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第１章 はじめに 

 

 

１.１ 目的 

 平成 22 年 10 月に開催された生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）において、

遺伝資源の利用や利益配分（ABS）に関する名古屋議定書が採択された。これにより遺伝

資源へのアクセスが円滑になり、生物多様性の保全や持続可能な利用に貢献することが期

待される一方、資源提供国では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

が見られる。他方、遺伝資源利用者にとっては国ごとの取引慣行、法体系の違い等により

海外遺伝資源の利用に躊躇する傾向にある。今後遺伝資源提供国と新たな議定書の下で良

好な取引関係が速やかに構築できなければ、遺伝資源を利用した生産活動や研究活動が停

滞し、我が国の国益を大きく損なうおそれがある。 

 このため、本事業では、平成 24 年度農林水産分野における遺伝資源利用促進事業（以下

「平成 24 年度事業」という。）に引き続き、遺伝資源提供国の国内制度や取引状況等につ

いて調査し、国内遺伝資源利用者へのガイダンスを実施するとともに、ワークショップの

開催等を通じた相手国との信頼関係の醸成を図る。また、遺伝資源の取得に係る優良な取

組事例を創出するため、遺伝資源提供国と遺伝資源利用者の意見調整を支援することによ

り、今後の遺伝資源の利用推進に資することを目的とする。 

 

１.２ 事業内容 

(１)平成 24年度遺伝資源取得計画の対象国との交渉 

平成 24 年度事業により策定された遺伝資源取得計画対象国（ペルー、インド及びスリラン

カ）と交渉等を行う。交渉等に当たっては、事前にコンソーシアム会議を開催し、コンソ

ーシアムの要望、意見等を聴取するものとする。 

 

①平成 24 年度遺伝資源取得計画対象国に専門家を派遣し、次に掲げる交渉等を行う。 

ア コンソーシアム及び我が国の要望の説明 

イ 遺伝資源に関する我が国との協力に係る要望の聴取 

ウ コンソーシアムと平成 24年度遺伝資源取得計画対象国における覚書等の締結に向け

た交渉 

エ その他遺伝資源の取得に関する意見の調整及び交渉 

  



2 

 

 

②平成 24 年度遺伝資源取得計画対象国から遺伝資源業務の担当者を日本に招へいし、①と

同様に交渉等を行う。 

 

③交渉等に積極的な国において、コンソーシアム構成員と当該国の遺伝資源業務の担当者

が参加するワークショップ開催し、このための国内外の事前調整及び広報活動を行う。 

 

(２)新たな遺伝資源提供国の法制度等に関する調査 

 遺伝資源の取引関係を構築し得る遺伝資源提供国を拡大する。24 年度遺伝資源取得計画

対象国以外の国を対象に、資源提供国の法制度等に関する調査を実施する。 

 

(３)コンソーシアムの拡充及び平成 25年度遺伝資源取得計画の策定 

 平成 24 年度事業において、遺伝資源の取得を希望する企業、研究者等によって構成した

コンソーシアムにおいて、次の通り遺伝資源取得計画を作成する。 

 

①コンソーシアム構成員による会議を開催する。 

②コンソーシアム会議は、次に掲げる事項を処理する。 

ア 新たな遺伝資源取得計画を策定する 

イ コンソーシアムの今後のあり方について検討する 

ウ 遺伝資源取得のスキーム、遺伝資源提供国からの利益配分等に関する要望への対

応等、遺伝資源の取得に係る課題と対応策について検討する 

エ その他覚書等の締結に必要な法的事項について検討する。 

③コンソーシアム会議の開催に当たっては、必要に応じ専門家の意見を聞く。 

④必要に応じ、コンソーシアムの拡充を図るものとし、国別、作物別等のサブコンソー

シアムの設置、規約等の改定等を行う。 

 

(４)国内ワークショップの開催 

平成 25 年度遺伝資源取得計画対象国の関係者と情報交換を行うため、日本国内において、

コンソーシアム構成員が参加するワークショップを開催する。 

 

(５)国内遺伝資源利用者への海外遺伝資源へのアクセスと利益配分に関する情

報提供 

 企業、研究者等の関係者向けに説明会を全国２カ所で開催し、海外遺伝資源の取得に際

して必要な知識、情報を広く提供する。また、国内遺伝資源利用者に対し、海外遺伝資源

の円滑な取得と利用のために必要とされるノウハウや情報を周知するため、平成 24 年度事

業により作成した手引書を改訂したもの（電子媒体）を作成する。 
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(６)検討会の設置 

 上記の実施に当たり、有識者からなる検討会を設置し、事業全体の進め方やスケジュー

ル、対象国の選定等について助言を得る。 
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第２章 平成 24年度遺伝資源取得計画の対象国との交渉 

 

 

２.１ ペルー 

２.１.１ 交渉経緯 

 本年度、ペルーに対しては 9 月に現地を訪問し、ワークショップ形式での意見交換によ

り、今後の進め方について基本的な合意を得た。さらに、1 月に再度ペルーを訪問してコン

ソーシアム側から具体的な共同研究提案を行った。共同研究の内容については、3 月にわが

国で実施した個別交渉において、今後の進め方と平成 26 年度における取組内容についてほ

ぼ合意した。 

 

時期 場所 活動・交渉内容 

H25.9 ペルー ●ミニワークショップ、訪問・ヒアリングの実施 

 ペルーとの遺伝資源の保存、利用に関して日本とペルーの共同

事業を実施する際の基本的な考え方について合意。 

 H26.1 ペルーで開催が予定されているワークショップの内容、

開催時期、日本の民間の研究者の参加について合意。INIA がペ

ルー側の共同開催者となることを確認。 

H25.10 日本 (参考)「遺伝資源の機能解析に係る途上国能力開発事業」により、遺

伝資源保存・評価手法に関する研修、ITPGRFA に関する研修を実施。 

H26.1 ペルー ●海外ワークショップの実施 

 日本側からの共同研究提案。 

 →先方からは前向きな反応 

 →H26.3 日本で開催する WS でさらに交渉 

(参考)「遺伝資源の機能解析に係る途上国能力開発事業」により、遺

伝資源の探索・保存等に関する指導を実施。(簡易フィールド調査) 

H26.3 日本 ●国内ワークショップの実施 

 ペルーより２名を招聘してわが国含めて合計 5 ヶ国による国内

ワークショップを実施。 
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２.１.２ 交渉・情報収集記録 

(１)平成 25年 9月訪問 

① スケジュール 

 

2013 年 8 月 30 日（土） 日本出国 

2013 年 8 月 31 日（日） リマ着 

2013 年 9 月 2 日 （月）  ワークショップ(第一部)  

Agraría(国立農業改良研究所)（INIA） 

2013 年 9 月 3 日（火）  Ministerio del Ambiente (環境省) 

 Instituto de Investigacion de la Amazonia Peruana (ペルー・アマゾ

ン研究所)  

 Direccion General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFF)、 

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) (農業灌漑省森林野生

動物総局)  

 JICA ペルー事務所  

2013 年 9 月 4 日（水）  Centro Internacional de la Papa (国際ジャガイモセンター 

 Universidad Nacional Agraria La Molina (国立農業大学モリーナ校) 

 Instituto Nacional de Innovación Agraría (INIA)  

2013 年 9 月 5 日（木）  Estacion Experimental Agraria Donoso – Huaral Donoso農業試験

場訪問 

2013 年 9 月 6 日（金）  ワークショップ(第二部)  

Agraría(国立農業改良研究所)（INIA） 

 国立農業改良研究所（INIA）所長表敬訪問 

2013 年 9 月 7 日（土） リマ発 

2013 年 9 月 8 日（日） 日本着 
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② 参加者 

氏名 所属 

喜多昭治 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 研究開発大

２部(大阪）副主任研究員 

二村聡 ニムラ・ジェネティック・ソリューションズ 

河瀬真琴 独立行政法人農業生物資源研究所 遺伝資源センター長 

土門英司 独立行政法人農業生物資源研究所 遺伝資源センター 遺伝資

源国際連携室主任研究員 

田畑真 アイ・シー・ネット株式会社 シニアコンサルタント 

図司令子 アイ・シー・ネット株式会社 コンサルティング事業部 

 

 

③ 収集文献リスト 

 

 文献名（西語） 文献名（英語） 収集元 

1 

 

Soporte técnico científico para el 

desarrollo amazónico (DVD) 

Science Technology Support for the 

Development of the Amazon 

Instituto de Investigacion de la 

Amazonia Peruana 

2 Catastro de compuestos químicos de 

interés medicinal en especies vegetales 

amazónicas 

Land Registry of Chemical 

Compounds of Medical Interest in 

Amazonian Vegetable Species 

Instituto de Investigacion de la 

Amazonia Peruana 

3 Decreto Supremo Nr. 

003-2009-MINAM 

Supreme Decree No. 

003-2009-MINAM 

Direccion General Forestal y de 

Fauna Silvestre (DGFF), 

Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI)  

4 Resolucion Ministrerial Nr. 

233-2013-MINAM 

Ministerial Resolution No. 

