
タジキスタンの遺伝資源の取得手続き

資料３-４-１

説明者：田畑真、事務局（アイ・シー・ネット株式会社 コン

資料３-４-２

サルタント）
タジキスタン提供資料の説明

資料３-４-３
資料３-４-４
資料３-４-５
資料３-４-６

意見交換
15:40


閉会

農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課地球環境対策室波多野英治課長補佐が開会挨拶を
行った。



タジク農業科学アカデミーの国際課長の Nodira Boyeva 氏が、タジキスタンからの参加者の
紹介を行った。



アイ・シー・ネット株式会社 田畑真より、資料１に基づき、適宜、タジキスタン参加者に
内容を確認しながら「タジキスタンの遺伝資源の取得手続き」について説明があった。



冒頭、参加者に配布した資料のうち、ファイル名に「inf」とついている４点は、タジキスタ
ン国立遺伝資源センターの好意で共有したものであることと、それぞれのファイルの内容に
ついて、以下のような説明があった。
（１）

在来品種（古い品種）の一覧（資料３-４-３）

（２）

生育地域外（ex situ）で保存されている遺伝資源の一覧（資料３-４-４）

（３）

タジキスタンの遺伝資源データベースの例（資料３-４-５）

（４）

生育地域外（ex situ）で保存されている遺伝資源のパスポートデータ（資料３-

４-６）


本ワークショップの目的は遺伝資源の取得手続きの説明だが、参加者の多くはタジキスタン
にどのような遺伝資源があるかに興味を持っていることを踏まえて、上記の資料を配布した
との説明があった。同様に、昨年度実施したタジキスタンの勉強会で使用したタジキスタン
の遺伝資源を紹介する説明資料も参考資料として配布したとの説明があった。



タジキスタンでは、名古屋議定書に基づく国内の手続きを整備しているところだが、このフ
ローチャートはそのためのサポートの一環として国立遺伝資源センターとの共同作業によっ
て作成したものである、との説明があった。



フローチャートの説明の後に、国立遺伝資源センターから、上記（１）から（４）の文書に
ついて説明があり、併せて文書についての質疑応答も行った。



（１）の「在来品種の一覧」について、記載されているのは 20～30 年前のタジキスタンで
は古いとされるニンジン、キャベツ、タマネギ、カボチャ、ジャガイモ、メロン等であるこ
とが説明された。
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事務局からのこれらの在来品種は外国人が入手できるかどうかについての質問に対し、国立
遺伝資源センターより、外国人も利用可能であるが、利用が許可された場合は、遺伝資源の
使い道や得られた利益についてタジキスタン側に毎年、報告しなければならないという条件
がある、との説明があった。



（２）の「ex situ で保存されている遺伝資源の一覧」に収録している遺伝資源は国立遺伝資
源センターに保存されているものであり、海外の研究者もアクセスが可能である、との説明
があった。



事務局からの、このリストにある遺伝資源にアクセスする場合には、フローチャートで説明
したような手順ではなく、簡略化した手順があるのかどうかとの質問に対し、国立遺伝資源
センターより、フローチャートは共同探索・共同研究を目的にした手順であり、遺伝資源の
利用だけが目的の場合は、別の手順があるが、その場合でも国立遺伝資源センターが窓口と
なる、との説明があった。



（３）の「タジキスタンの遺伝資源データベースの例」については、2003 年から 2021 年ま
でのパスポート情報、種類別にいつどこで誰がどのような環境で収集したかなどの詳細な情
報が記載されている、との説明があった。



事務局からのこのデータベースに外部からアクセスしてみることはできるかとの質問に対
し、国立遺伝資源センターより、現時点ではインターネット上に公開されておらず、国立遺
伝資源センターの内部資料となっているが、データベースは国際的にアクセスできることを
目指して構築中であり、現在、作成中の国立遺伝資源センターのホームページ上で公開し
て、海外からもアクセスできるようにする計画である、との説明があった。



（４）の「ex situ で保存されている遺伝資源のパスポートデータ」については、データベー
スのもととなるパスポート情報やその他の詳細情報である、との説明があった。



質疑応答は、参加者からチャット欄に寄せられた質問を基に行った。



フェーズ３で行うのは MAT か MTA か、との質問に対しては、事務局から、MTA であると
説明した。



フローチャートに外務省とあるのは日本の外務省という意味か、との質問に対しては、事務
局から、タジキスタンの外務省であることを説明した。



また、フェーズ１の契約に MAT が含まれているのではないか、との質問には、事務局か
ら、その通りである旨、説明した。



フェーズ１の手続きに要する文書の言語は英語でよいかとの質問には、国立遺伝資源センタ
ーから、覚書についてはロシア語が原本で英訳が併記されるとの説明があった。



フローチャートの手順は、農業用植物のみを対象にしたものか植物や微生物、土壌・水など
の環境サンプルの場合も同じ手順・機関か、他の機関の場合に紹介してもらえるのか、との
質問に対して、国立遺伝資源センターから、フェーズ１の手続きの段階で、どの種類の遺伝
資源について研究したいのか具体的に示し、それに基づいて、国立遺伝資源センターが覚書
の相手となる機関や共同研究を実施する地域を紹介する、との説明があった。



国立遺伝資源センターの連絡先を教えてほしいとの質問に対して、事務局より、国立遺伝資
源センターに共有できるか確認して知らせる、との説明があった。
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➢

ワークショップ終了後に確認した連絡先は以下のとおり。
Mr. Karomatov Sharofiddin, Director, National Center for Genetic Resources TASKHN
Rudaki District, Sarikishti, Mahmadshoi Bolo Village
735104, Tajikistan,
Tel: (+992) 37 881 77 56 / Mobile (+992) 93 881 14 81.
E-Mail: geneticresources.tj@mail.ru/ sharofiddin75@mail.ru/ gen_resurs@mail.ru



フェーズ１の手順４のタジキスタンの外務省への覚書と提案書の送付は国立遺伝資源センタ
ーでやってもらえないか、との質問に対して、事務局より、その点については事前に確認し
ており、日本側が行う必要があるが、駐日タジキスタン大使館経由での提出も可能であり、
またメール送付の際に国立遺伝資源センターを CC に入れるので、国立遺伝資源センターも
適宜フォローすることになっている、との説明があった。



提案書や MTA などのひな型や実例がないか、との質問に対して、国立遺伝資源センターよ
り、これまで事務局に共有した文書（覚書）をサンプルとして利用してよい、との説明があ
った。
➢

覚書と外務省へのレターのサンプルは資料３-４-７を参照。質問に例として挙げられた
フローチャート１-１の提案書とフローチャート３の MTA については、国立遺伝資源セ
ンターと相談しながら作成するものであり、記載する項目については、資料３-４-２
（Document 3 explanation of steps）に記載されている。



ITPGRFA への加盟予定はあるか、との質問に対して、国立遺伝資源センターより、他の国
際的な条約などの加盟状況と関連しており、現時点では加盟するかどうか明確な判断はでき
ていない、との説明があった。



すでに共同研究先がある場合も、国立遺伝資源センターの関与が必要か、との質問に対し
て、国立遺伝資源センターより、具体的にどの機関と共同研究を進めているかの情報が必要
である、との説明があり、事務局より、必要な情報を確認して改めて質問する、との説明が
あった。
➢

ワークショップ終了後に確認したところ、遺伝資源に関するものであれば、すでに別の
共同研究先がある場合でも、国立遺伝資源センターとの二者間の覚書となる、とのこと
であった。



花のコレクションはあるか、収集する計画はあるか、との質問に対して、国立遺伝資源セン
ターより、現時点では花のコレクションはなく、薬草に力を入れているため、収集の計画も
ないが、希望があれば共同収集する可能性はある、との説明があった。
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３-２ 一般向けセミナー
農林水産省と協議の上、「植物遺伝資源に関する一般向けセミナー」を以下により実施し
た。
日時：令和３年 11 月 30 日（火）14：30～16：00
場所：ZOOM オンラインウェビナー
参加人数：一般参加者 53 名、報道関係者１名、登壇者５名、関係省庁５名、事務局５名 合計
69 名
内容：下記プログラム通り
開会挨拶

久保牧衣子 農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課地球環境対策室長

第１部：講演
講演１：植物遺伝資源に関する農林水産省の取組
農林水産省担当官及び事務局（アイシーネット株式会社）
講演２：中央アジアにおけるムギ類遺伝資源の調査と収集
岡山大学 資源植物科学研究所 佐藤 和広 教授
講演３：民間企業による遺伝資源調査
株式会社 サカタのタネ 北海道研究農場兼研究本部 中田 栄治郎様

資料４-１
資料４-２

資料４-３

資料４-４

第２部：質疑応答



開会にあたり農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課地球環境対策室長の久保牧衣子氏よ
り以下の５点に触れながら挨拶があった。
① 農林水産省で平成 29 年度より実施している「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」は今年度が最終年度であること。
② 本事業は、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に、遺
伝資源保有国における制度等の調査を通じた、遺伝資源の取得・利用に関する手続きの
確立のほか、遺伝資源の取得に関連する情報ついて幅広く周知活動を行っており、本セ
ミナーは本事業の一環として開催していること。
③ 農林水産省では本年５月に、
「みどりの食料システム戦略」を策定し、食料・農林水産業
の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現することを目指していること。本
戦略の文脈においても、病害虫抵抗性を強化した品種開発等は持続的な生産体系を構築
するために非常に重要であること。
④ 海外遺伝資源の利用の際には、国際条約や提供国の法令等に多くの注意を払う必要があ
る一方で、提供国の遺伝資源の制度を知り、合法的に我が国に持ち込むことは非常に重
要であり、また、海外から持ち込んだ遺伝資源は、気候変動に対応した新品種の開発な
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ど、我が国の農業の発展に大きく寄与していること。
⑤ 今回のセミナーは、このような植物遺伝資源の重要性、研究機関や民間企業などにおけ
る我が国の植物遺伝資源に関する取組についての理解を深めるために実施すること。


農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課地球環境対策室波多野英治課長補佐より、植物遺
伝資源の重要性、遺伝資源に関する国際条約、植物遺伝資源の保全・利用に関する我が国の
取組についての説明があったのち、事務局より「気候変動等に対応した海外遺伝資源の保全・
利用促進委託事業」の実施及びその成果についての報告があった。



岡山大学資源植物科学研究所教授の佐藤和広氏より「中央アジアにおけるムギ類遺伝資源の
調査と収集」についての講演があった。



株式会社サカタのタネ北海道研究農場兼研究本部の中田栄治郎氏より「民間企業による遺伝
資源調査」について講演があった。



ITPGR の第９回理事会（GB9）では「多数国のシステム（MLS）の機能改善に関する交渉・
検討が行われる」とのことであるが、交渉はどのような状況であるかとの質問に対して、農
林水産省波多野補佐より、「GB8 以降は現地で会合ができずオンライン会合が主になってい
ることから議論があまり進展しておらず意見の取りまとめには至っていない。今後、GB9 前
のタイミングで公式会合が行われる際には事前に条約事務局ウェブサイトに関連資料が提示
されると考えられるので、現状を知る上では参考にしていただきたい。」との回答があった。



