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平成２６年度



農林水産分野における総合的環境情報表示のあり方
調査・検討事業（新規）

【 】６（０）百万円

対策のポイント
欧米諸国の総合的な環境情報表示の動向を調査し、農林水産物の総合的な環境情

報の表示に係る国内における対応方針等を検討します。

＜背景／課題＞

・ＥＵ諸国では、地球温暖化ガス排出量、水使用量を含む複数の指標を組み合わせた総

、 。合的な環境表示制度を進めてきており フランスでは施行テストが開始されています

また、国際的な大手流通業者の中には、自社が取り扱う商品に関してライフサイクル

国際的に環境情報をにおける環境への影響を考慮することを方針として打ち出す等、

、 。重視する傾向 総合的な環境情報表示の導入に向けた動きが進んでがあり きています

欧米諸国の市・今後、国産農林水産物の海外への輸出を拡大・定着させていくに際し、

すること、さらに、この場で要求されてきている総合的な環境情報表示の動向を把握

動きに合わせ すること我が国の実態を加味した総合的な環境情報表示のあり方を検討

が必要となっています。

政策目標
農林水産物の総合的な環境情報表示の国内における対応方針を取りまとめ

る（平成２６年度）

＜主な内容＞

欧米諸国の市場で要求されてきている総合的な環境情報表示の動向を調査・分析

専門家による委員会を開催して、 総合的な環境情報表示し、 我が国の実態を加味した

を行います。のあり方の検討

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：大臣官房環境政策課（０３－６７４４－２０１７ ］）

［平成26年度予算の概要］



農林水産分野における総合的環境情報表示のあり方調査・検討事業（新規）【６（０）百万円】 

フランスなどＥＵ諸国では総合的な環境情報
表示制度の導入が検討されている 

欧米の流通企業では複数の環境情報を総合的に
商品に表示する動きがある。 

事業内容 

農林水産物の総合的な環境情報表示に係る国内における対応方針等の検討 

欧米諸国における農林水産分野の総合的な環境情報表示の動向調査 

欧米諸国の環境情報表示の動きに対応することによる我が国農林水産物の円滑な輸出環境の
確保（競争力の確保） 

環境への負荷が少ない商品の選択へ 環境影響について進む消費者とのコミュニケーション 

・我が国においては、ＣＯ２の表示の取組が一部で始まっているが、海外では総合的な環境表示
制度の導入が検討されている。 
・今後、欧米諸国での環境情報表示の取組が高度化、一般化する場合は、未対応の我が国の農
林水産物は欧米市場への輸出等で不利な状況になる恐れ。 

環境情報表示を用いた消費者とのコミュニケーション方法の実態と企業の動向の把握 

気  候  変  動 

水   利   用 

資 源 の 枯 渇 

etc・・・・ 

背景・課題 

事業効果 

調整・統合 



農林水産分野における地球温暖化経済影響調査事業（新規）
【 】１０（０）百万円

対策のポイント
政府全体の適応計画の策定に向けて、農林水産分野における地球温暖化の

経済的な影響評価を実施します。

＜背景／課題＞

することとしており、平成２７年９月を目途に政府全体の地球温暖化適応計画を策定

策定に当たっては適切な適応策を選択することが求められますが、その1つの要素と

して を行う必要があります。経済的な影響評価

政策目標

我が国の農林水産分野に対する地球温暖化の経済的な影響評価

資料の作成（平成２６年度）

＜主な内容＞

海外の地球温暖化の適応計画における経済的影響評価とその活用状況を調査分析

経し、その結果を参考として、今後の地球温暖化が我が国の農林水産分野に及ぼす

を実施します。済的な影響評価

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

〔お問い合わせ先：大臣官房環境政策課 （０３－６７４４－２０１７ 〕）

［平成26年度予算の概要］



農林水産分野における地球温暖化経済影響調査事業（新規）【１０（０）百万円】 

背景・課題 

事業内容 

地球温暖化に対して適応策を講じていくことについて、国民の理解を得て実施していく
とともに、効率的な対策を選択していくためには、経済的な分析・評価が必要 

①我が国における地球温暖化の経済面の影響調査 →現状で実施されているマクロ予測を基に農林水産分野の  
                                   生産等への影響を地域帯別にシナリオ設定し、経済的 
                                   影響を推計 