233-2013-MINAM 

Direccion General Forestal y de 

Fauna Silvestre (DGFF), 

Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI) 

5 Requisito  para  solicitar  autorizacion 

para  realizar  invesigacion  cientifica 

de flora y/ofauna silvestres fuera de 

Areas Naturales Protegindas (ANPES) 

Requirement to apply for authorization 

of scientific research of wild flora 

and/or fauna outside the Protected 

Natural Areas  (ANPES) 

Direccion General Forestal y de 

Fauna Silvestre (DGFF), 

Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI) 

6 Requisito para suscribir contractos de 

acceso marco a resursos geneticos 

Requirement for contracts for overall  

access to genetic resources 

Direccion General Forestal y de 

Fauna Silvestre (DGFF), 

Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI) 
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7 Directiva del procedimiento 

administrativo para suscripcion de 

contractos de acceso 

Reguation for the administrative 

procedure for issuing access contracts 

Direccion General Forestal y de 

Fauna Silvestre (DGFF), 

Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI) 

8 Directiva del procedimiento 

administrativo de contractos de acceso 

marco 

Reguation for the administrative 

procedure for overall access contract 

Direccion General Forestal y de 

Fauna Silvestre (DGFF), 

Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI) 

9 Dirección General Forestal y de Fauna 

Silvestre 

Directorate General of Forest and 

Wildlife 

Direccion General Forestal y de 

Fauna Silvestre (DGFF), 

Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI) 

10 Autoridad Nacional Forestal y de Fauna 

Sivestre (西語版) 

 

 Direccion General Forestal y de 

Fauna Silvestre (DGFF), 

Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI) 

11  National Forest and Wildlife 

Authority(英語版) 

Direccion General Forestal y de 

Fauna Silvestre (DGFF), 

Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI) 

12 Lineamientos Técnicos para la 

Aplicación de Metodología en la 

Evaluación del Estado Poblacional 

deVicuñas (Vicugna vicugna) 

Technical Guidelines for the 

Application of Methodology in the 

Evaluation of the Population Status of 

Vicugnas 

Direccion General Forestal y de 

Fauna Silvestre (DGFF), 

Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI) 

13 Lineamientos Técnicos para la 

Conservación, Menejo y 

Aprovechamiento Sostenible de los 

Camélidos Sudamericanos Silvestres 

Technical Guidelines for the 

Conservation, Management and 

Sustainable Development of the Wild 

South American Camelids 

Direccion General Forestal y de 

Fauna Silvestre (DGFF), 

Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI) 

14 Lineamientos Técnicos para Extracción 

y Traslado de Camélidos Sudamericanos 

Silvestres con Fines de Repoblamiento 

Technical guidelines for Extraction and 

Transfer of the Wild South American 

Camelids for purposes of resettlement 

Direccion General Forestal y de 

Fauna Silvestre (DGFF), 

Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI) 

15 Guía Metodológia de la Evaluación del 

Estado Poblacional de Vicuñas (Vicugna  

vicugna) 

 

Methodology Guide of the Evaluation 

of the Population Status of Vicugnas 

Direccion General Forestal y de 

Fauna Silvestre (DGFF), 

Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI) 
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16 Guía de Actividades para la 

Conservación, Manejo y 

Aprovechamiento Sosotenible de los 

Camélidos Sudamericanos Silvestres 

Activity Guide for the Conservation, 

Management and Sustainable 

Development of the Wild South 

American Camelids 

Direccion General Forestal y de 

Fauna Silvestre (DGFF), 

Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI) 

17 Guía de Flora de las Lomas Consteras 

de Lima 

Flora Guide of the Coastal Hillock of 

Lima 

Direccion General Forestal y de 

Fauna Silvestre (DGFF), 

Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI) 

18 Lineamientos y Formatos para la 

Formulación de los Planes de Manejo 

Forestal en Bosque Secos de la Costa 

Guidelines and Formats for the 

Formulation of Forest Management 

Plans in dry forest of the Coast 

Direccion General Forestal y de 

Fauna Silvestre (DGFF), 

Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI) 

19 Chirapaq Ñan Chirapaq Ñan Initiative Centro Internacional de La Papa 

20  CIP’s Genebank (英語版のみ) Centro Internacional de La Papa 

21  A Set of Research papers Centro Internacional de La Papa 

22 Catálogo de la Colección Nacional de 

Quinua 

Catalog of the National Collection of 

Quinua 

Instituto Nacional de Innovación 

Agraría 

 

 

 

④ 調査結果 

 

 遺伝資源の保存、利用に関して日本とペルーの共同事業を実施する際の基本的な考え

方についての合意が得られた。共同事業を実施する植物種についての合意、その共同

事業を実施するために必要な MOU の締結、その経験をもとに、一般的（標準的な）

MOU の締結を目指すという手順について合意が得られている。 

 平成 26 年 1 月にペルーで開催が予定されているワークショップの内容、開催時期、日

本の民間の研究者の参加について合意が得られ、INIA がペルー側の共同開催者となる

ことが確認された。 

 平成 25 年 10 月に日本で開催を予定しているワークショップに参加するペルー人専門

家の選定についてペルー側から了承を得た。（能力開発事業） 

 

日本側に残された課題として次のことが挙げられる。 

 

 遺伝資源へのアクセス、アクセス契約に関する文献(収集資料の 3 から 8 まで)の内容の

分析。 
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 平成 26 年 1 月にペルーで実施を予定しているワークショップの準備、同 2 月に予定し

ている日本における交渉の準備。 

 協同研究の内容及びその方法の検討。特に、共同研究の対象となる植物種についての

（コンソーシアムにおける）日本案の作成。共同研究における日本の関与の仕方につ

いての検討。 

 ペルーから 1980 年代に日本に持ち込んだ遺伝資源の Repatriation の可能性の検討 

 INIA で計画している、バイオテクノロジーセンターの設置への協力の可能性 

 伝統的知識へのアクセスを管轄しているのは文化省であることから、次回は文化省か

らの情報収集についても検討する必要がある。 

 

ペルー側に残された課題として次のことが考えられる。 

 

 日本側から提案のあった本年度の活動への参加者の決定。（既に、10 月の活動について

はペルー側から参加者が示されている。） 
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⑤ ワークショップ記録 

 

遺伝資源の保存と利用のためのペルー日本間の協力に関するワークショップ 

Workshop on the cooperation between Peru and Japan 

 in the field of conservation and utilization of genetic resources 

 

報告書 

 

1. 遺伝資源の保存と利用のためのペルー日本間の協力に関するワークショップ(以下ワー

クショップ)は、2013 年 9 月 2 日、及び 9 月 6 日、リマの国立農業改良研究所（Instituto 

Nacional de Innovacion Agraria（INIA）以下 INIA）で開催された。  

 

ワークショップ第一部 2013 年 9 月 2 日 

 

2. ワークショップ第一部は INIA の Ing. Manuel Sigueñas Saavedra の議事進行の下に

INIA の講堂において、行われた。 

 

課題 1:ワークショップの背景、内容、目的 

3. 司会者より、資料に基づきワークショップの背景、内容、目的について説明があった。 

 

 

 

課題 2:日本のジーンバンクプロジェクトの説明 

4. 農業生物資源研究所（以下、生物研）の河瀬遺伝資源センター長より、資料に基づき

生物研の遺伝資源センター、ジーンバンクプロジェクトについて説明があった。 

 

課題 3:ペルーにおける遺伝資源保全の説明 

5. INIA の Ing. Sigueñas より、資料に基づき、遺伝資源の保全、INIA での研究、プロ

ジェクト、遺伝資源に関する規定について説明があった。 

 

課題 4:プロジェクトⅠにおける活動の説明 

6. 株式会社ニムラ・ジェネティック・ソリューションズの二村代表取締役より、資料に

基づき、プロジェクトⅠの背景・目的、前回の日本でのワークショップで提起された

ペルー側の関心事項に対する回答、今後のスケジュールについて説明があった。 

 

課題 5:プロジェクトⅡにおける活動の説明 
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7. 生物研の土門主任研究員より、資料に基づき、ペルー側・日本側から提案された活動

の説明、今後日本で開催するワークショップ、能力強化研修について説明があった。 

 

 

第一部のまとめ 

8. 第一部を修了するに当たり、INIA の Ing. Manuel Sigueñas Saavedra は、会合を下の

ように総括した： 

 今回のワークショップにおいては、日本の報告者から非常に明瞭な説明があり、感謝

の意を表する。 

 ジーンバンクの運営については、筑波の NIAS のジーンバンクの経験を共有したい。 

 協同事業に着いては、少ない植物種を対象として、小さく始めることにしたい。 

 R&D については、日本との共同作業を通じて、日本の経験を共有したい。 

 その際、パイロット・プロジェクトとして始め、その結果を他の植物種に適応するよ

うにするようにしたい。 

 遺伝資源の配布については、名古屋議定書など法的な仕組みに従うことが重要である。 

 アンデス地域における遺伝資源の保存については、1990 年代に地域的な法的な仕組み、

すなわち Decision 391 及びそれの基づく国内制度を作った。この仕組みについて、現

在見直しがなされている。 

 今日は、世界銀行と、米州開発銀行（Inter-American Development Bank）の代表が

INIA を訪問していたので、INIA の所長はワークショップに参加することができなか

ったが、水曜日に INIA を再度訪問する際には、所長と話す機会を設けたい。 

 

 

ワークショップ第二部 2013 年 9 月 6 日 

 

9. ワークショップ第二部は INIA の遺伝資源バイオテクノロジー部の会議室において行

われた。 

10. 議事は、日本側が用意したディスカッションペーパーに従い、田畑の議事進行の下に

行われた。 
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遺伝資源の保存と利用のためのペルー日本間の協力に関するワークショップ 

 

議事次第 

 

2013 年 9 月 2 日(ワークショップ第一部、於 INIA 講堂) 

時間 課題 発表者 

8:30-8:45 歓迎の辞 田畑真 

8:45-9:00 参加者の自己紹介  

9:00-9:40 課題 1:ワークショップの背景、内容、目的 田畑真 

9:40-10:20 課題 2: 日本のジーンバンクプロジェクトの説明 河瀬真琴 

10:20-11:00 課題 3: ペルーにおける遺伝資源保全の説明 Manuel Sigueñas 

11:00-11:30 休憩  

11:30-12:10 課題 4: プロジェクトⅠにおける活動の説明 二村聡 

12:10-12:40 課題 5: プロジェクトⅡにおける活動の説明 土門英司 

12:40-13:10 課題 6:質疑応答  

13:10-13:20 第一部閉会の辞 Manuel Sigueñas 

13:20-15:00 昼食  

 

2013 年 9 月 6 日(ワークショップ第二部、於 INIA 遺伝資源バイオテクノロジー部会議室) 

時間 課題 発表者 

8:30-12:00 議題 7:Discussion paper にも続く議論 田畑 

12:00 閉会  
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(２)平成 26年 1月訪問・ワークショップ開催 

① ワークショッププログラム 

 

TALLER 

ワークショップ 

EL ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS Y LA DISTRIBUCCION DE LOS BENEFICIOS 

DERIVADOS DE SU APROVECHAMIENTO 

遺伝資源へのアクセスおよび利益配分 

 

 

Lugar 場所: Escuela de Post-Grado,Universidad Nacional Agraria La Molina, Auditorio A-2国

立ラ・モリナ農科大学大学院 A-2 講堂 

  Av. La Molina s/n, La Molina 

 

Fecha 日付: 27 y 28 de enero del 2014 2014 年 1 月 27 日、28 日 

 

Hora 時間:  10:00 a 17:30 horas (27.01.14) 27 日 10:00～17:30 

  10:00 a 13:00 horas (28.01.14) 28 日 10:00～13:00 

 

 

OBJETIVOS 目的 

1. Difundir el marco legal sobre acceso a recursos genéticos y la distribución de los 

beneficios derivados de su aprovechamiento 

遺伝資源アクセスおよび利益配分（以下 ABS）に関する法制度の説明 

2. Compartir experiencias sobre el acceso a los recursos genéticos y la distribución de los 

beneficios derivados de su aprovechamiento 

ABS に関する経験の共有 

3. Identificar propuestas para el uso de los recursos genéticos y la distribución de los 

beneficios derivados de su aprovechamiento  

ABS にかかる提案の具体化 

 

