第３章 海外由来遺伝資源の実態調査
１. 実態調査の概要
（１）実態調査の目的
アンケート結果を基礎に、海外の生物由来素材の取得及びその遺伝資源としての利用等
の実態及び取得・利用にあたっての不安等について、より詳細かつ具体的に把握すること
で、海外の生物由来素材を遺伝資源として利用する際の国内での取得・利用上の課題を把
握する。
なお、実態調査はアンケート回答者の中から抽出した対象者に個別ヒアリングにより実
施し、ヒアリングに際しては、生物多様性条約・名古屋議定書の概要等についての適切な
情報提供も実施。
ヒアリング実施期間

2016 年１月上旬～３月中旬

２. 実態調査の実施
（１）ヒアリング対象
①ヒアリング対象の概要
アンケート対象となっている企業・研究機関等の中から、以下の者。
・海外の生物由来素材を取得・利用している主要企業・研究機関等
・海外の生物由来素材の取得・利用に際して不安等を持っていると思われる者
・海外の生物由来素材の最初の輸入者の実態について有益な情報を持っていると思われる
者

②ヒアリング先の抽出
1）考え方
対象抽出は、アンケートの回答者数等から把握すべき中心となる業界を設定し、その
業界について、企業規模や利用する生物由来素材の種類等、幅広くカバーできるように
選定。
また、それ以外の業界についても同様に、生物由来素材の種類の観点等から可能な限
り網羅的に選定。
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2）業界別ヒアリング対象者
a）調査票①

研究開発用としての入手等に関する調査票

下表は、調査票①について業種別に、回答者数、生物由来素材利用者数、ヒアリング対
象者数を示したもの。ヒアリング対象は、生物由来素材を利用している者から選定し、特
に重要で数が多い業界を中心としつつ、可能な限り各業界からまんべんなく選定。
図表 53 業種別、ヒアリング対象数（研究開発利用）
業種

回答数

生物由来素

ヒアリング対

材利用者数

象数

農林水産業

100

48

19

製造業

188

86

12

53

9

1

1224

499

26

19

5

2

1,584

647

64

卸売・小売業
大学・研究機関等
その他
合計

注)業種に関する設問に回答した者のみであるため、アンケート総数とは異なる。
b）調査票②

原材料や商品等としての入手（輸入）等に関する調査票

下表は、調査票②について業種別に、回答者数、自社での研究開発利用者数、販売先で
の研究開発利用者数及びヒアリング対象者数を示したもの。ヒアリング対象は、自社内及
び販売先で研究開発用途として利用している場合を含む者から選定。
図表 54 業種別、ヒアリング対象者数（原材料輸入用）
業種
農林水産業
製造業
卸売・小売業
大学・研究機関等
その他
合計

回答数

自社で研究開

販売先が研

発用途として

究開発用途と

利用

して利用

ヒアリング対
象数

75

12

3

2

174

6

5

13

74

1

5

3

0

0

0

0

21

0

0

0

344

19

13

18

注)業種に関する設問に回答した者のみであるため、アンケート総数とは異なる。
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（２）ヒアリング内容
ヒアリングの目的は、１）海外からの生物由来素材の入手実態の類型的把握（アンケー
トで把握しきれなかった実情等の把握）、２）遺伝資源の利用者が抱えている不安の把握･
解消の把握、３）名古屋議定書に関する意見・要望等の把握とし、以下の通りヒアリング
内容を設定した。
１）海外からの生物由来素材の入手実態の類型的実態把握
生物由来素材の入手実態について、①研究素材として入手している場合と②一般材料
として入手している場合に分けて概略を聞き取り、それぞれ業種等の分野別に類型的に
把握。
研究素材か否かは、入手側が研究用素材として認識して入手したかどうかで判断。
①

研究用素材としての入手

a)生物由来素材アクセスの契約等実態把握
・海外からの生物由来素材の入手頻度
・１契約当たりの生物由来素材の形態（例：素材単体、粗抽出物等）及び量（契約の
単位：種の数、個体数、探索回数等）等
b)生物由来素材入手時の許認可･契約等の実態把握
・生物由来素材入手時の、相手国からの許認可や提供先との契約の有無等
・許認可等の情報に関する保存状況等（保存方法、期間等）
c)海外からの生物由来素材の取得状況等の実態把握
・生物由来素材の入手先・日本への導入先に関する情報等
②

一般材料としての入手

a)一般材料以外の利用（特に遺伝資源としての利用）の実態状況
・一般材料（商材）として生物由来素材を輸入した者が、国内で遺伝資源の利用を目
的とした者に販売・移転等を行う可能性及びその想定事例
２）遺伝資源等の利用者が抱える疑問・問題点の把握
遺伝資源等（生物由来素材も含む）の取得・利用者が抱える不安をヒアリングにより
聴き取り、疑問や問題点を把握・整理。
３）名古屋議定書に関する意見・要望等の把握
名古屋議定書の批准に際し、取得・利用者の疑問点や意見・要望等をヒアリングによ
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り聴き取り、疑問や要望等を把握・整理。

３. 実態調査結果の整理
（１）ヒアリング回答状況
平成 28 年 1 月 6 日にヒアリングを開始し、約２ヶ月間で 80 件以上のヒアリングを実
施した。
研究用素材としての入手に関するヒアリング：64 件
一般材料としての入手に関するヒアリング：18 件

（２）海外からの生物由来素材の入手実態の類型的実態把握
ヒアリング回答者 82 者から得られた結果を元に、入手されている生物由来素材を以
下の 11 の分類に分けて分野ごとの特徴等を整理した。

①農作物種苗
主に種苗メーカー、公設試験場、大学等研究機関で、農作物の種苗を入手、利用して
いる者を分類。
1）入手ルート・方法の実態
a）種苗メーカー
種苗メーカーが入手しているのは主に野菜種苗であるが、原則として市販品種を用い
た育種を行っている。海外からの生物由来素材の入手形態としては、①自ら海外を訪問
し、市場や取引先で市販品種を購入、もしくはサンプルとして分譲される、②論文をも
とに海外の研究者にアクセスし、提供を依頼する、③海外の種苗メーカー等からサンプ
ルとして提供される場合が多い。①については、種苗メーカーの管理部門を通して行う
場合もあるが、ブリーダーが海外出張や海外旅行をした際に購入するケース、海外の営
業職員が購入するケース等もある。また、サンプルとしての分譲とは、あくまで国内で
の販売可能性を検討するためであり、育種を目的として導入するものではないが、試験
栽培を行ったうえで有望なものについては育種に利用される場合もある。
b）大学等研究機関
大学研究機関は基礎的な研究やコレクション形成のために生物由来素材を入手して
おり、利用者は、野生種・栽培品種の直接取得、大学・研究機関からの取得、ジーンバ
ンクからの入手が中心である。
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c）公設試験場
作物･園芸分野の公設試験場は、近年海外からの生物由来素材の入手実績は少なくな
っているが、一部の試験場では導入を行っている。主な入手先は、海外ジーンバンク、
国内ジーンバンク（NIAS）
、大学教員を通じた入手である。
2）入手頻度
入手頻度は、大手種苗メーカー以外は、ほぼ年に数回程度である。大手メーカーは、
年間数百から数千点の生物由来素材を入手している。
公設試験場や大学の入手頻度は少なく、数年に１度、多くても年間数回程度である。
3）１契約あたりの生物由来素材の形態及び量、生物由来素材の形態・方法
原則として種の形で入手しており、入手する量はおおむね小袋単位であり数十グラム
程度（数十粒～数百粒）であるが、ある程度のロットで入手しなければならない場合（入
手先の最低販売ロットが大きい場合等）には数百グラム単位となる。
4）許認可･契約等の実態
a）種苗メーカー
ジーンバンクからの入手に際しては、当該バンクの MTA に従って入手するが、種苗
メーカー等から入手する場合は、商品として販売しているものの入手であると考えられ
ており、PIC（Prior informed consent）の取得は行われていない。
入手に際しては、多くが販売店や代理店を通した購入であり、特段の契約もなく通常
の商品購入の形態で行われるが、サンプル入手の場合などは、相手先の企業と契約等を
結んで導入する。また、海外の研究者から入手する場合は MTA を締結する場合もある。
b）大学等研究機関
大学研究機関が海外から生物由来素材を直接取得する際には、多くが現地の大学もし
くは公立研究機関との共同研究の形態で実施する。研究にあたっては、大学間（もしく
は大学―研究機関間）の研究交流協定がある場合が多く、そのもとで個別共同研究契約
等を締結して実施する。
なお、生物多様性条約で定めるところの PIC を取得している例は少ない。
c）公設試験場
公設試験場は、過去に農業生物資源研究所ジーンバンクとともに海外での生物由来素
材の探索、取得を積極的に行っていたが、現在はこのような探索事業はほとんど行われ
ていない。現在、海外から遺伝資源を取得する手法は多くがジーンバンクからの取得で
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あり、その際にはジーンバンクが定める契約を締結する。
また、国内の大学教員から間接的に入手する場合もあるが、その際は対象となる教員
が提供国と契約を行っている。
5）一般材料としての入手
1)でも触れたが、多くの種苗メーカーでは、研究開発用途ではなく、ライセンス販売
のために海外から生物由来素材を入手しており、実験農場で試験栽培を行ったうえでラ
イセンス販売の可否を決定する。ただし、その中で自社の育種に利用できると判断され
た素材があった場合には、研究開発用途へと転用する場合が見られる。研究開発用途に
転用される割合は不明であるが、最終製品として利用される率は非常に低いとのことで
あった。
また、種苗を生産しているメーカーではなく、種苗問屋が種苗を輸入している場合も
多い（また、多くの種苗生産メーカーは種苗問屋も兼ねている）。この場合、他の種苗
会社に販売したものが育種に利用しているかどうかはわからないとのことであったが、
おそらく利用されているであろうとのことであった。

②観葉植物種苗
原則種苗メーカーであり、観葉植物の種苗を入手、利用している者を分類。
1）入手ルート・方法の実態
花きなどに代表される観葉植物種苗を入手しているのは、種苗メーカーが中心となっ
ている。観葉植物は非常に種類が多いことから、種苗メーカーの販売カタログのうち、
自社で開発している部分はごく一部であり、それ以外は他社が開発した品種をライセン
ス販売するものである。
従って、企業間の種苗のやりとりは活発であり、海外種苗メーカー等から常にサンプ
ルを入手し、自社農場等で栽培･試験を行い、ライセンス販売の可否について判断して
いる。また、サンプル入手したものを自社農園で栽培し、ブリーダーが自社の育種に利
用できると判断した素材があれば、研究開発用途へと転用していると回答した企業と、
研究開発用には転用しないと回答した企業があった。
導入するサンプルは、ほとんどが種であり、種類によっては栄養体、組織そのものの
場合もあり得る。
2）入手頻度
頻度は企業によって異なるが、大手種苗会社では年間数百程度入手する。
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3）１契約あたりの生物由来素材の形態及び量、生物由来素材の形態・方法
入手する量はおおむね小袋単位であり数十グラム程度であるが、ある程度のロットで
入手しなければならない場合（入手先の最低販売ロットが大きい場合等）には数百グラ
ム単位となる。
4）許認可･契約等の実態
サンプル入手する場合は契約無しで提供されるものと契約を締結する場合の２通り
がある。一般的な品種については契約無しで提供される場合が多いが、特殊な品種につ
いては、契約を締結する。また、契約を締結する場合、研究開発用途への転用について
は、制限がかかることがある。企業間の契約に基づくものであり、PIC 等の取得は行わ
れていない。
5）一般材料としての入手
1)でも触れたが、多くの種苗メーカーでは、研究開発用途ではなく、ライセンス販売
のために海外から生物由来素材を入手しており、実験農場で試験栽培を行ったうえでラ
イセンス販売の可否を決定する（ライセンス販売のための導入は農作物種苗よりも頻
繁）。ただし、その中で自社の育種に利用できると判断された素材があった場合には、
研究開発用途へと転用する場合が見られる（転用しないという企業もある）
。研究開発
用途に転用される割合は不明であるが、最終製品として利用される率は非常に低いとの
ことであった。

③きのこ菌株
栽培用きのこの菌株を開発するために、きのこ菌株を入手、利用している者を分類。
1）入手ルート・方法の実態
新たな品種を開発するために、海外からキノコを入手して掛け合わせている。また、
海外市場（特に中国）への販売も広げている。
生物由来素材の導入先は米国、中国の研究機関、もしくは中国のメーカーである。中
国メーカーからの導入に当たっては、中国国内の業界紙等を参考にしながら購入してい
る。
また、入手に当たっては、研究機関でも価格が決まっており、それを支払う必要があ
る。研究機関から導入する際には商社を通している。
2）入手頻度
入手頻度はそれほど多くないが、年数回程度導入されている場合もある。
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3）１契約あたりの生物由来素材の形態及び量、生物由来素材の形態・方法
研究機関から導入する際は試験管内にスラントで保存された状態で入手するが、中国
のメーカーから導入する際は数株のキノコの状態で入手する場合が多い。
4）許認可･契約等の実態
保存機関から入手する場合、販売目的のための増殖は認められないが、内部での研究
目的の増殖は認められている。なお、入手したキノコを育種し、新種を開発した場合は
報告することとなっている。特に契約を結んでいるわけではなく、覚書程度である。
5）一般材料としての入手
きのこ菌株を一般材料としての入手している例はヒアリングできなかった。