②適応策採択の参考となる評価手法等の検討→海外の適応計画における経済的影響評価とその活用状況を調 
                                査・分析 

事業効果 

温暖化の経済的な影響を勘案した行政施策の検討 

平成27年９月を目途に策定される政府全体の地球温暖化適応計画への反映 

温暖化による影響評価 適応技術の開発 

農産物の収量や品質の変化 
魚類の生息域変化               

高温耐性品種の開発 
漁場の変更 

地球温暖化が農林水産分野に及ぼす生産面への影響と対策を検討してきた例はあるが、地域経済
に及ぼす影響を検討した例がない 

これまでの
検討例 

温室効果ガス削減に最大限の努力をしても、中長期的に気候変動の影響を避けることは困難
であり、影響を軽減する対策が不可欠となっている。 

温暖化の将来予測 

気温・水温の上昇               



「水資源循環の見える化」調査・検討事業
【 】９（１０）百万円

対策のポイント
ウォーターフットプリントの国際規格化において、我が国の農林水産業の

実態に適したものになるよう働きかけつつ、国民への情報発信を図ります。

＜背景／課題＞

・水の利用量や環境影響を評価するウォーターフットプリントの国際規格化の議論が進

んでいますが、我が国の農林水産物に関して、その生産活動に伴い水資源を利用して

我が国の農林水産業のいるのみならず、水源かん養や水の浄化機能も併せ持つこと等

し、国際規格化の議論に反映させる必要があり実態に適した形で評価する手法を策定

ます。

・近年、局地的な豪雨や極端な小雨による渇水などを契機とし、水問題に対する国民の

農林水産業が関心が高まっているところであり、上記で策定した評価手法を用いて、

していきます。持つ水源かん養等の機能をわかりやすく情報発信

政策目標

我が国の農林水産業に適した水資源の評価手法を策定（平成２７年度）

＜主な内容＞

農林水産分野の生産活動における水の利用状況等に係る既存の研究等の調査や、海

専門家による委員会を開催して評価手法の検討・とり外の先進事例の調査をもとに、

まとめ 水源かん養等のを行います。また、その評価手法を活用し、農林水産業が持つ

を行います。機能や水の有効利用状況に係る情報発信

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：大臣官房環境政策課（０３－６７４４－２０１７ ］）

［平成26年度予算の概要］



（水資源に関する評価手法の算定） 
 専門家による検討委員会の開催 
 我が国の実態に即した水資源の評価手法の検討・取りまとめ 
 
（実態調査等） 
 水資源に関する既存研究等の調査、海外の先進事例の調査 
 生産形態ごとの国内の水利用状況に関する現地調査 
 
（情報発信） 
 上記で策定した水資源の評価手法を活用し、生産形態ごとの水の有効活用 
 の状況や農林水産業が持つ水源かん養等の機能に関する情報を発信 

「水資源循環の見える化」調査・検討事業【９（１０）百万円】  

課題・背景 

○水の利用量や環境影響を評価するウォーターフットプリントの国際規格化の議論
が進んでいるところであるが、我が国の農林水産物に関して、その生産活動に伴い
水資源を利用しているのみならず、水源かん養や水の浄化機能も併せ持つこと等我
が国の農林水産業の実態に適した形で評価する手法を策定し、我が国の視点を国
際規格化の議論に反映させる必要がある。  
 
○近年、局地的な豪雨や極端な小雨による渇水などを契機とし、水問題に対する国
民の関心が高まっているところであり、上記で策定した評価手法を農林水産業が持
つ水源かん養等の機能についてわかりやすく情報発信していく。 

事業内容 

事業効果 

○国際規格化への対応 
   ウォーターフットプリントの国際規格化において、本事業で検討した評価手法とのすり合わせ    
     を行い、我が国の農林水産業の実態に適したものとなるよう働きかけを行う。 
 