 

PROGRAMA プログラム 

 

Primer día: 27 de enero de 2014 １日目 2014 年 1 月 27 日 
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10:00 – 10:20  Bienvenida 挨拶  

 

1. Ing.  Manuel Sigüeñas  

Subdirección de Recursos Genéticos y Biotecnología  

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 

マヌエル・シグエニャス技師 

国立農業改良研究所（INIA）生物工学遺伝資源課 

2. Sr. Akio Yamamoto  

Environment Policy Division, Minister’s Secretariat, Ministry of Agriculture, 

Forestry and Fisheries (MAFF) 

山本昭夫氏 農林水産省大臣官房環境政策課 

 

10:20 – 11:00 Recursos Fitogenéticos potenciales en el Perú (presentación 09.2013) 

Ing. Manuel Sigüeñas – INIA 

ペルーの有力な植物遺伝資源（2013 年 9 月プレゼン） 

マヌエル・シグエニャス技師（INIA） 

 

11:00 – 13:00 Sistema de Acceso y Distribución de Beneficios (ABS) en Perú 

ペルーにおける ABS システムの説明 

(20 minutos para cada presentación y 10 minutos para preguntas) 

(各プレゼン 20 分、質疑応答 10 分) 

 

1. Políticas nacionales 国家政策 

Ministerio de Ambiente ペルー環境省 

2. Acceso a recursos fitogenéticos de especies domesticadas 

栽培化された植物種の遺伝資源アクセス 

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 

国立農業改良研究所（INIA） 

3. Acceso a recursos fitogenéticos de especies silvestres 

栽培化されていない植物種の遺伝資源アクセス 

Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI-DGFFS) 

農業灌漑省森林野生動物総局（MINAGRI-DGFFS） 

4. Protección y acceso a los conocimientos tradicionales 

伝統的知識の保護とアクセス 
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Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI) 

競争防衛・知的財産権保護庁（INDECOPI） 

 

13:00 – 14:30  Almuerzo 昼食 

 

14:30 – 15:30 Estudio de caso sobre ABS ABS に関するケーススタディ 

 

 

 

15:30 – 16:50 Propuesta de estudio conjunto 共同研究に関する提案 

 

 

 

17:00 – 17:30 Preguntas y respuestas 質疑応答 

 

 

Segundo Día: 28 de enero de 2014 ２日目 2014 年 1 月 28 日 

 

10:00 – 13:00 Mesa redonda ラウンドテーブルミーティング 

1. Respuestas a preguntas de expertos peruanos Sr. Akio Yamamoto (MAFF). 

ペルー側専門家の質問に対する回答 山本昭夫氏（農林水産省） 

2. Intercambio de opiniones sobre las propuestas del Primer Día 

１日目の提案に関する意見交換 

3. Intercambio de opiniones sobre el manejo de los recursos genéticos 

遺伝資源の取り扱いに関する意見交換 

 

13:00 – 13:15 Clausura 閉会 

 

 

２.２ スリランカ 

２.２.１ 交渉・情報収集の経緯 

 本年度、スリランカに対しては、1 月に現地を訪問して、情報収集等を実施した。さらに、

3 月にわが国で実施したワークショップにおいて、スリランカ側から MOU 締結の重要性に

ついて提案があり、その締結を目指した検討を行うことを確認した。 
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時期 場所 活動・交渉内容 

H25.10 日本 (参考)「遺伝資源の機能解析に係る途上国能力開発事業」により、遺

伝資源保存・評価手法に関する研修、ITPGRFA に関する研修を実施。 

H26.1 スリラン

カ 

●スリランカ訪問 

 スリランカに対して、プロジェクトの内容等について質問し、

情報収集を実施。 

H26.2 スリラン

カ 

(参考)「遺伝資源の機能解析に係る途上国能力開発事業」により、遺

伝資源の探索・保存等に関する指導を実施。 

H26.3 日本 ●国内ワークショップの実施 

 スリランカより２名を招聘してわが国を含めて合計 5 ヶ国によ

る国内ワークショップを実施。 

 プロジェクトの内容や今後の進め方について確認。 
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２.２.２ 交渉・情報収集記録 

(１)平成２６年１月訪問 

① スケジュール 

 

日付 訪問先 

2014 年 1 月 15 日（水）  日本大使館 

2014 年 1 月 16 日（木）  Department of Agriculture 

 Horticultural Crop Research & Development Institute 

 JICA 

 

② 参加者 

 

氏名 所属 

西田貴明 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 研究開発第

２部(大阪）副主任研究員 

二村聡 ニムラ・ジェネティック・ソリューションズ 

 

 

 

③ 調査結果 

 スリランカに関しては、農林水産分野における遺伝資源利用促進事業や遺伝資源の

機能解析等に係る事業を実施しており、先方に混乱が見られたことから、まずは当

方の目的や事業について説明を行った。 

 遺伝資源に関する共同研究や日本で実施するワークショップへの参加について了承

を得た。 
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２.３ インド 

２.３.１ 交渉・情報収集の経緯 

 インドに対しては、1 月に現地を訪問して、情報収集等を実施した。なお、わが国におい

て実施したワークショップに招聘したが最終的な許可が下りずに招聘を断念した。 

 

時期 場所 活動・交渉内容 

H25.10 日本 (参考)「遺伝資源の機能解析に係る途上国能力開発事業」により、遺

伝資源保存・評価手法に関する研修、ITPGRFA に関する研修を実施。 

H26.1 インド ●インド訪問 

 プロジェクトの内容等について質問し、情報収集を実施。 

 

 

２.３.２ 交渉・情報収集の記録 

(１)平成２６年１月訪問 

① スケジュール 

 

日付 訪問先 

2014 年 1 月 15 日（水）  日本大使館  

2014 年 1 月 16 日（木）  Department of Agriculture 

 Horticultural Crop Research & Development Institute 

 JICA 

 

 

② 参加者 

 

氏名 所属 

西田貴明 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 研究開発第

２部(大阪）副主任研究員 

二村聡 ニムラ・ジェネティック・ソリューションズ 
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③ 収集文献リスト 

 

 文献名（英語） 収集元 

1 

 

ABS Mechanism under the biological Diversity Act, 2002, 

India 

National Biodiversity Authority 

2 Biodiversity Management Commitees 

Operational Tool Kit 

National Biodiversity Authority 

3 Explaining and Defining Traditional Knowledge 

Terminology 

National Biodiversity Authority 

 

 

④ 調査結果 

 インドでは、National Biodiversity Authority（NBA）が大きな権限を持ち、遺伝資源

の利用について厳しい制約を課している、というのが一般的な認識であったが、今回

の調査において、NBA のレギュレーションはアクセスを推進するためのものであると

いう発言があった。現在、日本にアクセスのための窓口を設置することも検討してい

るとのこと。 

 

 一方で、NBA による遺伝資源へのアクセス推進に対する批判もあり、慎重に状況を見

極める必要もある。 

 

 ICAR との共同研究については MOU が必要であるが、日印間には共同研究に関する

MOU があり、それをリファーすれば新たな MOU 締結は必要ないのではないかとのこ

と。 

 

 共同研究の内容については NBA を通す必要はないとのこと。（日印が指定する研究機

関であれば手続きは必要ないという NBA の説明と一致。ただし、遺伝資源の持ち出し

には別途許可が必要） 
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第３章 新たな遺伝資源提供国の法制度に関する調査 

 

３.１ 調査対象国の選定 

３.１.１ 検討会、コンソーシアム会議での意見 

(１)検討会 

 昨年度調査において、希望の出ていたアフリカについては、遺伝資源が豊富ではあるが、

難しい点が多いため、東南アジアを優先すべきであるとの意見があった。東南アジアにつ

いては、インドネシア以外にもう１ヶ国。ラオス、カンボジアについては、ラオスであれ

ばナス科、ウリ科は可能性がある。カンボジアについては追加的な情報収集が必要である

が、遺伝資源の面からは魅力が少ないのではないかとの意見があった。 

 

(２)コンソーシアム会議 

 コンソーシアム会議では、南米について、ペルーの周辺国も含めてトマトの野生種を全

て集めたという話があり、そこに何らかのかたちで協力できないかとの意見があった。東

南アジアについては特に意見がなかったが、アブラナ科植物等について地中海沿岸、中近

東、中央アジア、ロシア等に対する興味が示された。 

 

３.１.２ 対象国候補 

第 1 回委員会、コンソーシアム会議より、エクアドル、インドネシア、ラオスについては、

対象とすべきとの意見があったことから、本年度調査対象国とする。また、アブラナ科植

物という観点から、ロシアを調査対象とする。 

 

３.２ インドネシア 

３.２.１ 情報収集の経緯 

 本年度、インドネシアに対しては、11 月に訪問して日本側のプロジェクトを説明し、イ

ンドネシアの制度的な状況や共同研究ニーズに関する情報を収集したうえで、今後の取り

組みについて議論を行った。その後、メール等により共同研究の方向性について協議し、3

月にわが国で実施したワークショップにおいて、今後の進め方について概ね合意した。 

 

時期 場所 活動・交渉内容 

H25.10 日本 (参考)「遺伝資源の機能解析に係る途上国能力開発事業」により、遺

伝資源保存・評価手法に関する研修、ITPGRFA に関する研修を実施。 

H25.11 インドネ ●インドネシア訪問 
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シア  日本側からの共同研究を行うための枠組みについて提案。 

→枠組み自体については賛同を得た。 

→一方で、対象等する作物を絞る必要について示唆を得た。 

H26.3 日本 ●国内ワークショップの実施 

 インドネシアより２名を招聘してわが国を含めて合計 5 ヶ国に

よる国内ワークショップを実施。 

 今後の進め方について検討。 

H26.3 インドネ

シア 

(参考)「遺伝資源の機能解析に係る途上国能力開発事業」により、遺

伝資源の探索・保存等に関する指導を実施。 

 

３.２.２ 情報収集の記録 

(１)平成２５年１１月訪問 

① スケジュール 

 

日付 訪問先 

2013年 11月 18日（月）  Bogor Botanical Gardens 

 Indonesian Vegetable Research Institute  

2013年 11月 19日（火）  Ministry of Agriculture 

 Ministry of Envirnment  

2013年 11月 20日（水）  Indonesian Agency for Agricultural Research and Development 

 Ministry of Agriculture,Secretariat General Center for International 

Cooperation  

2013年 11月 21日（木）  Indonesian Center for Agricultural Biotechnology and Genetic 

Resources Research and Development 

2013年 11月 22日（金）  JICA ジャカルタ事務所 

 