④家畜精液
家畜精液を利用しているうち、今回ヒアリング対象となったのは、公設試験場であり、
入手した家畜精液を利用して品種改良を行っている。
1）入手ルート・方法の実態
多くの公設の畜産試験場では、乳用牛、肉用豚等の品種改良を目的として入手した家
畜精液を用いて交配を行っている。なお、入手については、商社を通して行っており、
主な入手先はアメリカやカナダといった先進国である。
2）入手頻度
入手本数は年間数十本程度であり、注文する頻度は 1 回～数回程度である。
3）１契約あたりの生物由来素材の形態及び量、生物由来素材の形態・方法
家畜精液は冷凍状態で導入され、チューブに入れられた状態で導入。量は 0.25ml や
0.5ml 単位。
4）許認可･契約等の実態
利用する公設試験場に対して、入手先（精液販売会社）から特別の許認可等は求めら
れていない。また、遺伝資源利用に関する契約についても特にはなく、通常の売買契約
で入手している。
5）一般材料としての利用
今回、家畜精液を一般材料として利用している例は見られなかった。上記に示した公
設試験場で入手している精液は、価格面から一般繁殖用に利用することはないとのこと
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であった。一方で、仮に畜産農家や企業が輸入精液を用いて繁殖を行った場合、それは
ほぼ自動的に改良につながるものであり、研究開発用途と判断される可能性もある。

⑤食品用素材
食品の原材料として生物由来素材を入手している者を分類。
1）入手ルート・方法の実態
基本的には、海外から食品用原材料を輸入し、国内で製造、加工、販売をしているが、
輸入した食料原材料の一部を研究用材料として利用し、新たな有効成分に関する分析等
を行っている。実際の輸入に際しては、商社を介している事が多いが、麦類などは農水
省が輸入（ただし、実際の輸入は商社に委託している）
。
2）入手頻度
原材料として輸入していることから、定期的に入手している。ただし、研究用として
利用するのは年間数回程度である。また、少量のサンプルを輸入する場合もあるが、こ
れについては年間数回～数十回となっている。
3）１契約あたりの生物由来素材の形態及び量、生物由来素材の形態・方法
原則として加工用原材料として輸入していることから、素材の形態・量については、
入手する素材の種類や用途等に応じて様々な形態がある。一方で、サンプルとして入手
する場合は、ごく少量のみ入手する。
4）許認可･契約等の実態
一般的な商取引の一部として認識しており、ABS に関する認識はない。
5）一般材料としての利用
一般材料として食品用素材を利用するケースは特に多数且つ多様であるが、今回ヒア
リング対象としたごく少数の企業のなかでも、一般材料として輸入した食品用素材を研
究開発用途に転用している例が見られたことから、同じような利用を行っている企業は
一定数いるものの類推できる。ただし、どの程度が遺伝資源の利用に当たる研究に当た
るかは不明確である。

⑥健康食品素材
健康食品の原材料として生物由来素材を入手している者を分類。
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1）入手ルート・方法の実態
健康食品素材を扱っている企業の多くが、既知の素材を組み合わせたり食べやすくし
たりといった開発を行って利用しており、健康食品素材を販売している海外企業等から
仲介業者を通して、サンプルとして受け入れる場合が多い。また、健康食品製造のため
に利用している原材料を評価サンプルとして利用する場合もある。
一方で、一部であるが新たな素材開発等を行っている企業（ベンチャー企業等に多い）
では、先進国（欧州）の海外コレクションから入手している例が見られる。その際には、
データベースより目的の素材を選出し、コレクションに対して依頼して費用（大学用、
私企業用で金額に差）を支払い、郵送で入手している。
2）入手頻度
健康食品用の原材料として輸入する場合には、年間通じて導入するが、研究用資材と
しての頻度は年間数回程度である。
3）１契約あたりの生物由来素材の形態及び量、生物由来素材の形態・方法
基本的には評価のためのサンプルとして入手するものであり、１回当たりの量はごく
少量である。
4）許認可･契約等の実態
健康食品素材を販売している企業からの入手している場合、あくまでサンプルとして
の入手であり、契約等は締結していないとのこと。また、新たな機能性等を開発するも
のではなく、既知の成分について、その評価を行うものである。
海外コレクションから入手している場合は、当該コレクションとの間で MTA を締結。
MTA には、産業利用禁止条項が含まれている。
5）一般材料としての利用
一般材料として輸入した健康食品用素材については、多くの企業等で比較試験、食べ
やすくするための加工方法の研究、素材の組み合わせ検討等が行われているが、遺伝的
特性を利用した研究開発を行っている例は今回の調査で見られなかった。

⑦生薬用素材
生薬の原材料として生物由来素材を入手している者を分類。
1）入手ルート・方法の実態
国内メーカー、国内商社を介して、一般に市販されている植物、植物の一部、生薬粉
末の形で購入して薬効成分の研究を行っている。成果が得られれば製品に導入する。
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2）入手頻度
購入頻度はまちまちであるが、原則、年間数回程度。ただし、研究が進んで実用化目
前に至ると素材によっては月１回程度購入するケースもある。
3）１契約あたりの生物由来素材の形態及び量、生物由来素材の形態・方法
形態としては植物の該当部位をそのまま乾燥した形で入手する。入手するのはごく少
量であるとのこと。
4）許認可･契約等の実態
利用側としては、PIC の必要性等については把握していない。基本的には仲介者より
購入しているという認識。
5）一般材料としての利用
一般材料として輸入した生薬用素材については、多くの企業等で比較試験、素材の組
み合わせ検討等が行われているが、遺伝的特性を利用した研究開発は今回の調査で見ら
れなかった。

⑧微生物
生物由来素材として微生物を入手している者を分類。業種としては、食料品製造業、
飲料・たばこ・飼料製造業、医薬品製造業、大学等研究機関が該当する。
1）入手ルート・方法の実態
a）仲介業者ルート
アジア諸国から食品に含まれる微生物を研究するために、仲介業者を通じて利用して
いる例が見られた。相手国研究機関が収集した食品を送ってもらい、DNA 解析によっ
て同定し、特徴を把握するほか、実際に原材料として利用して食品生産を行い、狙い通
りの食品ができるかどうかを確認している。
b）NITE スキーム
海外からの微生物導入に当たって、自ら探索を行い、NITE のスキームを活用する事
例が見られた。
■NITE スキーム：(独)製品評価技術基盤機構（NITE）が実施するスクリーニング株提
供について
NITE では、アジア諸国との間で「微生物資源の保全と持続可能な利用に関する覚書」
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（MOU）及び共同研究契約（PA）を締結し、生物資源遺伝資源の保全とその利用を図
るための共同事業を進めている。そこで収集した微生物を、日本国内の企業、研究者へ
提供。対象国は、インドネシア、ベトナム、モンゴル、ミャンマーとなっている。

c）海外企業からの導入
アメリカ、欧州の醸造関係機関など、醸造関連酵母の分譲をビジネスとして実施して
いる企業から導入する事例が見られた。
d）公的コレクションからの入手（商社を仲介）
非常に特殊なもの以外は、ATCC(American Culture Collection)から入手。ATCC か
らの細菌の入手については、商社を介して行っている。単離菌株（アンプルに封入され
た凍結乾燥菌体等）で入手しており、１つの「ATCC 株分譲依頼書」で、複数の菌株の
購入が可能。
e）学術研究用の交換ルート
基礎研究過程で使用するための研究用ツールとして樹立された微生物（非病原体）
、
動物培養細胞、プラスミド等については、研究所内･国内･海外を問わず、研究者間で交
換されている。学会や論文等で発表されたものを見て、良さそうだと思ったらコンタク
トを取り、提供してもらう。
2）入手頻度
微生物の入手頻度は総じて低く、多くの回答者が数年に１度程度であり、多いところ
でも年間に１～２回程度であった。
3）１契約あたりの生物由来素材の形態及び量、生物由来素材の形態・方法
企業や公的コレクションなどから入手する場合は１契約当たり数株程度入手する場
合が多い。なお、ATCC の場合、1 株当たり 10 万円程度の費用がかかる。また、導入す
る場合は単離された微生物を、凍結乾燥菌体、L-乾燥菌体、グリセロールストック等の
形で入手している。
また、NITE スキームで入手した場合は、１回につき数十～数百株程度導入している。
4）許認可･契約等の実態
a）仲介業者ルート
入手に際しては、仲介業者を介して行っており、当該業者が相手国政府から PIC を取
得している。仲介業者を介する場合、先方研究機関との研究委託や共同研究契約を締結
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している。分離した菌株は相手国研究機関に帰属する契約で、第３者への分譲は契約で
禁止されている。商業利用に発展する場合は改めて許可取得･契約締結を行う必要があ
る。
b）NITE スキーム
許認可については NITE のスキームを活用している。また、NITE 事業により接点が
できた研究所と NITE のスキームを踏襲した形で共同研究を実施。基本的に NITE、相
手国機関との間の MOU に基づき、NITE、相手国機関、企業の３者間契約を締結する。
微生物株の帰属は提供国側にあり、一定期間の優先使用権与えられスクリーニング等
に利用することができる。期間終了後は廃棄する。
c）海外企業からの導入
発注書等に基づく、通常の売買契約のもとで入手しており、ABS 関連の手続きを求め
られたことはない。ただし、取引先企業は米国、欧州等先進国の企業であり、現在、米
国などの先進国での ABS に関する政府許可書等の発給制度がある国は少ない。
d）公的コレクションからの導入
ATCC からの分譲には、
「ATCC 株分譲依頼書」が必要。その他、
「Biosafety Level 2
の病原体の取扱いに関する誓約書」、動物検疫や植物防疫関係の申請書が必要になる場
合もあるが、現在、米国で ABS に関する政府許可書の発給制度は無い。なお、
「ATCC
株分譲依頼書」への署名により、
「ATCC Material Transfer Agreement」
（ATCC MTA）
へ同意したものと見なされる。
e）学術研究用の交換ルート
微生物のやりとりについて MTA を締結するかどうかはケースバイケースである。
5）一般材料としての利用
微生物は多くの場合、研究開発用途に利用することを意図して入手されており、今回
は一般材料として利用している例は見られなかった。

⑨実験動物
実験動物、もしくは実験動物用精子等を入手している者を分類。今回のヒアリングで
対象としたのはいずれも研究機関であった。
1）入手ルート・方法の実態
実験用動物については、国内外にコレクション（国内：理化学研究所、米国：ジャク
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ソン研究所、欧州コンソーシアム等）があり、そこから導入されている。また、他の研
究者から譲ってもらう場合も多い。
2）入手頻度
入手頻度は年 1～2 回程度。
3）１契約あたりの生物由来素材の形態及び量、生物由来素材の形態・方法
生体をそのまま輸送することから、1 回当たり同じものを２匹ずつ送ってもらう。
4）許認可･契約等の実態
契約に当たっては、各機関の規定に従った MTA を締結する。遺伝子組み換えマウス
については、カタルヘナ条約に基づき情報提供書が添付される。なお、PIC については、
確認できなかった。
5）一般材料としての利用
実験動物は多くの場合、研究開発用途に利用することを意図して入手されており、今
回は一般材料として利用している例は見られなかった。

⑩抽出 DNA
生物由来素材として抽出 DNA を入手している者を分類。いずれも研究機関・大学で
あった。
1）入手ルート・方法の実態
抽出 DNA については、国内外を問わず研究者間で移転されている。学会や論文等で
発表されたものを見て、よさそうであればコンタクトをとって譲ってもらう。
2）入手頻度
研究者一人当たり年間１～２回程度行うことのこと。ただし、研究者が多い研究機関
等では、年間数百回に達する。
3）１契約あたりの生物由来素材の形態及び量、生物由来素材の形態・方法
形状は研究者により様々でチューブ等の入れ物に水を満たした状態の場合もあれば、
便せんに付けて送ってくる場合もある。量はごく少量で事足りるため、ミリグラム、マ
イクログラム単位。
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4）許認可･契約等の実態
ＤＮＡの入手について、もともとは自由に入手していたが、近年ではＤＮＡは簡単に
増やすことができてしまう等の理由から、提供者と利用者でＭＴＡを締結することが増
えてきているとのことであった。
5）一般材料としての利用
抽出 DNA は多くの場合、研究開発用途に利用することを意図して入手されており、
今回は一般材料として利用している例は見られなかった。

（３） 遺伝資源利用者が抱える不安の解消
ここでは、ヒアリングで聞き取った、遺伝資源の取得・利用者が抱える不安等について
とりまとめた。ただし、これらは、不安に感じると想定される点をあらかじめ列挙したう
えで、質問したわけではないため、かならずしも普遍的な意見であるとはいえない点に留
意すべきである。

①国内手続きの明確化
ヒアリングでは、研究開発を妨げないような制度にして欲しいという要望が出ている
一方で、決められた手続きを行うことは負担ではないが、何をしなければならないのか
を調べることは負担であり、明確な手続きとして欲しいといった意見が聞かれた。また、
「忘れていた」というのが一番問題となるので、国内での手続きを導入するのであれば、
この手続きを踏まなければ国内にいれられないといったものにして欲しいという意見
があった。
現時点では、国内措置で求められる手続きの内容や罰則の有無等が明らかになってい
ないこともあり、知らないうちに違反等が生じ、何らかの罰則を受けるのではないかと
いう不安を感じていると考えられる。

②対象となる遺伝資源の明確化
国内措置で対象とする遺伝資源について、用語の定義等も含め明確に定めて欲しいと
いう意見が複数あった。
生物多様性条約の第２条において、
「遺伝資源」は、
「現在あるいは潜在的に利用価値
のある遺伝素材」、「遺伝素材」は、「遺伝の機能的な単位を持つ生物その他に由来する
もの」とそれぞれ定義されているが、具体的に何が対象となっているかは明確ではない
ことから、利用者の立場からは、自らが利用している生物由来素材が制度の対象となっ
ているかどうかがわからず不安を感じていると考えられる。
なお、対象となる遺伝資源について、本来の生物多様性条約の趣旨は、提供国に自生
しているようなオリジナルな遺伝資源を保全する事にあるため、名古屋議定書の国内措
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置については、当該趣旨に基づき、このような遺伝資源のみを対象とするといった措置
にして欲しいという要望を出した者もあった。