ITPGR では、締約国に研究者や企業等が所有する植物遺伝資源を MLS に登録するよう奨励
しているが、どのようなインセンティブがあれば MLS に登録するのかとの質問に対し、岡山
大学佐藤教授より、
「大学としては、文部科学省のプロジェクトの中で遺伝資源を配布してお
り、ITPGR の SMTA に基づく配布はせず、一対一の MTA を取り交わしており、第三者への
配布をしてはいけないことになっている。研究や育種に使う遺伝資源は制限がなく、企業に
は制限なく配布できている。MLS に含めることはできない。
」との回答があった。同質問に対
して、
（株）サカタのタネ中田氏より、
「先方との契約に関わってくる問題であり、MLS に登
録することは難しい。先方としても遺伝資源をメリットなしで自由に使われるのは抵抗があ
るし、種苗会社にとっても MLS に含めるのは難しいのではないか。
」との回答があった。



取得された遺伝資源を ITPGRFA の MLS のように、同業者を含む国内外の利害関係者と共有
することはできるか、その際の条件はあるのかとの質問に対し、岡山大学佐藤教授より、
「バ
ビロフ研究所とは持ち帰って自由に配布してもいいという MOU を結んでいる。そのため、
同業者を含む国内外の利益関係者と共有することは可能である。」との回答があった。また、
同質問に対し、（株）サカタのタネ中田氏よりは、
「先方との契約によるが、民間企業にとっ
ては営業秘密となるので共有するのは難しい。
」との回答があった。



民間企業単独での新品種の開発は難しくなってきているということだがどういう背景がある
のか、遺伝資源へのアクセスが難しくなったことが主な理由なのか、との質問に対し、（株）
サカタのタネ中田氏より「遺伝資源の重要性を認識し、海外に出したくない国が増えている。
人間関係をつくるのが大切であるが、時間も労力もかかる。
」との回答があった。
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第４章：検討会の開催
事業の実施にあたり、有識者からなる検討会を設置した。検討会の委員は下記の11名で構成され
た（50音順・敬省略、〇は座長）。
天目石慎二郎 （独）国際協力機構 経済開発部 次長
磯崎 博司

岩手大学 名誉教授、元 上智大学 教授

井上 歩

（一財）バイオインダストリー協会 生物資源総合研究所 技術顧問

川口 健太郎

(国研)農業・食品産業技術総合研究機構基盤技術研究本部 遺伝資源研究センタ
ー センター長

小関 敦

(一社)日本種苗協会（(株)サカタのタネ 研究本部 課長/遺伝資源室長）

近藤 友宏

(一社)日本種苗協会 理事（(株)日本農林社 代表取締役社長）

齊藤 猛雄

(国研)農業・食品産業技術総合研究機構 野菜花き研究部門 野菜花き品種育成研
究領域長

佐藤 和広

岡山大学 資源植物科学研究所 教授

永井 昇

(一社)日本種苗協会（カネコ種苗（株）外国部顧問)

長峰 司

元 (国研)農業・食品産業技術総合研究機構 理事

四方 康範

サントリーフラワーズ(株) 常務取締役 開発・生産 SCM・アジア開発室

検討会は令和３年７月21日、12月17日、令和４年２月10日の計３回、Zoomによるオンライン
会議の形式で開催され、検討会委員より遺伝資源取得の交渉及び勉強会等をはじめとした活動に
対して助言を受けた。
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第５章：事業のまとめ
本章は平成 29 年度～平成 31 年度/令和元年度に実施した「気候変動等に対応した海外遺伝資源
の取得に係る枠組み構築委託事業」並びに令和２年度～令和３年度にかけて実施中の「気候変動
等に対応した海外遺伝資源の保全・利用促進委託事業」における成果について国ごとにまとめた
ものである。
令和４年２月の段階で対象国における領域別の事業の実施(進捗)状況を概観すると以下のよう
になる。(事務局評価)
実施国

(１)CBD/ABS (２)合意文

(３)遺伝資

(４)遺伝資

(５)派遣・

法制の調査、

源導入のた

源導入のた

招聘

実施状況の調

めのフロー

めのコンタ

査

チャート

クトパーソ

書の締結

ン
スリランカ

○

○

―

○

○

ラオス

△

○

―

○

○

ベトナム

○

○

○

○

○

インドネシア

○

○

○

○

○

ロシア

○

○

―

○

○

キルギス

△

―

―

△

△*

タジキスタン

△

―

○

○

△*

ウズベキスタン

△

―

△

△

×*

アルゼンチン

○

―

△

○

△*

ブラジル

○

―

○

○

△*

メキシコ

△

―

△

○

○
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実施国

(6) 勉強

(7)保有す

(8)日本へ

(9)特性調

(10)特性調

会・ワーク

る遺伝資源

の遺伝資源

査の実施

査結果の共

ショップ・

の情報

の導入

有

研修の開催
スリランカ

〇

△

△

×

×

ラオス

〇

△

－

－

－

ベトナム

〇

〇

○

△

△

インドネシア

〇

〇

○

△

△

ロシア

○

〇

―

－

－

キルギス

－

△

－

－

－

タジキスタン

○

△

－

－

－

ウズベキスタン

○

△

－

－

－

アルゼンチン

○

〇

―

－

－

ブラジル

○

〇

※

－

－

メキシコ

○

〇

―

－

－

○：完了
△：着手（未完了）
△＊：新型コロナの影響により未完了
×：中止もしくは未着手
×*；新型コロナの影響により中止
―：事業計画の範囲外
※：本事業の調査結果を用いて民間企業が遺伝資源の導入を行った事例がある。
個々の事項の詳細は以下のようにまとめられる。
（１）CBD/ABS 法制の調査、実施状況の調査
国名及び評価
スリランカ

評価の詳細


“National Policy on Access to Biological Resources, sustainable Use
and Benefit Sharing（2013 年 10 月）34”において、生物資源へのア

（〇）

クセスに関する相手国政府の方針が示されているが、未だ国内法
は策定されていない。
ラオス



ラオスの ABS 国内法令は存在するが、実施のために必要な体制
は科学技術省内にできていないとの説明を受けた。（2018 年 10

（△）

月、2019 年８月、科学技術省から聞き取り）


ABS については、2014 年の法律（Biotechnology Safety Law）があ

34

http://www.env.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=775&Itemid=152&lang=en
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り、同法の 22 条（原住民の知識）と 24 条（アクセスと利益配分）
が関係している。


ラオス科学技術省にて ABS に関するガイドラインを作成中。
（2018 年 10 月及び 2019 年８月、科学技術省から聞き取り）

ベトナム



遺伝資源へのアクセスおよびその利用から生ずる利益の配分の
管理に関する政令（政令第 59/2017/ND-CP 号）が 2017 年５月に

（〇）

制定されている。この政令では、遺伝資源へのアクセス許可手続
きや利益配分方法、利益配分に関する契約書の書式等が規定され
ている。政令第 59/2017/ND-CP 号については、公式の英語訳ガイ
ドブックの pdf ファイルが公表されている。
インドネシア



野生種遺伝資源へのアクセス及びその利用による利益の配分に
関 す る 法 令 （ 2018 年 環 境 林 業 大 臣 規 則 第 P.2 ・

（〇）

MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 号）が 2018 年１月に制定され
ている。対象は野生種と近縁野生種（wild relatives）のみとなって
いる。また、·作物遺伝資源の保全と利用に関しては、2011 年農
業大臣規則第 37 号が 2011 年７月に制定されている。対象は作物
で、研究目的の利用を含む。農業省品種保護・農業許可センター
（PPVTPP）がこの手続きを担当している。園芸種子の輸出入に
関しては、2017 年農業大臣規則第 15 号が 2017 年５月に制定さ
れている。対象は園芸種子で、利用目的としては、コンテスト、
展示、プロモーション等が規定されている。
ロシア



“Strategy and Executive Plan for the Conservation of Biodiversity
within the Russian Federation(2014)”によると、2020 年までに名古

（〇）

屋議定書を締結し、国内制度を作成することとなっている。2019
年３月にバビロフ全ロシア植物遺伝資源研究所（バビロフ研）を
訪問した際には、名古屋議定書および ITPGR の締結に向け、外
務省が中心となって国内法の整備等を進めており、関係機関を集
めた Technical Working Group を組織しているとの説明があった
が、2021 年 11 月現在、名古屋議定書の締結、国内制度の作成と
も達成されていない。
キルギス



「2024 年までの期間におけるキルギス共和国の生物多様性の保
全に関する優先事項」が 2014 年に作成されており、この中で、

（△）

遺伝資源関連法令は 2020 年までに作成する予定となっている
が、2022 年２月３日に確認したところ、まだ国内法は制定されて
いない。
タジキスタン
（△）



ABS に関する法制度の整備を進めており、2022 年２月現在、植
物遺伝資源に関する新法が承認され施行されている。

48ページ

ウズベキスタン



ABS に関する国内法は整備されていない。



憲法の規定によると、遺伝資源は州の財産とされており、遺伝資

（△）
アルゼンチン
（○）

源へのアクセスと利益配分に関する具体的な手続きについては、
各州で規定している。現在のところ、８つの州が州に属する遺伝
資源へのアクセスに関する州法を定めている。


国レベルでは、2010 年に制定された政令 226 号（Resolución
226/2010）が遺伝資源の海外への持ち出しについての規定を定め
ている。

ブラジル



ABS に関する法的枠組み：
① 遺伝財産に関する法律（2015 年５月 20 日付法律第 13123 号

（○）

② 法律第 13123 号の運用詳細に関する規定（2016 年５月 11 日
付政令第 8772 号35）


平成 30 年度勉強会の開催：ブラジルの ABS 制度について３回に
わたり、特に SisGen の仕組みについて理解するための勉強会を
開催した。



令和３年 12 月：ブラジル勉強会の開催：ブラジルの ABS 制度に
ついてブラジルの ABS 専門家、ブラジルからの遺伝資源導入の
経験を有する日本人専門家を講師としたオンライン勉強会を実
施した。



勉強会の成果等をとりまとめて、ブラジルの ABS についての報
告書を作成した。

メキシコ



（△）

名古屋議定書の実施のための国内法令は未整備ではあるが、既存
の法律に遺伝資源、遺伝資源に係る伝統的知識、アクセス、利益
の公正かつ公平な分配、コンプライアンスに関する規定が定めら
れている。



“Transitional procedures for handling requests related to the access to
plant genetic resources for food and agriculture under the Nagoya
Protocol”：NP の実施を規定する国内法令が整備されるまでの一
時的な措置として 2017 年 10 月 31 日に施行された政策。生息域
内保全、および生息域外保全条件下での PGR へのアクセス申請
の取り扱いについて定めている。

(２)合意文書の締結
スリランカ
（○）

35

① 合意相手先機関：スリランカ農業局（Department Of Agriculture：
DOA）
② 合意年月日：2016 年８月 18 日

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8772.htm
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③ 目的：植物遺伝資源（Plant Genetic Resources：PGR）の保全およ
び持続的利用に関する両国間の協力の強化および促進。
④ 合意内容のポイント：
(ア) 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、植物遺伝資源の移転または交換に関する相互に同
意可能な条件の発展に協力。
(イ) 上記に先立ち、DOA の推奨品種について、日本への移転の
ための手順を構築することに合意。
⑤ 有効期間は、特に設定せず。
ラオス



（○）

2017 年２月 16 日にラオス農業林業省との間で、植物遺伝資源の
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
するための合意がなされた （有効期間は、2022 年２月 15 日ま
で（更新可）
）。合意内容のポイントは以下のとおりである：