② 参加者 

 

氏名 所属 

作田竜一 農林水産省大臣官房環境政策課地球環境対策室 室長 

長野暁子 農林水産省食料産業局新産業創出課種苗産業室 課長補佐 

英賀慶彦 農林水産省食料産業局新産業創出課 種新産業創出専門官 

田澤宏幸 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 コンサルテ

ィング・国際事業本部(大阪)経営コンサルティング部 チーフコ

ンサルタント 

二村聡 ニムラ・ジェネティック・ソリューションズ 
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③ 調査結果 

 遺伝資源に係わる法規制 １）

 インドネシアは、名古屋議定書に加盟したが、国内措置については、現在検討を進め

ているところである。遺伝資源に関しては以下の法規制がある。 

・作物栽培システム（Law no 12/1992）：探索と保全については、政府か農業省の許可

を受けた組織・個人が行う。 

・品種保護（Law no 29/2000）：コミュニティーの地方品種については国の所有であり

政府により管理される。 

・園芸（Law no 13/2010）：農業省は稀少な遺伝資源について強化する。稀少な遺伝資

源については交換できない。 

 

 ITPGRFA の付属書Ⅰに含まれる作物は農業省管轄であり、それ以外は環境省の管轄と

なる。 

 

 共同研究について ２）

 今後、具体的な内容について意見交換をしつつ進めていくことを確認。 
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３.３ エクアドル 

３.３.１ 情報収集の経緯 

 エクアドルに対しては、1 月に現地を訪問して、情報収集等を実施した。なお、わが国に

おいて実施したワークショップに招聘したが最終的な許可が下りずに招聘を断念した。 

 

時期 場所 活動・交渉内容 

H25.10 日本 (参考)「遺伝資源の機能解析に係る途上国能力開発事業」により、遺

伝資源保存・評価手法に関する研修、ITPGRFA に関する研修を実施。 

H26.1 エクアド

ル 

●エクアドル訪問 

 プロジェクトの内容等について質問し、情報収集を実施。 

 

 

３.３.２ 情報収集の記録 

(１)平成２６年１月訪問 

① スケジュール 

 

日付 訪問先 

2014 年 1 月 29 日（水）  JICA エクアドル支所  

2014 年 1 月 30 日（木）  ALCAFER ROSES 

 Jardin Botanico De Quito  

2014 年 1 月 31 日（金）  Ministerio del Ambiente  

 Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

 

② 参加者 

 

氏名 所属 

喜多昭治 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 研究開発大

２部(大阪）副主任研究員 

  

  

  

二村聡 ニムラ・ジェネティック・ソリューションズ 
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③ 収集文献リスト 

 

 

 文献名（英語） 収集元 

1 

 

El Sistema Multilateral del Tratado Internacional sobre 

Resoursos Fitogeneticos para la Alimentacion y la 

Agriculture 

Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias 

2 Departament Nacional de Recursos Fitogeneticos Denaref Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias 

3 INIAP: 50 anos Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias 

 

 

 

④ 調査結果 

 遺伝資源に係わる法規制 １）

 名古屋議定書について、議会で批准法案を採択する最終段階に入っているとのこと。

環境省としても批准に向けた報告書を取りまとめたところ。 

 ITPGRFA の付属書Ⅰ対象品目は、全て国立農牧業研究所（INIAP、農業牧畜養殖漁業

省 MAGAP の外局）がフォーカルポイントとなっており、その他の遺伝資源は、大統

領令 905 の第 2 条（適用範囲）で除外項目として設定された４つの項目を除き、全て

環境省が権限を有している。 

 遺伝資源の利用については手続きのフローチャートが整備されており、それぞれの手

続きを何日以内に完了させるかが定められている。 

 

 エクアドルの遺伝資源、農業分野の研究状況 ２）

 INIAP は 600 名のスタッフが在籍。年間予算は 1800 万ドルで、現在 21 のプロジェク

トが進行中。ローランド、ハイランド、アマゾン、ガラパゴス諸島に合計７箇所の試

験場を有する。 

 INIAP 傘下のジーンバンクはセントカタリーナにある Denaref。標本数は 21,000 であ

り、果実 1,659、穀類 5,757、カカオ 1,100、RTAs1,200 など。標本の 60％は評価済み。 

 ローランド、ハイランド、アマゾン地域の遺伝資源についてはカタログを作成してい

る。 
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３.４ ラオス 

３.４.１ 情報収集の経緯 

 ラオスに対しては、2 月に現地を訪問して、情報収集等を実施した。なお、3 月にわが国

において実施したワークショップに専門家を招聘した。 

 

時期 場所 活動・交渉内容 

H25.10 日本 (参考)「遺伝資源の機能解析に係る途上国能力開発事業」により、遺

伝資源保存・評価手法に関する研修、ITPGRFA に関する研修を実施。 

H26.2 ラオス ●ラオス訪問 

 プロジェクトの内容等について質問し、情報収集を実施。 

H26.3 日本 ●国内ワークショップの実施 

 ラオスより１名を招聘してわが国含めて合計 5 ヶ国による国内

ワークショップを実施。 

 

 

３.４.２ 情報収集の記録 

(１)平成２６年２月訪問 

① スケジュール 

 

日付 訪問先 

2014 年 2 月 24 日（月）  JICA ラオス事務所 

2014 年 2 月 26 日（水）  Africulture Research Center , National Agriculture and Forest 

Institute 

 National Agriculture and Forest Institute 

2014 年 2 月 27 日（木）  Department of Forest Resources Management, Ministry of Natural 

Resources and Environment Ministerio del Ambiente  

 

② 参加者 

 

氏名 所属 

二村聡 ニムラ・ジェネティック・ソリューションズ 
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③ 収集文献リスト 

 

 

 文献名（英語） 収集元 

1 

 

変貌するラオスの社会と経済：現状と展望 JICA ラオス事務所 

2 2011 Year book Agricultural Statistics JICA ラオス事務所 

3 2012 Year Book Crop Statistics JICA ラオス事務所 

 

 

 

④ 調査結果 

 遺伝資源に係わる法規制 １）

 希望する遺伝資源の種類、利用内容、利益還元に関する合意内容、共同研究相手等を

まとめた申請書を Department of Forest Resources Management, Ministry of 

Natural Resources and Environment まで提出。審査した結果を National Comission 

for Sciencce and Technology で諮り許可を出す仕組み。 

 

 農業分野の研究状況 ２）

 フランス、ドイツ、日本等と積極的に共同研究を実施。 

 植物種として花や薬用植物にも力を入れ始めている。 

 種子生産にも力を入れており、現在は企業の参入を促し、種子のディストリビューシ

ョンシステム構築に取り組んでいるとのこと。 
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３.５ ロシア 

 ロシアに対しては、3 月に現地を訪問して、情報収集等を実施した。 

 

時期 場所 活動・交渉内容 

H26.3 ロシア ●ロシア訪問 

 プロジェクトの内容等について質問し、情報収集を実施。 

 

 

３.５.１ 情報収集の記録 

(１)平成２６年３月訪問 

① スケジュール 

 

日付 訪問先 

2014 年 3 月 11 日（火）  Foreign Relations, N.I.Vavilov Research Institute of Plant 

Industry  

 Agrobotany and PGR in situ conservation, N.I.Vavilov 

Research Institute of Plant Industry  

2014 年 3 月 12 日（水）  Department of Vegetable crops and Cucurbits, N.I.Vavilov 

Research Institute of Plant Industry  

 Curator of Barley collection, responsible for barley, lye, 

wheat herbarium and Vavilov museum, N.I.Vavilov 

Research Institute of Plant Industry  

 Department of Industrial crops,Curator of sunflower 

collection , N.I.Vavilov Research Institute of Plant 

Industry 

 Cannabis germplasm curator,Nutritional & medical 

substances research, N.I.Vavilov Research Institute of 

Plant Industry 

2014 年 3 月 13 日（木）  Helpful Plants Introduction and Seedage (seed farming), 

Peter the First Botanical Gardens of  the V.I., Komarov 

Botanical Institute of RAS (Russian Academy of Science)  

2014 年 3 月 14 日（金）  Fruit Crops Genetic Resources Department, N.I.Vavilov 

Research Institute of Plant Industry 
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② 参加者 

 

氏名 所属 

二村聡 ニムラ・ジェネティック・ソリューションズ 

 

 

③ 調査結果 

 遺伝資源に係わる法規制 １）

 ITPGRFA への参加を前向きに検討。植物遺伝資源法(Plant Genetic Resources Law)

の立法化を経て調印するというのが政府の方針で、現在同法案ドラフトの ver.8 が検討

中。今年度中に議会へ最終案を提出するだろうと見られているが、予想の域を出ない

とのこと。 

 

 農業分野の研究状況 ２）

 バビロフ研究所における農業分野の研究内容や海外との協働研究実績等についてヒア

リング。日本の大学や種苗メーカー等とも積極的に共同研究を実施。 

 また、資本力の弱い中小種苗メーカーによる非金銭的な利益還元について意見交換。

先方から具体的な例が挙げられた。 
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第４章 コンソーシアムの拡充及び平成 25 年度遺伝資源取

得計画の策定 

 

４.１ 概要 

 本事業では、最終的にコンソーシアムが自発的に遺伝資源の収集・保存等に関われるか

たちを理想としており、そのためにコンソーシアムへの参加者を増やすこと、自発的な取

組を促すことが重要である。 

 そこで、本年度事業では、まずはコンソーシアム会議への参加を促すための取組を実施

した。 

 

４.２ コンソーシアム会議の拡充 

４.２.１ 基本的な考え方 

 昨年度実施したコンソーシアム会議への参加者等の意見に留意しつつ、当該メンバーを

中心に運営するが、情報提供等を行う先については幅広くとることとする。 

 

４.２.２ 組織形態 

 組織形態について、昨年度事業からの連続性に留意し、検討会の座長である柴田先生に

コンソーシアム会長にご就任頂いた。 

 実際に遺伝資源を取得する国別・作物別のコンソーシアムについては、企業や研究機関

として組織ベースでの参加とするが、その母体については、緩やかな研究会方式として、

研究者個人ベースで参画できる組織とする。国別・作物別コンソーシアムについては、MOU

等を締結した後に組織するものとする。 
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図 ４-１組織形態のイメージ 

 

 

 

４.２.３ 母体となる研究会への呼びかけ 

 種苗会社、大学、公設試験場については、以下のルートより広く参加の呼びかけを行っ

た。ただし、第 1 回コンソーシアム会議については、既存のメンバーを中心として実施し

た。 

 