③これまでの入手･利用方法、商習慣等に準じた手続きの検討
海外生物由来素材については、業界毎に、これまでの商慣習、ルール等に従って入手･
利用が行われている。これらは業界特性等に応じて長い期間の中で調整されてきたルー
ルであり、これが今後も継続できるかどうかに対する不安が聞かれた。さらに、名古屋
議定書によって、研究スピードが落ちたり、遺伝資源を利用した製品の購入者（例えば
農業者等）にまで、何らかの規制がかかったりすることがないか懸念されていた。
また、実験動物その他研究用試料等、研究開発用途に利用されている素材のなかで、
現在の商慣行上、一般流通品として流通しているものが多数存在する。これらについて
は、現行 PIC や MAT 等を意識することなく、カタログから選んで購入している場合が
多く、それらまでが規制の対象となり、何らかの手続きが必要となるかどうかについて
不安が聞かれた。

④提供国の提供者の法制度等の認識不足
提供国の研究者等が、提供国内での制度をよくわかっていないことを不安に感じてい
るという声もあった。例えば、事業化が見込まれる遺伝資源であっても、提供国の手続
きを確認して欲しいと伝えても、提供した大学教員は自由にしてよいという一点張りで
あり、契約や利益配分等の取り決め等を全くしていないといった話が複数の者から聞か
れた。

⑤提供国の規制意識の高まりへの不安
名古屋議定書の発効等を機に、提供国が資源の持ち出しにより敏感になることへの懸
念が示されている。具体的な例としては以下のようなものが挙げられた。
1）入手した遺伝資源を他社が利用して製品開発した場合のクレームに関する懸念
自社で海外から入手した遺伝資源のうち、何らかの要因によって漏洩した遺伝資源や
開発した製品に含まれる遺伝資源を利用して他社が新たな製品開発を行った場合に提
供国からクレームを付けられる可能性があるのではないかという懸念が聞かれた。
また、種苗などについては、開発した商品を他社が勝手に増殖 して販売するという
例が見られる（国内外含む）。それら勝手に増殖されて販売された商品に対するクレー
ムや利益配分の要求を受けるのではないかという懸念が示された。
2）国境を越えて広く分布する生物由来素材利用に関するクレームへの懸念
国境を越えて広く分布する生物由来素材を利用する場合、日本や PIC が必要ない先進
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国で収集した素材であったとしても、他の国から勝手に持ち出したのではないかという
クレームを受ける可能性はないか、という懸念が示された。
3）派生物に対する規制の広がりに対する懸念
派生物の一つである酵素は、代謝の結果として生じたタンパク質であるが、このアミ
ノ酸配列から塩基配列を解析すれば、当該酵素の生産に関与した遺伝情報をある程度推
定することが可能である。今後、このような解析技術の発展等に伴って、現状、生物多
様性条約における利益配分の対象となっていない派生物等にまで規制範囲が広がる可
能性があるのではないかという懸念が示された。
4）基礎研究に対する利益配分についての懸念
公的研究機関等で基礎研究を行い、その成果などを活用して企業等が製品開発を行っ
た場合、それによる利益配分の要求が基礎研究機関にまで求められるのではないかとい
う懸念が示された。
5）病原体の利用に関する制限に対する懸念
家畜用ワクチン開発等を行う場合、病原体が必要になるが、近年では病原体の国外へ
の持ち出しを規制する国が増加している。特定の国でしか広がっていない病気等につい
て、病原体が入手できないと開発が進まず、いざ日本に入ってきた際に迅速な対応を行
うことができないとう意見があった。

⑥日本の遺伝資源の流出についての不安
海外に日本の遺伝資源を持ち出すことがあった場合に、どうやって守るかが課題とな
るという意見が複数の者から聞かれた。ヒアリングでは、万が一盗まれてしまった場合、
完全に自社株であるという証明は難しいとのことであった。
「名古屋議定書に係る国内措置のあり方検討会報告書」
（環境省とりまとめ）では、
「現
時点では、遺伝資源等についての国内 PIC 制度は措置すべきではない。しかし、遺伝資
源を巡る情勢の変化等から将来的に必要になる場合に備えて検討は継続すべきである。」
とされているが、日本の遺伝資源が無制限に流出することに危機感を感じている者が一
定数いる事に留意する必要がある。

71

第４章 まとめ
１. 遺伝資源として取り扱われる生物由来素材について
入手されている生物由来素材のパターンとして、本アンケート及びヒアリングの設計
段階においては、
「研究用素材」
「一般材料」の２種類を想定していたが、調査を進める
に当たって、その境界の判断が難しいものが数多く得られた。ここでは、まず入手され
ている生物由来素材のパターンについて考察する。

①生物由来素材そのものの特性による違い
1）生態系･自然環境に依存した素材と開発された素材の違い
まず、生物由来素材そのものの特性として、入手する相手国の生態系に依存した独自
の素材（例

自然環境から入手した微生物素材等）と、既に育種、改良･開発等がなさ

れた素材（例 開発された種苗、既知の機能性を含んだ生物由来素材等）の２パターン
があり、実際に入手されている素材としては、圧倒的に改良等がなされた素材の方が多
くなっている。
また、既に育種、改良･開発がなされた素材のなかには、研究素材として商業ベース
で流通しているもの（例 研究用に開発され、研究資材として販売されている微生物や
実験動物等）や一般材料として流通しているもの（例 種苗等）がある。
2）生息域内で保存された素材と生息域外で保存された素材の違い
上記とも関連するが、生物由来素材の保存状況の違いにより、対象生物の生息域内で
保存（生息・栽培等）されている素材と、生息域外で保存（種子保存、凍結保存等）さ
れている素材との２パターンがある。
さらに、素材の保存場所や保存者等により、生息域内で保存されている素材について
は、自然状態での保存と農地など管理された状態での保存とに、生息域外で保存されて
いる素材については、コレクション（生物資源を収集し、生息域外での保存を行う組織、
施設）による保存、その他公的研究機関による保存、営利目的を持った企業等による保
存等に分けることができる。

②生物由来素材の利用方法による違い
生物由来素材を用いて研究開発を行う場合、その利用方法の違いによってもいくつか
のパターンがある。具体的には、その素材が持つ特性を利用した新たな素材・機能性物
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質等の開発等を行う場合（例

植物育種、新たな機能性物質の開発等）
、既に開発され

た機能性物質等をより効率的に抽出･精製するための手法開発（例

既知の機能性成分

を効率的に抽出する研究等）、他の生物由来素材が持つ機能等を評価するための指標と
しての利用（例

開発している他の機能性成分を評価するための対照利用等）、素材の

特性等を見極めるための評価･試験（例

種苗の試験栽培、一次評価等）等が挙げられ

る。
また、それぞれの場合において、純粋学術利用と商用利用があり、当初学術利用され
ていた素材についても、その後商用利用へと転化される場合がある。

２. 遺伝資源を含む生物由来素材の入手状況
（１）海外生物由来素材入手の流通形態
①国内に最初に海外生物由来素材を持ち込む者
海外生物由来素材について、国内流通の起点となる者について考察する。なお、以下
ではアンケート及びヒアリング調査等で得られた結果から想定される一般的な者であ
る。下表の「主要な入手方法」とは当該素材を利用して研究開発等を行う者が生物由来
素材を入手する方法を示している。
図表 55 国内に最初に海外生物由来素材を持ち込む者
素材種類

主要な
入手方法

① 農作物種苗

国内に最初に海外生物由来素材を持ち込むと想定され
る者 ※

直接

・種苗メーカー、公的研究機関、大学研究機関等

間接

・公的コレクション［対種苗メーカー等］

② 観葉植物種苗

直接

・種苗メーカー、公的研究機関

③ きのこ菌株

直接

・種苗メーカー

間接

・商社［対種苗メーカー等］

④ 家畜精液

間接

・商社［対研究機関等］

⑤ 食品用素材

間接

・商社［対原材料製造メーカー等］

⑥ 健康食品素材

間接

・コレクション［対健康食品企業等］

⑦ 生薬用素材

直接

・生薬メーカー

間接

・商社［対生薬メーカー、原材料製造メーカー等］

間接

・仲介業者［対研究機関等］

直接

・研究者（自ら探索して入手、公的機関スキーム活用）

間接

・仲介業者［対企業、研究機関等］

直接

・研究者（他国の研究者からの直接入手）

直接

・研究者（海外コレクションからの直接入手）

⑧ 微生物

⑨ 実験動物
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⑩ 抽出 DNA

間接

・国内コレクション［対企業、研究機関等］

直接

・研究者（他国の研究者からの直接入手）

直接

・研究者（他国の研究者からの直接入手）

その他ヒアリングにより詳細が把握出来なかった業界（農畜産関連業、油脂加工製
品・石鹸等製造業、食料･飲料卸売業、その他卸売・小売業等）が主に入手されている
生物由来素材は、作物（種子、苗、たねいも等）
、微生物（病原微生物以外）
、農産加工
物、その他加工食品であった。
入手ルートとしては、海外で原材料として一般に流通しているものを購入している場
合、海外の仲介者から入手する場合、海外の保存・分譲機関から入手する場合、共同研
究・業務委託等を行っている海外研究機関から入手する場合等があった。

②海外生物由来素材の入手ルート類型化と PIC、契約情報の伝達の現状
海外生物由来素材の入手ルートを類型化する際の大きな区分として、商品として流通
している素材をメーカーや商社等が購入して入手するルート（商品ルート）と、商品と
してではなく、共同探索による生息地からの入手、公的なコレクションや研究者同士の
交換等の方法で入手するルート（商品以外のルート）に分けることができる。
商品ルートは、現状では商品として認識されていることから、PIC(Prior informed
consent)取得等については、これまでほとんど意識されていない。ただし、商品として
流通している生物由来素材の中でも、一般商材として流通しているもの（例

種苗、食

料品原材料）と、研究開発用素材として認識されているもの（例 微生物等の研究材料
等）がある。
また、商品以外のルートについては、主な入手先として、国内外コレクション、研究
者、仲介業者･機関がある。
図表 ４-56 生物由来素材の流通ルートパターンと PIC、契約等の状況
商品ルート

ルートパターン
一般商材
直接入手
（海外メーカ
ー、商社等）
間接入手
（国内メーカ
ー･商社等）

PIC、契約等の状況
-海外メーカー等から直接的に入手して
いるルート。
-原則として通常の売買契約であり、PIC
については認識されていない。
-国内メーカー･商社等を通して入手して
いるルート。
-原則として通常の売買契約であり、PIC
については認識されていない。
-また、輸入しているメーカー･商社も
PIC 等は認識しておらず、国内での販売
先の遺伝資源としての利用についても
具体的には関知していない。
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主な業界等
種苗生産、医
薬品製造業

種苗生産、食
料品製造業、
医薬品製造
業

研究開発
用素材

間接入手
（国内メーカ
ー･商社等）

直接入手
（海外メーカ
ー･商社等）

商品以外のルート

研究開発
用素材

海 外
コ レ
ク シ
ョン

直接入
手

間接入
手（商
社 経
由）

間接入手
（国内コレク
ション）

直接入手
（研究者）

間接入手
（仲介業者・
機関）

-研究開発用に国内メーカー･商社を通し
て入手するルート。
-一般的に通常の売買契約で導入。現状
は、主に先進国から入手することが多く
PIC 等は必要ない。
- 研 究 試薬 メー カ ー、 商社 等 の一 部で
MTA 等を締結する場合がある。
-研究開発用の素材を海外メーカー、商社
を通して入手するルート
-一般的に通常の売買契約で導入。現状
は、主に先進国から入手することが多く
PIC 等は必要ないことが多い。
-海外のコレクションにアクセスして自
ら入手するルート。
-原則として当該コレクションの MTA に
準じて導入している。
-海外コレクションから商社経由で入手
するルート。
-微生物を扱う場合、一般的に覚書程度の
契約、新種を開発した際はコレクション
機関に報告。先進国からの入手が主であ
り、PIC 等は必要ないことが多い。
-国内のコレクションを通じて入手する
ルート。
-当該コレクションの MTA にて導入。国
内コレクションでは、PIC 等は求められ
ない。
-海外の研究者にアクセスして入手する
ルート。
-MTA を求められる場合もあるが、多く
は契約等に至らず研究者間の合意によ
る導入。
-研究開発用の素材を仲介業者や国内研
究機関を通して入手するルート。
-PIC 等については、仲介業者・機関が取
得してくれる場合や取得のサポートを
行ってくれる場合がある。

