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１．遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物
の多様性の確保に関する法律（カルタヘナ法）について
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生物多様性条約

カルタヘナ議定書

カルタヘナ法

政令

施行規則

（６省共同省令）

産業利用二種省令

（経、厚、農、財、環）

研究開発二種省令
（文、環）

基本的事項

（６省共同告示）

第一種評価要領

（６省共同告示）

GILSP告
示（経）

認定宿主ベクター系
告示（文）

第二種使用等（閉鎖系）

GILSP告
示（厚）

第一種使用等

（開放系）

カルタヘナ法の体系図について

カルタヘナ法は、６省（環境省、厚労省、農水省、財務省、文科省、経産省）共管の法令

※とりまとめは環境省
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■生物多様性の保全を目的として遺伝子組換え生物等の使用等を規制

カルタヘナ法の概要

■あらゆる行為（使用、培養、加工、保管、運搬、廃棄、販売、包装、梱包、陳列、展示等）について拡散防止措置
を執らなければならない。

遺伝子組換え生物とは？

実験 培養 保管運搬 展示

悪影響の例

①有用な遺伝子を取出す

酵素作る遺伝子

②遺伝子の運び屋
（ベクター※）と連結

③宿主（生産細胞）に
導入

酵素遺伝子 ＋ベクター

※ベクターとは：遺伝子を宿主
内へ導入して物質を生産させ
るために用いる。

④大量培養

有用な物質を生産

⑤最終製品例

試薬、洗剤、医薬
品中間体など

大腸菌
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カルタヘナ法における主務大臣の承認・確認

＜イネ＞ ＜医薬品＞ ＜化粧品＞ ＜試薬＞ ＜エタノール＞ ＜プラスチック＞＜バラ＞

■事業者が「生物多様性影響評価書」等とあわせて申
請する「第一種使用規程」を主務大臣が承認。
■審査に当たっては、学識経験者の意見聴衆、パブリッ
クコメントが必要。

○主な承認事例
流通を目的とした農作物等 農水省
遺伝子治療用ウィルス等 厚労省
研究目的の野外実験等 文科省
（経産省は承認実績なし）

■省令で定める拡散防止措置を執って行う場合
⇒大臣確認不要

■その他⇒拡散防止措置について主務大臣が確認。
■学識経験者の意見聴取やパブリックコメントは不要。

○主な確認事例
施設内での品種改良等 農水省
医薬品製造での使用等 厚労省
研究室内での組換え実験等 文科省
工業用酵素、試薬の生産等 経産省

＋環境省

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5u5bQ1ojMAhVCmJQKHT7FC0kQjRwIBw&url=http://www.kin-kan.co.jp/co2/bio.html&psig=AFQjCNGaY7MWLHeMdGx07Km0nW6-vrM43Q&ust=1460535887613878
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■経済産業大臣の第二種使用等の確認実績

累計２,１２９件（平成２８年度末時点）

カルタヘナ法第二種使用等の経済産業大臣確認実績

１５
年度

１６
年度

１７
年度

１８
年度

１９
年度

２０
年度

２１
年度

２２
年度

２３
年度

２４
年度

２５
年度

２６
年度

２７
年度

２８
年度

合計

産構審審議件数 29 206 103 81 60 207 367 259 29 11 8 3 4 ５ 1372

NITE審査件数 83 61 228 218 74 93 757

二種申請合計 29 206 103 81 60 207 367 259 112 72 236 221 78 98 2129

 平成23年6月より、NITEによる事前相談・事前審査のスキームを開始。

 立入検査は、順次実施しており、これまで、７７件（平成28年度末時点）で実施。
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１５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

産構審審議件数

NITE審査件数

※平成２８年度から試薬の廃棄は遺伝子組換え生物数ではなく、大臣確認した件数でカウント。



２．GILSP告示について

（GILSP: Good Industrial Large Scale Practice）
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■カルタヘナ法第12条

第二種使用等をする者は、執るべき拡散防止措置が主務省令により定められている場合には、その

使用等をする間、当該拡散防止措置を執らなければならない。

GILSP告示について

■遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等

を定める省令別表第一号の規定に基づき経済産業大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物

（ＧILSP告示）（改正案について平成２９年１２月２９日～平成３０年２月２日までパブコメ中）

・経産大臣の第二種確認を受けた案件のうち、事業者が掲載を希望するものについて、学識経験者

等の審査を経た上で告示のリストに微生物（宿主・ベクター、挿入DNA）を掲載。

■遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等

を定める省令（産業使用二種省令）の別表

○遺伝子組換え生物等の区分（※）

GILSP遺伝子組換え微生物：特殊な培養条件下以外では増殖が制限されること、病原性が

ないこと等のため最小限の拡散防止措置を執ることができるものとして主務大臣が定めるもの。

（※）この他に「カテゴリー１遺伝子組換え微生物」があるが、具体的な微生物は未制定。

○拡散防止措置の内容

作業区域の設定、不活化装置や適切な保管設備の設置、最小限化後の廃棄等

GILSP告示掲載の微生物について、省令に掲げる拡散防止措置を執る場合は大臣確認不要。
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３．カルタヘナ法の運用改善の取組み
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■微生物の第一種使用等のための生物多様性影響評価記入要領を確立