【種苗会社】 

-日本種苗協会等と連携したうえで、狙う企業を決めて直接電話もしくは訪問する。 

-日本種苗協会の会員企業は全てが育種を行っているわけではないが、弊社は海外から遺伝

資源を導入して育種を行っている企業のリストを有しており、それらを活用する。 

【大学】 

-大学に限らないが、学会と連携して周知を行う。 

-NBRP と連携したうえで、中核拠点等に対して直接説明を行う。NBRP の中核拠点は、当

該分野における遺伝資源利用について、中心的な役割を果たしている場合が多く、周辺の

研究者への波及も期待できる。 

-一方で、大学の知的財産部門に対しても働きかけを行う。 

【公設試験場】 

-農林水産省系独立行政法人の研究機関等を中心とした、研究ネットワークグループに対し

て働きかけを行う。 

-一方で、各公設試験場の知的財産部門に対しても働きかけを行う。 
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４.２.４ 遺伝資源を取得するコンソーシアムの組織形態 

 提供国との交渉の中で、どの様な組織形態とするかについて議論されることとなるが、

提供国には明確なイメージがないと想定されることから、当方より組織形態を提案する必

要がある。現時点で想定している組織形態については、以下のとおりである。すなわち、

代表研究機関が提供国と MOU（もしくは LOA 等）を締結し、その中で例えば SMTA に近

い契約形態で遺伝資源を我が国に持ち込めるような条項を入れる、という形を想定してい

る。その際、代表研究機関と相手国との MOU について PIC の要素を含められる形とする。 

 遺伝資源については、いったん代表研究機関が収集・保存等（コンソーシアムメンバー

も探索に関わったり、希望を伝えられるようにする）を行い、その後代表研究機関から、

コンソーシアムメンバーに移転できるようにする。（可能であれば代表研究機関において評

価等行い、コンソーシアムメンバーもそれに協力する） 

 なお、代表研究機関としては独法系研究機関、大学等を想定している。 

 

 

図 ４-２ 契約等の考え方１（提供国とコンソーシアムメンバーが契約を結ばない場合） 

 

 

 

 

  

代表研究機関

相手国

交渉
MOU締結

コンソーシアムメン
バーが遺伝資源を利
用できるMOU

■契約

遺伝資源の利用、保
全等、条件の遵守

コンソーシアム
メンバー

SMTAによる利用

SMTAによる利用
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図 ４-３ 契約等の考え方２（提供国とコンソーシアムメンバーとの契約が求められる場合） 

 

 

４.２.５ コンソーシアム会議拡充の状況 

４.２.３で示した取組の実施により、現在の登録者数は６１名となっている。うち３２名が

種苗メーカー、２１名が農研機構、公設試験場等の公的研究機関、８名が大学教員・職員

である。 

 

・種苗メーカー 32 名 

・大学職員・教員 8 名 

・公的研究機関 21 名 

 

 

４.３ コンソーシアム会議の開催 

 

(１)第１回会議 

① 日時・場所 

平成 25 年 8 月 12 日(月)14:00～16:00 

三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング 24 階大会議室 

 

② 議題 

(1)本年度調査の全体計画 

(2)平成 25 年度遺伝資源の機能解析等に係る途上国能力開発事業(キャパビル事業)につ
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いて 

(3)平成 24 年度遺伝資源取得計画の対象国との交渉 

(4)新たな遺伝資源提供国の法制度等の調査 

(5)コンソーシアム運営 

 

 

(２)第２回会議 

① 日時・場所 

平成 25 年 10 月 28 日（月）13：00～15：00 

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング 24 階中会議室 

 

② 議題 

(1)報告事項 

①本会議について 

②各国の状況と今後の計画 

(2)討議事項 

 

(３)第３回会議 

① 日時・場所 

平成 26 年 2 月 21 日(金)13:30～16:00 

機械振興会館 

 

② 議題 

(1)報告事項 

①ペルーとの交渉状況 

②その他の国との交渉状況 

③ワークショップの開催について 

④説明会の開催について 

(2)討議事項 

 

(４)ペルー分科勉強会 

① 日時・場所 

平成 25 年 12 月 18 日(水)15:30～17:30 

三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング 24 階大会議室（2412） 
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② 議題 

・ご講演 

(1)ペルーの植物相  

大場秀章 東京大学 名誉教授／東京大学総合研究博物館 特招研究員 

(2)野生種トマトの遺伝資源としての有用性 

   田淵俊人 玉川大学農学部 教授 

・ジーンバンクにおける保存状況の調査結果報告（事務局） 

・質疑応答･意見交換 

 

４.４ 平成２５年度遺伝資源取得計画の策定 

 平成 25 年度より新たに調査を行ったインドネシア、エクアドル、ラオスについて遺伝資

源取得計画を策定した。 
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第５章 国内ワークショップの開催 

 

５.１ ワークショップ実施概要 

 

■名称 

WORKSHOP ON CONSERVATION AND SUSTAINABLE USE OF GENETIC 

RESOURCES 

 

■目的 

 平成 24 年度遺伝資源取得計画対象国、平成 25 年度海外調査対象国を対象としたワーク

ショップを開催。本ワークショップは、プロジェクトの要望を伝えたうえで、提供国の率

直な意見を徴収することにより、両者のニーズを明確にして信頼関係の構築に資すること

を目的として実施した。 

 

■日程 

 ２０１４年３月４日（火）～３月６日（水） 

 

■参加者 

●招聘者 

【ペルー】 

 Segundo Manuel Sigüeñas Saavedra , Subdirección de Recursos Genéticos y 

Biotecnología ,Instituto Nacional de Innovación Agraria(INIA), Peru 

 Rita Carolina Girón Aguilar, Especialista en Recursos Geneticos, Instituto 

Nacional de Innovación Agraria(INIA), Peru 

【インドネシア】 

 Mr.Yusral Tahir, Deputy Director, Center for International Cooperation, 

Ministry of Agriculture, Indonesia 

Mr. Karden Mulya , Indonesian Center for Agricultural Biotechnology and 

Genetic Resources Research and Development(ICABIOGRAD), Indonesia 

【スリランカ】 

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

of Agriculture, SriLanka 

 Dr. Hemal Fonseka, Additional Director (Research), Horticulture Crop 
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Research and Development Institute, Sri Lanka 

【ラオス】 

 Mrs. Chay Bounphanousay, Director, Agriculture Research Centre (ARC), 

National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI), Lao PDR 

 

●日本側参加者 

農林水産省環境政策課、技術政策課、新事業創出課 

農業生物資源研究所 

事務局（三菱 UFG リサーチ&コンサルティング、NGS） 

農林水産分野における遺伝資源利用促進事業 検討会委員（柴田委員、炭田委員、深

見委員） 

コンソーシアムメンバー 

 

 

 

■開催プログラム 

 

●３月４日（火） 

１０：３０ 挨拶（５分） 環境政策課長 

１０：３５ ＷＳ進め方、出席者紹介（１５分） 三菱 

１０：５０ プロジェクトの狙い（１０分） 環境政策課 山本 

１１：００ これまでの進捗（１５分） 環境政策課 山本 

１１：１５ 質疑（３０分） 

１１：４５ 昼食（１２０分） 

 

１３：４５ 各国報告（３０分＊４＝１２０分） 

「遺伝資源に関する海外との協力について」各国が希望する協力について発表。 

１５：４５ 質疑（３０分） 

１６：１５ 閉会 

 

 

 

 

●３月５日（水） 

 

１０：３０ 日本の遺伝資源保全体制（３０分） 
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ダンカン・ヴォーン 農業生物資源研究所 

遺伝資源センター遺伝資源国際連携室 室長 

１１：００ 日本の公設育種研究（３０分） 

畠山 勝徳 農業・食品産業技術総合研究機構  

野菜茶業研究所 野菜育種・ゲノム研究領域 主任研究員 

１１：３０ 質疑（１５分） 

１１：４５ 日本の民間育種研究（３０分）  

須江 淳起 タキイ種苗㈱ 長沼研究農場 場長 

１２：１５ 日本の大学育種研究（３０分）  

三位 正洋 千葉大学 名誉教授 

１２：４５ 質疑（１５分） 

１３：００ 昼食（１２０分） 

 

１５：００ 今後の協力についての議論（６０分） 

１６：００ 閉会 

 

 

●３月６日（木） 

  終日見学（つくば） 

 

■会場 

 ホテルパークサイド 

〒110-0005 東京都台東区上野 2-11-18 

 tel 03-3836-5711 
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５.２ ワークショップでの議論要旨 

 

(１)ワークショップ１日目（平成２６年３月４日） 

 

１．「Purpose of the proposed joint projects」 

  「Progress report on the proposed joint projects」（山本氏） 

 招聘国より、本プロジェクトの趣旨に関する質問があった。また、本プロジェクトの

継続性（特に毎年受注者が変わる事への懸念）が示された。 

 

２．「Presentation by the invited countries」（各国）報告終了後の質疑応答 

 各国の遺伝資源の交換やそのための MOU 締結の進め方、国内制度等について、招聘

国と日本側の参加者の間で情報交換、意見交換がなされた。 

 内容については、実際的、具体的なものであり、提供国に対する日本側からの要望に

ついても伝えられた。 

 逆に、日本企業からの遺伝資源の提供可否に関する質問もあった。 

 

(２)ワークショップ２日目（平成２６年３月５日） 

 

1．「Genetic resources preservation in Japan」ヴォーン氏 (NIAS) 

2.「The breeding research at the public sector in Japan 」畠山氏  (NIVTS) 

 種子の交換状況や具体的な研究内容について招聘国側から質問があり、情報交換を行

った 

 

3. 「The breeding research at the private sector in Japan」須江氏(タキイのタネ) 

4. 「The breeding research at the universities in Japan」三位氏(千葉大学名誉教授) 

 GMO 植物に対する日本人消費者の反応や観葉植物の開発におけるポイントについて招

聘国側から質問があり、情報交換、意見交換を行った。 

 

5. 「Discussion on strengthening the cooperation between invited countries and Japan」 

 

 これまでの議論から招聘国側がプライベートセクターを含んだ遺伝資源の利用につい

て関心を持っていることから、プライベートセクターを巻き込んだ共同研究について

意見交換。 

 経済的価値がある遺伝資源を有しているプライベートセクターに対する遺伝資源の提

供に関するニーズが示され、情報交換、意見交換を行った。中小種苗メーカーからは、

遺伝資源ではなく技術提供による利益還元が望ましいとの意見。具体的にどの様な協
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力が求められており、日本の種苗メーカーとしてなにができるかについて意見交換。 

