
(6)② ⽣物多様性を活⽤した安定的な農業⽣産技術の開発

◆花粉媒介昆⾍等の積極的利活⽤技術の開発

◆⽣物多様性保全効果を簡易に評価できる⼿法の開発

• 農作物の花粉媒介に貢献する野⽣の昆⾍種の解明
• ⽣態系サービスを有効活⽤する基盤技術の開発

地域や⽔路の規模に応じた評価法をマニュアル化
保全効果を改善する具体的な⼿法も掲載

＜農法＞
「⿃類に優しい⽔田がわかる⽣物多様性の調査・評価マニュアル」
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet
/tech-pamph/080832.html

＜⽔利施設＞
「⿂が棲みやすい農業⽔路を目指して

～農業⽔路の⿂類調査・評価マニュアル～」
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet
/tech-pamph/079440.html

例）・周辺に花を植えることで園地に花粉媒介昆⾍を呼
び込み、果実の安定⽣産・⾼品質化

・花粉媒介昆⾍を活⽤することで労働時間を短縮

食
物
連
鎖

未活⽤の野⽣花粉
媒介昆⾍の利⽤ 安定的な結果・結実

代表種である⿃類に対する農法・
⽔利施設による保全効果を、餌種
を介して定量化し、 簡易評価

主要農産物における花粉媒介者への依存
世界の主要農作物（果物、野菜、コーヒー等）の85%が
収量や品質の⾯で花粉を媒介する昆⾍等に依存しており、
花粉媒介者は世界全体の作物⽣産量の5~8％、市場価格
に換算して年間2,350億ドル～5,770億ドルに直接寄与し
ていると推計されている。

不明
依存なし

依存度
90%以上

40~90%

1~40%

主要農産物
の85%が花
粉媒介者に
依存

出典：Assessment Report on Pollinators, Pollination and Food Production（IPBES)
を基に作成

注）⼈間が直接食⽤とする果実または種子を⽣産する作物（107品目）が対象であり、
⾃家受粉や栄養⽣殖をする作物等は含まれない。

【令和3年度予算額 68百万円の内数】



(7)農林⽔産業及び⽣物多様性への国⺠理解の促進 ①

◆農林漁業者と企業等の連携を促す

保全活動の拡大、持続的な実施を志向する農林
漁業者及び関係者が、企業、NPO・地域住⺠、
消費者等、多様な主体との経済的連携を計画す
る際の⼿引き。
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seis
aku/c_bd/pr/detail/shizenshihon_pmph.html

「⾃然資本を活かした農林⽔産業の⼿引き
－⽣物多様性保全の経済的連携に向けて－」

パンフレット「The ⾃然資本」

○農林漁業者向け
農林漁業者の⽅々が、多様な
主体と連携することのメリッ
ト、連携関係を構築する流れ
を提⽰。

○企業向け
企業の⽅々が、農林⽔産分野
の⽣物多様性保全の活動と連
携することの利益について、
ＣSR・CSVの視点で 解説。

◆⽣産者の取組を企業や消費者等に伝える

全国各地で取り組まれている⽣物多様性に配
慮した農林⽔産活動のうち、消費者とのコ
ミュニケーションに⼯夫を凝らしている事例
を紹介し、このような活動に今後より多くの
⽅が参加できるよう情報を提供。
○⽣きものマークガイドブック
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/s
eisaku/c_bd/pr/pr.html

⽣きものマーク及び認証制度

「農林⽔産分野における⽣物多様性 取組事例集
いま、私たちにできること」

次期農林⽔産省⽣物多様性戦略が目指す2030ビ
ジョンを具体的に⽰した、農林⽔産分野において
⽣物多様性の保全・再⽣に取り組んでいる全国の
企業や農林⽔産業者等の先進的な取組事例集。
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku
/c_bd/pr/pr.html

○ ⽣物多様性が持つ社会的・経済的な価値に対する国⺠の⽣物多様性への理解を深め、企業活動と⽣物
多様性の好循環を促すことを目的に、⼿引き、パンフレット等による情報発信を行うとともに、関連
する農林⽔産施策の取組と連携して消費と⽣物多様性の関連性についての普及・啓発を図る。