大学、研究機
関、公設試験
場

種苗生産

種苗生産、食
料品製造業、
医薬品製造
業、大学、研
究機関
食料品製造
業、医薬品製
造業、大学、
研究機関

種苗生産、医
薬品製造業、
大学、研究機
関
種苗生産、大
学、研究機関

大学、研究機
関、公設試験
場

③一般材料として入手した素材の研究用途転換の状況
1）種苗
農作物種苗の入手については、販売するために入手した素材のなかに良い形質を持つ
ものがあれば（販売用として入手したものも一旦は全て評価する）、育種に利用するこ
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とがある。一方で、販売されている種苗を育種材料として利用することは、これまでの
慣行上行われてきたことであるため、PIC や MAT といった手続きに関する認識はほと
んど無いのが現状である。
また、販売用として流通させた種苗について、販売先が育種材料に利用している可能
性は否めないものの、売買契約等により転用実態把握を求められていない中で、販売し
た企業がそれを把握することは通常行っていない。
このことから、一般商材としての種苗を研究用に転換することは慣習上一般的に行わ
れているが、現状では特に利用目的で区別した流通とはなっていないことから、その把
握は困難と考えられる。
2）健康食品用材料
健康食品生産の原材料として天然物由来素材（原材料）を輸入している企業では、そ
の原材料を研究用素材として利用している。一方で、それを研究開発に利用した場合に、
改めて PIC が求められるといった問題は現状生じていない。
また、原材料の販売者が、販売先において、それを製品原料のみに使っているか、研
究開発にも使っているかは把握することは通常行っていない。
このことから、一般材料として海外から入手した健康食品用材料を研究用に転換する
ことは慣習上一般的に行われているが、現状では特に利用目的で区別した流通とはなっ
ていないことから、その把握は困難と考えられる。
3）化粧品用原材料
化粧品用原材料として天然物由来素材（原材料）を輸入している化粧品素材企業では、
その原材料を研究用素材としても利用しているが、研究開発に利用した場合でも、これ
まで PIC が求められるといった問題は生じていない。仮に、PIC が求められることにな
れば、企業としてはその国を回避して別の国のものを利用する意向が強い。
特に、化粧品のように様々な化学品や添加剤の混合で成立する商品では、特定の天然
物由来エキス等は、数多い混合物の一つとして少量添加するだけであり、必須ではない。
また、商社等を通じて利用する場合、商社において原材料の販売先が、それを製品原
料のみに使っているか、研究開発にも使っているかの把握は特に行っていない。
このことから、化粧品用原材料として入手したものの研究転用の可能性はあると考え
られるが、現状では特に利用目的で区別した流通とはなっていないことから、その把握
は困難と考えられる。また化粧品用原材料は、素材の代用や複数国からの入手が可能な
ものが多いため、今後入手先の国で PIC 制度が設定された場合、企業としては他国から
の入手も含めた取引の検討が行われることも考えられる。
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4）食品用素材
食品メーカーでは、新たな食味や味覚、機能性を与えるための研究等を行っており、
そのために研究用サンプルとして様々な生物由来素材を海外から入手して利用してい
るが、自社で加工用に利用する原材料であっても、研究開発用に利用することがある。
また、加工等に用いる食品用素材について、品質管理ために、先行サンプルを入手して
評価等を行っている。
一般的な食品用素材の場合、新規の素材や機能性成分の探索よりもむしろ既存の素材
や既知の成分の組み合わせ等に関する研究開発が主体である。
このことから、食品加工用素材の研究転用の可能性はあると考えられるが、食品の研
究開発には新規の機能成分等の探索といったものと、単純に既知の成分の配合割合を研
究し、より良食味の商品を開発するといったものがあることにも注意が必要。
5）生薬用原材料
基本的には、生薬の原材料として入手している。研究開発としては、加工や服用しや
すい形の研究、性能試験等が中心であり、当該原材料を用いて新たな製品開発を行って
いるという事例は見られなかった。
当該原材料を卸している先の企業についてもおそらく状況は同じではないかとのこ
とであった。ただし、大学等の研究機関に提供する場合もあり、その際は研究に利用さ
れていると考えられる。
このことから、生薬の原材料の研究転用の可能性はあると考えられるが、4）と同様
に研究開発としての目的の違いにも注意が必要。
6）研究用試薬
1)～5)については、それぞれ特定の生物由来素材を入手している者についてまとめた
が、一方で、様々な分野の研究者等に対して幅広く研究用試薬を販売している、研究用
試薬企業がある。この研究試薬企業が取り扱っている品目は多岐にわたっており、点数
も非常に多い（数百万品目）。微生物（病原菌以外）、動植物由来の組織、細胞、抽出
DNA、種子、派生物等の多様な品目を１社で取り扱っている。この場合は、研究用素材
として販売しているため、これを用いた研究を行っている事は認識している。また、販
売先が研究用試薬を混合し、研究用試薬キットとしてさらに販売する場合もある。
仕入れに関して、関連法規制はチェックしており、国内他社が仕入れている場合も確
認している（一義的には仕入れメーカーが対応）。ただし、PIC が求められるケースは
今のところ無く、カルタヘナ法、検疫に係る対応が中心。
現状はほとんどが通常の売買契約で流通しているが、一部増殖可能な素材については
MTA が求められている。
このことから、研究用試薬は一般的な商品でありながら、ほとんどが研究開発を目的
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としているため、販売先での使用目的も研究開発と考えられる。このため途中での用途
変更は想定されない。

（２）海外生物由来素材入手にあたっての契約状況
アンケート調査より、海外生物由来素材を入手したことのある者（974 者）のうち、
直接入手しているのは 236 者であった。その 236 者に対して、事例ベース（アンケート
調査の問 6-③）で PIC、MAT の取得状況を確認すると、PIC の取得件数が 17 件、MAT
の件数が 35 件であった。なお、この件数は今回のアンケート調査で回答頂けた過去の
事例の総数である。
PIC を取得している 17 事例のうち、素材の種類について最も多かったのが微生物で 5
件であった。また、その他の生体（古代に生棲した哺乳類の組織の一部、野生動物（ネ
ズミ類）
）が 3 件、抽出された DNA 及びその他（抽出された DNA 以外の物質）が各 2
件であった。利用分野については、11 件が純粋な学術分野での利用であり、2 件が医薬
品・医薬関連素材であった。
MAT を締結している 35 件のうち、
素材の種類について最も多かったのが微生物で 10
件、抽出された DNA が 5 件、病原微生物物及びその他の生体が各 3 件であった。また、
利用分野については、21 件が純粋な学術分野であり、その他農林水産分野の開発が 9
件あった。
現状では、提供国の国内措置（PIC の発給等）が未整備の国が多いことから、直接入
手した中で PIC、MAT を取得している例は少ないが、現在でも学術分野の特に微生物
に関しては、取得例が出てきている。これは、微生物の場合、NITE 等のスキームがあ
ることも大きいと想定される。今後、国際ルールに従った素材の入手を進めるためには、
このような雛形の設定も有効であると考えられる。

（３）海外生物由来素材の入手形態
海外生物由来素材を入手する際の形態（種、生体等）、分量等について、主にヒアリ
ングを中心にとりまとめたのが下表である。多くの場合で導入するのはごく少量となっ
ている。
図表 57 海外生物由来素材の入手形態
素材種類

入手形態

① 農作物種苗

・多くが種子形態で少量（数十粒～数百粒（数グラム～数十グラム））
での入手である。

② 観 葉 植 物 種 ・多くが種子形態で少量（数十粒～数百粒（数グラム～数十グラム））
苗

での入手である。
・ただし、苗での導入もまれに見られる。
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③ きのこ菌株

・試験管内にスラントで保存された状態で入手。
（コレクション）
・キノコ数株（メーカー）

④ 家畜精液

・冷凍でチューブに入れられた状態で入手。

⑤ 食品用素材

・業態、素材により様々

⑥ 健康食品素

・導入する素材により様々

材
⑦ 生薬用素材

・植物部位をそのまま乾燥した状態（ごく少量）

⑧ 微生物

・単離菌株（アンプルに封入された凍結乾燥菌体）

⑨ 実験動物

・生体状態で輸送（途中で死亡する可能性があるので２匹を最低数と
して入手）

⑩ 抽出 DNA

・ｍｇ単位、μｇ単位といったごく少量。チューブ等に入った状態や、
便せんでそのまま届く場合もある。

（４）海外生物由来素材入手後の情報の保管状況
アンケート調査では、入手した生物由来素材の情報管理について、組織全体の方針で
管理しているのは４割程度、現場の研究室･部署単位での管理が３割程度、個人単位で
の管理が４分の１程度であった。なお、業界別にみると企業では医薬品製造業において、
組織全体の方針で管理している比率が高く、種苗業界は個人単位での管理比率が高くな
っていた。
ヒアリング調査で見ても、情報管理に対するスタンスは各社ばらばらである。なお、
組織や部署で規定を定めていない組織へのヒアリング内容から、取引数量が少なく、個
人管理で問題ないという意見もあり、取り扱う素材の量も管理水準に影響している可能
性がある。
個人または大学等の研究室単位で情報を管理している場合、教員等管理者の異動や退
職、組織再編等により、情報が適正に引き継がれない可能性がある。遺伝資源の利用に
あたっては、提供者の信頼を得ることが重要であることから、少なくとも個人や研究室
単位の就業状況の変化等に左右されない管理体制を構築することが望ましいと考えら
れる。
このような問題の解決方法の一つとして、組織全体での管理体制の確立等が考えられ
るが、こういった体制が整っているのは全体の４割程度に留まっていることから、業界
や組織の規模等に適した情報の保管ガイドラインなどを作成することが有効と考えら
れる。また、同時に個人等の管理であっても、情報管理にあたっての注意点を整理し周
知することも重要と考えられる。
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３. 生物由来素材の入手に関する課題
これまでに、生物由来素材を入手している者が今後の素材の入手や名古屋議定書の対
応等について不安に感じている点は、概ね以下に集約される。

①国内手続きの内容や範囲が現時点では不明確なこと
現時点で、名古屋議定書に対する国内措置として方向性が示されているのは、平成 26
年 3 月にとりまとめられた「名古屋議定書に国内措置のあり方検討会報告書」のみであ
り、この中では国内措置の内容は対象となる範囲について明確にはされていない。特に、
自分が利用している生物由来素材が遺伝資源にあたるのかという遺伝資源の定義に関
する疑問、さらには具体的な手続きとして大きな事務負担がかかるのではないか、どの
ような情報が求められるのか、また何らかの罰則があるのかといった具体的な手続きの
内容に関する疑問が不安材料となっている。

②これまでのルール、商習慣等が変わる可能性があること
これまで、生物由来素材の利用については、各業界、研究分野毎に当該分野が利用し
やすいように独自のルール、商習慣等が形成されてきた。名古屋議定書により、これら
のルールや商習慣が大幅に変わることに対する懸念が、大きな不安材料となっていると
思われる。また、生物由来素材を利用している業界や研究分野にはそれぞれの特殊性が
あり、名古屋議定書について、様々な業界団体や学会等から意見等が出されているとい
う点も、それらの特殊性を反映したものと考えられる。

③提供国側の規制や要求が高まる可能性があること
名古屋議定書に批准する国が増加するにつれて、提供国側の資源保護意識が高まり、
これまでになかった厳しい規制がかかったり、金銭的、非金銭的な利益配分が強まった
りするのではないかという懸念が示されている。加えて、ルールに従って入手した場合
であっても、誤解や拡大解釈等により、提供国からいわれのないクレームを受けるので
はないかということに関する懸念が示された。
このような懸念の多くについては、提供国の国内措置に起因するため、名古屋議定書
に対する日本側の国内措置として直ちに対応できるものではない。しかし一方で、この
ような懸念のうち、生物多様性条約や名古屋議定書そのものについての理解不足や提供
国側の国内制度に関する情報不足、具体的な許認可取得や契約締結等に係る知識・ノウ
ハウの不足に起因しているものもあると考えられる。
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４. 名古屋議定書の国内措置検討にあたっての要望

名古屋議定書の国内措置検討にあたっては、３．で示されたような生物由来素材の利
用者からの懸念・不安を踏まえた形で進める必要がある。
しかしながら、利用者の不安の多くは、生物多様性条約や名古屋議定書に関する正確
な情報が示されていない、又は伝わっていないといったことにも起因していると考えら
れることから、今後も情報提供の対象を広げるなど、より積極的に情報を提供していく
ことが重要である。

①国内手続き、および範囲の明確化
アンケート調査においても簡素で明確な国内措置を望む声は多く、ヒアリング調査で
も同様の意見が聞かれた。国内措置の検討にあたってまず重要なことは、利用者が分か
りやすい仕組みとすることである。②とも関連するが、遺伝資源と想定されるものの利
用実態には、業界や研究分野毎に様々な特殊性があるため、これらを十分考慮すること
が求められている。
また、手続きについても簡素かつ明確なものにすることが求められている。

②これまでのルール・商習慣に配慮した国内措置
生物由来素材の入手については、これまで各業界や研究分野で行われてきた独自のル
ールや商習慣があり、それはそれぞれの業界で長期にわたって培われてきたものである。
名古屋議定書における国内措置により、これを大きく変えられ各業界等に大きな影響が
出る事を懸念されていることから、国内措置によって既存のルール等を過度に変更しな
いことが望まれている。

③提供国側の規制強化等への対応に関する支援
生物多様性条約や名古屋議定書は、本来遺伝資源の持続的な利用を促すものであり、
利用を阻害するものではない。日本の国内措置で対応できるものではないが、国内利用
者としては、提供国における措置の不明確さや個々の契約内容への不安も大きいことか
ら、国別の情報提供（法制度だけでなく、入手事例等も含めたもの）、企業や研究者が
自衛として行える契約書作成方法や情報管理の方法、また相談のための窓口設置等につ
いて積極的に進めていくことが求められている。
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第５章 参考資料
１．アンケート調査票
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調査票①
（研究開発用としての入手）
【部署・研究室の単位】

【海外生物由来素材の入手実態等に関するアンケート調査】
調査票①

研究開発等用としての入手等に関する調査票
2015 年９月
三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社

本アンケートは、研究開発用（育種等を含む）に海外生物由来素材を入手している「研究室・
部署」の単位でご回答をお願いします。なお、入手経路に関わらずご回答ください（国内企業・
機関など仲介者を通じた入手も対象）。
平素より弊社の調査研究・コンサルティング事業に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、農林水産省の委託により標記アンケート調査を実施させていただきます。調査結果は遺
伝資源関連施策立案のための基礎資料とさせていただくとともに、ご協力いただいた皆様に調査結
果抄録を提供させていただきます。
ご多忙のところ大変恐縮に存じますが、何卒ご協力賜わりますようよろしくお願い申し上げます。
■「海外生物由来素材の入手実態等に関するアンケート調査」の趣旨（調査票①②共通）
農林水産省では、遺伝資源の入手・利用に係る国際ルールを遵守しつつ、名古屋議定書の国内措置
の対象範囲を適切かつ的確に限定したうえで、実際に入手・利用される皆様に過度の負担とならない
ような仕組みを検討し、我が国における遺伝資源利用の促進を図っていくこととされております。
このことから、本調査では、生物多様性条約等が定義する「遺伝資源」（※１）や「遺伝資源の利
用」（※２）の範囲に拘らず、より広く生物由来素材の入手・利用の実態をありのままに把握するこ
と等を目的として、2 種類の調査票を設定しております。
【調査票①

