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1．はじめに
　遺伝資源の取得の機会（Access）とその利用から生
ずる利益の公正かつ衡平な配分（Benefit-Sharing）

（図 1 参照）は，生物多様性の重要課題の一つで，Ac-
cess and Benefit-Sharing の頭文字を取って ABS と呼
ばれている．ここでいう利益には，産業利用による金
銭的利益のみならず，学術的な新たな知見が生じるよ
うな非金銭的利益も含まれ，微生物学研究もその例外
ではない．ABS については，生物多様性条約の目的
と条項で規定され，その国際的な実施のルールを定め
た「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」が
2010 年に採択され，2014 年に発効されたことを受け，
各国では遺伝資源の取得に関する ABS 規則等が整備
されてきている．また，わが国においても，国内担保
措置として「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指針」（以
下，ABS 指針）が本年 5 月 18 日に公布され，22 日に
名古屋議定書が締結された．その後，名古屋議定書は
本年 8 月 20 日にわが国について効力を生じ，同日
ABS 指針が施行された．このため，国外から「遺伝資
源の利用」を目的として微生物を入手する場合には，
提供国法令に基づく手続きが必要な場合があり，それ
に加えて国内担保措置に基づく日本国内の報告も必要
となっている．本稿では，わが国の国内担保措置の概
要や，海外遺伝資源へのアクセスの一助とするため，

提供国法令の整備状況を含めた ABS に関する国際的
な状況について紹介する．

2．名古屋議定書の国内措置（ABS指針）
1）ABS 指針概要
　ABS 指針は財務省・文科省・厚生労働省・農林水
産省・経済産業省・環境省による共同告示となってい
る．指針の目的は，ABS を促進する措置を講ずるこ
とにより，名古屋議定書の的確かつ円滑な実施を確保
し，生物の多様性の保全および持続可能な利用に貢献
することである．
　議定書第 15，16，17 条を担保するための利用国の
措置として，下記 4 点が明記されている（図 2 参照）．

（1）遺伝資源の適法取得の報告
　遺伝資源の取得者は，原則として，国際遵守証明書
が国際クリアリングハウス（ABSCH）に掲載後 6 月
以内に，適法取得の旨を環境大臣に報告する．
　（遺伝資源と併せて，関連する伝統的知識を取得す
る場合は，併せて報告）
　（上記以外の取得者・輸入者等も報告可能）
　未報告者に対しては報告を求める（環境大臣）．ま
た，必要に応じ，取得者に対し，指導・助言を行う（主
務大臣）．なお，人の健康に係る緊急事態（国際保健規
則で定める緊急事態等）の場合は緊急事態収束後に報
告する．

（2）適法取得の国内外への周知
　環境大臣は，（1）の報告内容を環境省ウェブサイト
に掲載し，ABSCH に提供する．
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（3）モニタリング
　（1）の報告からおおむね 5 年後，遺伝資源利用に関
連する情報提供を求める（環境大臣）．なお，未提供者
に対しては再度提供を求める（環境大臣）．また，必要
に応じ，指導・助言を行う（主務大臣）．

（4）提供国法令違反の申し立てへの協力
　他の締約国から提供国法令違反の申し立てがあった
場合，環境大臣は，必要に応じ，遺伝資源等の取扱者
に対し情報提供を求め，当該締約国に提供する．
　議定書第 6 条を担保するための提供国措置は講じな
いこととしている．つまり，わが国の遺伝資源の利用
のための取得の機会の提供にあたり，わが国の事前の
同意は必要としていない．ただし，ABS に関する社
会的情勢の変化等を勘案し，施行から 5 年以内に検討
を加え，必要があると認めるときは所要の措置を講ず
ることとしている．

　ABS に関する奨励（議定書 5・9・17・19・20 条担
保）事項に関しても下記のとおり定めている．

（1）我が国の遺伝資源の提供者・利用者又は提供国の
遺伝資源等の利用者
　・ 利用から生ずる利益の配分が公正かつ衡平となる

契約を締結するよう努める．
　・ その利益を生物多様性の保全等に充てるよう努め

る．
　・ 契約において設定する相互に合意する条件に情報

共有規定を含めるよう努める．
（2）遺伝資源利用関連業界等の団体
　・ 契約条項のひな形，行動規範，指針及び最良の実

例又は基準を作成するよう努める．

2）ABS 指針における用語の定義
　上記においてもすでに使用している用語ではある

図 1　遺伝資源へのアクセスと利益配分（イメージ図）

図 2　利用国としての措置の流れ
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が，遺伝資源等の定義を下記のとおり定めている（図
3 参照）．
　・ 遺伝資源：遺伝の機能的単位（遺伝子）を有する

植物・動物・微生物その他に由来する素材であっ
て現実の又は潜在的な価値を有するもの．

　・ 遺伝資源の利用：遺伝資源の遺伝的又は生化学的
な構成に関する研究及び開発を行うこと．

　・ 遺伝資源に関連する伝統的な知識：生物の多様性
の保全及び持続可能な利用に関連する伝統的な生
活様式を有する先住民の社会及び地域社会におい
て伝統・風習・文化等に根ざして昔から用いられ
ている特有の知識のうち「遺伝資源の利用」に関
連しているもの．