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、情報共有および能力開発。



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個別の素材移転契約書（MTA：
Material Transfer Agreement）を締結する

ベトナム



（○）

2017 年 10 月に JATAFF とベトナム国立農業大学（VNUA）との
間で、ベトナム産キュウリと日本産キュウリを交配して得られた
雑種後代の特性評価を行い、日本に導入を目指す合意文書（Letter
of Agreement＝LoA(2017-2018)を締結した。これは、前年度に締結
した LoA(2016-2017)の内容を継承したものである。また、2018 年
９月には、ベトナム産のカボチャ、ニガウリ、およびトウガラシ
について特性評価を行い、日本への導入を目指す LoA（20182019）を締結した。さらに、ベトナム産キュウリと日本産キュウ
リを交配して得られた雑種後代のキュウリの種子を、2017 年 11
月および 2018 年 11 月に VNUA から JATAFF に譲渡するための
素材交換合意（Material Transfer Agreement＝MTA）を、JATAFF と
VNUA の間で締結した。

インドネシア



（○）

平成 30 年２月および令和元年１月に、ITPGR 附属書Ⅰ以外である
シャロット、トウガラシについて特性評価を行いつつ、日本への
導入を目指すという内容の合意文書（Letter of Agreement＝LoA、
2018-2019 および 2019-2020）を、JATAFF とボゴール農科大学熱
帯園芸研究所（IPB-PKHT）との間で締結した。
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ロシア



（○）

2016 年２月 16 日付けで、農林水産省とバビロフ研との間で、植
物遺伝資源の共同探索に関する公的基盤を構築し、日露両国の農
場および生息域内保全の植物遺伝資源へのアクセスを促進する
ための ROD が合意された。当初の有効期間は 2021 年２月５日
までであったが、双方の同意を確認し、期間を延長している。



また、令和２年 12 月のバビロフ研とのオンライン会合において、
共同研究について提案があったが、新型コロナウイルス感染症の
収束が見込めない中で、本事業の中で具体的な共同研究等の検討
を進めることは困難であり、今後も当面は、メールベース、オン
ラインベースで情報交換を続けていくこととなった。

キルギス

合意文書の締結のための交渉は行っていない。

（―）
タジキスタン

合意文書の締結のための交渉は行っていない。

（―）
ウズベキスタン

合意文書の締結のための交渉は行っていない。

（―）
アルゼンチン

合意文書の締結のための交渉は行っていない。

（―）
ブラジル

合意文書の締結のための交渉は行っていない。

（―）
メキシコ

合意文書の締結のための交渉は行っていない。

（―）
(３)遺伝資源導入のためのフローチャート
スリランカ



（―）

国内法令が存在しないため、相手国政府に確認しつつ遺伝資源の
取得・利用の手続きを進める必要があることから、農業省農業局
（DOA）、および同局傘下の植物遺伝資源センターと遺伝資源導
入のための手続きについて協議を重ねてきた。



上記のような具体的な手続きは進めてきたが、フローチャートの
作成については計画していなかったため、フローチャートの形に
まとめたものは無い。

ラオス



ITPGR 附属書 I 作物については農業林業省が権限を有しており、
SMTA での移転が可能である。
（2018 年 10 月、農業林業省から聞

（―）

き取り）


ITPGR 附属書Ⅰ以外の遺伝資源については、科学技術省が権限を
有しており、名古屋議定書に基づいた手続きが必要。これらの遺
伝資源導入の際は、科学技術省のナショナルフォーカルポイント
に e-mail で申し込む。
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遺伝資源導入までの手続きには 10 日～３カ月を要する。
（サポー
トドキュメントの種類や数により手続きに要する期間が異なる）



国内法令の実施はまだであるものの、ABS クリアリングハウス
のホームページには 2021 年１月現在、ラオスの国際遵守証明書
（Internationally recognized certificate of compliance: IRCC）発行実
績として 11 件の記載がある。うち２件は日本企業および大学が
取得したものである 。

ベトナム



フローチャートの形にまとめたものは無い。



政令第 59/2017/ND-CP 号によれば、外国人が育種や遺伝子の利用

（○）

の目的で農業関係の遺伝資源をベトナムから輸出しようとする
場合は、予め農業関係の遺伝資源を担当する農業農村開発省作物
生産局に対して遺伝資源の利用申請を行うこととなっている。申
請受付書が発行されたら、遺伝資源提供者と遺伝資源提供に係る
契約を結び、利用申請書類を当局に提出する。遺伝資源としてで
はなく栽培あるいは販売目的で輸出する場合は、輸出可能種子リ
ストにある作物は、特段の許可を得ずとも輸出可能であるが、輸
出可能種子リストにも、輸出禁止品目のリストにも記載がない植
物・品種等は、個別の輸出許可が必要となる。輸出禁止品目のリ
ストは、2019 年 12 月 13 日に制定された政令 No. 94/2019/ND-CP
の付録Ⅰに記載されている。


政令第 59/2017/ND-CP 号の公の英語訳ガイドブックの 42 ページ
に Figure 6. Diagram granting license for access to genetic resource と
して、遺伝資源取得のための許認可取得のフローが、また、46 ペ
ージには、Figure 7. Procedures of registration for transferring genetic
resources abroad for study, not for commercial purposes として研究目
的の遺伝資源取得のフローがまとめられている。（本報告書別添
１参照）

インドネシア



ITPGR 附属書 I に記載されている作物の輸出入については、基本
的に SMTA に則って行うこととなっている。ITPGR 附属書 I に

（○）

記載のない作物の種子の輸出入については、当事者間で適宜
MTA や契約書を取り交わし、PPVTPP に植物遺伝資源の輸出入
に関する法令（農業大臣規則 No.37/Permentan/OT.140/07/2011)に
定める手続きに従って申請することとされている。PPVTPP は、
遺伝資源ナショナルコミッションにその申請の可否を諮問し、審
査が行われる。また、別途輸出検疫が必要である。


2018 年環境林業大臣規則において遺伝資源へのアクセスの定義
として、野生種遺伝資源の取得の機会（野生種遺伝資源へのアク
セス）とは、学術研究、技術開発、生物資源探査（バイオプロス
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ペクティング）、産業への応用または商業利用のために、提供国
としてのインドネシア共和国内の生息域内または生息域外（イン
ドネシア国外も含む）の遺伝資源を取得および／または運搬およ
び／または利用する活動をいうと規定されている。また、2018 年
環境林業大臣規則では、遺伝資源の定義のなかに、素材、情報、
化学情報も含まれており、CBD 等の一般的な解釈とは異なるた
め注意が必要である（第１条１）
。なお、2018 年環境林業大臣規
則施行前に発行された外国植物動物運搬証（SATS-LN）は、その
運搬証の有効期限までは有効とされている。


作物遺伝資源の保全と利用に関する 2011 年農業大臣規則第 37
号に基づく種子の輸出入の手続きを解説する Web サイトに、作
物遺伝資源の輸出入に係る許可のフローチャートが記載（イン
ドネシア語）されている。
（本報告書別添２仮訳参照） http://
pvtpp.setjen.pertanian.go.id/cms2017/tentangppvtpp/layanan/perizinan/pemasukan-pengeluaran-benih-tanaman/
izin-pemasukan-pengeluaran-sdg-tanaman/

ロシア



（―）

2020 年１月にバビロフ研を訪問した際に、国内法が整備されて
いない現状では、植物遺伝資源の取得には、共同探索の準備や実
施のプロセスを通じて、関係省庁の理解を得ていくことが可能性
の高い方法であることを示唆された。



実質的に、ロシアの遺伝資源へアクセスする手段は無い状況下に
あり、フローチャートの作成には至らない状況である。

キルギス



（―）

国内法令が存在しないため、相手国政府に確認しつつ遺伝資源の
取得・利用の手続きを進めることが望ましい。



フローチャートの作成には至っていない。

タジキスタン



タジキスタン当局と協力してフローチャートを作成した。

（○）



令和３年２月のワークショップで日本の参加者に紹介した。
（本報告書別添３参照）

ウズベキスタン



ウズベキスタン当局と協力してフローチャートの作成を開始。共
同研究・協同プロジェクトについては流れが分かったが、ABS に

（△）

関する部分については、ウズベキスタン側に ABS についての十
分な知識を持つ者がいなかったため不明のまま残った。
アルゼンチン



（△）

遺伝資源へアクセスする場合には、まず当該遺伝資源について権
限を有する州から事前の情報提供に基づく同意（PIC）を取り付
けた上で、政令 226 号に基づく国の許可を得る必要がある。



国立農牧技術院（INTA）は、５つの州との間で観賞植物について
ABS に関する合意を結んでおり、日本も含む民間企業と合同の
収集旅行も実行している。その際、民間企業とは Cooperation
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Agreement を結んでいる。実際に日本の民間企業の前例があるた
め、まずは INTA に問い合わせてみるとよい。


なお、Carlos Alberto Cattaneo (ccattaneo@ambiente.gob.ar)が作成
したフローチャートが存在する。
（本報告書別添４参照）

ブラジル



ブラジルが作成したフローチャートを令和３年 12 月のブラジ
ル勉強会で説明。

（○）


ブラジルの ABS についての報告書に収録。
（本報告書別添５参
照）

メキシコ
（△）



特定の法的手段がないことから、2021 年 11 月時点で出されてい
る 国 際 遵 守 証 明 書 （ Internationally recognized certificate of
compliance）８件を参考とする。これら８件の合意形成にはそれ
ぞれについて既存の法律や手続きに基づく関係機関（権限ある当
局を含む）の間との調整が行われ、案件ごとに異なるプロセスに
従い、相互に合意する条件に次の内容についても含まれている：
①手続きを行ったユーザーに対してのみ遺伝資源へのアクセス
を承認する（第３者の利用は認めない）、②案件ごとに提供者側
の権利について保証する、③意図が変更された場合の条件（新た
な申請・手続きが必要となる）。資料 2021-３-４ Annex 2「メキシ
コの遺伝資源に関するワークショップ」におけるメキシコ国立遺
伝資源センター（CNRG）センター長 José Fernando de la Torre
Sánchez 氏の質疑応答資料の質問７も参考にされたい。

(４)遺伝資源導入のためのコンタクトパーソン
スリランカ

（遺伝資源の交換及び植物遺伝資源センターの窓口）

（○）

Dr Jeewani Diddugoda
PhD (Crop Genetics and Breeding), MSc (Crop protection), BSc
(Agriculture, Sp.)
Additional Director,Plant Breeder
Plant Genetic Resources Center, Gannoruwa,Sri Lanka
E-Mail: jeewani Diddugoda jeewanididdugoda@yahoo.com
（ABS アドバイザー：元植物遺伝資源センター所長）
Dr. Hemal Fonseka,
BSc (Agric.), Peradeniya, MSc. (Soil sci), Belgium,
MSc. & PhD. (Plant Breeding) Japan.
Director (Res. & Development)
Onesh Agri (Pvt) Ltd.,
100, Kent Road, Colombo 09, Sri Lanka
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Mob: +94 76 6696672
ラオス

（ラオスのＡBS 全体の窓口）

（○）

Phommy Inthichack (Ph.D)
Deputy Director General
Department of Planning and Finance
Ministry of Agriculture and Forestry of Lao PDR
Tel: +856-21-415358
Fax: +856-21-412343
E-Mail: phommyinthichack@gmail.com; p_inthichack@yahoo.com
（遺伝資源センター関係の窓口）
Ms. Chay BOUNPHANOUSAY, Director General
National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI)
Vientiane, Lao People's Democratic Republic
Tel: +856 21 770094
E-Mail: bp.chay63@gmail.com