○農林水産業が有する水源かん養等の機能に関する情報発信 
  水資源の評価手法を活用し、生産形態ごとの水の有効活用の状況や農林水産業が持つ 
  水源かん養等の機能についてわかりやすく情報発信を行い、理解を醸成する。 



農林水産分野における遺伝資源利用促進事業（拡充）
【４７ 】（２８）百万円

対策のポイント
「強み」のある農産物等の創出を目指し、我が国の品種開発を加速させる

ため、海外の遺伝資源の円滑な導入・利用に必要な情報の提供や相手国等と

の意見調整を行います。

＜背景／課題＞

・ 強み」のある農産物等の創出を目指し、我が国における品種開発を加速させるため「

には、変化に富んだ海外の遺伝資源を円滑に導入できる環境が不可欠です。しかし、

近年、途上国を中心とする遺伝資源保有国において、権利意識の高まりから遺伝資源

の持ち出しを規制する傾向があります。

・このため、 や海外の遺伝資源を円滑に導入・利用するために必要な情報の収集・提供

を行います。有望な遺伝資源保有国との意見調整

政策目標

海外からの遺伝資源の取得に関する合意が４か国で行われる

（平成28年度）

＜主な内容＞

１．国内利用者への情報提供
国内利用者に対して遺伝資源の取得遺伝資源保有国において現地調査を実施し、

に係る国際ルール、諸外国の法制度や遺伝資源へのアクセス手続に係る専門知識及

を行います。び各国における遺伝資源の賦存状況等について情報の収集・提供

２．遺伝資源取得のために相手国等との意見調整
国内利用者と遺伝資源保有国政府、関連遺伝資源の取得に係る合意形成に向け、

を推進します。機関等との意見調整

委託費

委託先：民間団体等

［お問い合わせ先：大臣官房環境政策課 （０３－６７４４－２０１７ ］）

［平成26年度予算の概要］



農林水産分野における遺伝資源利用促進事業（拡充）【４７（２８）百万円】 

 
途上国を中心とする遺伝資源保有国において、権利意識の高まりにより、自国の遺伝資源の持ち出しを規制する傾向 

→ 我が国における遺伝資源を利用した研究活動や産業活動が停滞するおそれ 

国内遺伝資源利用者による海外の遺伝資源の円滑な導入と適切な利用を促進し、 
画期的な農作物等の新品種や新食品の開発を促進 

背景 

事業内容 

 情報の不足により遺伝資源の導入を躊躇する国内
利用者の不安を解消 

 国家間の関係構築、遺伝資源の探索等の効率化
につながり、遺伝資源の円滑な導入を加速 

 遺伝資源の取引方法等の合意により、国内利用者
による当該国の遺伝資源へのアクセスが可能に 

 他の遺伝資源保有国に応用可能な優良取引事例
の創出、育種主体への取得ノウハウの提供  

効果 

② 遺伝資源の取得の合意等に係る調整 

     我が国の利用者と相手国政府、遺伝資源保有機関等と
の遺伝資源取得交渉を推進 

① 国内利用者への情報提供 

 ・ 遺伝資源の取得に係る国際ルール               
（生物多様性条約、ITPGR、名古屋議定書（未発効）等） 

 ・ 遺伝資源の提供に関する諸外国の法制度 

 ・ 遺伝資源保有国における遺伝資源の賦存状況等 

 ・ 遺伝資源へのアクセス手続に係る専門知識 



遺伝資源の機能解析等に係る途上国能力開発事業（拡充）
【２９(２４）百万円】

対策のポイント
途上国との遺伝資源の取引を円滑にするため、遺伝資源の取引・運用制度

に関する理解促進や遺伝資源の探索及び機能解析等に関する能力向上を図る

取組を支援します。

＜背景／課題＞

・優良な形質を有した新品種の育成等には世界中にある様々な遺伝資源の活用が不可欠

です。

・しかしながら、近年、途上国を中心とする遺伝資源提供国において、遺伝資源に対す

る権利意識の高まりから遺伝資源の海外への持ち出しを規制する傾向にあり、遺伝資

源の国際的な取引が減少しています。

遺伝資源取引・運用制度に関する理解促進や遺・このため、遺伝資源提供国において、

を図り、遺伝資源提供国との信頼関係伝資源の探索及び機能解析等に関する能力開発

を醸成し、 があります。遺伝資源の取引を円滑にする必要

政策目標