・微生物の第一種使用等に係る審査項目（①他の微生物を減少させる性質、②病原性、③有害物質の産生性、

④核酸を水平伝達する性質）は告示に規定。

・将来の申請に備え、特に微細藻類を意識した具体的な生物多様性評価記入要領を作成し、とりまとめ。

カルタヘナ法の運用改善の取組み

■第二種使用等の審査手続き等の簡素化（平成26年7月～）

①複数の遺伝子組換え生物等の申請の一括化

宿主・ベクター、執るべき拡散防止措置が同一であり、挿入DNAのみが異なる第二種申請に関しては、

一括申請を可能に。

②製品評価技術基盤機構（NITE）による事前審査の対象の拡大

宿主がカテゴリー１(※)の微生物、植物又は動物であっても、宿主・ベクター、執るべき拡散防止措置が過去に確

認を受けたものと同一であり、挿入DNAのみが異なる第二種申請については、原則として、産業構造審議会バイオ

小委員会における審査を不要とし、NITEによる事前審査の対象とする。

(※)カテゴリー１：病原性がある可能性が低い遺伝子組換え微生物

③包括確認制度の運用開始について（平成３０年１月１１日開始）

■GILSP告示への挿入遺伝子の記載方法の改善（平成27年10月～）

・従来、GILSP告示の挿入遺伝子は、事業者の申請書への記載通り、アミノ酸変異箇所まで詳細に記載していたと

ころ。

・今般、GILSP告示の本来の運用に合わせる形で、産生される物質の機能上の基本的性質に著しい変化が認めら

れない範囲内で、アミノ産変異箇所を示さない記載を可能とした。

（例：○○ポリメラーゼ（K3R, A10S） → ○○ポリメラーゼ）

・既にGILSP告示掲載済みのアミノ酸変異箇所及び欠失・一部使用に関する表記については、産出される物質が機

能上変化しなければ削除した。
11



４．包括確認制度の概要
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包括確認制度の概要（鉱工業分野のみ）
○生物多様性の確保を図るため、適切な拡散防止措置が執られているか、使用する生物や遺伝子の種類毎に事前に国の確
認が必要。
○これまで2,000件以上の個別に大臣確認を行っており、この間、事業者において、適切な第二種使用等が行われてきた。
○当該状況を踏まえ、十分な知識や経験等を有する事業者を対象に、病原性・毒性がない等の一定範囲の性質の遺伝
子組換え微生物の第二種使用等について、拡散防止措置を包括的に確認する「包括確認制度」を平成３０年１月１１
日に運用開始。
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包括確認のフロー

事業者 経産省＋ＮＩＴＥ ＮＩＴＥのみ

個別確認のフロー（ＧＩＬＳＰ相当の場合）

現行の制度（個別確認） 包括確認制度

生物や遺伝子の種類ごとに申請が必要

個別に申請

国

微生物Ａ 拡散防止措置

個別に申請

国

微生物Ｂ 拡散防止措置

一定範囲の性質の遺伝子組換え微生物をまとめて申請可能

包括申請

個別に申請

国

微生物C 拡散防止措置

経産省のみ

国

拡散防止措置微生物

（１）宿主・ベクターは特定
（２）供与核酸の一定範囲の性質
供与核酸の由来生物が、動植物、ヒト、微生物（バイオセーフティーレベルがBSL１であるものに限る。）
であること。供与核酸が、以下の①～④に該当しないものであって、当該供与核酸からの生成物の機能
が動植物及びヒトに対し最新の科学的知見に照らし安全であることが推定される同定済核酸であること。
①供与核酸が由来生物の病原性に関係するもの
②供与核酸が由来生物の毒性に関係するもの
③供与核酸が宿主以外の生物への伝達性に関係するもの
④遺伝子組換えにより、宿主の病原性、毒性、増殖能力、生残性を変化させる又はヒトに危害を与え
る生物活性を獲得することにより、有害性を増大させると推定される供与核酸。