研究開発等用としての入手・利用実態等に関する調査票】

【調査票②

原材料や商品としての入手（輸入）等に関する調査票】

なお、本調査でうかがう生物由来素材の利用実態の全範囲が、現在、政府で検討中の名古屋議定書
に係る国内措置の対象とする範囲に直結するものではありません。
※１遺伝資源とは
生物多様性条約（生物の多様性の保全と持続的な利用，遺伝子資源から得られる利益の公正で衡平な配分を目的とする条約）
では、「遺伝資源」を、「現実の又は潜在的な価値を有する遺伝素材である」と定義しています。ここで、遺伝素材とは、
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示しています（遺伝の機能的な単位を有していな
い抽出物等は含まれません）。

※２ 遺伝資源の利用とは
名古屋議定書では「遺伝資源の利用」を、「遺伝資源の遺伝的な構成又は生化学的な構成に関わる研究開発を行うことであ
る」と定義しています。
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■「海外生物由来素材の入手実態等に関するアンケート調査」の調査対象（調査票①②共通）
本調査（調査票①②共通）では、上記調査趣旨から調査対象を下記の取得・利用状況等とします。
＜調査対象＞
・下記を除く「生物由来素材」（動植物、微生物等の生物に由来する全ての素材）
＜調査対象外とするもの＞
・ヒト由来のもの
・遺伝的機能を持たない、植物油や香味成分などの抽出エキス等
（DNA を含まないなどにより、それ自体が遺伝的機能を持たないため、遺伝資源になり得
ないもの）
・遺伝情報等、物質（有体物）でないもの

■「調査票① 研究開発等用としての入手等に関する調査票」の趣旨等
本調査票では、基礎研究、応用研究、育種、研究開発等を目的に海外の生物由来素材を利用する場
合の入手や利用の実態を把握するとともに、遺伝資源利用者の利用に関する不安を解消するための事
例の把握等を目的としております。
このため本調査票では、上記の研究開発等を目的として海外の生物由来素材を入手・利用されてい
る状況や、代表的な取り扱い事例及び過去に扱いの判断に苦慮した事例等についてお伺いします。
■「調査票① 研究開発等用としての入手等に関する調査票」の調査対象
調査票①では、調査票①②共通の調査本調査対象となる生物由来素材を扱っている者のうち、下記
以外を対象者とします。
・生物由来素材（食品、種苗等）を、そのまま商品として利用する者
・生物由来素材（食品、種苗等）の性質を大きく変更することなく処理・加工して利用する者
○食品の例：１次加工（粉砕、搾汁、乾燥、冷凍、塩漬け、砂糖漬け等）及びそれらを配合す
ること（製麺・調理等）。
○種苗の例：種子のコーティング、苗木を育て建築資材とする等。
・生物由来素材（食品、種苗等）を用いて、上記を目的とした加工技術・手法の研究開発を行う者
○例：加工技術（粉砕効率等）を向上させる研究、作物栽培技術を向上させる研究等
■ご回答にあたっての留意点
（ご回答いただきたい担当者）
本アンケートは、貴研究室・部署等における生物由来素材の入手・利用の状況をお伺いするも
のです。お手数ですが、貴研究室・部署等において生物由来素材の入手や研究開発、その企画
管理等に実際に携わっている実務者の方、または研究室・部署単位の入手・利用の状況を把握
されているご担当者の方にご回答をお願いします。
本アンケートは、企業・研究機関等の法人単位や、研究者等の個人単位ではなく、可能な限り
2
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「研究室・部署単位」でご回答いただくようご協力をお願いいたします。
生物由来素材の入手・利用を行っていない場合や、入手・利用の状況について回答できない場
合にも、お手数ですが、Ⅰ（問１）とⅣ（問 9～）にご回答いただきますようお願いいたしま
す。
（機密保持及び情報管理等）
ご回答内容については、秘密を厳守し、他者に漏らすことはありませんので、ご回答のできる
範囲で、現実に即した回答をお願いいたします。なお、本調査へのご協力は任意であり、ご協
力いただけない場合も不利益が生じるようなことは一切ございません。ご回答頂いたアンケー
ト票は統計的に処理致しますので、個票が公表されることはありません。
また、頂いた内容について、より詳細に把握するためにご回答者様にお問い合わせ等を行う可
能性がございます。その際にも、お問い合わせした内容について、他者に漏らすことはありま
せん。
頂いた回答結果から、生物由来素材（遺伝資源等）の入手や利用の不備、提供国の国内法令の
不遵守等を指摘したり、不利益な取扱いをすることはありません。また、その情報を蓄積する
こともありません。
（ご協力者への調査結果抄録の提供）
本アンケートにご回答いただいた方には、後日、調査結果の抄録を電子メールにて提供させて
いただきます。
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■ご回答方法
回答については、①同封の調査票にご記入頂く方法、②インターネットでご回答頂く方法、の
２通りがあります。
①の場合は、ご記入いただきました調査票を、同封の返信用封筒に入れて、返信期限までにご
投函くださいますよう、お願いいたします。
②の場合は、下記 URL のアンケートページにアクセスいただき、パスワードを入力すると入力
画面が表示されます。返信期限までにご回答頂きますようお願いいたします。

アンケートページ URL
https://survey.cservice.jp/s/murc/abs1/
（パスワード：nousui27gr）

本アンケート返信期限：2015 年 11 月 20 日

■お問合せ先
【調査委託機関】
農林水産省 大臣官房環境政策課 利用推進班
tel 03-3502-8111（内線 3294）
【調査受託機関】
三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング株式会社
環境・エネルギー部 土方(ひじかた)・薗(その)・森口
tel / fax

03-6733-1023 / 03-6733-1028

e-mail
〒105-8501

biodiversity@murc.jp

東京都港区虎ノ門 5-11-2 オランダヒルズ森タワー
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アンケート調査票①
Ⅰ．海外の生物由来素材の入手について
問1 あなたの部署・研究室は、過去５年の間に、海外の生物由来素材を入手したことがありますか？入手
経路に関わらずお答え下さい（国内外の仲介者から入手した場合も対象）。（どれか１つ）

１． 入手したことがある

（⇒問 2 から順にお答え下さい）

２． 入手したことはない

（⇒問 9 以降のみご記入頂いたうえでご返信下さい）

３． 答えられない

（⇒問 9 以降のみご記入頂いたうえでご返信下さい）

４． わからない

（⇒問 9 以降のみご記入頂いたうえでご返信下さい）
Ⅱ．海外から入手した生物由来素材の内容について

問2 あなたの部署・研究室が、過去５年の間に、海外から入手した生物由来素材の種類はなんですか？入
手経路に関わらずあてはまるものを全てお答え下さい（国内外の仲介者から入手した場合も対象）。
（複数回答可）
【生殖質（精液・卵子・受精卵等）・種苗】
1. 作物（種子、苗、たねいも等）

2. 家畜（精液・卵子・受精卵）

3. 愛玩動物（精液・卵子・受精卵）

4. 昆虫（精子・卵子・受精卵）

5. 林木（種子、苗木）

6. 山菜・山野草（種子・苗）

7. きのこ（胞子体）

8. 魚介類（精子・卵子・受精卵）

9. 藻類（配偶体）

10. その他（具体的に：

）

【②①を除く、生体（栄養体の全個体又はその一部）】
11. 作物（園芸作物を含む）

12. 家畜

13. 愛玩動物

14. 昆虫

15. 林木

16. 山菜・山野草

17. きのこ（子実体）

18. 魚介類

19. 藻類

20. 病原微生物

21. 微生物（病原微生物以外）

22. カルス

23. その他（具体的に

）

【③その他の区分】
24. 農産加工物（一次加工された農産物（精米、 25. 畜産加工物（一次加工された畜産物）
原糖、缶瓶詰果汁、味噌、漬物等））
26. 林産加工物（一次加工された山菜・山野草） 27. 水産加工物（一次加工された魚介類・藻類）
28. その他加工食品

29. 抽出された DNA

30. 上記外のその他（具体的に：

）

31. 答えられない

32. わからない
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問3 あなたの部署・研究室における、海外生物由来素材の入手方法はどれに該当しますか？あてはまるも
のを全てお答え下さい。（複数回答可）
※過去５年程度を目処にご回答下さい。

1. 自社・機関の他部署が研究開発・育種用途で輸入したものを入手
2. 自社・機関の他部署が一般的な原材料・商品等として輸入したものを入手
3. 海外で原材料・商品等として一般に流通している素材を購入
4. 国内に原材料・商品等として輸入され一般に流通している素材を購入
5. 素材を収集・供給する海外仲介業者（商社、素材業者等）から購入
6. 素材を収集・供給する国内仲介業者（商社、素材業者等）から購入
7. 海外の保存・分譲機関（ジーンバンク、カルチャーコレクション等）から入手
8. 国内の保存・分譲機関（ジーンバンク、カルチャーコレクション等）から入手
9. 共同研究又は業務委託先の海外研究機関・企業、研究者から入手
10. 共同研究又は業務委託先の国内研究機関・企業、研究者から入手
11. 海外における種子などの素材の交換会・展示会等で入手
12. 国内における種子などの素材の交換会・展示会等で入手
13. 海外の農家等が栽培・飼育しているものを直接入手
14. 海外で自然に生息しているものを直接採集して入手
15. その他（具体的に：

）

16. 答えられない
17. わからない
問4 あなたの部署・研究室における海外生物由来素材の研究開発の目的をお答え下さい。（複数回答可）
※過去５年程度を目処にご回答下さい。

1. 素材の生物の同定等に関する研究開発
2. 素材を用いた育種・品種改良に係わる研究開発等
3. 素材の特性・機能性の評価・分析等の研究開発等
4. 素材が持つ既知の有効成分の特定に係わる研究開発等
5. 素材の特性・機能性の利用用途（製造プロセス開発・改良を含む）に係わる研究開発等
6. 素材の遺伝子組換えに係わる研究開発等
7. 生物由来素材のコレクション形成
8. 生物由来素材を加工したり、組み合わせるなどして新たな商品を開発
9. その他（具体的に：

）

10. 答えられない
11. わからない
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問5 あなたの部署・研究室では、過去５年の間に、入手した海外生物由来素材を提供したことがあります
か。有償・無償に関わらずお答えください。（複数回答可）

1. 素材を自社・機関の国内他部署に提供したことがある。
2. 素材を自社・機関の海外他部署に提供したことがある。
3. 素材を国内第三者に提供したことがある。
4. 素材を海外第三者に提供したことがある。
5. その他
（具体的に：

）

6. 答えられない
7. わからない
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Ⅲ．海外から生物由来素材を入手する際の手続き等について
問6 本設問は、あなたの研究室・部署が、国内の仲介者（自社他部署を含む）を通さずに、海外から直接
に研究開発・育種用の生物由来素材を入手したことがある場合にお答えください。海外の仲介者から
直接入手したことがある場合は対象となります（例：海外分譲機関から入手した場合や、インターネ
ット等を通して、海外の生物由来素材業者から直接購入した場合など）。なお、問６の③を除き、過
去 5 年間についてお答え下さい。
（該当しない場合は問 6-①にご回答の上、問 7 へ進んで下さい）
〇 問 6 では、アメリカ、EU 加盟国、国際機関からの入手は対象外とします。
問6-① あなたの研究室・部署は、過去 5 年間で、海外（米、EU 加盟国、国際機関を除く）から生物由
来素材を直接入手しましたか？海外の仲介者から直接入手している場合（例：海外分譲機関から
入手した場合や、インターネット等を通して、海外の生物由来素材業者から直接購入した場合な
ど）も含みます。（どれか 1 つ）

1. 入手した

（⇒問 6-②以降にお答え下さい）

2. 入手していない

（⇒問 7 に進んで下さい）

3. 答えられない

（⇒問 7 に進んで下さい）

4. わからない

（⇒問 7 に進んで下さい）

問6-② 過去５年間で生物由来素材を海外から直接入手した大まかな回数（入手経路に関わらずお答え
下さい。一般的な市販品の購入等も含みます。）をご回答下さい。なお、入手回数の数え方は、
入手素材の種類数や件数ではなく、素材の入手に係る契約等の件数を単位としてください。（数
字を記入）
（

）回

問6-③ これまでの、あなたの研究室・部署で海外生物由来素材を直接入手する契約等の代表的な事例
についてお尋ねします。ここでは、過去５年間に拘らず、特に代表的な事例または生物由来素材
の取り扱いについて悩まれている事例を最大３つ程度挙げて、それぞれについて記載して下さい。
事例１
■海外生物由来素材の種類（どれか一つ）
【①生殖質（精液・卵子・受精卵等）・種苗】
1. 作物（種子、苗、たねいも等）

2. 家畜（精液・卵子・受精卵）

3. 愛玩動物（精液・卵子・受精卵）

4. 昆虫（精子・卵子・受精卵）

5. 林木（種子、苗木）

6. 山菜・山野草（種子・苗）

7. きのこ（胞子体）

8. 魚介類（精子・卵子・受精卵）

9. 藻類（配偶体）

10. その他（具体的に：
8
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）

【②①を除く、生体（栄養体の全個体又はその一部）】
11. 作物（園芸作物を含む）

12. 家畜

13. 愛玩動物

14. 昆虫

15. 林木

16. 山菜・山野草

17. きのこ（子実体）

18. 魚介類

19. 藻類

20. 病原微生物

21. 微生物（病原微生物以外）

22. カルス

23. その他（具体的に

）

【③その他の区分】
24. 農産加工物（一次加工された農産物（精米、25. 畜産加工物（一次加工された畜産物）
原糖、缶瓶詰果汁、味噌、漬物等））
26. 林産加工物（一次加工された山菜・山野草）27. 水産加工物（一次加工された魚介類・藻類）
28. その他加工食品