 プライベートセクターを含んだ共同研究を行う際の国対国の合意のあり方等について

意見交換。 

 国毎に状況が異なるため、実情に応じた協定内容について個別に議論する必要性につ

いて確認。 
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第６章 国内遺伝資源利用者への海外遺伝資源へのアクセス

と利益配分に関する情報提供 

 

 

６.１ 説明会の実施 

６.１.１ 目的 

 「生物多様性条約」において、各国が遺伝資源を規制する権限をもつことが確認されて

以降、海外の遺伝資源の取得･利用をめぐる情勢は厳しくなっている情勢の中、農業分野の

植物育種･研究の関係者を対象に、海外の植物資源を取得･利用するための基礎知識や食料･

農業植物遺伝資源条約（ITPGR）や名古屋議定書などの最新動向を踏まえた情報を提供す

る。 

 

６.１.２ プログラム 

 

●挨拶 

     農林水産省大臣官房環境政策課 

●基調講演 

 ①遺伝資源をめぐる国際情勢と ABS の基礎知識 

上智大学大学院地球環境学研究科 教授 磯崎博司 氏 

 ②農林水産分野の遺伝資源の利用と ABS 問題 

筑波大学大学院生命環境系 教授 渡邉和男 氏 （東京会場） 

(独)農業生物資源研究所 遺伝資源ｾﾝﾀｰ長 河瀨眞琴 氏（大阪会場） 

●話題提供と質疑応答･ディスカッション 

  司会 上智大学大学院地球環境学研究科 教授 磯崎博司 氏 

 ①ITPGR の締結と名古屋議定書について  農林水産省大臣官房環境政策課 

 ②農業･園芸分野の ABS 取組み事例  

㈱サカタのタネ 鴨川知弘氏（大阪会場） 

中田栄治郎氏（東京会場） 

 ③「農林水産分野における遺伝資源利用促進事業」における諸外国との交渉状況  

  三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱ 森口洋充 主任研究員 

 ④海外植物遺伝資源を用いた育種のための手引き（β版）の開発について 

三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱ 薗 巳晴 生物多様性担当専門研究員 
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   質疑応答・ディスカッション   基調講演者、話題提供者 

 

 

６.１.３ 質疑応答の内容取りまとめ 

(１)大阪会場 

 育種において様々な国の遺伝資源を掛け合わせているが、資源国の権利や利益配分は

どこからかかってくるかについて質問。 

 特定の国との遺伝資源の移動を伴う共同研究の進め方について質問。 

 過去の共同研究で収集した遺伝資源について、名古屋議定書への加盟によりどの様な

影響を受けるかについて質問。 

 学術分野における遺伝資源アクセスに対するサポート制度について質問。 

 

(２)東京会場 

 生物多様性条約や名古屋議定書に関するガイドラインについての質問。 

 農林水産分野における遺伝資源利用促進事業において、ジーンバンクへのアクセスを

優先すべきではないかとの意見あり。 

 日本の遺伝資源に対して海外からアクセスする場合の手続き等について質問。 

 海外で購入した苗等を日本で育てて生産物を販売することの可否について質問。 

 食品分野の研究所より、海外から一般食品輸入業者が食品として輸入し、食料品店で

販売している食材から収集した遺伝資源の取り扱いについて質問。 

 

 

６.２ 手引き書の作成 

(１)概要 

 昨年度調査で作成した手引きの改訂を行った。改訂に際しては、以下の考え方に沿って

進めた。 

 

 遺伝資源を利用する者が参照できる実際的な手引きとする 

 手引きの対象を植物育種に絞る 

 可能な限り簡易な入門書とする 
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第７章 検討会の設置 

 

７.１ 検討会委員 

 

磯崎 博司 上智大学大学院 地球環境学研究科 教授 

河瀨 眞琴 (独)農業生物資源研究所 遺伝資源センター長 

柴田 道夫 東京大学大学院 農学生命科学研究科 教授 （◎座長） 

炭田 精造 (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 

寺田 雅一 タキイ種苗(株) 総務部法務課 課長 

深見 克哉 九州大学 有体物管理センター 教授 

宮島 郁夫 九州大学 熱帯農学研究センター 准教授 

吉田 建実 (独)農業・食品産業技術総合研究機構 野菜茶業研究所 野菜育種・ゲノム研

究領域長 

渡邉 和男 筑波大学生命環境系（遺伝子実験センター） 教授 

 

７.２ 第 1回検討会 

 

 

１．日 時： 平成 25 年 8 月 6 日（火）13:30～16:50 

２．場 所： 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング 14 階会議室 

 

３．議事次第 

１）開 会    事務局 

２）出席者紹介   事務局 

３）挨拶    農林水産省 

４）議 事    座長 

(1) 本年度調査の全体計画 

(2) 平成 25 年度遺伝資源の機能解析等に係る途上国能力開発事業(キャパビル事業)

について 

(3) 平成 24 年度遺伝資源取得計画の対象国との交渉 

(4) 新たな遺伝資源提供国の法制度等の調査 

(5) コンソーシアム運営 

５）閉会    事務局 

 

４．配布資料 
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資料 1 平成 25 年度農林水産分野における遺伝資源利用促進事業 検討会名簿 

資料 2 平成 25 年度農林水産分野における遺伝資源利用促進事業 ―全体計画― 

資料 3 平成 25 年度遺伝資源の機能解析等に係る途上国能力開発事業 

資料 4 平成 24 年度遺伝資源取得計画の対象国との交渉 

資料 5 新たな遺伝資源提供国の法制度等の調査：調査対象国の選定について 

資料 6 コンソーシアム運営 

 

５．出席者 

（委員） 

柴田座長、磯崎委員、河瀨委員、炭田委員、寺田委員、深見委員、吉田委員 

 

（オブザーバー） 

吉田理事長（JATAFF）、土門主任研究員（NIAS）、田畑シニアコンサルタント（IC ネッ

ト）、図司コンサルティング事業部スタッフ（IC ネット） 

 

（農林水産省） 

○大臣官房環境政策課地球環境対策室：作田室長、山本課長補佐 

○食料産業局新事業創出課：矢野専門官 

○農林水産技術会議事務局技術政策課：八木橋係長 

 

（事務局） 

○三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング：森口主任研究員、田澤チーフコンサルタント、

喜多副主任研究員、薗専門研究員 

○ニムラ・ジェネティック・ソリューションズ：二村代表取締役 
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６．主な意見・やり取り 

 

１）議事(1) 本年度調査の全体計画 

 アクセス事業等複数の事業が同時並行する事への懸念が示され、農林水産省が統一的

に対応することを確認。 

 手引き書の作成について、ITPGRFAの加盟国になるという観点から見直しが必要である

との意見。加えて、交渉自体についても ITPGRFA に加盟したことを利用して進める事

の重要性について指摘。 

 ITPGRFAと CBDについては各国で制度が異なるため、フレキシブルに対応できるように

考える必要があるとの指摘。 

 

２）平成 25 年度遺伝資源の機能解析等に係る途上国能力開発事業（キャパビル事業）につ

いて 

 インドネシアを対象国に選んだ理由について質問。 

 利用促進事業と能力開発事業が一体である様に見えることが重要との指摘有り。 

 

３）平成 24 年度遺伝資源取得計画の対象国との交渉 

 昨年度事業からの継続性について質問あり。 

 アクセスが前面に出過ぎているとの指摘有り。あくまで共同研究を前面に出すべき。 

 企業による非金銭的利益配分は難しいとの指摘有り。個別の企業からの利益配分では

なく、コンソーシアム全体からというような曖昧なかたちとすべきとの指摘有り。 

 SMTA＋αの内容について指摘有り。そのまま適用するのではないことを確認。 

 相手国における遺伝資源の定義について調査すべきとの意見あり。子孫、市販品種等

どこまでが含まれているか知りたい。 

 相手との交渉の中で、モニタリングをここまでやると約束するべきではない。環境省

で検討中の国内措置との齟齬が生じる可能性がある。 

 国が法律上の規制の行為者として出てくる場合と契約当事者として出てくる場合があ

るので整理が必要。 

 ITPGRFAのファンドに利益配分としての入金が少ないことについて、不満が提起されて

おり、MLS の拡大、SMTA の改正等様々な議論が生じている中で、当方からの提案が日

本政府の政策上のスタンスとして誤解される可能性があるので留意が必要。 

 オランダのプランタムの取組みは海外で収集する段階では SMTAを使っているのではな

いか。 

 金銭的利益還元をあまり前面に出すべきでない、非金銭的利益配分を前面に出すべき。

一方、植物育種ではむしろ SMTAがベースの金銭的利益配分の方が問題が少ないとの意

見あり。 
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４）新たな遺伝資源提供国の法制度等の調査 

 MOU交渉は、相手国内のステークホルダーの声を受けてだんだん厳しくなっていくもの。

その国の情勢や力関係などを見極めながら進める必要がある。 

 それほど法整備が進んでいないところで、2国（者）間での信頼関係を構築するほうが

成功確率は高いのでは。 

 生物研の MOUがある国がやりやすいのではないか。 

 エクアドルは、窓口や手続があり、段階ごとに皆からの意見聴取が行われる。段階ご

との所定日数の期限がある。エクアドルは受け入れに熱心であり制度を整備したこと

からも遺伝資源を利用させたいと考えている。アンデス共同体の協定は厳しくてよい

ことがなかったと認識して変えたがっている。法改正にも影響を与える NGO も改正の

ためのきっかけを求めている印象で、日本からのオファーがきっかけになり得るかも

しれない。 

 アフリカは遠いということもあり、アフリカより東南アジアを優先する。その一方で、

アフリカの遺伝資源の重要性や関係構築の重要性について指摘する意見もあり。 

 東南アジアのうち、ラオスとカンボジアについては、遺伝資源の内容について調べつ

つコンソーシアムの意見を聞いて決定する。 

 南米についてはペルー、エクアドルを対象とする。 

 

５）コンソーシアム運営 

 本年度は花きの委員がいないことから、コンソーシアムでは是非参加してもらって意

見収集、組織化を図ってもらう必要あり。 

 PICは国から得るが MATを結ぶ相手や利益配分の当事者はまた違うため、示しているよ

うな単純な図式ではない。 

 昨年度のワークショップで、インド、スリランカについては、政府がエンドースする

こととされている。 

 交渉担当者は、企業などコンソーシアムメンバーが求める条件や意見を受けたうえで

行く必要がある。コンソーシアムの意見を相当聞かないと危ない。農水省の意向を前

面に出し過ぎないほうがよい。 

 花については、比較的小さい会社に入ってもらう必要があるが、遺伝資源条約につい

てあまり理解されていないようなので心配。観賞植物の関係者などに、コンソーシア

ムへの参加の意義が理解されていないように思われる｡ 

 昨年度、何をコンソーシアムにするかで足踏みしていたところがあり、コンソーシア

ムの議論が成熟していない。はじめにゆるやかな覚書を結んで、色々と動けるように

しておいて、メンバーの要望を吸い上げながら走りながら動いていくしかないのでは

ないか。  
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７.３ 第２回検討会 

 