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/c_bd/pr/detail/shizenshihon_pmph.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/c_bd/pr/pr.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/c_bd/pr/pr.html


現在の主な取組 取組の概要
食育 農林漁業体験の機会の提供や郷土料理の調理体験、日本型食生活の普

及・啓発等について地域や学校等において取り組む。
フード・アクション・
ニッポン（FAN）

生産者、食品事業者、消費者、国が一体となって国産農林水産物の消
費拡大に取り組む国民運動。

食品ロス削減 事業者、消費者等の多様な主体と連携し、食品ロス削減を国民運動と
して推進する。

プラスチック資源循環
アクション宣言

業界団体・企業のプラスチック資源循環による自主的取組について情
報発信する。

農泊、グリーンツーリズム 都市と農村の人の交流を通じて、農山漁村を活性化するとともに、教
育の場として活用する。

ジビエ利用拡大 捕獲鳥獣を地域資源として利活用するため、ジビエの全国的な需要拡
大のためのプロモーションに取り組む。

世界農業遺産・日本農業遺産
独自性のある伝統的な農林水産業と、それに密接に関わって育まれた
生物多様性などが相互に関連して一体となった、将来に受け継がれる
べき重要な農林水産業システムを認定する。

木づかい運動 木材を利用することの意義を国民に知ってもらい、暮らしの中に木材
製品を取り入れることで日本の森林を育てていく運動に取り組む。

「魚の国のしあわせ」
プロジェクト

消費者に広く魚食の魅力を伝えるため、漁業者、流通業者、学校・教
育機関、行政等水産に関わるあらゆる関係者による官民協働で取り組
む。

こうした取組と連携して、消費と生物多様性の関連性についての普及・啓発を図る。
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(7)農林⽔産業及び⽣物多様性への国⺠理解の促進 ③

◆SDGs×⽣物多様性シンポジウム「未来を創る食農ビジネス」令和2年2⽉17日開催

＜イベント概要＞
趣旨：農林⽔産省⽣物多様性戦略の⾒直しに関する有識者研究会の成果や持続可能な⽣産・消費を実現するための

ヒントになる先進的な事例を伝え、⽣物多様性保全を重視した食農ビジネスを推進することを目的として開催。

主催：農林⽔産省
場所 ：（本会場）農林⽔産省7階講堂、（サテライト会場）長野県⽴大学 ※オンライン配信
参加者：（本会場）183⼈ （サテライト会場）71⼈

＜開催内容＞
○講演パートとトークセッションパートの2部構成で開催。

前半の講演パートで、背景情報を御提供いただき、後半のトークセッ
ションパートでは、テーマ別に、先進的な事例の御報告に続いて、議論
をしていただいた。
最後に、各トークセッションの代表者と主催者を交えて、本シンポジウ
ムの総括となる議論をしていただいた。

○トークセッションは２つで、テーマは以下のとおり
・セッション１「ESG経営⽣物多様性に配慮した経営とは」
・セッション２「SDGs×⽣物多様性 ビジネスリスクをチャンスへ」
・ラップアップセッションでは、⽣物多様性のリスクは農林⽔産業のリス

クであり、これを可視化し伝えることの難しさや、リスクをチャンスと
捉えて、技術を活⽤してグローバルな要求に対応することの必要性等に
ついて意⾒交換を行った。

（開催結果の概要）
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/c_bd/sympo_bd/detail/

SDGs_bd_sympo.html

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/c_bd/sympo_bd/detail/SDGs_bd_sympo.html


条約加入・契約

(8) 遺伝資源の保全と持続可能な利⽤の推進 ①
○ 世界的には、気候変動や開発行為による環境悪化、熱帯⾬林の急速な減少等により、多様

な遺伝資源が損失の危機。これら遺伝資源の中には、食料・環境・エネルギー問題の解決
への貢献が期待されるものもあり、このような貴重な遺伝資源を収集・保存し、次世代に
引き継ぐとともに、持続可能な形で利⽤していくことが 国際的にも重要。