ベトナム

農業農村開発省 PVP オフィス所長

（○）

Dr. Nguyen Tanh Minh（一昨年末で退職）
E-Mail: minh_pvp@yahoo.com
農業農村開発省(MARD)作物生産局（DCP）食用作物課担当者
Mr. Nguyen Van Dan (Officer of Food Crop Division, Crop Production
Department, MARD)
Handphone: 0978979768, Email: nvdanctt@gmail.com
農業農村開発省(MARD)作物生産局（DCP）品種保護室担当者
Ms. Cam Thi Han
Handphone: 84 972170266,
E-Mail: camhang.mard.vn@gmail.com
植物資源センター：Plant Resource Center（PRC）企画連絡部長
Dr. Vu Dang Toan
E-Mail: vudangtoannga2003@gmail.com
ベトナム国立農業大学（VNAU）の JATAFF コンタクトパーソン
Tran Thi Minh Hang, Assoc. Prof., PhD,
Acting Director, Center for Quality Assurance
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Vietnam National University of Agriculture (VNUA)
Tel. Fax 84.24.38760301, Mobile 0919 645 745
E-Mail: ttmhang@vnua.edu.vn
インドネシア

バイオテクノロジー・農業遺伝資源研究開発センター（BB-Biogen)

（○）

所長
Mr. Ir. Mastur,
Tel: +62 833820
Fax: +62 2518338820
E-Mail: mastur.icabiograd@gmail.com
ジーンバンク担当者
Dr. Nurul Hidayayun
E-Mail: nurulhi23@yahoo.com
ボゴール農業大学熱帯園芸研究所(IPB-PKHT）所長
（JATAFF コンタクトパーソン）
Dr. Awan Maharijaya
E-Mail: awang.maharijaya@gmail.com

ロシア

（バビロフ研究所窓口）

（○）

バビロフ研究所
Dr. Aleksei Zavarzin
Deputy director
Vavilov Centre for Plant Genetic Resources
42-44, B. Morskaya Street,
190000, St. Petersburg, Russia
Tel:(+7-812) 312-51-61
E-Mail: a.zavarzin@vir.nw.ru

キルギス

現地に直接コンタクトした機関や担当者がいないため、在京キルギス

（△）

大使館に問い合わせることを推奨する。
（在京キルギス大使館）
Embassy of the Kyrgyz Republic to Japan
〒 108-0073, 東京都港区三田 1-5-7
Tel: 03-6453-8277
E-Mail: kgembassy.jp@mfa.gov.kg

タジキスタン

（国立遺伝資源センター窓口）

（○）

Mr. Karomatov Sharofiddin, Director, National Center for Genetic Resources
TASKHN
Rudaki District, Sarikishti, Mahmadshoi Bolo Village
735104, Tajikistan,
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Tel: (+992) 37 881 77 56 / Mobile: (+992) 93 881 14 81.
E-Mail: geneticresources.tj@mail.ru/ sharofiddin75@mail.ru
（ロシア語通訳をつけることが望ましい。
）
（在京タジキスタン大使館窓口）
Mr. Jalolov Bakhtiyor
Attache
Embassy of Tajikistan in Japan
〒 141-0021, 東京都品川区上大崎 1-5-42
Tel: 03-6721-7455
E-Mail: tajembtokyo@mfa.tj、/ tajembjapan@yahoo.com
ウズベキスタン

ABS についての十分な知識を持った者を探す必要がある。

（△）

（在京ウズベキスタン大使館）
Embassy of the Republic of Uzbekistan
〒 108-0074, 東京都港区高輪 2-1-52
Tel: 03-6277-2166
URL: http://www.uzb-emb.jp/

アルゼンチン

（INTA 窓口）

（○）

Ing.Agr. Marcelo Labarta, Gerente de Gestion de Convenios de Vinclacion
Tecnologica, Direccion Nacional Asistente de Vinclacion Tecnologica y
Relaciones Institucionales
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Av. Rivadavia 1479 piso 1 B, Buenos Aires
Mobile: +54 9 11 2454-8612, E-Mail: labarta.marcelo@inta.gob.ar

ブラジル

(ABS コンサルタント)

（○）

Henry Philippe Ibanez de Novion（ABS compliant Value Chains, Brasilia,
Brazil, 元ブラジル環境省遺伝財産局長、元遺伝財産管理審議会副会
長、元利益配分国家基金理事会会長）
E-Mail: novionh@gmail.com
Tel: +55 61 98122 2088

メキシコ

（農業遺伝資源関係の窓口）

（○）

José Fernando de la Torre Sánchez, DVM, MSc & Ph. D.
国立森林農業畜産研究所（INIFAP）メキシコ国立遺伝資源センター
（CNRG）センター長
E-Mail: delatorre.fernando@inifap.gob.mx
Centro Nacional de Recursos Genéticos, Boulevard de la Biodiversidad
No. 400 Colonia Rancho Las Cruces, Tepatitlán de Morelos,
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C.P. 47600, Jalisco, México
Tel: +52-55-38718700 EXT 84820
(５)派遣・招聘
スリランカ

平成 29 年８月： スリランカへの訪問

(○)

推奨品種のリストの入手、遺伝資源センターに対してであれば推奨
品種は提供可との見解が示された。
平成 30 年２月：スリランカへの訪問・トレーニング実施
農研機構北海道農業研究センターの専門家が訪問し、ビートの種子
生産に関する能力開発を実施した。
平成 30 年 10 月：スリランカへの訪問
スリランカのジーンバンクが遺伝資源の国内配布用に用いている
MTA のフォーマットを入手した。
平成 31 年１月：スリランカへの訪問
平成 31 年２月に日本で予定されている能力開発の内容について合
意した。
平成 31 年２月：スリランカより招聘
日本における野菜育種の状況について研修した。
平成 31 年９月：スリランカより招聘
JICA 課題別研修「食料および農業のための植物遺伝資源の保全お
よび利用」への参加
令和元年１月：スリランカより招聘
日本の遺伝資源研究センターとスリランカの植物遺伝資源センタ
ーとの間で素材交換合意（Material Exchange Agreement：MEA）の締
結
令和２年：メールベースによる MEA 実施のための交渉
MEA 実施のための交渉をメールベースで実施すると同時に、遺伝
資源の交換に要する植物検疫条件について、横浜植物防疫所と打ち合
わせを行う。
令和３年：メールベースによる MEA 実施のための交渉
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MEA 実施のために、NARO 遺伝資源研究センターとスリランカ植
物遺伝資源センター間の意思疎通をサポートした。横浜植物防疫所の
助言を受けながら、検疫事項の緩和などをスリランカ側と交渉した。
ラオス
(○)

平成 30 年２月：ラオス訪問
ラオス国内の作物データベース作成について協議をした。ラオス側
からは歓迎の意向が示された。
平成 30 年 10 月：ラオス訪問
・カウンターパートである、農林省に対して、本事業と他の類似事業
の違いを説明し、今までの混乱を修復した。
・ITPGR 附属書 I 作物は農林省管轄で SMTA での移転が可能（農林
省に確認）であること、鑑賞植物やキノコなど ITPGR 附属書 I 以外
の作物は科学技術省管轄で、名古屋議定書に基づいた移転が可能であ
ることを確認した。
・PGRAsia 事業で収集したナスの遺伝資源を日本への導入にあたり、
ラオスから日本の輸入許可を求めていたが、日本では 2018 年 10 月
31 日に植物防疫課長名で各国植物防疫機関宛に、日本は輸入許可制
度を採用していない旨が通達されたことを説明し、ラオスからの遺伝
資源の導入に際しては、輸入許可がなくても遺伝資源を送ることがで
きることを確認した。これにより、PGRAsia 事業で収集した遺伝資源
の日本への導入が可能となった。
・日本で行う予定の能力開発に関する打ち合わせを行った。
平成 31 年２月：ラオスよりの招聘（能力開発）
ラオスより、３名の専門家を日本に招聘し、以下の活動を行った。
・ 日本、ラオスのデータベースに関する情報交換
・ ラオスのデータベースの改善のための処方箋の作成
・ ラオスの植物遺伝資源に関する情報へのアクセスについて意見
交換および合意形成
令和元年８月：ラオス訪問
ラオスの遺伝資源データベースへのアクセスについて意見交換を
行った。ラオスのデータベースは現在では研究者が個人的に管理して
いる状況にあるとの説明がラオス側から出され、日本からは、データ
ベースへのアクセスのためのルールを作ることを提案した。
令和元年９月：ラオスよりの招聘（研修）
JICA の課題別研修「食料および農業のための植物遺伝資源の保全
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および利用」の主要協力機関である農研機構が担当する研修の一部に
参加させ、遺伝資源のデータベース化の知見を深めることを目的とし
て、ラオスより植物遺伝資源専門家一名を招聘した。
令和２年 11 月：ラオスとのオンライン会議（第１回）
日本側からは ITPGR の附属書Ⅰに記載されていない遺伝資源の法
制度と申請方法について質問を行ったが、明確な回答を得ることはで
きなかった。ラオス側からは、日本へ導入可能な遺伝資源の紹介と、
能力強化のための提案として国立遺伝資源センター（ジーンバンク）
の整備と運営能力向上、遺伝資源データーベースシステムの構築のた
めの協力について要請があった
令和３年２月：ラオスとのオンライン会議（第２回）
ラオス側は、農林省の他に、科学技術省の ABS チームも参加した。
ABS チームより、
伝統的知識については 2014 年の Biotechnology Safety
Law の 22 条が、ＡBS には同法 24 条が重要であるとの指摘があっ
た。ラオス側より出された今後の活動計画について意見交換を行っ
た。（データベース構築を含むものであり、本事業のスコープを超え
るものである。）
ベトナム
(○)