 

１．日 時： 平成 25 年 10 月 8 日（火）16:00～18:00 

２．場 所： 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング 14 階会議室 

 

３．議事次第 

１）開 会    事務局 

２）議 事    座長 

(1)第 1 回検討会について 

(2)平成 24 年度遺伝資源取得計画対象国との交渉状況報告 

(3)新たな遺伝資源提供国の選定 

・本年度調査対象国 

・インドネシアにおける他事業との調整について 

(4)説明会の開催及び手引きの改訂について 

(5)コンソーシアムについて 

・第 1 回コンソーシアム会議実施報告 

・コンソーシアム会議について 

３）閉会    事務局 

 

４．配布資料 

資料 1 平成 25 年度農林水産分野における遺伝資源利用促進事業 検討会名簿 

資料 2 第 1 回検討会 議事要旨 

資料 3-1 平成 24 年度遺伝資源取得計画対象国との交渉状況報告 

資料 3-2 ペルーにおける遺伝資源取得等に係る交渉 業務報告書 

資料 4 新たな遺伝資源提供国の法制度等の調査：調査対象国の選定について 

資料 5-1 手引きの改訂について 

資料 5-2 海外の植物遺伝資源の取得・利用の手引き（開発版 2013_ver.0.2_draft1001） 

資料 6 コンソーシアムについて 

 

５．出席者 

（委員） 

柴田座長、磯崎委員、河瀨委員、炭田委員、寺田委員、深見委員、吉田委員 
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（オブザーバー） 

大石企画普及部長（愛知県農業総合試験場）吉田理事長（JATAFF）、戸栗企画担当部長

（JATAFF）、土門主任研究員（NIAS）、田畑シニアコンサルタント（IC ネット）、図司

コンサルティング事業部スタッフ（IC ネット） 

 

（農林水産省） 

○大臣官房環境政策課地球環境対策室：作田室長、山本課長補佐、渡邉係長、高田係員 

○食料産業局新事業創出課：矢野専門官 

○農林水産技術会議事務局技術政策課：八木橋係長 

 

（事務局） 

○三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング：森口主任研究員、田澤チーフコンサルタント、

西田副主任研究員、薗専門研究員 

○ニムラ・ジェネティック・ソリューションズ：二村代表取締役 

 

６．主な意見・やり取り 

１）第 1 回検討会について 

 （資料 2 について第一回検討会議事要旨として一同了承） 

 

２）コンソーシアムについて 

 県は関心があるはずだが出張予算がないのでは。 

 企業は「勉強会」では参加しにくいのではないか。 

 実際に遺伝資源を取得する際には組織として参加していただく想定。 

 独立行政法人の参加が少ない。 

 

３）平成 24 年度遺伝資源取得計画対象国との交渉状況報告 

 生物多様性条約の会議におけるペルー代表は厳しい発言をしているが、国内で権限を

持っているのは農業灌漑省の部局。今回の現地訪問で実態が分かる。 

 

４）新たな遺伝資源提供国の選定  

＜インドネシア＞ 

 International Regime という用語について、質問・意見あり。 

 過去のインドネシアとの交渉時の経験からすると、こちらが環境省を尊重して対応し

ても、結局相手方も実際の実務ができる省のところに落ち着く。したがって、はじめ

から農業省と直接話をして、国内調整は農業省に任せるほうが現実的。 
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＜選定について＞ 

 ラオスは昨年度のアクセス事業の対象で先方から野生イネについて提案が出ている。

訪問すると、その話題が出るはず。逆に日本の種苗会社も関心を持てる作物を提案す

るほうが建設的。 

 

５）説明会の開催及び手引きの改訂について 

 今年度に公表版にするかどうか確認。農水省より公表版にすると回答。 

 資料 6-1 の 3 頁のフロー図は、附属書Ⅰの外は CBD-ABS に誘導する形となっており、

農水省のスタンスや食料農業植物遺伝資源にとって都合の悪い方向性を示唆するので

はないか。行政官向けならよいが、ユーザー向けなら書きかえるべき。 

 育種では、まずモノ（市販品種を主とした育種素材）があって、これを利用できるの

か、どのように対応すればよいのかが問題である。しかし、市販品種であっても名古

屋議定書のABS の対象となる遺伝資源が育成段階で利用されたか否か分からない状況

がある。 

 農水省がどのようなものを作成したいか方針を明確にする必要がある。 

 実際に海外の植物遺伝資源の取り扱いを経験している人からのフィードバックがない

とできない。育種関係者をテスターにしてフィードバックを求める必要。今年度はそ

のテスト版を作成してはどうか。この検討会でもユーザー像がばらばら。 

 遺伝資源の利用者向けの実践的内容とした JBA の手引きで示す基本的な流れは、どの

国にアクセスし、どのような遺伝資源を使いたいのかを特定してから、その国の方針

に従うというもの。 

 一般の人たちに近いのが農家。農家が市販品種を自家増殖する場合などにどうすれば

よいか、といったことが分からないと国内措置次第で違反を増やすことになる懸念が

あるのでは。 

 JBA の手引きは CBD に基づいて作成されているが、この手引きは ITPGR に基づく手

引きにすべきではないか。 

 由来のはっきりしないものを使う場合など JBA の手引きだけでは分からないこともあ

り、JBA に問い合わせて詳しく教えてもらった。そのような窓口が示されているとよ

い。 

 遺伝資源が欲しい人は、まず作物と特性を考慮する。作物や特性から入っていける情

報が必要ではないか。 

 由来などが分からない既存の遺伝資源の扱いなどは除外して、新たに資源を探索する

ときの手引きにすればよいのではないか。 

 手引きだけでは限界がある。JBA の経験からも相談窓口や国の情報の発信サイトなど

を追加して進化させてきた。また、継続的なノウハウ蓄積組織が必要である。 
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 「あれだめ、これだめ」ではなく、利用促進に結びつく手引きにしてもらいたい。 

 植物検疫に加えて動物検疫、ワシントン条約、特定外来生物等にも触れておくべき。 
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７.４ 第３回検討会 

 

１．日 時： 平成 26 年 1 月 17 日（金）16:00～18:00 

 

２．場 所： 公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会 会議室 

 

３．議事次第 

(1)第 2 回検討会について 

(2)平成 24 年度遺伝資源取得計画対象国との交渉状況報告 

(3)新たな遺伝資源提供国の選定 

(4)説明会の開催及び手引きの改訂について 

(5)コンソーシアムについて 

・第 2 回コンソーシアム会議実施報告 

・ペルー勉強会報告 

・コンソーシアム運営について 

(6)国内ワークショップについて 

(7)海外植物遺伝資源の利用者向けセミナーについて 

 

４．配布資料 

資料 1 平成 25 年度農林水産分野における遺伝資源利用促進事業 検討会（第３回）名簿 

資料 2 第２回検討会 議事要旨 

資料 3-1 平成 24 年度遺伝資源取得計画対象国との交渉状況報告 

資料 3-2 ペルーワークショップでの提案内容 

資料 4-1 新たな遺伝資源提供国の法制度等の調査：調査対象国の選定について 

資料 4-2 インドネシア訪問報告（当方からのプロポーザル、議事メモ、ROD） 

資料 5 海外の植物遺伝資源の取得・利用の手引き ver.0.4.2 

資料 6 コンソーシアムについて 

資料 7 国内ワークショップについて 

資料 8 海外植物遺伝資源の利用者向けセミナーの開催について 

 

５．出席者 

（委員） 

柴田座長、磯崎委員、河瀨委員、炭田委員、寺田委員、深見委員、吉田委員、宮島

委員、渡邊委員 
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（オブザーバー） 

大石企画普及部長（愛知県農業総合試験場）、吉田理事長（JATAFF）、戸栗企画担当部

長（JATAFF）、、奥泉主任研究員（NIAS） 

 

（農林水産省） 

○大臣官房環境政策課地球環境対策室：作田室長、山本課長補佐、渡邉係長、一条係

長、高田係員、 

○食料産業局新事業創出課：矢野専門官 

○農林水産技術会議事務局技術政策課：八木橋係長 

 

（事務局） 

○三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング：森口主任研究員、喜多副主任研究員、薗専

門研究員 

○ニムラ・ジェネティック・ソリューションズ：二村代表取締役 

 

  

６．主な意見・やり取り 

 

■議事(2) 平成 24年度遺伝資源取得計画対象国との交渉状況報告 

 

 スリランカは薬用植物の取り扱いに敏感。法律状態を明らかにしたら役立つ可能性がある。 

 スリランカのプロジェクトにつき、今回のターゲットは野菜と花。薬用植物は除く。 

 クスコ大学の研究所はアンデス独特の植物を研究している。 

 ペルーへの提案については、以前アルゼンチンで JICA との提携がなされたがそれを念頭に

置いた→アルゼンチンとの連携が必要。 

 ケーススタディの中に日本企業の例があり、オープンになっているアルゼンチンの例がある

のでこれを活用する。ペルー側は日本企業とアルゼンチンのモデルについて非常に強い関心

を持っているので、一つのモデルになるのではないか。 

 ペルーでは伝統的知識を使った場合の利益配分は法律で制定されている。 

 ペルーは文化も民族性も特質的であり、ステークホルダーも INIA を含めて沢山ある。国際

交渉にも色々な人が出てくる。交渉においては論理的にはいかない部分もあると思う。 

 ペルーの野菜についてはジャガイモ、カボチャも重要。ナス科だけに限定せずに、向こうで

どういうものができるかということを聞いてきてほしい。 

 利益配分につき、案でも表に出して国の事業で前例を作ると後々利用者や企業に迷惑がかか

る。数字も含めて、条件が合わなかった場合、やらないというオプションはある。 
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 このプロジェクトモデルの枠組みはモデル的な契約例として置きたい方向ではある（農林水