29. 抽出された DNA

30. 上記外のその他（具体的に：

）

31. 答えられない

32. わからない

■海外生物由来素材の利用分野は何ですか？（どれか一つ）
1．植物育種

2．動物育種

3．林木育種

4．その他農林水産分野の研究開発

5．食品(植物、動物、水産物)・食品素材

6．健康食品・健康食品素材

7．医薬品・医薬関連素材（農林水産分野に係るもの）
8．化粧品・化粧品関連素材（農林水産分野に係るもの）
9．純粋な学術分野での利用
10．その他（

）

■海外生物由来素材の出所を証明できるものはどんなものがありますか？(複数回答可)
1．提供者との間に交わされた販売・利用契約書類
2．提供者との間に交わされた素材移転契約書類
3．利用者側が作成した生物由来素材受け入れの書類
4．提供者からの生物由来素材の送り状等の書類
5．通関・植防等の証明書（海外の生物由来素材を輸入する際に必要な手続きの書類）
6．当該生物由来素材を利用した成果記録（学会報告、種苗登録証明書など）
7．生物由来素材を購入した際の領収書、パッケージ等
8．生物多様性条約で定められた枠組みに則った、提供国側の事前の同意を示す書類（許可書、
提供国政府との覚書など）
9．生物多様性条約で定められた枠組みに則った、生物由来素材の提供者との間で合意した条件
を示す書類（契約書、共同研究先等との協定書など）
10．その他（具体的に：

）

11．出所を証明できるものはない
12．わからない
■海外生物由来素材を入手・利用する際に何か問題がありましたか？もしある場合には、ご自
9
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由に記入して下さい。

事例 2
■海外生物由来素材の種類（どれか一つ）
【①生殖質（精液・卵子・受精卵等）・種苗】
1. 作物（種子、苗、たねいも等）

2. 家畜（精液・卵子・受精卵）

3. 愛玩動物（精液・卵子・受精卵）

4. 昆虫（精子・卵子・受精卵）

5. 林木（種子、苗木）

6. 山菜・山野草（種子・苗）

7. きのこ（胞子体）

8. 魚介類（精子・卵子・受精卵）

9. 藻類（配偶体）

10. その他（具体的に：

）

【②①を除く、生体（栄養体の全個体又はその一部）】
11. 作物（園芸作物を含む）

12. 家畜

13. 愛玩動物

14. 昆虫

15. 林木

16. 山菜・山野草

17. きのこ（子実体）

18. 魚介類

19. 藻類

20. 病原微生物

21. 微生物（病原微生物以外）

22. カルス

23. その他（具体的に

）

【③その他の区分】
24. 農産加工物（一次加工された農産物（精米、25. 畜産加工物（一次加工された畜産物）
原糖、缶瓶詰果汁、味噌、漬物等））
26. 林産加工物（一次加工された山菜・山野草）27. 水産加工物（一次加工された魚介類・藻類）
28. その他加工食品

29. 抽出された DNA

30. 上記外のその他（具体的に：

）

31. 答えられない

32. わからない

■海外生物由来素材の利用分野は何ですか？（どれか一つ）
1．植物育種

2．動物育種

3．林木育種

4．その他農林水産分野の研究開発

5．食品(植物、動物、水産物)・食品素材

6．健康食品・健康食品素材

7．医薬品・医薬関連素材（農林水産分野に係るもの）
8．化粧品・化粧品関連素材（農林水産分野に係るもの）
9．純粋な学術分野での利用
10．その他（

）
10
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■海外生物由来素材の出所を証明できるものはどんなものがありますか？(複数回答可)
1．提供者との間に交わされた販売・利用契約書類
2．提供者との間に交わされた素材移転契約書類
3．利用者側が作成した生物由来素材受け入れの書類
4．提供者からの生物由来素材の送り状等の書類
5．通関・植防等の証明書（海外の生物由来素材を輸入する際に必要な手続きの書類）
6．当該生物由来素材を利用した成果記録（学会報告、種苗登録証明書など）
7．生物由来素材を購入した際の領収書、パッケージ等
8．生物多様性条約で定められた枠組みに則った、提供国側の事前の同意を示す書類（許可書、
提供国政府との覚書など）
9．生物多様性条約で定められた枠組みに則った、生物由来素材の提供者との間で合意した条件
を示す書類（契約書、共同研究先等との協定書など）
10．その他（具体的に：

）

11．出所を証明できるものはない
12．わからない
■海外生物由来素材を入手・利用する際に何か問題がありましたか？もしある場合には、ご自
由に記入して下さい。

事例 3
■海外生物由来素材の種類（どれか一つ）
【①生殖質（精液・卵子・受精卵等）・種苗】
1. 作物（種子、苗、たねいも等）

2. 家畜（精液・卵子・受精卵）

3. 愛玩動物（精液・卵子・受精卵）

4. 昆虫（精子・卵子・受精卵）

5. 林木（種子、苗木）

6. 山菜・山野草（種子・苗）

7. きのこ（胞子体）

8. 魚介類（精子・卵子・受精卵）

9. 藻類（配偶体）

10. その他（具体的に：

【②①を除く、生体（栄養体の全個体又はその一部）】
11. 作物（園芸作物を含む）

12. 家畜

13. 愛玩動物

14. 昆虫

15. 林木

16. 山菜・山野草

17. きのこ（子実体）

18. 魚介類

19. 藻類

20. 病原微生物

21. 微生物（病原微生物以外）

22. カルス
11
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）

23. その他（具体的に

）

【③その他の区分】
24. 農産加工物（一次加工された農産物（精米、25. 畜産加工物（一次加工された畜産物）
原糖、缶瓶詰果汁、味噌、漬物等））
26. 林産加工物（一次加工された山菜・山野草）27. 水産加工物（一次加工された魚介類・藻類）
28. その他加工食品

29. 抽出された DNA

30. 上記外のその他（具体的に：

）

31. 答えられない

32. わからない

■海外生物由来素材の利用分野は何ですか？（どれか一つ）
1．植物育種

2．動物育種

3．林木育種

4．その他農林水産分野の研究開発

5．食品(植物、動物、水産物)・食品素材

6．健康食品・健康食品素材

7．医薬品・医薬関連素材（農林水産分野に係るもの）
8．化粧品・化粧品関連素材（農林水産分野に係るもの）
9．純粋な学術分野での利用
10．その他（

）

■海外生物由来素材の出所を証明できるものはどんなものがありますか？(複数回答可)
1．提供者との間に交わされた販売・利用契約書類
2．提供者との間に交わされた素材移転契約書類
3．利用者側が作成した生物由来素材受け入れの書類
4．提供者からの生物由来素材の送り状等の書類
5．通関・植防等の証明書（海外の生物由来素材を輸入する際に必要な手続きの書類）
6．当該生物由来素材を利用した成果記録（学会報告、種苗登録証明書など）
7．生物由来素材を購入した際の領収書、パッケージ等
8．生物多様性条約で定められた枠組みに則った、提供国側の事前の同意を示す書類（許可書、
提供国政府との覚書など）
9．生物多様性条約で定められた枠組みに則った、生物由来素材の提供者との間で合意した条件
を示す書類（契約書、共同研究先等との協定書など）
10．その他（具体的に：

）

11．出所を証明できるものはない
12．わからない
■海外生物由来素材を入手・利用する際に何か問題がありましたか？もしある場合には、ご自
由に記入して下さい。
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問7 本設問は、過去 5 年間で、あなたの研究室・部署が、国内仲介者（国内分譲機関、国内の商社・素材
業者、国内の通販業者等）から、海外の生物由来素材を入手したことがある場合にお答えください。
生物由来素材を、海外の企業や機関から直接入手している場合、もしくは海外の仲介者を介して入手
している場合は該当しませんので、問 7-①にご回答の上、問 8 へ進んで下さい。
問7-① あなたの部署・研究室は、過去 5 年間に国内の仲介者（自社・機関の他部署、国内分譲機関、
国内の商社・素材業者、国内の通販業者等）を通して、海外生物由来素材を入手したことがあり
ますか？（どれか 1 つ）
1.

入手した

（⇒問 7-②以降にお答え下さい）

2.

入手していない

（⇒問 8 へ進んで下さい）

3.

答えられない

（⇒問 8 へ進んで下さい）

4.

わからない

（⇒問 8 へ進んで下さい）

問7-② 国内の仲介者を通じて入手した海外生物由来素材はどのような分野の研究開発の目的で利用
していますか。（複数回答可）
【農・畜・林・水産学系】
1. 植物育種学・繁殖学（林木を含む）

2. 家畜育種学・繁殖学

3. 水産生物育種学・繁殖学

4. 微生物育種学

5. 植物保護学（植物病理学・農薬学）

6. 獣医学

7. 水産生物病理学

8. その他農学、畜産学、林学、水産学
（具体的に：

）

【生化学・食品系】
9. 生化学

10. 食品化学

11. 微生物学

12. 発酵・醸造学

13. 食品機能学（機能性食品等）

14. その他化学・食品系
（具体的に：

）

【医・薬系】
15. 天然物系薬学

16. その他薬学
（具体的に：

17. 医歯学（基礎医歯学）

）

18. その他医学
（具体的に：

）

【工学系】
19. 工業化学（工業化学、化粧品・香料等）

20. その他工学
（具体的に：

【その他】
21. その他
（具体的に：

22. 答えられない
）

23. わからない
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）

問7-③ 国内のどのような仲介者から、海外生物由来素材を入手しましたか？（複数回答可）

1.

自社・同所属機関の他部署

2.

公的保存・分譲機関（ジーンバンク、カルチャーコレクション等）

3.

大学が組織的に運営するコレクション

4.

民間企業が組織的に運営するコレクション

5.

大学・研究機関等の研究者個人

6.

民間企業の研究者個人

7.

研究用素材の商社・仲介業者

8.

原材料用素材の商社・仲介業者

9.

一般商社（総合商社等）

10. 一般の小売店舗
11. 通販業者
12. その他（具体的に：

）

13. 答えられない
14. わからない
問7-④ 国内の仲介者から海外生物由来素材を入手する際、どのような方法で行いましたか？（複数回
答可）

1. 素材移転に関する契約締結
2. 一般的な商品としての購入
3. 特に契約等はなく分譲された
4. その他（

）

5. 答えられない
6. わからない

問8 本設問は、海外生物由来素材を入手したことのある全ての方におたずねします。入手経路に関わらず
お答え下さい（国内外の仲介者から入手した場合も対象）。
入手した海外生物由来素材の保存を行っている場合、その素材に関する情報をどのように管理してい
ますか？（どれか 1 つ）

1. 組織全体の方針・規定等に従って管理
2. 組織全体の方針等はなく現場の研究室・部署単位で管理
3. 個々の担当者・研究者個人の判断で管理
4. 管理していない
5. その他（

）

6. 答えられない
7. わからない
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Ⅳ．遺伝資源に関する国際ルールや施策について
問9 遺伝資源に関する国際ルールや施策について質問します。
問9-① 以下にあげる遺伝資源に関する条約等を知っていますか？該当箇所に○印を付けて下さい。
（それぞれどれか 1 つ）
条約名

１．内容を知ってい ２．名称を聞いたこ ３．名称を聞いた
る

とがある

ことがない

１）生物多様性条約(CBD)

１

２

３

２）食料農業植物遺伝資源条約

１

２

３

１

２

３

(ITPGRFA)
３）名古屋議定書

問9-②

①３）で名古屋議定書の「１．内容を知っている」とお答えになった方に伺います。その情

報はどこから入手しましたか？（複数回答可）

1.

書籍

2.

ホームページ（具体的に：

3.

セミナーへの参加

4.

業界団体・学会・関係団体からの情報提供

5.

所属先の企業・研究機関等からの情報提供

6.

政府からの情報提供

7.

詳しい知人等からの情報提供

8.

その他（

）

）

問9-③ 今後、遺伝資源の入手・利用に関する情報を知るために、どのような方法を希望されますか？
（複数回答可）

1.

講演会・研修（出前授業）

2.

マニュアル等の資料配布

3.

相談窓口の設定

4.

HP 等での分かりやすい情報発信

5.

その他（具体的に：

6.

特に希望しない

）
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問9-④ 遺伝資源の入手・利用に関して、国にどのような施策を期待しますか？（複数回答可）

1.

遺伝資源に関する国際ルール等の情報提供・普及

2.

海外遺伝資源の入手・利用の具体的方策・ノウハウの情報提供・普及

3.

政府主導による海外との交渉・関係構築による海外遺伝資源の入手ルートの整備

4.

個別企業・大学等による海外遺伝資源の入手ルート構築のための交渉やコンソーシアム形成等
の支援

5.

公的コレクション・ジーンバンクを仲介とする海外遺伝資源の個別企業・大学等への配布機能
の強化

6.

海外政府等に対する遺伝資源に関する制度整備・運用能力の構築支援

7.

海外企業・大学・研究機関等に対する遺伝資源に関する研究能力の構築支援

8.

海外企業・大学・研究機関等に対する遺伝資源に関する国際ルール等の普及啓発

9.