平成 29 年 11 月： ベトナムへの訪問
ベトナム産キュウリと日本産キュウリを交配して得られた雑種後
代の日本への導入を目指す LoA(2016-2017)の内容を継承する LOA
（2017-2018）の締結について合意した。また、LoA(2016-2017)に基づ
き、ベトナム産キュウリ HB1 と日本産キュウリ８品種を交配して得
られた雑種後代 49 個体の種子の輸出の手続きが完了していたため、
植物検疫所で輸出許可証の申請を行い植物検疫証明書の発行を受け、
直接日本に持ち帰った。
平成 30 年 11 月：ベトナムへの訪問
ベトナム産キュウリ 10 品種と日本産キュウリを合計 24 の組合せで
交配して新たに獲得した雑種後代の合計 420 個体の種子を、植物保護
局の輸出検疫手続き（簡易検査）を受けたのち、日本に持ち帰った。
平成 31 年３月：ベトナムへの訪問
キュウリについて、交雑後代の特性評価を継続して行った状況につ
いて確認するとともにトウガラシ、カボチャやニガウリについても特
性評価を行う方向で意見を交換した。また、2018 年 12 月 28 日に公
布された 2018 年サーキュラー43 号（2019 年１月１日施行）で、ABS
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に関する 2017 年政 35 令第 59 号の運用は、農業植物、林業植物、家
畜等ごとに、各原局（農業植物は作物生産局）で実施することが定め
られたことを確認した。
令和元年９月：ベトナムへの訪問
農業農村開発省作物生産局（MARD-DPC）の担当者に、これまで輸
入を果たしたキュウリなどの一般栽培される作物種子は遺伝資源と
はみなされず、輸出可能種子リストに記載されている作物は、特段の
許可を得ずとも輸出可能である旨を確認した。また、令和元年 12 月
にベトナムで開催を予定しているワークショップ（能力開発活動）の
内容について合意した。
令和元年 12 月：ベトナムへの訪問
ワークショップ「Workshop on Utilization of Genetic Resources of
Vegetables in Vietnam」をベトナム農業大学で開催した。また、日本産
キュウリとの交雑に用いたベトナム産キュウリ HB1 の輸出について、
MARD-DPC）を訪問し担当者に確認したところ、以前、輸入した交雑
キュウリ系統同様、栽培作物の種子として特段の許可を得ずとも輸出
可能である旨を確認した。
令和２年 11 月：オンラインによる交渉
ベトナム産キュウリ HB1 の種子の輸出許可を MARD-DPC から取得
し、日本へ種子を輸出しようとしたが、コロナ禍のため、ベトナムの
輸送業者から輸出業務を断られていると VNUA から報告あった。そ
のため、これまでに海外からの種子輸入に実績のある日本の業者を紹
介した。
令和３年３月：オンラインによる交渉
VNUA の Hang 教授から、JATAFF との LoA に基づいて VNUA で
行なわれたカボチャ、ニガウリ、トウガラシの特性評価結果が報告さ
れ、それに対して、育種専門家の立場から山口大学の執行教授の助言
と指導が行われた（能力開発活動）
令和４年３月：オンラインによる交渉
本事業期間を通じて VNUA で行われた現地野菜の特性評価結果と
令和３年度の試験結果について VNUA 関係者により報告がなされ、
育種専門家の立場から山口大学の執行教授の助言と指導が行われた。
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インドネシア
(○)

平成 29 年 11 月： インドネシアへの訪問
この事業が始まる前に締結した LoA に基づき特性を評価したアブ
ラナ科植物（カリフラワー、サイシン）およびナスの遺伝資源を我が
国へ導入するため、耐病性に優れる計 10 系統についてインドネシア
の BB-Biogen ジーンバンクで保存し、BB-Biogen ジーンバンク経由で
日本に導入することで合意した。
平成 30 年２月：インドネシアへの訪問
平成 30 年度以降は、附属書Ⅰ以外であるシャロット、トウガラシにつ
いて特性評価を行いつつ、日本側の遺伝資源と交雑したうえでの導入
を目指すという内容の合意文書
（Letter of Agreement＝LoA、
2018-2019）
を IPB-PKHT と締結した。
平成 30 年９月：インドネシアへの訪問
サイシン４系統、カリフラワー２系統、およびナス５系統の種子の
インドネシアの BB-Biogen ジーンバンクによる受入を確認した。
平成 31 年３月：インドネシアへの訪問
BB-Biogen ジーンバンクを訪問し、ITPGR の SMTA に基づき、日本
のジーンバンクからの要請により提供が可能であることを確認した。
また、提供に際しては、種子の輸出のための PPVTPP による別途の手
続きおよび輸出検疫も必要である旨も確認した。
令和元年９月：インドネシアへの訪問
インドネシアの IPB-PKHT を訪れ、平成元年１月に IPB-PKHT と
JATAFF との間で締結した LoA（2019-2020）に基づき、特性評価試験
の結果、耐病性が認められたトウガラシの種子の BB-Biogen ジーンバ
ンクへの寄託に立ち会った。
令和元年 12 月：インドネシアへの訪問
ワークショップ「Workshop on Evaluation and Exchange of
Vegetable Genetic Resources」をボゴールの ASTON Sentul Lake. Resort
& Conference Center で開催した。また、カリフラワー、サイシン、ナ
スの種子を日本に導入するための SMTA（案）を BB-Biogen のジーン
バンク責任者 Nurul Hidayayun 博士に手渡した。その際、種子分譲の
手続きは、農研機構の遺伝資源研究センターから正式な分譲依頼を受
領することで開始する旨、確認した。帰国後、日本の遺伝資源研究セ
ンターから、SMTA に基づく正式な分譲依頼文書を BB-Biogen に発出
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してもらった。
令和２年 11 月：オンラインによる交渉
IPB-PKHT で特性評価が行われ BB-Biogen ジーンバンクに預託され
た、カリフラワー、サイシン、ナスの種子の日本への導入方法につい
て確認したところ、コロナ禍の影響で IPB-PKHT と BB-Biogen ジーン
バンクの間で情報のやり取りに混乱があり、手続きが遅れていること
が判明した。
令和３年２月：オンラインによる交渉
IPB-PKHT で行われたシャロットとトウガラシの特性評価結果の報
告があり、それに対して、育種専門家の立場から山口大学の執行教授
の助言と指導が行われた（能力開発）
。また、BB-Biogen ジーンバンク
に預託された種子のパスポートデータを IPB-PKHT が BB-Biogen ジ
ーンバンクに提出し、同時に種子の権利移譲が完了された旨報告があ
った。
令和４年２月：オンラインによる交渉
本事業期間を通じて IPB-PKHT で行われた現地野菜の特性評価結
果と令和３年度の試験結果について IPB-PKHT 関係者により報告が
なされ、育種専門家の立場から山口大学の執行教授の助言と指導が行
われた。また、IPB-PKHT から BB-Biogen ジーンバンクに預託された
種子の日本への輸出が完了しなかった事情を聴取し、農業省品種保
護・農業許可センター（PPVTPP）の輸出許可は得られたが、今年度
中の輸出には間に合わなかった旨の説明があった。
ロシア
(○)

平成 30 年２月：ロシアへの訪問
バビロフ研との間で合意した ROD を動かすための具体的な探索プ
ロジェクトについて意見交換を行い、継続的な協力の要請と、タジキ
スタン、キルギスにおいて共同探索を行う場合にバビロフ研からも参
加してほしい旨を伝えた。
平成 31 年３月：ロシアへの訪問
バビロフ研の連絡窓口である国際関係担当に Dr. Aleksei Zavarzin 副
所長が着任し、2021 年 11 月現在、同副所長を通じた連絡が可能とな
っている。
バビロフ研から、農研機構遺伝資源センターとの二者間の研究協力
に関する合意書の締結や、農研機構遺伝資源センターをハブとした日
本とロシアの遺伝資源関係の研究者のネットワーク構築に関する要
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望があったが、農研機構遺伝資源センターの協力が得られず、進捗は
ない。
前年度からの懸案事項であるタジキスタン、キルギスでの共同探索
については、引き続きバビロフ研が関心を持っており、これらの国の
法制度の調査に協力ができることが確認できた。
令和元年９月：ロシアより招聘
バビロフ研から Dr. Aleksei Zavarzin はじめ３名の研究者を招聘し、
国内の遺伝資源利用者等との共同探索や遺伝資源関連の共同研究に
関する意見交換と一般向けセミナーにおける遺伝資源の重要性、ロシ
アにおける遺伝資源の保存と利用およびバビロフ研の業務について
の講演を行った。
関係者との質疑応答の中で、バビロフ研から、ロシアでは当面は海
外への植物遺伝資源の移動を行うことは難しいことが確認された。
令和２年１月：ロシアへの訪問
農研機構遺伝資源センターから江花研究チーム長も同行した。バビ
ロフ研から、国内法が整備されていない現状では、植物遺伝資源の取
得には、共同探索の準備や実施のプロセスを通じて、関係省庁の理解
を得ていくことが可能性の高い方法であることが示唆された。
現在結ばれている ROD は、日本の行政機関である農林水産省と、
ロシアの行政機関（科学高等教育省）に属する研究機関であるバビロ
フ研との間のもので、アンバランスであることから、 農研機構とバ
ビロフ研、もしくは農林水産省とロシアの農業省で結ぶ方が自然であ
るとの指摘があったが、本事業の方向性から変更が難しく、現状のま
ま期間を延長することとなった。
令和２年 12 月：バビロフ研とのオンライン会合
農水省担当者と本事業の検討委員も参加して、ロシア側から共同研
究などの方向性の説明、日本側参加者から共同研究の提案を行った。
キルギス
(△*)

平成 29 年 10 月：キルギスへの訪問
ABS 関連の国内法令等はなく、CITES36リストにある生物種以外は
持ち出し可能であること、種子の持出については経済省を通じて申請
すると必要な対応が指示されるとの見解が示された。以下の機関を訪
問し、各機関の情報と法制度に関する情報を収集した。


36

植物遺伝資源センター（Plant Genetic Resources Center）

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約（Convention on International Trade

in Endangered Species of Wild Fauna and Flora:CITES（サイテス）
。通称ワシントン条約）
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国立科学院植物バイオテクノロジー研究室



国家環境保護局（State Agency for Environmental Protection、ABS
の National Focal point）



農業・食品産業・土地改良省



キルギス種苗協会



JICA キルギス事務所



経済省貿易促進部

平成 30 年 11 月から平成 31 年３月：現地コンサルタントによる調査
の実施
関係機関への訪問や電話を通じ、2020 年までに整備する計画の遺
伝資源関連法令は、 2019 年３月時点ではまだ整備されていないこと
を確認した。
タジキスタン
(△*)

平成 29 年 10 月：タジキスタンへの訪問
遺伝資源アクセス法規制等は存在せず、2017 年中にドラフト作成
予定の法令は、訪問時には未完成であったことを確認した。以下の機
関を訪問し、各機関の情報と法制度に関する情報を収集した。


タ ジ ク 農 業 科 学 ア カ デ ミ ー （ Tajik Academy of Agricultural
Science：TAAS）国立遺伝資源センター



生物多様性・バイオセイフティーセンター（National Biodiversity
and Biosafety Center、ABS National Focal point）



植物学・植物生理学・遺伝学研究所（Institute of Botany, Plant
Physiology and Genetics）

平成 30 年 11 月から平成 31 年３月：現地コンサルタントによるタジ
キスタンでの調査の実施
関係機関への訪問や電話を通じ、2020 年までに整備する計画の遺
伝資源関連法令は、2019 年３月時点ではまだ整備されていないこと
を確認した。
令和２年８月：在京タジキスタン大使館への訪問
大使館を訪問し、事業の趣旨を説明して、事業の窓口となってくれ
る現地担当者の紹介を依頼し、TAAS 国立遺伝資源センターとの間で
連絡体制を確立することができた。
令和２年 10 月：オンライン会合
日本側は農水省担当官、検討委員を始めとする関係者が参加し、
TAAS 国立遺伝資源センターと、事業の進め方について確認し、今年
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度中に勉強会を開催することを合意した。
令和３年２月：オンライン会合
今年度事業の振り返りと次年度の計画について話し合い、資料とし
てタジキスタンの品種保護法を入手した。
令和３年 11 月：オンライン会合
今年度の事業として、植物遺伝資源の交換の手順をフローチャート
にまとめることを説明し、事務局が作成したフローチャートにタジキ
スタンの情報を記入することを合意した。タジキスタンでは新 ABS
法の草案ができており、閣議決定を待っているところであるとの情報
提供があり、その草案を入手した。
令和４年１月～２月：オンラインによる意見交換（複数回）
遺伝資源の取得手続きに関する意見交換を行い、フローチャートと
してまとめた。
ウズベキスタン
(×*)