3）ABS 指針における遺伝資源および関連する伝統的
知識の適用範囲
　基本的な考え方として，「名古屋議定書の適用範囲
内である遺伝資源又は遺伝資源に関連する伝統的な知
識であって，議定書締約国の提供国法令の適用を受け
て取得され，日本に持ち込まれているもの」としてい
る．なお，対象とならないものの例は下記のとおりで
ある．
◆ 遺伝資源の取得時点で，提供国が報告の対象となる

要件に該当しない場合
　・名古屋議定書締約国でない場合
　・ ABS に関する法令等を策定していない，または

ABSCH に掲載していない場合
◆日本に持ち込まれていない遺伝資源
◆核酸の塩基配列等の遺伝資源に関する情報
◆人工合成核酸
◆ 遺伝の機能的単位を有しない生化学的化合物（派生

物）

◆ヒトの遺伝資源
◆ 議定書が日本国について効力を生ずる日（2017.8.20）

前に提供国から取得されたもの
◆ 一般に遺伝資源の利用の目的以外の目的のために販

売されている遺伝資源であって，遺伝資源の利用を
目的とせずに購入されたもの（コモディティ）

4）ABS 指針における「遺伝資源の利用」の適用範囲
　基本的な考え方として，『名古屋議定書第 2 条に定
義する「遺伝資源の利用」に該当するものであって，
提供国法令においてその行為が「遺伝資源の利用」の
適用範囲内であるもの』としている．なお，対象とな
らない行為の具体例（施行通知参照）については，下
記のとおりである．

（1）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-FA）又はパンデミックインフルエンザ
事前対策枠組み（PIPF）が適用される場合

（2）遺伝的又は生化学的構成に関する研究及び開発を
伴わない培養・飼育・栽培
　・動物を愛玩用に飼育すること
　・酵母菌をそのまま酒造やパン製造に使用すること
　・ 植物を株分け，挿し木，実生等により増やし苗又

は収穫物を販売すること
　・ 新品種の開発等の遺伝的若しくは生化学的構成に

関する新たな知見の創造を目的とせずに通常の営
農行為として品種間の交雑を行うこと（新品種開
発は対象）

（3）遺伝的又は生化学的構成に関する研究及び開発を
伴わない製品の製造
　・ 生物資源の遺伝的又は生化学的構成に関する新た

な知見の創造を伴わず，当該生物資源を原材料と
して用いて製品を製造すること

図 3　ABS指針における用語定義
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（4）遺伝的又は生化学的構成に関する研究及び開発を
伴わない検査，研究，分析及び教育活動
　・ 既に開発されている遺伝子検査手法を用いて特定

の形質と遺伝子の関係を調べること
　・ 動植物等の生態を観察し，遺伝的又は生化学的構

成に関する研究又は開発を伴わずに新たな知見を
得ること

　・ 既に遺伝子解析がなされている生物につき，遺伝
子解析を行うこと

　・既知の昆虫の標本を作製すること
　・ 生物に含まれている既知の成分が確実に含まれて

いることを確認するために分析すること
（5）検定，比較，遺伝子複製等のための生物の使用又
は安全性試験のための実験動物の使用

表 1　名古屋議定書締結国における国内措置の整備状況
下線は国内措置整備済みの国

表 2　利用国措置，提供国措置の例
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　・大腸菌等を微生物の検定菌として利用すること

3．諸外国のABS規則等の状況
　平成 29 年 8 月 24 日現在，名古屋議定書を締結して
いる 99 ヶ国・EU（表 1 参照）中，31 ヶ国・EU（※
表 1 下線部分．ABSCH に措置掲載済の国）で国内措
置を整備済となっている．ただし，パナマ，フィリピ
ン，ブータン等，措置を ABSCH に未掲載だが提供国
措置整備済の国もある．また，ブラジル等，未締結だ
が措置のある国もある．なお，提供国措置を講じてい
るのは，主に途上国であり，利用国措置を講じている
のは，主に先進国となっている．
　利用国措置，提供国措置の具体例については，表 2
を参照されたい．
　各国の措置を比較してみると，国によっては名古屋
議定書より広い範囲を対象としていることに留意する
必要がある．たとえば，遺伝情報についても適用範囲
に含むとしているのがブラジルである．また，派生物
についても適用範囲に含むとしているのが，アフリカ
連合，南アフリカ，ブラジル，インドである．

　生物多様性保全への貢献について規定している例と
して，スペインでは，国が得た利益は生物多様性基金
に入り，生物多様性保全等に振り分けることとしてい
る．
　また，利益配分についての規定についても各国さま
ざまである．ブラジルは，年間純利益の 1％を基本と
している．インドは，年間総販売出荷額の 0.1-0.5％程
度を支払うこととし，得られた利益の一部は基金とな
る．フィリピンは，バイオプロスペクティング料，前
払い金，ロイヤリティー（製品総売上の 2％以上）が
定められている．国が得た利益は野生生物管理基金と
なり，連邦政府，州当局，連邦管轄地以外の提供者の
場合，基金に利益の 1％を納めることとなっている．
南アフリカ，韓国では，提供者と利用者が協議するこ
ととなっている．
　環境省ではこれまでに各国の ABS 規則等を翻訳し
てきており，環境省 ABS ウェブサイトに公表してい
るので，海外遺伝資源取得等の際は参考にしていただ
きたい．