○ このため、世界中の変異に富んだ多様な遺伝資源（育種素材）を収集・提供し、「強み」
のある新品種の開発基盤を強化。

◆有望な遺伝資源保有国との関係強化

[課題] 近年、途上国の権利意識が⾼まり、遺伝資
源（育種素材）の入⼿が難しくなっている状況。

変異に富んだ有⽤な育
種素材を入⼿！

野⽣種・
在来品種

育種素材

日本 途上国等
ジーンバンクの素材

ABS※の確保

※ABS：遺伝資源を利⽤するために、まずそれを入⼿し
て（Access）、その 利⽤から得られた利益の⼀部を、
遺 伝 資 源 提 供 者 にも配分（Benefit Sharing）する
こと。

共同研究・ 能力開発

• 遺伝資源の取得・利⽤を円滑にするため、
①多国間取引ルールを定めた「食料・農業植物遺

伝資源条約（ITPGR）」締結（2013年7⽉）
②⼆国間取引ルールを定めた「名古屋議定書」締

結（2018年5⽉）
• 国外への調査等を通じ、種苗会社等のニーズも

踏まえて海外遺伝資源の利⽤促進に資する情報
を集積



(8) 遺伝資源の保全と持続可能な利⽤の推進 ②

◆我が国における遺伝資源の収集・提供

[課題]
今後、食料の安定的な供給を図るためには、
病害⾍抵抗性等を備えた画期的な新品種の開
発が不可⽋であり、その育種素材となる多様
な遺伝資源の確保が必要。

分類・同定・特性評価

保存

増殖

提供

探索収集・導入

国内外の遺伝資源

〇農業⽣物資源ジーンバンク事業の取組

ユーザー
育種家、研究者、

公的機関、種苗会社、
教育機関、大学 等

• 我が国では、農業⽣物資源ジーンバンク事
業により国内外の遺伝資源の収集・保存等
を実施。

• 植物遺伝資源約23万点（世界第６位）、
微⽣物約４万点、動物約２千点の遺伝資源
を保存。

• これらの遺伝資源を育種家や研究者へ提供
し、遺伝資源の利活⽤及び新品種の開発を
促進。



(9) ⽣物多様性に関する条約・議定書
⽣物多様性条約(CBD)

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

カルタヘナ議定書

名古屋・クアラルンプール補足議定書

名古屋議定書(NP)

食料・農業植物遺伝資源条約(ITPGR)

遺伝子組換え⽣物が⽣物多様性の保全及び持続可能な利⽤に及ぼす可能
性のある悪影響を防止

遺伝子組換え⽣物による損害に対する責任と救済に関して締約国が
講ずべき措置を規定

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

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



１．名 称︓ 生物の多様性に関する条約（Convention on Biological Diversity（CBD））

２．締約国︓ 1992年採択（リオ地球サミット）、1993年12月発効、196カ国及び欧州連合が締結（米は
未締結）日本は1993年5月に締結

３．⽬ 的︓ 本条約は、以下の3つの目的を有する。
（1）生物多様性の保全
（2）生物多様性の構成要素の持続可能な利用
（3）遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を目的とする（第1条参照）
主要な規定︓国家戦略の策定(6条)、生息域内保全(8条)、遺伝資源の利用と利益配分(15条)

４．特 徴︓
先進国の資金により開発途上国の取組を支援する資金援助の仕組と先進国の技術を開発途上国に提供する技

術協力の仕組があり、経済的・技術的な理由から生物多様性の保全と持続可能な利用のための取組が十分でな
い開発途上国に対する支援が規定されている。（第12条︓研究及び訓練、第16条︓技術の取得の機会及び移
転、第18条︓技術上及び科学上の協力、第20条︓資金）

５．経 緯︓
○ 生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）において、「生物多様性の損失を止めるために効果的かつ
緊急な行動を実施する」ことを目指し、2011年以降の世界目標となる「愛知目標」を採択。2020年まで
の短期目標として20の個別目標等を定めた。

○ 愛知目標の最終評価を記した、条約事務局による報告書「地球規模生物多様性概況第５版（GBO5︓
Global Biodiversity Outlook5）」において、 20の愛知目標の内、完全に達成された目標は１つとしてな
く、生物多様性の損失は続いているとされた。

○ こうした経験から、生物多様性の損失の直接及び間接要因に対処する取組をさらに拡大させる必要があり、
ポスト2020生物多様性枠組（新たな世界目標）の策定に向けた検討が進んでいるところ。