令和３年８月：第１回オンライン会合
ウズベキスタンの ABS の実施に関する資料作成のための協議を行
った。日本側より ABS に関する手続きをフローチャートにまとめる
ことを提案。日本側でフローチャートのひな型を作成。
令和３年 10 月：第２回オンライン会合
フローチャートの作成方法についての協議。
令和３年 11 月：第３回オンライン会合
フローチャートの作成方法についての協議。遺伝資源に関する共同
研究の実施のための手順を整理することで調整。

アルゼンチン
(△*)

平成 30 年１月：アルゼンチン訪問
アルゼンチンにおける遺伝資源利用の制度についての調査および
連携可能な研究機関について情報収集を行った。
平成 31 年１月：アルゼンチン訪問
生物多様性条約、名古屋議定書、ITPGR のフォーカルポイントであ
るアルゼンチン外務省、および、国立農牧技術院（National Institute of
Agricultural Technology）を訪問し、ABS に関する国内体制と日本との
共同事業の実施可能性について意見交換を行った。

ブラジル
(△*)

平成 30 年１月：ブラジル訪問
ブラジルの新たな ABS 法、および研究機関の状況について情報収
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集を行った。
平成 31 年１月：ブラジル訪問
ブラジル環境省において、環境省、農業・畜産・食糧供給省の担当
者を招集した会合をワークショップ形式で行い、ブラジルにおける
SiSGen の運用状況、実績等に打ち手の情報を収集した。また、ブラ
ジル農業研究公社（EMBRAPA）を訪問し、ブラジルにおける遺伝資
源の保存、利用状況についての情報収集を行った。
令和３年８月～12 月：オンラインによる意見交換（複数回）
ブラジルの遺伝財産に関する法的枠組み全般をわかりやすく説明
するための報告書を作成することで、ブラジル側コンサルタントと合
意した。暫定報告書は（６）の勉強会の参加者へ配布し、質問を求め
た。ブラジル側コンサルタントからの回答を得た上で最終的な報告書
とした。
メキシコ

メキシコへの派遣（2020 年１月 27 日～30 日）

(○)

⚫

派遣者：田畑真、スズキ S.ヒロミ アイ・シー・ネット株式会社

⚫

訪問先：メキシコ農業農村開発省（SADER）、メキシコ全国種子
検査・認証サービス機関（SNICS）
、チャピンゴ大学訪問、国際ト
ウモロコシ・コムギ改良センター（CIMMYT）、グアダラハラ大
学 生物・農業科学研究センター（CUCBA）

メキシコからの招聘（2020 年２月 12 日～15 日）
⚫

招聘者：Dr. Rosalinda González Santos（国立種子検査・認証セン
ター(SNICS) 、植物遺伝資源部部長＊当時）、 Dr. Carlos Hugo
Avendaño Arrazate（国立森林・作物・畜産研究センター (INIFAP)、
ロザリオ・イスパ試験農場、上級研究員）

⚫

訪問先：農林水産省表敬訪問、農研機構遺伝資源センター概要講
義、ジーンバンク施設視察、つくば機能植物イノベーション研究
センター（T-PIRC）遺伝子実験センター視察、株式会社サカタの
タネ訪問

(６)勉強会・ワークショップ・研修の開催
スリランカ
（〇）

平成 30 年２月： スリランカにおけるトレーニングの実施
農研機構北海道農業研究センターの専門家が訪問し、スリランカに
おいてビートの種子生産に関する能力開発を実施し、HORDI、Seed
Production Center、PGRC から 15 名程度が参加した。
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ラオス
（〇）

平成 31 年２月：日本におけるデータベース研修
ラオスより、３名の専門家を日本に招聘し、NARO 遺伝資源センタ
ーにおいて以下の活動を行った。
・ 日本、ラオスのデータベースに関する情報交換
・ ラオスのデータベースの改善のための処方箋の作成
・ ラオスの植物遺伝資源に関する情報へのアクセスについて意見
交換及び合意形成
令和元年９月：日本における研修
JICA の課題別研修「食料および農業のための植物遺伝資源の保全
および利用」の主要協力機関である農研機構が担当する研修の一部に
参加させ、遺伝資源のデータベース化の知見を深めることを目的とし
て、ラオスより植物遺伝資源専門家１名を招聘した。

ベトナム
（〇）

令和元年 12 月：ベトナムにおける能力開発
12 月 12 日に VNUA で JATAFF と VNUA との共催で、“Workshop
program on “Utilization of Genetic Resources of Vegetables in Vietnam””を
開催し、遺伝資源の特性評価に関する研修、ITPGR 等で求められてい
る遺伝資源の保全および持続可能な利用に関連する能力開発活動を
実施した。
・

2019 年度に取り交わした（LoA 2019–2020）に基づき特性評

価が行われたカボチャ、ニガウリ、トウガラシの特性評価結果を検証
するため、今年度、第２回目の Web 会議を開催することを合意した。
令和３年３月：オンラインによるベトナムとの能力開発
３月９日に開催された Web 会議で、ベトナムの VNUA と JATAFF
との間で取り交わした LoA に基づいて行われたカボチャとニガウリ、
トウガラシの特性評価の令和２年度の試験結果について VNUA 関係
者により報告がなされ、育種専門家の立場から山口大学の執行教授の
助言と指導が行われた。
令和４年３月：オンラインによるベトナムとの能力開発
３月４日に開催された Web 会議で、本事業期間を通じて VNUA で
行われた現地野菜の特性評価結果と令和３年度の試験結果について
VNUA 関係者により報告がなされ、育種専門家の立場から山口大学の
執行教授の助言と指導が行われた。
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インドネシア

2019 年 12 月：インドネシアにおける能力開発
12 月 16 日に ASTON Sentul Lake. Resort & Conference Center で

（〇）

JATAFF と IPB-PKHT と の 共 催 で 、 “Workshop on Evaluation and
Exchange of Vegetable Genetic Resources”を開催し、遺伝資源の特性評
価に関する研修、ITPGR 等で求められている遺伝資源の保全および
持続可能な利用に関連する能力開発を実施した。
令和３年２月：オンラインによるインドネシアとの能力開発
２月９日に開催された Web 会議で、インドネシアの IPB-PKHT と
JATAFF との間で取り交わした LoA に基づいて行われたネギとトウ
ガラシの特性評価の令和２年度の試験結果について IPB-PKHT 関係
者により報告がなされ、育種専門家の立場から山口大学の執行教授の
助言と指導が行われた。
令和４年２月：オンラインによるインドネシアとの能力開発
２月 24 日に開催された Web 会議で、
本事業期間を通じて IPB-PKHT
で行われた現地野菜の特性評価結果と令和３年度の試験結果につい
て IPB-PKHT 関係者により報告がなされ、育種専門家の立場から山口
大学の執行教授の助言と指導が行われた。
ロシア

令和元年９月：一般向けセミナーでの講演

（〇）

バビロフ研から３名の研究者を招聘した機会を利用して、一般向け
セミナーにおいて、遺伝資源の重要性、ロシアにおける遺伝資源の保
存と利用およびバビロフ研の業務についての講演を行った

キルギス

キルギス側に適切なカウンターパートが存在しなかったことから、実

（－）

施に至らなかった。

タジキスタン

令和２年 11 月：オンラインによる勉強会

（〇）

タジキスタンの国家科学アカデミーと国立遺伝資源センターの専
門家により、タジキスタンの生物多様性や穀類遺伝資源、果樹遺伝資
源が紹介された。法制度については、まだ整備中であり、説明できる
のは次回の勉強会となる見込みが説明された。
令和４年２月：オンラインによるワークショップ
国立遺伝資源センター他タジキスタンの専門家と日本の関係者の
参加を得て、タジキスタンの ABS 国内制度のフローチャートに関す
るワークショップを開催し、フローチャートについての合意を得た

ウズベキスタン

「気候変動等に対応した海外遺伝資源の保全・利用促進委託事業 ウ

（〇）

ズベキスタンの植物遺伝資源に関する勉強会」2020 年 11 月 25 日


「ウズベキスタンの植物遺伝資源
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生態学・環境保全国家委員会、 国家生態学・環境保全研究所所
長ザキル ラキモフ氏の発表


「ウズベキスタンの遺伝資源へのアクセスに関する法令(ABS と
法制）その実施、管轄官庁」
生態学・環境保全国家委員会、法制課長ミルザ プラット氏と生
態学・環境保全国家委員会、生物多様性課専門官ミルザ プラッ
ト氏の発表



「日本の遺伝資源とその利用のための規則について」
アイ・シー・ネット株式会社田畑真の発表

アルゼンチン

平成 31 年３月：勉強会
平成 31 年１月のアルゼンチンでの調査の報告を以下により行っ

（〇）

た。
①

アルゼンチンの ABS 関連法制について

②

国立農牧技術院（INTA）の遺伝資源およびパートナー・シッ

プについて
ブラジル

平成 30 年度勉強会の開催
ブラジルの ABS 制度をテーマとして、平成 30 年８月１日、平成 30

（〇）

年 10 月 18 日、平成 31 年３月１日の３回にわたり、勉強会を開催し
た。
令和３年 12 月：ブラジル勉強会の開催
ブラジルの ABS 制度をテーマとして、ブラジルの ABS 専門家、ブ
ラジルからの遺伝資源導入の経験を有する日本人専門家を講師とし
たオンライン勉強会を実施した。
メキシコ



（〇）

「気候変動等に対応した海外遺伝資源の取得に係る枠組み構築
委託事業

農林水産分野における遺伝資源利用促進に関する勉

強会」2020 年２月 13 日実施
→

Rosalinda González Santos 氏（国立種子検査・認証センター
(SNICS)、植物遺伝資源部部長）によるメキシコの遺伝資源
の保存、持続可能な使用、アクセスと利益配分に関する法制
度、およびその運用についての発表。

→

Carlos Hugo Avendaño Arrazate 氏（国立森林・作物・畜産研究
センター (INIFAP)・ロザリオ・イスパ試験農場上級研究員）
によるメキシコの遺伝資源の多様性についての発表



「気候変動等に対応した海外遺伝資源の保全・利用促進委託事
業：メキシコの遺伝資源に関するワークショップ」2021 年 10 月
19 日（ウェブ会議）
→

「メキシコにおける遺伝資源の保全、持続可能な利用および
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アクセス」
メキシコ国立遺伝資源センター（CNRG）センター長、Dr. Jose
Fernando de la Torre Sanchez 氏による、メキシコにおける遺
伝資源の保全、持続可能な利用およびアクセスについての説
明。
→

「海外諸国と我が国との遺伝資源研究協力－メキシコを念
頭に－」
山本昭夫アドバイザーによる海外諸国と我が国との遺伝資
源研究協力に関する紹介。

(７)保有する遺伝資源についての情報
スリランカ

スリランカの生物多様性の概要については、下の生物多様性条約ホー

（△）

ムページを参照のこと。
https://www.cbd.int/countries/profile/?country=lk
近縁野生種についての情報は下記のサイトに含まれている。
Crop Wild Relatives Project – Department of Agriculture Sri lanka
(doa.gov.lk)