国内遺伝資源の利用による研究開発・商業化を促進するための支援

10. 国内遺伝資源の入手の管理制度や国外流出防止策
11. 遺伝資源の利用者との意見交換の場の提供
12. 名古屋議定書の早期締結
13. 名古屋議定書等の遺伝資源関連の国際会議における我が国の意見の反映
14. その他（具体的に：

）

15. 特に期待することはない
16. わからない
問9-⑤ 現在、名古屋議定書の批准に向けて国内措置の検討を行っているところですが、その内容につ
いてご希望等があれば記入して下さい。（自由記述）
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以下は、貴社及び記入者の方についての質問です。

問10貴社の業種を記入してください。複数の事業を行っている場合には最もよくあてはまる主たる事業に
ついてご回答ください。（どれか 1 つ）
【農林水産業】
1.

種苗生産

6.

きのこ菌製造業

2.

種苗販売（卸売・小売のみ）

7.

造園業

3.

生花・園芸店等

8.

その他林業関連業

4.

その他園芸・緑化資材の製造・販売
（具体的に：

5.

（具体的に：
9.

）

）

水産関連産業

その他農畜産関連業
（具体的に：

）

【製造業】
10. 食料品製造業

15. パルプ・紙・紙加工品製造業

11. 飲料・たばこ・飼料製造業

16. その他化学工業

12. 油脂加工製品・石鹸等製造業

（具体的に：

13. 医薬品製造業

）

17. その他製造業

14. 化粧品・歯磨き・その他化粧用製品製造業

（具体的に：

）

【卸売・小売業】
18. 農畜産物卸売業

22. 飲食料品小売業

19. 食料・飲料卸売業

23. その他卸売・小売業

20. 医薬品卸売業

（具体的に：

）

21. 化粧品卸売業
【大学・研究機関等】
24. 国立大学

28. 公設試験場

25. 私立大学

29. 植物園・動物園

26. 公立大学

30. その他の研究機関等

27. 大学以外の独立行政法人研究機関

（具体的に：

）

【その他】
31. 農業協同組合

34. その他

32. 漁業協同組合

（具体的に：

33. 森林組合
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）

問11貴社の資本金をお答えください。
1. ３億円超

5. １０００万円を超え、３０００万円以下

2. １億円を超え、３億円以下

6. １０００万円以下

3. ５０００万円を超え、１億円以下

7. 株式会社等ではない

4. ３０００万円を超え、５０００万円以下

問12貴社の全体の従業員数をお答えください。（どれか 1 つ）
1. １００１人以上

5. ５１人以上、１００人以下

2. ５０１人以上、１０００人以下

6. ２１人以上、５０人以下

3. ３０１人以上、５００人以下

7. ６人以上、２０人以下

4. １０１人以上、３００人以下

8. ５人以下
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ご回答者様の情報についてお伺いいたします。
下記の個人情報の利用目的及び次頁に記載したわが社の個人情報保護方針をお読
みいただきご同意いただける場合は、下欄へのご記入をお願いします。
【個人情報の利用目的等】
ご提供いただいた個人情報は厳重な安全管理の下、下記の目的のみに利用し、ご本人の同意
なく第三者に開示することはございません。
※ ご回答内容についての照会をする場合がございます。
※ 調査協力依頼をさせていただく場合がございます。
※ 後日、調査結果の抄録を電子メールで送信させていただきます。電子メールの記載がな
い場合や記載ミスがある場合には抄録を提供することはできません。
※ 本アンケートの委託元である農林水産省へ回答内容とともに提供いたします。
※ ご希望の方には、今後、弊社または農林水産省から遺伝資源関連の情報提供や案内等の
ご連絡をさせていただきます。
インターネットでご回答いただく場合、当該 Web アンケートシステムの運用、データ管理は、
㈱シーベースに個人情報管理に係る契約を締結の上で委託して実施しております。
【ご回答内容の機密保持等】
ご回答内容については、秘密を厳守し、他者に漏らすことはありません。
ご回答頂いた内容は統計的に処理致しますので、個別の企業・機関名が特定される情報を公
表したり、第三者に開示することはありません。
ご回答内容をもとに、企業や回答担当者に対しいかなる不利益な取扱いをすることはありま
せん。

←今後、弊社または農林水産省から遺伝資源関連の情報提供や案内等の連絡を
ご希望の方は左欄にチェックしてください。
企業・機関等名
所属部署名
役職

回答者名

電話番号

FAX 番号

E-mail アドレス

※調査 結果 の抄 録は 電子 メ ールで 提供 させ てい ただ き ますの で、 正確 にご 記入 く ださ
い。ご記入がない場合や記載ミスがある場合には抄録を提供することができません。
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アンケートは以上で終了です。
長時間にわたりご協力いただきありがとうございました

個人情報保護方針
三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング株式会社及びその子会社（以下、当社とします）は、多
様な情報を取り扱う総合シンクタンクとして、個人情報を適切に管理することを重要な社会的規
範と考え、個人情報保護を企業活動における最優先事項の一つとして位置づけています。
当社は、個人情報の保護を確実に実践していくために、個人情報保護に関する方針を以下のとお
り定め、すべての役員、社員、協働者に周知し、徹底を図ります。
1．個人情報の適切な取得・利用・提供・預託
当社は、個人情報の取得にあたって、本人に対して個人情報の利用目的を明らかにし、同意を
得た上で取得します。
当社は、取得した個人情報を当初の利用目的の範囲に限定して利用し、適切に取り扱います。
当社は、本人の同意がある場合、及び法令に基づき司法機関等から法的義務を伴う要請を受け
た場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供、預託いたしません。また、本人の同意があ
った場合でも、当社以外の第三者に個人情報を預託、提供する場合には、十分な個人情報保護
の水準を備える者を選定し、契約等によって保護水準を守るよう定め、適切に取り扱います。
2．個人情報に関する安全管理措置
当社は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改竄および漏洩などに関する予
防措置を講ずるとともに、万一の事故等の発生時には速やかな是正措置を実施します。
当社は、適切な個人情報の取り扱いと運用に関する具体的ルールを定め、その管理に関する責
任者を設けるとともに、役員、社員、協働者に対する教育を徹底します。
3．個人情報に関する法令及び規範の遵守
当社は、個人情報の取り扱いについて、個人情報保護法をはじめとして、関連する法令及びガ
イドラインを遵守します。
4．個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善
当社は、個人情報保護を適切に維持するため、個人情報保護マネジメントシステムを実施、運
用するとともに、これを継続的に改善します。
5．個人情報に関するお問い合わせ
当社は、取得した個人情報について、本人から開示、訂正・削除の要求、苦情もしくは相談が
あった場合にはこれに応じます。
個人情報保護に関するお問い合わせ先
経営企画部
TEL：03-6733-1001 E-Mail：privacy@murc.jp
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調査票②
（原材料や商品等としての入手(輸入)）
【企業全体の単位】

【海外生物由来素材の入手実態等に関するアンケート調査】
調査票②

原材料や商品等としての入手（輸入）等に関する調査票
2015 年９月
三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社
本調査票は、「貴社全体」の状況についてご回答ください。

平素より弊社の調査研究・コンサルティング事業に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、農林水産省の委託により標記アンケート調査を実施させていただきます。調査結果は遺伝資
源関連施策立案のための基礎資料とさせていただくとともに、ご協力いただいた皆様に調査結果抄録
を提供させていただきます。
ご多忙のところ大変恐縮に存じますが、何卒ご協力賜わりますようよろしくお願い申し上げます。
■「海外生物由来素材の入手実態等に関するアンケート調査」の趣旨（調査票①②共通）
農林水産省では、遺伝資源の入手・利用に係る国際ルールを遵守しつつ、名古屋議定書の国内措置
の対象範囲を適切かつ的確に限定したうえで、実際に入手・利用される皆様に過度の負担とならない
ような仕組みを検討し、我が国における遺伝資源利用の促進を図っていくこととされております。
このことから、本調査では、生物多様性条約等が定義する「遺伝資源」
（※１）や「遺伝資源の利用」
（※２）の範囲に拘らず、より広く生物由来素材の入手・利用の実態をありのままに把握すること等
を目的として、2 種類の調査票を設定しております。
【調査票①

研究開発等用としての入手・利用実態等に関する調査票】

【調査票②

原材料や商品としての入手（輸入）等に関する調査票】

なお、本調査でうかがう生物由来素材の利用実態の全範囲が、現在、政府で検討中の名古屋議定書
に係る国内措置の対象とする範囲に直結するものではありません。
※１遺伝資源とは
生物多様性条約（生物の多様性の保全と持続的な利用，遺伝子資源から得られる利益の公正で衡平な配分を目的とする条約）
では、「遺伝資源」を、「現実の又は潜在的な価値を有する遺伝素材である」と定義しています。ここで、遺伝素材とは、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示しています（遺伝の機能的な単位を有していない
抽出物等は含まれません）
。

※２ 遺伝資源の利用とは
名古屋議定書では「遺伝資源の利用」を、
「遺伝資源の遺伝的な構成又は生化学的な構成に関わる研究開発を行うことである」
と定義しています。
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■「海外生物由来素材の入手実態等に関するアンケート調査」の調査対象（調査票①②共通）
本調査（調査票①②共通）では、上記調査趣旨から調査対象を下記の取得・利用状況等とします。
＜調査対象＞
・下記を除く「生物由来素材」（動植物、微生物等の生物に由来する全ての素材）
＜調査対象外とするもの＞
・ヒト由来のもの
・遺伝的機能を持たない、植物油や香味成分などの抽出エキス等
（DNA を含まないなどにより、それ自体が遺伝的機能を持たないため、遺伝資源になり
得ないもの）
・遺伝情報等、物質（有体物）でないもの
■「調査票②

原材料や商品等としての入手（輸入）等に関する調査票」の趣旨

調査票②では、一般的に流通する商品やその原材料として、海外から直接入手（輸入）された生物
由来素材について、研究開発用途への分譲・販売等の実態を把握すること等を目的としております。
このため、調査票②では、商業取引等を通じて、海外で一般的に商品やその原材料として流通して
いる、食品原料、市販苗木、市販種子などを輸入されている状況等をお伺いします。
■「調査票②

原材料や商品等としての入手（輸入）等に関する調査票」の調査対象

調査票②では、上記趣旨から調査票①②共通の調査対象のうち、
「生物由来原材料・商品等」
（例：食
品原料、市販苗木、市販種子など）の取得・利用状況等を対象とします。

したがって、調査票②の主な調査対象者は下記に該当する方々となります。
・生物由来素材（食品、種苗等）を、そのまま商品として利用する者
・生物由来素材（食品、種苗等）の性質を大きく変更することなく処理・加工して利用する者
○食品の例：１次加工（粉砕、搾汁、乾燥、冷凍、塩漬け、砂糖漬け等）及びそれらを配合す
ること（製麺、調理等）
。
○種苗の例：種子のコーティング、苗木を育て建築資材とする等。
・生物由来素材（食品、種苗等）を用いて、上記を目的とした加工技術・手法の研究開発を行う者
○例：加工技術（粉砕効率等）を向上させる研究、作物栽培技術を向上させる研究等
■ご回答にあたっての留意点
（ご回答いただきたい担当者）
本アンケートは、貴社全体における生物由来原材料・商品等の輸入・利用用途の状況をお伺いす
るものです。お手数ですが、生物由来原材料・商品等の輸入・販売等の状況を把握しているご担
当者の方にご回答をお願いします。
生物由来原材料・商品等の輸入・販売等を行っていない場合や、輸入・販売等の状況について回
答できない場合にも、お手数ですが、Ⅰ（問１）と問 6 以降にご回答いただきますようお願いい
たします。
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（機密保持及び情報管理等）
ご回答内容については、秘密を厳守し、他者に漏らすことはありませんので、ご回答のできる範
囲で、現実に即した回答をお願いいたします。なお、本調査へのご協力は任意であり、ご協力い
ただけない場合も不利益が生じるようなことは一切ございません。ご回答頂いたアンケート票は
統計的に処理致しますので、個票が公表されることはありません。
また、頂いた内容について、より詳細に把握するためにご回答者様にお問い合わせ等を行う可能
性がございます。その際にも、お問い合わせした内容について、他者に漏らすことはありません。
頂いた回答結果から、生物由来原材料・商品等の輸入や利用用途の不備等を指摘したり、不利益
な取扱いをすることはありません。また、その情報を蓄積することもありません。
（ご協力者への調査結果抄録の提供）
本アンケートにご回答いただいた方には、後日、調査結果の抄録を電子メールにて提供させてい
ただきます。
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■ご回答方法
回答については、①同封の調査票にご記入頂く方法、②インターネットでご回答頂く方法、の２
通りがあります。
①の場合は、ご記入いただきました調査票を、同封の返信用封筒に入れて、返信期限までにご投
函くださいますよう、お願いいたします。
②の場合は、下記 URL のアンケートページにアクセスいただき、パスワードを入力すると入力
画面が表示されます。返信期限までにご回答頂きますようお願いいたします。

アンケートページ URL
https://survey.cservice.jp/s/murc/abs2/
（パスワード：maff2015bio）

本アンケート返信期限：2015 年 11 月 20 日

■お問合せ先
【調査委託機関】
農林水産省 大臣官房環境政策課 利用推進班
tel

03-3502-8111（内線 3294）
【調査受託機関】

三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング株式会社
環境・エネルギー部 土方(ひじかた)・薗(その)・森口
tel / fax 03-6733-1023 / 03-6733-1028
e-mail biodiversity@murc.jp
〒105-8501 東京都港区虎ノ門 5-11-2 オランダヒルズ森タワー
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アンケート調査票②
Ⅰ．海外の生物由来原材料・商品等の輸入について
問1. 貴社では、過去 5 年間で海外の生物由来原材料・商品等（例：食品原料、市販苗木、市販種子など）
を輸入したことがありますか？（どれか１つ）
1.

輸入したことがある

（⇒問 2 から順にお答え下さい）

2.

輸入したことはない

（⇒問 6 以降のみご記入頂いたうえでご返信下さい）

3.