産省）。→大学の研究としても、そのモデルを利用していけば活用できるのでありがたい（大

学）。 

 8 番「コミュニティへも還元する」の考えは CBDや名古屋議定書に基づいた発想。利益配分

の一環と、物を集める仕組みとして、現地の人に参加してもらう目的がある。 

 重要なことに公的な機関が ODAとして行う場合、民間企業が今後ビジネスベースで交渉する

ようなことにおいてはある種の方向性を示唆することはすべきでない。モデルを出してしま

うことで交渉力を失い、民間企業が参入しなくなる可能性がある。 

 ODAとして行うこととそれ以外とで、国際的なルール以上のことは正面に出さないほうがい

い。 

 

 

■議事(3)新たに遺伝資源提供国 

 

 インドネシアについて、農業省との話では ANNEXⅠがベースだが、それ以外のもも含められ

る可能性はある。互いにやりたいものを取り上げながら決めていく。薬用植物は想定して

いない。 

 先進国、途上国、両方の法律家の間で、ITPGRのもとでの植物の範囲の議論が始まっている

と思う。10年、20 年かけて、ここまで持っていこうという思惑がそれぞれある。 

 約 15 年前からインドネシアは国内の ABS を整備すると言っている。毎年同じことを言って

いる。インドネシア側の言葉通りのタイミングで ABSを実行すると思ってはいけない。 

 ロシアの状況。バビロフ研は多くの遺伝資源を持っているがこれ以上増えないと思う。内

部での維持が厳しいと思われるため。簡単に種はくれると思う。バビロフ研は元ソビエト

連邦の中央アジア等に未だに強い影響力を持っている。情報もオープン。 

 

 

■議事(4) （手引き書に関する議論） 

 

 遺伝資源移転の手引きの作成について。資源移転の方法は数多くあるので処理の方法に苦

慮している。全ての条件を満たさなければ資源移転は不可能、というスタンスでは書かな

いようにしている。また、説明会を開催した際に用語を知らない人が多いことを知ったの

で用語の説明も手引きに含んだ。 

 2 の基本ステップとチェックリストの詳細が不明。 

 前提が隠れていて、読みこなさないと実際の意味がわからないというものが散見される。 

 遺伝資源の分野に限らず、何をやろうとしても、どこかの国で、国内法で許可が必要だと

あったら、許可を得ない限り何もできない。生物多様性条約も名古屋議定書も、遺伝資源
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利用の場合は特別に高い利益配分をせよとは書いていない。この手引き書においては普通

の契約とは全然違うことが必要とされ、諦めさせる方向に読めるので、そう思わせない配

慮が必要。 

 輸入に関する各種法律（検疫法、関税法等）への留意を末尾に記載する必要がある。 

 ABSや基礎知識について、すでに作成されているものと重複している箇所がある。 

 マニュアル対応では全てをカバーすることはできない面があるという記述が必要である。 

 最後はケース・バイ・ケースになるため、問い合わせ先の記述が欲しい。 

 マニュアル内に遺伝資源に関する情報検索用データベースの記述が必要。海外のデータベ

ースが実働に耐えられるかは疑問だが、まず枠組みを作成することが大事。 

 法律に詳しくない人も対象になるため、フローチャートがあるとよい。 

 様々な事柄（販売されている種子など）についての対応ができていない、現在の状態での

フローチャートの導入は現実的ではない。 

 手続きにおいては CBDとか ITPGR以外の手続きで労力を使うことを理解させる必要がある。 

 様々な状況に応じての手引き書を束ねるのは一つの手。 

 Q&Aはスイスの ABS 管理マニュアルを基礎にして日本の考えを付け加える、という方法はど

うか。 

 ワーニンゲンの遺伝資源センター（オランダ）の Q&Aは参考にはなる。 

 生産者個人による育種には法律関係を無視した事例があるため、彼らを手引きの読者とし

て引き入れる内容（わかりやすさ・用語についての説明）であることが必要である。 

 上書きを前提としたものであるならこれでもいいと思う。後にノウハウや経験を反映させ

る。 

 実際にツールとして使えるものであるべき。 

 セクターを明確にして、そしてイントロダクションのところは比較的スリムにして、Q&Aぐ

らいに非常に実際的なところを重視するというのが、利用者向けでいいと思う。 

 ITPGR-FA に関しては農林水産省の問い合わせ先を案内するということにする必要がある。 
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７.５ 第４回検討会 

 

１．日 時： 平成 26 年 3 月 14 日（金）15:30～17:30 

２．場 所： 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング 14 階会議室 

 

３．議事次第 

１）開 会  事務局 

２）議 事   座長 

(1)事業の進捗について 

(2)平成 25 年度 報告書について 

(3)手引きについて 

(4)来年度事業について 

３）閉会 

 

４．配布資料 

資料 1 平成 25 年度農林水産分野における遺伝資源利用促進事業 検討会（第４回）名簿 

資料 2-1 平成 25 年度 報告書（案） 

資料 2-2 報告書における公開・非公開リスト（案） 

資料 3 海外の遺伝資源を用いた植物育種のために（手引き）（案） 

資料 4 来年度事業概要について 

 

５．出席者 

（委員） 

柴田座長、磯崎委員、河瀨委員、炭田委員、寺田委員、深見委員、吉田委員 

 

 

（オブザーバー） 

吉田理事長（JATAFF）、戸栗企画担当部長（JATAFF）、奥泉主任研究員（NIAS） 

 

（農林水産省） 

○大臣官房環境政策課地球環境対策室：作田室長、山本課長補佐、吉井係員、高田係員 

○食料産業局新事業創出課：矢野専門官 

○農林水産技術会議事務局技術政策課：八木橋係長 
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（事務局） 

○三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング：森口主任研究員、田澤チーフコンサルタント、

西田副主任研究員、薗専門研究員 

○ニムラ・ジェネティック・ソリューションズ：二村代表取締役 

 

  

６．主な意見・やり取り 

 

■議事(1) 事業の進捗状況について 

 空白部分(36，38 ページ及びロシアに関する事項)の内容確認 

 インドネシアは利用の仕方、利用の範囲が以前より厳しいものになってきていると実

感。 

 農業国の局長クラスが来たので非常にレベルの高い話になった。 

 参加者のうち 3 名は日本滞在が長く日本語もうまい。彼らは日本の学校を出て親しみ

を持っている。大事にしたほうがいい。 

 

■議事(2) 平成 25年度報告書について 

 39ページからの第 2章の章立てが「法制度」というタイトルだが中身がない。49ペー

ジに国別の表で、一番上のところ、それから 51ページで、この一番上にもう少し法制

度らしき情報が入っていたほうがいい。前半の研究会で、インドネシアについては八

つぐらい出ていた。エクアドルは、前のほうで整理しているページで、エミュレーシ

ョンとか何か、リストアップされているのでまとめられたほうがいいと思う。 

 公開か非公開かということについて。委員以外で発言された人物に対する公開の了解

の有無について→得ていないため、公開する場合は確認が必要と事業者から返答。 

 昨年との公開と非公開との内容構成の違いについて指摘。昨年は詳細なものが公開さ

れていた。今年はコンパクトにまとまっている。一番大きな違いはこの検討会の委員

会の議事録それ自体。利用促進のほうは中身が濃く、アクセスのほうには、委員会の

日付しか入っていない。委員会の議事録に対してどこまで書くかと言うことを、農林

水産省で統一していただきたい。 

 ワークショップの議事は個人的な感じが多く、出席した個人が困る可能性があるので

漠然としていた方がいい。 

 オープンの形で要旨というときに、通常は名前は入れない。発言者がわからないよう

な形でまとめる。ワークショップのほうも同じ形で整理する方がいいと思う。 

 特にワークショップのようなものであれば、要旨、概要というかたちでまとめて欲し

い。これらは発言なので議事録だ。 

 国際シンポジウムやワークショップを開催した後に短期間で類似テーマのシンポジウ
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ムなどをその国で形式を真似てやっている場合もある。そのテーマの内容によっては

企業からいやがられる可能性はある。 

 非公開のほうにワークショップの議事を入れてもいいか。（非公開の意味について確認

されて）非公開というのは、基本的には、例えば委員の皆様には送付し、事業者が来

年変わったときには見せることになる。 

 資料の公開の確認は会議の際に提案すべき。 

 

■議事(3) 手引きについて 

 PICと MATで混乱しているのが一部残っている。 

 ANNEX1のリストを付けて、SMTAについては、分量も多くなるため、リンクの URLのみ

示せば可。 

 手引きを読む対象者は名古屋議定書とか ITPGR の下でどのようにこれらに対処するか

の解決策を必要としている。解決策を答えられる窓口が必要。 

 Q&Aが、実質上は非常に重要になってくる。実務に遺伝資源業務に携わっていても ITPGR

とか多様性条約のことはわからない、そういう人に役に立つような Q&A が必要だ。多

様性条約、ITPGR を非常によく知っている人と、現場にいてどう解決すればいいかを考

えている人の対話の中で Q&Aをつくるべき。 

 来年度は、コンソーシアムのメンバーに手引きを見てもらい、意見を頂くことを考え

ている。 

 海外遺伝資源においても日本のジーンバンクがすでに収集し、公開しているのでその

ことにも触れるべき。 

 伝統的知識については、窓口に相談に行った方がいい旨の記述のほうが誤解を呼ばな

い。 

 アクセス事業における報告書の結論として、窓口は一つにしたほうがいいという結論

に関連して、JBAの様な、経産省の下に JBAがあって、そういうことを全部、業として

やっているような窓口があるといい。 

 Q&Aの中で PICをとるという話は出ているが、取ろうとしても取れない可能性はどうな

のか。生物資源のアクセスの際に PICを交わしていない(政府との MOU で研究促進の中

に遺伝資源の交換も促進しようと記載があるのみ)場合もある。国によっては国内法が

整備されておらず、対応の仕方がわからないというところがある。従って MAT と PIC

は必ずセットだが、これを取得しなくとも持ってこられる場合がある点に留意が必要。 

 まずルールを確認してそれにそってやってほしいというスタンスで整理。 

 あえて言うと、その国に法制度があるかないかは、極端な言い方をすると、どこかに

問い合わせしたら、そこでわかると、そのぐらいにしておく必要がある。 

 PICがない場合はアクセスの相談窓口にご相談ください、と誘導すればいいと思う。 

 PICと MATはちゃんと分けて書いたほうがいい。契約はどんな場合でも必要。 



57 

 

 名古屋議定書 15 条で、法律だけではなくて、「規制的要件」という文言も入っている

ので、行政的な管轄権を持っている役所があって、その役所が、管轄権の行使で規制

管理をしている場合あり、その役所と合意ができれば PIC取得と同じことである。 

 

■議事(4) 来年度事業について 

 手引きに「農林水産省」の記載の有無を確認（記載する）。連絡先も記載する。 

 外国との交渉時には「一体感」を出すことが必要。 
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