ラオス

National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI)は複数の遺伝

（△）

資源データベースを所有するが、公開はしていない。

ベトナム

ベトナム植物資源センターが植物遺伝資源のデータベースを整備し

（○）

ている(英語)。
http://plantdb.prc.org.vn/

インドネシア

インドネシア農業研究開発庁の園芸研究開発センターが整備した「園

（○）

芸作物遺伝資源情報システム」の中でデータベースが整備されてお
り、インドネシアの園芸作物について検索できるようになっている
(インドネシア語)。
（https://sdghorti.puslithorti.net/kegiatan/plasma/Koleksi）
また、イネの遺伝資源については、別途、インドネシアの稲研究セン
ターがイネの遺伝資源のデータベースを整備している。
https://bbpadi.litbang.pertanian.go.id/plasma/

ロシア

バビロフ研究所のホームぺージよりロシアの遺伝資源に関する情報

（○）

が検索できる。
http://www.vir.nw.ru/
同研究所に保存されている遺伝資源のデータベースは下記の通り：
http://www.vir.nw.ru/unu-kollektsiya-vir/
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ロシア科学アカデミーコマロフ植物研究所の植物托葉標本のデータ
ベースは下記のサイトにある：
Komarov Botanical Institute RAS collections catalogue (binran.ru)
キルギス

キルギスの土着種、希少種については下の FAO 刊行物が参考になる：

（△）

Endemic and Rare plant species of Kyrgyzstan (atlas) Эндемики И Редкие
Виды Растений Кыргызстана (Атлас) (fao.org)

タジキスタン

CBD のウェブサイトには、タジキスタンの生物多様性報告（第６版）

（△）

が収録されており、生物相についての情報も含まれている。
https://chm.cbd.int/database/record?documentID=247273
そのほか、タジキスタンの動物相の多様性と植物遺伝資源について
は、令和２年 11 月 24 日のタジキスタン勉強会において報告があった
ほか、令和４年２月 17 日に開催したワークショップにおいても遺伝
資源のリストが提供された。

ウズベキスタン

CBD のウェブサイトには、ウズベキスタンの生物多様性保存に関す

（△）

るウズベキスタン国家報告書（第５版）が収録されている。
https://www.cbd.int/doc/world/uz/uz-nr-05-en.pdf
そのほか、ウズベキスタンの植物遺伝資源については、令和２年 11 月
25 日のウズベキスタン勉強会において報告があった。

アルゼンチン

国立農牧技術院（Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria：INTA）

（○）

で研究・保存している遺伝資源については、遺伝資源ネットワーク
（Red de Recursos Genéticos RedGen）のサイトから情報を収集できる：
https://inta.gob.ar/redgen （現在はつながらない）

ブラジル

ブラジルの生物多様性についての FAO 刊行物は下記から入手でき

（○）

る：
https://www.fao.org/3/i1500e/Brazil.pdf
ブラジル農牧研究公社（EMBRAPA）の植物遺伝資源保存のためのネ
ットワークについての情報は下記のリンクから入手できる。
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6204567/
ブラジルの植物のデータベースは下記のリンクから調べられる：
Laboratório de Ecologia Aplicada (LEAp) (ufsc.br)

メキシコ

メキシコ農業農村開発省（SADER）および全国種子検査認証サービス

（○）

機関（SNICS）による「食と農業のための植物遺伝資源の現状に関す
る報告書 2020 版」（Informe Nacional Sobre el Estado de los Recursos
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Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 2020）にメキシコの遺
伝資源に関する情報がまとめられている（西語のみ）
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/667538/Informe_Nacional
_RFAA.pdf
(８)日本への遺伝資源の導入
スリランカ
（△）

農研機構遺伝資源センターとスリランカ Plant Genetic Resources
Centre との間で 2020 年１月 29 日に署名された素材交換合意
（Material
Exchange Agreement）に基づき、以下の遺伝資源（５件）を日本へ導
入することになった。


ニンジン(Lanaka Carrot)



ナス（Palukamum-purple）



ナス（SM164）



ナス（Thinnavelli Purple）



ナス（Padagoda)

日本からスリランカヘは以下の遺伝資源が送られる。


Maize - Inbred line 709 - Acc. No. 1466



Chilli - Nan Jing Tougarashi - Acc. No. 77664



Chilli -INT/SURINAM/1974/IDENKEN – Acc. No. 37316



Tomato - No. 62 – Acc. No. 32902



Tomato - No. 73 - Acc. No. 32903

実際の導入に要する手続きについての協議を事務局が行ってきた
ところ。調整に時間を要し、本年度中の導入完了は不可能となったが、
種子検査や種子の処理等の必要な手続きが完了すれば導入が可能。
ラオス

ラオスからの遺伝資源の導入にあたって、どのような遺伝資源があ

（―）

るかについての情報を民間企業等に提供するために、ラオスの遺伝資
源のデータベースについての情報を収集し、また、データベースへの
アクセスの改善のための能力開発を行ったが、ラオスにおいては研究
者が所有する情報は研究者個人の所有物であるという考えが強いこ
とから、必要とする情報を得ることはできなかった。

ベトナム
（○）

JATAFF と VNUA との間で 2016 年 10 月に締結された LoA（20160217）に基づき、また、2017 年 10 月に締結されたおよび LoA（20172018）に基づき、ベトナム産キュウリ 10 品種（HD4、BN2、TH1、
LUNG、DB8、DB8c、DB14、LCA13、LCA15、LCA18）および日本キ
ュウリとの 24 交配組合の交雑後代 420 個体の種子を、MTA を取り交
わして日本に導入した。さらに、2021 年２月には、交配に用いたベト
73ページ

ナム産キュウリ品種 HB1 の種子を日本に導入した。
さらに、2021 年 10 月には、2018 年 10 月に締結された LoA（20180219）に基づき、VNUA で特性評価がなされた、カボチャ 10 品種と
ニガウリ品種の日本への導入を果たした。
また、日本への輸入に際し日本の植物防疫所でウイルス検査を行い
ウイルスが感染していないことを確認するよう求められたトウガラ
シの種子について、2021 年 12 月にベトナム現地でウイルス試験が行
われ、ウイルスが感染していないことが確認されたことから、改めて
植物検疫証明書を取り直して、2022 年２月に日本への導入を果たし
た。
これまでに、日本に導入したベトナムの野菜品種を以下にまとめる。


キュウリ (HB1)



キュウリ (HB1 と日本のキュウリとの雑種後代)



キュウリ (HD4 と日本のキュウリの雑種後代)



キュウリ (BN2 と日本のキュウリの雑種後代)



キュウリ (TH1 と日本のキュウリの雑種後代)



キュウリ (LUNG と日本のキュウリの雑種後代)



キュウリ (DB8 と日本のキュウリの雑種後代)



キュウリ (DB8c と日本のキュウリの雑種後代)



キュウリ (DB14 と日本のキュウリの雑種後代)



キュウリ (LCA13 と日本のキュウリの雑種後代)



キュウリ (LCA15 と日本のキュウリの雑種後代)



キュウリ (LCA18 と日本のキュウリの雑種後代)



カボチャ（PUM1）



カボチャ（PUM2）



カボチャ（PUM3）



カボチャ（PUM4）



カボチャ（PUM5）



カボチャ（PUM6）



カボチャ（PUM7）



カボチャ（PUM8）



カボチャ（PUM9）



カボチャ（PUM10）



ニガウリ（BIT1）



ニガウリ（BIT2）



ニガウリ（BIT4）



ニガウリ（BIT5）



ニガウリ（BIT7）
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ニガウリ（BIT10）



ニガウリ（BIT11）



ニガウリ（BIT12）



トウガラシ（Chi2）



トウガラシ（Chi3）



トウガラシ（Chi4）



トウガラシ（Chi5）



トウガラシ（Chi6）



トウガラシ（Chi7）



トウガラシ（Chi10）

2017 年 11 月、2018 年 11 月にベトナムの遺伝資源と日本のジーン
バンクの品種を交配した後代のキュウリ種子を日本に持ち帰ること
ができた。また、2021 年には、日本品種との交配に用いたベトナム産
キュウリ種子を、2021 年には、ベトナム産のカボチャとニガウリおよ
びトウガラシの種子を輸入することができた。「これらの種子は、協
定書に基づいて MTA を取りかわした現地カウンターパートであるベ
トナム国立農業大学が 10 年以上前に採集し、毎年栽培・採種されて
きたもので、もはや、野生の遺伝資源とはみなされない」というベト
ナム農業農村開発省の担当官の判断で、栽培種子としての輸出が許可
された。遺伝資源としての輸出と栽培種子としての輸出は手続きが異
なるので、ベトナムの野菜種子を日本に輸入する際には、農業農村開
発省の担当官に、遺伝資源となるのか栽培種子とみなされるのかをあ
らかじめ確認する必要がある。
インドネシア
（○）

本事業において、相手国の遺伝資源（カリフラワー、サイシン、ナ
ス）をボゴール農科大学熱帯園芸研究所（IPB-PKHT）と協力して増
殖し、その種子を BB-Biogen に移管した。BB-Biogen に移管した種子
については、日本のジーンバンクに SMTA に則って導入する予定と
なっている。導入する予定の遺伝資源を下記に記す。
・

カリフラワー（BOB 002）

・

カリフラワー（BOB 014）

・

カリフラワー（BRP 001）

・

サイシン（BRP 003）

・

サイシン（BRP 007）

・

サイシン（BRP 009）

・

ナス（SOL 002）

・

ナス（SOL 004）

・

ナス（SOL 015）
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・

ナス（SOL 080）

・

ナス（SOL 084）
本事業において、相手国の遺伝資源（ナス、カリフラワー、サイシ

ン）をボゴール農大と協力して増殖し、その種子を BB-Biogen に移管
した。BB-Biogen に移管した種子については、日本のジーンバンクに
SMTA に則って導入する予定。
ロシア

ロシア側に外国に遺伝資源を譲渡するための仕組みが現状では整っ

（―）

ていないこと、また、日本側で特にロシアの遺伝資源について関心を
示す者もいなかったことから、ロシアとの交流は情報交換にとどめる
こととした。

キルギス

キルギスの国内法・国内体制が整っていないこと、およびキルギスの

（―）

遺伝資源に関する情報が少ないことから交流を中断した。

タジキスタン

遺伝資源導入のためのフローチャートの作成が進んでいるが、実際の

（―）

遺伝資源の導入に関する交渉には至らなかった。

ウズベキスタン

遺伝資源導入のためのフローチャートの作成を始めたが、ウズベキス

（―）

タン政府側に ABS の実施についての理解が進んでいないことから、
フローチャートの作成は断念した。ABS についての能力開発を実施
する必要がある。実際の遺伝資源の導入に関する交渉には至らなかっ
た。