答えられない

（⇒問 6 以降のみご記入頂いたうえでご返信下さい）

4.

わからない

（⇒問 6 以降のみご記入頂いたうえでご返信下さい）
Ⅱ．海外から輸入した生物由来素材の内容について

問2. 貴社が、海外から輸入した生物由来原材料・商品等の種類はなんですか？過去 5 年間を目安としてお
答えください。
（複数回答可）
【①生殖質（精液・卵子・受精卵等）
・種苗】
1. 作物（種子、苗、たねいも等）

2. 家畜（精液・卵子・受精卵）

3. 愛玩動物（精液・卵子・受精卵）

4. 昆虫（精子・卵子・受精卵）

5. 林木（種子、苗木）

6. 山菜・山野草（種子・苗）

7. きのこ（胞子体）

8. 魚介類（精子・卵子・受精卵）

9. 藻類（配偶体）

10. その他（具体的に：

）

【②①を除く、生体（栄養体の全個体又はその一部）
】
11. 作物（園芸作物を含む）

12. 家畜

13. 愛玩動物

14. 昆虫

15. 林木

16. 山菜・山野草

17. きのこ（子実体）

18. 魚介類

19. 藻類

20. 病原微生物

21. 微生物（病原微生物以外）

22. カルス

23. その他（具体的に

）

【③その他の区分】
24. 農産加工物（一次加工された農産物（精米、 25. 畜産加工物（一次加工された畜産物）
原糖、缶瓶詰果汁、味噌、漬物等）
）
26. 林産加工物（一次加工された山菜・山野草） 27. 水産加工物（一次加工された魚介類・藻類）
28. その他加工食品

29. 抽出された DNA

30. 上記外のその他（具体的に：

）

31. 答えられない

32. わからない
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問3. 海外の生物由来原材料・商品等の輸入先はどのようなところですか？過去 5 年間を目安としてお答え
下さい。（複数回答可）
1.

原産地（原材料・商品等の生産地）の製造業者

2.

原産地（原材料・商品等の生産地）の小売業者

3.

原産地（原材料・商品等の生産地）の輸出入商社・販売代理店

4.

原産地（原材料・商品等の生産地）にある自社現地法人または駐在所

5.

原産地（原材料・商品等の生産地）の農家等

6.

第三国（原材料・商品等の生産地以外の国）の小売業者

7.

第三国（原材料・商品等の生産地以外の国）の輸出入商社・販売代理店

8.

第三国（原材料・商品等の生産地以外の国）にある自社現地法人または駐在所

9.

その他（具体的に：

10.

）

答えられない

11. わからない
問 4 及び問 5 でいう「研究開発」とは、
「遺伝資源の遺伝的な構成又は生化学的な構成に関わる研究開発」
を指すこととします。例えば、単に生物由来の原材料・商品等を加熱加工したり、調合したりして商品開
発を行う事などは含まれません。
問4. 海外から輸入した生物由来の原材料・商品等の利用用途について、あてはまるものを全てお答えくだ
さい。過去 5 年間程度を目安にお答えください。
（複数回答可）
1.

そのままの形態（商品包装等を施すのみの場合を含む）で販売する。

2.

加工・製造して（委託加工・製造を含む）販売する。

3.

自社で研究開発用途の生物由来素材として利用する。

4.

その他（具体的に：

5.

答えられない

6.

わからない

1,2 いずれかを
選択した方
⇒問 5 へ
）

1,2 いずれも選
択していない方
⇒問 6 へ

問5. 前問で 1,2（販売する）と回答した方へうかがいます。販売先がその原材料・商品等や加工製品を研究
開発用途に利用することはありますか。
（複数回答可）
1.

研究開発用途に利用されている。

2.

研究開発用途には利用されていない。

3.

販売先の具体的な利用用途はわからない。

4.

その他（具体的に：

）
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Ⅲ．遺伝資源に関する国際ルールや施策について
問6. 「遺伝資源」に関する国際ルールや施策についてうかがいます。
（問 6 のご回答について）
海外の生物由来素材を「遺伝資源」として取得・利用する場合には、条約等で定められた国際ルールが存在しておりま
す（用語は、１頁目の「遺伝資源とは」
、
「遺伝資源の利用とは」も参照）
。問 6 はこれらに関する認知度や今後の要望等
についてうかがうものです。なお、国際ルールの詳細については、別添の「遺伝資源取引に関する国際ルールについて」
をご参照下さい。現時点で、回答者の皆様に直接的な関わりは薄いかもしれませんが、今後、遺伝資源を用いた研究開発
等を行う可能性もあるかと思いますので、可能な範囲でご回答のほどお願いいたします。

問 6-① 以下にあげる遺伝資源に関する条約等を知っていますか？該当箇所に○印を付けて下さい。
（そ
れぞれどれか 1 つ）
条約名

1.内容を知っている

2.名称を聞いたこと

3.名称を聞いたこと

がある

がない

1)生物多様性条約（CBD）

1

2

3

2)食料・農業植物遺伝資源条約

1

2

3

1

2

3

（ITPGRFA）
3)名古屋議定書

⇒3)で 1 を選択した

⇒3)で 2 又は 3 を選択した方は問 6-③へ

方は問 6-②へ

「遺伝資源」について特にご関心が無い等の場合、問６-②～⑤の回答を任意といたしますので、可能な範
囲で回答いただいたうえで、問 7 へお進みください。
問 6-② ①（前問）の 3)で名古屋議定書の「１．内容を知っている」とお答えになった方に伺います。
その情報はどこから入手しましたか？（複数回答可）
1.

書籍

2.

ホームページ（具体的に：

3.

セミナーへの参加

4.

業界団体・学会・関係団体からの情報提供

5.

所属先の企業・研究機関等からの情報提供

6.

政府からの情報提供

7.

詳しい知人等からの情報提供

8.

その他（具体的に：

）

）
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問 6-③ 今後、遺伝資源の入手・利用に関する情報を知るために、どのような方法を希望されますか？（複
数回答可）
1.

講演会・研修・出前授業

2.

マニュアル等の資料配布

3.

相談窓口の設定

4.

HP 等での分かりやすい情報発信

5.

その他（具体的に：

6.

特に希望しない

）

問 6-④ 遺伝資源の入手・利用に関して、国にどのような施策を期待しますか？（複数回答可）
1.

遺伝資源に関する国際ルール等の情報提供・普及

2.

海外遺伝資源の入手・利用の具体的方策・ノウハウの情報提供・普及

3.

政府主導による海外との交渉・関係構築による海外遺伝資源の入手ルートの整備

4.

個別企業・大学等による海外遺伝資源の入手ルート構築のための交渉やコンソーシアム形成
等の支援

5.

公的コレクション・ジーンバンクを仲介とする海外遺伝資源の個別企業・大学等への配布機
能の強化

6.

海外政府等に対する遺伝資源に関する制度整備・運用能力の構築支援

7.

海外企業・大学・研究機関等に対する遺伝資源に関する研究能力の構築支援

8.

海外企業・大学・研究機関等に対する遺伝資源に関する国際ルール等の普及啓発

9.

国内遺伝資源の利用による研究開発・商業化を促進するための支援

10. 国内遺伝資源の入手の管理制度や国外流出防止策
11. 遺伝資源の利用者との意見交換の場の提供
12. 名古屋議定書の早期締結
13. 名古屋議定書等の遺伝資源関連の国際会議における我が国の意見の反映
14. その他（具体的に：

）

15. 特に期待することはない
16. わからない
問 6-⑤ 現在、名古屋議定書の批准に向けて国内措置の検討を行っているところですが、その内容につい
てご希望等があれば記入して下さい。（自由記述）
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以下は、貴社及び記入者の方についての質問です。
問7. 貴社の業種を記入してください。複数の事業を行っている場合には最もよくあてはまる主たる事業に
ついてご回答ください。
（どれか 1 つ）
【農林水産業】
1.

種苗生産

6.

きのこ菌製造業

2.

種苗販売（卸売・小売のみ）

7.

造園業

3.

生花・園芸店等

8.

その他林業関連業

4.

その他園芸・緑化資材の製造・販売
（具体的に：

5.

（具体的に：
9.

）

）

水産関連産業

その他農畜産関連業
（具体的に：

）

【製造業】
10. 食料品製造業

15. パルプ・紙・紙加工品製造業

11. 飲料・たばこ・飼料製造業

16. その他化学工業

12. 油脂加工製品・石鹸等製造業

（具体的に：

13. 医薬品製造業

）

17. その他製造業

14. 化粧品・歯磨き・その他化粧用製品製造業

（具体的に：

）

【卸売・小売業】
18. 農畜産物卸売業

22. 飲食料品小売業

19. 食料・飲料卸売業

23. その他卸売・小売業

20. 医薬品卸売業

（具体的に：

）

21. 化粧品卸売業
【大学・研究機関等】
24. 国立大学

28. 公設試験場

25. 私立大学

29. 植物園・動物園

26. 公立大学

30. その他の研究機関等

27. 大学以外の独立行政法人研究機関

（具体的に：

）

【その他】
31. 農業協同組合

34. その他

32. 漁業協同組合

（具体的に：

33. 森林組合
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）

問8. 貴社の資本金をお答えください。（どれか 1 つ）
1.

３億円超

5.

2.

１億円を超え、３億円以下

3.

５０００万円を超え、１億円以下

6.

１０００万円以下

4.

３０００万円を超え、５０００万円以下

7.

株式会社等ではない

１０００万円を超え、３０００万円以
下

問9. 貴社の全体の従業員数をお答えください。（どれか 1 つ）
1.

１００１人以上

5.

５１人以上、１００人以下

2.

５０１人以上、１０００人以下

6.

２１人以上、５０人以下

3.

３０１人以上、５００人以下

7.

６人以上、２０人以下

4.

１０１人以上、３００人以下

8.

５人以下
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ご回答者様の情報についてお伺いいたします。
下記の個人情報の利用目的及び次頁に記載したわが社の個人情報保護方針をお読みいただ
きご同意いただける場合は、下欄へのご記入をお願いします。
【個人情報の利用目的等】
ご提供いただいた個人情報は厳重な安全管理の下、下記の目的のみに利用し、ご本人の同意なく第三
者に開示することはございません。
※ ご回答内容についての照会をする場合がございます。
※ 調査協力依頼をさせていただく場合がございます。
※ 後日、調査結果の抄録を電子メールで送信させていただきます。電子メールの記載がない場合や
記載ミスがある場合には抄録を提供することはできません。
※ 本アンケートの委託元である農林水産省へ回答内容とともに提供いたします。
※ ご希望の方には、今後、弊社または農林水産省から遺伝資源関連の情報提供や案内等のご連絡を
させていただきます。
インターネットでご回答いただく場合、当該 Web アンケートシステムの運用、データ管理は、㈱シー
ベースに個人情報管理に係る契約を締結の上で委託して実施しております。
【ご回答内容の機密保持等】
ご回答内容については、秘密を厳守し、他者に漏らすことはありません。
ご回答頂いた内容は統計的に処理致しますので、個別の企業・機関名が特定される情報を公表したり、
第三者に開示することはありません。
ご回答内容をもとに、企業や回答担当者に対しいかなる不利益な取扱いをすることはありません。

←今後、弊社または農林水産省から遺伝資源関連の情報提供や案内等の連絡をご希
望の方は左欄にチェックしてください。
企業・機関等名
所属部署名
役職

回答者名

電話番号

FAX 番号

E-mail アドレス

※調査結果の抄録は電子メールで提供させていただきますので、正確にご記入ください。ご記
入がない場合や記載ミスがある場合には抄録を提供することができません。
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アンケートは以上で終了です。
長時間にわたりご協力いただきありがとうございました

個人情報保護方針
三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング株式会社及びその子会社（以下、当社とします）は、多様な情
報を取り扱う総合シンクタンクとして、個人情報を適切に管理することを重要な社会的規範と考え、個
人情報保護を企業活動における最優先事項の一つとして位置づけています。
当社は、個人情報の保護を確実に実践していくために、個人情報保護に関する方針を以下のとおり定め、
すべての役員、社員、協働者に周知し、徹底を図ります。
1．個人情報の適切な取得・利用・提供・預託
当社は、個人情報の取得にあたって、本人に対して個人情報の利用目的を明らかにし、同意を得た上
で取得します。
当社は、取得した個人情報を当初の利用目的の範囲に限定して利用し、適切に取り扱います。
当社は、本人の同意がある場合、及び法令に基づき司法機関等から法的義務を伴う要請を受けた場合
を除き、取得した個人情報を第三者に提供、預託いたしません。また、本人の同意があった場合でも、
当社以外の第三者に個人情報を預託、提供する場合には、十分な個人情報保護の水準を備える者を選
定し、契約等によって保護水準を守るよう定め、適切に取り扱います。
2．個人情報に関する安全管理措置
当社は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改竄および漏洩などに関する予防措置
を講ずるとともに、万一の事故等の発生時には速やかな是正措置を実施します。
当社は、適切な個人情報の取り扱いと運用に関する具体的ルールを定め、その管理に関する責任者を
設けるとともに、役員、社員、協働者に対する教育を徹底します。
3．個人情報に関する法令及び規範の遵守
当社は、個人情報の取り扱いについて、個人情報保護法をはじめとして、関連する法令及びガイドラ
インを遵守します。
4．個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善
当社は、個人情報保護を適切に維持するため、個人情報保護マネジメントシステムを実施、運用する
とともに、これを継続的に改善します。
5．個人情報に関するお問い合わせ
当社は、取得した個人情報について、本人から開示、訂正・削除の要求、苦情もしくは相談があった
場合にはこれに応じます。
個人情報保護に関するお問い合わせ先
経営企画部 TEL：03-6733-1001 E-Mail：privacy@murc.jp

12
116