申請 書類審査
事前現場
確認

実際に使用した供
与核酸の事後報
告（年１回）

立入検査大臣確認
供与核酸
の判定

生産

申請 書類審査 立入検査大臣確認 生産

個別確認のフロー（GILSP相当）



個別確認と運用の違い

※必要な場合のみ （２）供与核酸の判定指針
・使用する供与核酸が申請書に記載した一定範囲
の性質を満たすかどうかを事業者が確認するため、
「判定指針」を国が作成して提示。

・今後、指針を変更した際には、経済産業省のＨＰ
に公表。

大臣確認基準の追加 事業者が実施すること

（３）事前の現場確認
・経産省及びNITEによる事前の現場確認を実施
①安全管理体制について確認
✓安全委員会における審議記録、内部規程
✓個別確認の使用実績 等

②拡散防止措置について確認
✓過去において個別確認済みでない
拡散防止措置の設備の確認

（１）事後の報告
・以下の項目について毎年度末に使用等の実績を
経産省へ報告
①遺伝子組換え微生物の種類
②宿主・ベクターの名称
③供与核酸の名称、由来生物、機能
④安全委員会等の承認日
⑤使用の開始日
⑥生産期間
⑦その他
※判断のもとになった根拠資料は事業者で保管

（１）包括申請ができる事業者
・申請の日以前３年以内に大臣確認を３件以上
受け、適切に第二種使用等をした実績を有する者
又は包括申請の大臣確認を受けた者

（２）安全管理体制の整備
・安全委員会において、遺伝子組換え微生物の取
扱い業務その他これに類する業務に３年以上従事
した経験を有する者を２名以上配置
※「2名以上配置」には外部有識者を含めることが可
能

14

実
績
報
告

国



Q. 「申請の日以前３年以内に個別に確認３件以上」の数え方について（通知第2（１））
A. ・法人単位で数えます。（複数の事業所がある場合、大臣確認件数をまとめることが可。）

・遺伝子組換え生物等の種類の件数で数えます。（一括申請で３種類の遺伝子組換え
微生物を申請した実績は３件と数えます。）

・他省で大臣確認を受けた実績は考慮されません。

Q. 安全委員会に求められる「遺伝子組換え微生物の取扱い業務その他これに類する業務に
３年以上従事した経験を有する者」の「これに類する業務」とは何を意味するのか。
（通知第2（２））

A. 遺伝子組換え微生物の知見を有し、法律を熟知している方（安全委員会の審議に参加し
ている委員など）を想定しています。

※そのほか個別申請も含めたQAについては、独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）において

公開しています。
包括申請については今後、追加していく予定です。

FAQ（カルタヘナ法執行・支援） http://www.nite.go.jp/nbrc/cartagena/faq.html

Q. 申請書様式の「供与核酸」の欄には何を記載すればよいのか。
A. 「包括申請における拡散防止措置の確認について（通知）（２０１７１２２０商局第１

号）」第1（２）に記載されている供与核酸を使用する旨を記載します。（記載例のと
おりに記入してください。）

包括申請のよくある質問について

15
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５．不適切な使用事例について
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■不適切な使用の事例① 譲渡等の際の情報提供なし（カルタヘナ法第26条の違反）

不適切な使用の事例について

■不適切な使用の事例② 運搬*に当たって不適切な拡散防止措置（産業二種省令第５条の違反）

■不適切な事例の事例③ 未承認の遺伝子組換えペチュニアを販売（カルタヘナ法第4条1項の違反）

・取扱いに注意を要する旨について見えやすい箇所への表示を行わなかった。 *生産工程中は除く

・遺伝子組換えウイルスの混入が否定できない試薬の他者へ譲渡等に当たり、適切な表示を
行わなかった。

＜カルタヘナ法第26条＞
遺伝子組換え生物等を譲渡、提供、委託して使用させる場合は、譲渡者に対して情報提供しなければならない旨を規定

＜産業二種省令第5条＞
遺伝子組換え生物を運搬するにあたって遺伝子組換え生物等が漏出しないような容器に入れること、容器に取扱いに注意を要する旨を表示することを規定

・遺伝子組換えペチュニア（観賞用）を主務大臣の承認を受けずに輸入し、品種改良や販売を
行った。

＜カルタヘナ法第4条1項＞
遺伝子組換え生物等を作成し又は輸入して第一種使用等をしようとする者その他の遺伝子組換え生物等をしようとする者
は、遺伝子組換え生物等の種類ごとにその第一種使用等に関する規程を定め、これにつき主務大臣の承認を受けなければ
ならない。

未承認のペチュニア
（タキイ種苗HP）

※海外からの輸入については、組換え生物かどうか確認を十分にとるなど、要注意して下さい。