アルゼンチン

本事業の実施前に民間企業によるアルゼンチンの遺伝資源へのアク

（―）

セスおよび導入の実績がある。本事業におけるアルゼンチンの調査で
は、その時のパートナーからの情報収集を行っている。

ブラジル

本事業からの情報を利用して民間企業がブラジル遺伝資源へのアク

（※）

セスをした実績がある。

メキシコ

筑波大学によるハヤトウリ遺伝資源の名古屋議定書の規定に従った

（―）

導入実績がある。本事業におけるメキシコでの調査では、その時のパ
ートナーからの情報収集を行っている。

本事業において行った遺伝資源の導入に際し様々な問題に直面したが、今後、遺伝資源導入を
行なおうとする者にとっては参考となることも多いと考えられることから、下のようにまとめる
ことにした。
1) 遺伝資源の交換、導入のための合意形成の際の一般留意事項
・遺伝資源の種類により所管官庁が異なることに留意する。名古屋議定書の ABSCH
（クリアリングハウス）情報があるが、スリランカのように多くの官庁が関係している
場合もあるので注意が必要である。
）
・ブラジルのように、提供国としての ABS の国内規則が法制化されている場合はそ
れに従うが、そうでない場合にはケースバイケースの交渉となる。そのような場合、相
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手側政府との話し合いにより ABS に関する手順をフローチャートの形にまとめること
が有効である。他方、法令がない国では担当者が変わるとやり方が変わってしまうこと
もあるので注意が必要である。
・政府の担当者が生物多様性条約及びその名古屋議定書を十分に理解していないこと
もあるので、ABS に関する能力構築を（オンライン）ワークショップのような形で行う
ことが有効である。
・相手国の ABS に関する法制度を調べる際には、関連する国内法が多岐に及ぶこと
も多いので、可能であれば現地の専門家をコンサルタントとして雇うことが有効であ
る。あるいはカウンターパートの法務部門の専門家とコンタクトすることが有効であ
る。
・ベトナムのように、同じ野菜種子でも遺伝資源として取り扱われるものと、栽培種
子として取り扱われる場合があり、それぞれで輸出手続きが異なる国があるので、導入
を目指す野菜種子が遺伝資源となるのか栽培種子となるのかを、権限ある当局の担当官
にあらかじめ確認する必要がある。
2) 物質移動合意書（MTA）あるいは物質交換合意書（MEA）を締結する際の一般的留
意事項
・遺伝資源の移動・交換の対象となる遺伝資源を特定する際には、実際に移動・交換
をする遺伝資源の量、状態、時期、パスポートデータの扱い、などについてもあらかじ
め合意する必要がある。
・輸出国、輸入国の植物検疫に関わる条件について、事前に調査を行い、MTA あるい
は MEA の対象となる植物種の移動が可能かどうか、また、検疫条件をクリアできるか
どうかについて、事前に把握することが必要である。
・遺伝資源の移動・交換のパートナーとなる機関の内規が実際の遺伝資源の移動・交
換の条件を規定することも多いので、内規についても情報交換を行うことが必要であ
る。
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本事業の成果についてのまとめ及び今後の可能性（令和４年２月 21 日時点）
主たる成果
スリランカ



今後の活動の必要性・可能性

農業局植物遺伝資源センタ

現在進行中の遺伝資源の交

ーと、遺伝資源の交換に関す

換の手続きをマニュアル化

る大枠の合意、ならびに個

することの検討。

別・具体的な交換合意に達し






現在合意に達している遺伝

た。

資源の交換が終わった段階

検疫をクリアーするための

で、さらなる遺伝資源の交換

方策についての見通しがつ

の具体的な要請があるか日

いた。

本側、スリランカ側双方に確
認する必要がある。

ラオス




遺伝資源担当部局とのチャ



ラオスの遺伝資源データベ

ンネルを確立した。

ースへのアクセスができな

PGRAsia 事業において日本

いことから、ラオス側にどの

へ導入することとなった、遺

ような遺伝資源があるのか

伝資源の検疫の問題を解決

不明であるため、遺伝資源情

した。

報の入手法についてラオス
側と検討する必要がある。


ITPGR 附属書Ⅰ以外の遺伝
資源の導入についての手続
きが不明瞭である。

インドネシア



ボゴール農科大学熱帯園芸

・ BB-Biogen に寄託されている

研究所（IPB-PKHT）との長年

ナスとアブラナ科野菜の種

の協力関係に基づいて、

子の輸入を完了させ、日本へ

ITPGR の附属書Ⅰに記載の

の導入を目指す。

ナスとアブラナ科野菜の特

・ シャロットとトウガラシの

性をインドネシアで評価し、

種子について、必要な手続き

その種子を BB-Biogen に寄託

を完了させ、日本への導入を

し、日本の農研機構遺伝資源

目指す。

センターから種子分譲依頼
を BB-Biogen に送り SMTA に
則って導入を目指したが、コ
ロナ禍による混乱で期間内
に種子を日本へ導入するこ
とはできなかった。


ITPGR の附属書Ⅰに記載の
ないシャロットとトウガラ
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シの特性評価をインドネシ
アで行い、その種子の日本へ
の導入手続きを調査した。
ベトナム



ベトナムの遺伝資源および



ベトナム産の野菜種子を現

野菜栽培種子の輸出に必要

地で採集し、遺伝資源として

な手続きを明らかにすると

日本へ導入するための手続

ともに、べトナム国立農業大

きを確認する必要がある。

学との長年の協力関係に基
づいて、ベトナム産遺伝資源
（キュウリ 11 件、カボチャ
10 件、ニガウリ８件の日本へ
の導入を果たした。


日本の税関でウイルス検査
の必要性を指摘されたトウ
ガラシ７件について、ベトナ
ム現地でウイルス検査を実
施し、植物検疫証明書を取り
直して日本への導入を果た
した。

ロシア



バビロフ研の人事異動で途

現時点で遺伝資源の交換は

絶えていたバビロフ研との

難しいことから、共同研究や

関係を再構築し、継続的な情

近隣国での共同探索などの

報収集を可能とすることが

実績を作る必要がある。


できた。




令和４年２月８日にバビロ

遺伝資源の交換のためのロ

フ研に国立植物遺伝資源セ

シアの国内体制が整ってい

ンターが設立されている。国

なことを確認した。

際情勢を注視しつつ、その状
況に応じ、同センターの業務
内容の確認や担当者との新
たな関係構築の検討が要さ
れる。

タジキスタン



国立遺伝資源センターとメ



合意したフローチャートが

モランダムを締結すること

実際に有効であるか実証す

により、植物遺伝資源のカタ

る必要がある。

ログの閲覧が可能となるこ
とがわかった。また、国立遺
伝資源センター内でデータ
ベースの構築が進んでいる
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ことが分かった。


国立遺伝資源センターとの
関係を構築し、継続的な情報
収集が可能である。



遺伝資源に関する新しい法
律案ができているが、遺伝資
源交換の具体的な手順を確
認する必要がある。



日本側から手順をフローチ
ャートにまとめることを提
案し、タジキスタン担当者と
協力してフローチャートを
作成した。

キルギス





植物遺伝資源の交換に関連



国内法令がないため、具体的

する機関との関係を構築し

な植物遺伝資源の交換をも

た。

って個別に手続きを確認す

ロシアのバビロフ研と共同

る必要がある。

研究を行った際の契約書の



コピーを入手した

ABS についての知識を持つ
者をパートナーとして探す
必要がある。

ウズベキスタン



ABS に関する国内法制度の



左で想定しているフローチ

整備が進んでいないため、遺

ャートを完成させるために

伝資源へのアクセスはケー

はウズベキスタンの ABS の

スバイケースで相手側政府

実施に詳しいカウンターパ

と個別に交渉する必要があ

ートを探すか、ABS に関する

る。そのための交渉手続きに

情報提供、能力開発を実施す

ついてウズベキスタン側と

る必要がある。

協力してフローチャートづ
くりを始めた。
アルゼンチン



遺伝資源へのアクセスは州



遺伝資源へのアクセスの仕

の管轄となっているので、日

組みは分かったので、今後は

本から直接アプローチをす

INTA 等を通じて、遺伝資源

るのは困難であるが、INTA

に関する情報、INTA を通じ

等の協力機関ができれば可

ての手続きを進める必要が

能であり、日本の種苗会社の

ある。そのために、INTA との

実績もあることが分かった。

永続的な協力関係を維持す
ることが重要である。

ブラジル



ブラジルへの訪問、勉強会に
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今までの事業実施を通じて

よる集中的な法制度の理解

収集・公表した情報を用いる

の促進、本年度のブラジル専

ことによりブラジルの遺伝

門家を講師に迎えてのブラ

財産へのアクセスは可能と

ジル勉強会の開催等により、

なったと考えるが、ブラジル

ブラジルの ABS 制度につい

の ABS 体制は特異的でかつ

ての理解が進み、日本の種苗

複雑であるので、アクセスの

会社でブラジルの遺伝資源

事例を蓄積する必要がある。

へのアクセスを試みる事例
も見られるようになった。


また、パートナー候補のリス
トも入手し、国内で配布可能
となっている。

メキシコ



メキシコの遺伝資源に関す



日本側（主に企業）によるメ

る主な機関（SADER、SNICS、

キシコの遺伝資源へのアク

CNRG）、および研究機関との

セスについて関心があるも

良好な関係を構築した。

のの、メキシコの名古屋議定
書に関する国内法が未整備
であること、ハヤトウリの事
例を参考にするとしても、パ
ートナーの選定をどうする
のか等、さらに必要な情報の
収集、関係構築が必要であ
る。
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別添１：遺伝資源導入のためのフローチャート（ベトナム）
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別添２：遺伝資源導入のためのフローチャート（インドネシア）

植物遺伝資源の輸入と輸出（仮訳）
出典：http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id/tentang-ppvtpp/layanan/perizinan/izin-pemasukan-pengeluaran-sdg-tanaman/

植物遺伝資源の輸出入許可は、http：//perzinan.pertanian.go.id からオンラインで提出できる。
法的根拠：インドネシア農業省番号：37 / Permentan / OT.140 / 07/2011

料金無料

植物遺伝資源の輸出入許可の手続き
A.植物遺伝資源の輸入許可要件
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申請者（個人、政府機関、または法人）は、オンラインで申請する（農業大臣番号 37 / Permentan
/ OT.140 / 07/2011 の添付の様式 14 による）
。
1. 申請者の氏名と住所
2. 身分証明書（KTP）のコピー
3. 設立および修正の証書
4. 納税者識別番号（NPWP）
5. 含まれる遺伝資源の種類、形式、量
6. 研究または収集の提案
7. 関係する個々のインドネシア市民またはインドネシア法人の活動範囲
8. 遺伝資源の起源の場所
9. 遺伝資源を提供する国の機関
10. インドネシアへの種子の導入/輸入に必要な情報（様式）

B.遺伝資源の輸出
申請者（個人、政府機関、または法人）は、次の情報を添えてオンラインで申請書を提出する（農
業大臣番号 37 / Permentan / OT.140 / 07/2011 の添付の様式 19 に従って） ：
申請者の氏名と住所
設立および修正の証書
納税者識別番号（NPWP）
発行された遺伝資源の種類、形式、量
素材移転契約書
受領国の機関
注：上記の規定を満たすことに加えて、遺伝資源の輸出入は、植物検疫の分野における法律の規
定に従って実施する必要がある。
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別添３：遺伝資源導入のためのフローチャート（タジキスタン）
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別添４：遺伝資源導入のためのフローチャート（アルゼンチン）

図１：研究を目的とした伝統知識を含む生息域内保全遺伝資源のアクセスのケース

出所：Biber-Klemm et al. (2014) “Access & Benefit-Sharing in Latin America & the Caribbean, a Science Policy Dialogue
for Academic Research“ Annex by Carlos Alberto Cattaneo, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

88ページ

図２：研究を目的とした伝統知識を含まない生息域内保全遺伝資源のアクセスのケー
ス

出所：Biber-Klemm et al. (2014) “Access & Benefit-Sharing in Latin America & the Caribbean, a Science Policy Dialogue
for Academic Research“ Annex by Carlos Alberto Cattaneo, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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別添５：遺伝資源導入のためのフローチャート（ブラジル）

図１:遺伝財産に関連する伝統的知識へのアクセスのフローチャート
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図２:遺伝財産を用いた研究開発のフローチャート
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