(10) ⽣物多様性条約(CBD)の概要



(11) 海外遺伝資源の取得及び利⽤の促進

途上国を中⼼に存在する遺伝資源

• 主に⼆者間で合意した詳細な
条件（契約）に基づく取引

• 取引対象は全ての遺伝資源

⽣物多様性条約、名古屋議定書

• 条約締約国が合意した共通の
条件（定型契約）に基づく取
引

• 取引対象は⼀部の食⽤･飼料
作物

食料・農業植物遺伝資源条約

遺伝資源の利⽤者（種苗会社、大学、研究機関等）●

遺伝資源取得

利益配分

○ ⾼温耐性・病害⾍抵抗性を持つ新品種の開発により、気候変動等の地球規模課題に対応。

○ 需要に応じた⾼品質・⾼付加価値を持つ新品種の開発に貢献。

利益配分

遺伝資源取得
※取得は、提供国の

国内法令に従う



(12) 名古屋議定書の概要
○ 「⽣物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利⽤から⽣ずる利益の公正

かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」は、2014年10⽉発効、128カ国及びEUが締結
（2020年5⽉末現在）。日本では、2017年8⽉に発効。

[主要な内容]
(1) 遺伝資源の利⽤等から⽣ずる利益は、そ

の提供国等と公正かつ衡平に配分する。
配 分 は 相 互 に 合 意 す る 条 件 （ MAT ：
Mutually Agreed Terms）で行う。

(2) 遺伝資源の取得者に事前同意（PIC：Prior
Informed Consent）を得ることを要求す
る提供国は、事前同意に係る制度を法的
に確実・明確・透明なものとするために
必要な措置をとる。

(3) 利⽤国は、⾃国内で利⽤される遺伝資源
について、提供国の法令に従ったPICに
基づいて取得されたこと、かつ、MATが
締結されたこととなるよう、適当、効果
的で均衡のとれた措置をとる。

(4) 利⽤国は、遺伝資源の利⽤に関するモニ
タリング等のための措置として、情報の
収集等を行う。

提供国政府

遺伝資源
提供者

利⽤国政府

遺伝資源
利⽤者

ABSクリアリング
ハウスメカニズム

（⽣物多様性条約事務局）

①PIC

適法取得に関する
情報提供等

ABS措置情報や適法取
得に関する情報提供等

②MAT
遺伝資源提供

利益配分

遺伝資源
輸出入業者

②MAT
（必要な場合）

⑤適法取得の確認

利用側

③

取得

④

譲渡

※①～⑤の⼿順を
踏むことが必要

[遺伝資源の取得・利⽤のイメージ]



(13) 食料・農業植物遺伝資源条約の概要と多数国間の制度
○ 「食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約（ITPGR）」は、2004年6⽉発効、

147カ国及びEUが締結（2021年5⽉末現在）。日本では、2013年10⽉に発効。

[主要な内容]
(1) 食料・農業植物遺伝資源へのアクセスと利

益配分を各国共通のルールの下で行うこと
ができる多数国間の制度（MLS）を構築。

(2) MLSに提供された食料・農業植物遺伝資源
は、定型の素材移転契約（SMTA）による
簡易で迅速なアクセスが可能。

(3) MLSを通じてアクセスした食料・農業植物
遺伝資源を利⽤して商業上の利益が⽣じた
場合で、第三者による更なる新品種開発の
ための利⽤が制限されているときは、利⽤
者はその⼀部を国連食糧農業機関（FAO）
内の利益配分基⾦を通じて途上国に還元。

(4) なお、MLSを通じたアクセスは、
①食料・農業のための研究、育種及び教育

目的、かつ
②条約附属書のクロップリスト(35作物、29

属牧草類)の作物に限定。

多数国間の制度

利益配分基⾦

締約国、
国際機関等

売上の
0.77%等

遺伝資源の保全・
持続的利⽤のため
の活動等を⽀援

途上国の
農業者等

新品種

SMTA
による移転

遺伝資源の提供

[多数国間の制度]
(Multilateral System: MLS)

締約国、⺠間ファンド等

任意
拠出⾦
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