海外からの遺伝資源の取得に関する合意が４ヶ国で行われる

＜主な内容＞

１．遺伝資源の取引・運用制度に関する理解促進

遺伝資源の国際取引に関するルールや、確実性・透明性の確保された適切な国内

制度の構築を目指し、政府担当者の理解促進を図ります。

２．遺伝資源の探索及び機能解析等に関する能力開発

我が国利用者にとっても有用な遺伝資源の発掘のため、専門家を派遣し、現地研

究者等を対象に遺伝資源の管理・保存及び収集した遺伝資源の機能評価等に係る技

術移転を行い、遺伝資源に潜在する機能解析等に関する人材の育成を図ります。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：大臣官房環境政策課 （０３－６７４４－２０１７ ］）

[平成26年度予算の概要]



遺伝資源の機能解析等に係る途上国能力開発事業（拡充）【２９（２４）百万円】 

途上国を中心とする遺伝資源保有国において、 
①遺伝資源に対する権利意識の高まりにより、自国の遺伝資源の持ち出しを規制する動き 
②遺伝資源の提供及び新品種開発に係る基盤が未整備 
→遺伝資源を利用した生産活動や研究活動が停滞するおそれ 

 
①遺伝資源の取引・運用制度に関する理解促進 
・遺伝資源提供国の政府関係者を対象に、遺伝資源の持続可能な利用が見込まれる適切な国内制 
度の構築のための理解促進を図る取組を支援 
②遺伝資源の探索及び機能解析等に関する能力開発 
・遺伝資源の探索・調整、保存・管理や機能解析等に係る技術移転及び人材育成に係る取組を支援 

国内制度の構築及び人材育成等に
より、遺伝資源を持続的に管理・提
供するシステムの確立に貢献 

背景 

事業内容 

資源提供国 日 本 遺伝資源の利用をめぐる良好な関係構築 

円滑な遺伝資源の取引により、新品
種開発を促進 

「攻めの農林水産業」
を実現するため、 

新品種開発の環境整
備を加速 



海外遺伝資源の導入円滑化
【２０４ 】（５２）百万円

対策のポイント
「強み」のある農産物の創出を目指し、我が国の品種開発を加速させるた

め、海外の遺伝資源の円滑な導入と利用推進を図ります。

＜背景／課題＞

・ 強み」のある農産物の創出を目指し、我が国における品種開発を加速させるために「

は、変化に富んだ海外の遺伝資源を円滑に導入できる環境が不可欠です。しかし、近

年、途上国を中心とする遺伝資源保有国において、遺伝資源に対する権利意識の高ま

りから遺伝資源の持ち出しを規制する傾向があります。

有望な遺伝資源保有国との良好な関係・このため、育種主体のニーズを踏まえた上で、

、 に取りの構築と導入ルートの確立 遺伝資源保有国内における有用な遺伝資源の特定

組み、海外遺伝資源の円滑な導入のための環境づくりを推進する必要があります。

政策目標

○ 海外からの遺伝資源の取得に関する合意が４か国で行われる

（平成28年度）

○ 植物新品種の出願数が１．５倍以上となる （平成32年度）。

＜主な内容＞

【遺伝資源の導入ルートの開拓】

１．農林水産分野における遺伝資源利用促進事業 ４７（２８）百万円

遺伝資源の取得に係る国際ルール、遺伝資源保有国の法制度、遺伝資源へのアク

セス手続に係る専門知識、遺伝資源の賦存状況等についての情報収集及び国内利用

者への情報提供、遺伝資源の取得に係る合意形成に向けた国内利用者と遺伝資源保

有国等との意見調整を推進します。

委託費

事業実施主体：民間団体、独立行政法人等

実施期間：平成24年度～平成28年度

２．遺伝資源の機能解析等に係る途上国能力開発事業 ２９（２４）百万円

、遺伝資源保有国政府担当者における遺伝資源の取引・運用制度に関する理解促進

遺伝資源の探索、機能解析等に関する能力開発を図ります。

ＯＤＡ（補助率：定額）

事業実施主体：民間団体、独立行政法人等

実施期間：平成25年度～平成28年度

［平成26年度予算の概要］
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３．食料・農業植物遺伝資源条約（ＩＴＰＧＲ）拠出金 ４１（０）百万円

多数国間スキームを効果的に活用し、海外の植物遺伝資源を円滑に導入できるよ

う、２５年秋に加入したＩＴＰＧＲに対し必要な資金を拠出します。

ＯＤＡ（拠出金）

拠出先：国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ）

【遺伝資源の利活用に向けた環境整備】

４．技術でつなぐバリューチェーン構築プロジェクト

（うち海外植物遺伝資源の収集・提供強化） ８７（０）百万円

アジア地域における遺伝資源保有国との共同研究により、当該国のジーンバンク

等に所蔵されている遺伝資源の特性を解明するとともに、熱帯地域の植物遺伝資源

の我が国における増殖手法を開発します。

委託費

委託先：民間団体等

お問い合わせ先：

１の事業…大臣官房環境政策課 （０３－６７４４－２０１７）

食料産業局新事業創出課 （０３－６７３８－６４４４）

２・３の事業…大臣官房環境政策課 （０３－６７４４－２０１７）

４の事業…技術会議事務局技術政策課（０３－３５０２－７４０６）



 
 

種苗会社、公設
試験機関、大学
等のニーズを把
握した上で、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 遺伝資源の導入には
信頼関係の下で国家間
の取引ルールを合意す
ることが不可欠 

 

○ 国内育種主体が導
入ノウハウを必要として
いる 

海外遺伝資源の導入円滑化に向けた取組について 

○ 権利意識を高めた途上国等からの遺伝資源の導入は極めて困難な現状。 
○ これを打開し、強みのある新品種育成に速やかにつなげていくため、育種主体のニーズを踏まえた上で、 
  ① 有望な遺伝資源保有国との良好な関係の構築と導入ルートの確立 
  ② 遺伝資源保有国内における有用な遺伝資源の特定 
  に取り組み、海外遺伝資源の円滑な導入のための環境づくりを推進。 

④ バリューチェーン構築プロジェクト（うち海外遺伝資源関係）（８７（０）百万円） 

   ・アジア地域を中心とした資源保有国との共同研究により、相手国ジーンバンク等に所蔵されて
いる遺伝資源の内容を調査し、育種素材として有用な遺伝資源の特性情報を解明 

   ・海外遺伝資源の効率的な増殖手法の開発 

③ 食料・農業植物遺伝資源条約（ＩＴＰＧＲ）拠出金（ＯＤＡ）（４１（０）百万円） 
   ・25年10月に加入したＩＴＰＧＲにおいて、効果的な多数国間スキームの活用の推進 

① 遺伝資源利用促進事業（４７（２８）百万円） 
   ・資源保有国の制度、資源賦存状況等を把握の上、特に優先的に取り組む国を設定し、当該国

からの資源取得を希望する育種主体とともに交渉を推進 

○ 有望な遺伝資源保有国との良好な関係の構築と導入ルートの確立 
【有望国との二国間関係の構築】 ※多数国間スキームが活用できない国・品目 

【多数国間スキームの効果的活用】 

○ 遺伝資源保有国内における有用な遺伝資源の特定 

○ 遺伝資源保有国ジー
ンバンクの遺伝資源の
特性情報等が充実して
おらず、効率的な検索
ができない 

 

○ 日本で熱帯産遺伝資
源の増殖が困難 

課題 

 
 ・必要な遺伝資源 
 ・重点地域・国 
 ・国毎の交渉手順 
 ・必要な特性情報 

等を整理し、 
 

各事業を 
効果的に展開 

② 途上国能力開発事業（ＯＤＡ）（２９（２４）百万円） 
   ・上記優先国の遺伝資源管理能力（国際ルール理解、保存・提供技術等）の向上を後押しし、

関係構築を円滑化 
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