
カルタヘナ法説明会
―遺伝子組換え生物の研究開発・産業利用目的での施設内

使用等に係るカルタヘナ法規制の概要と留意点及び運用

改善の周知―

２０２０年１月２１日 東京会場

２０２０年１月２４日 大阪会場

(一財)バイオインダストリー協会

本説明会は、２０１９年度経済産業省委託事業「商取引・サービス環境の適正化に係る事業(生物多様性

総合対策事業)」の一環として開催致します。なお、本資料の無断転載は禁止とさせていただきます。



※ 本説明会は、2019 年度経済産業省委託事業「商取引･サービス環境の適正化に係る事業(生物多様性 

総合対策事業)」の一環として開催致します。 

カルタヘナ法説明会(東京会場)のご案内 
―遺伝子組換え生物の研究開発・産業利用目的での施設内使用等に係る 

カルタヘナ法規制の概要と留意点及び運用改善の周知― 

 

この度、経済産業省、文部科学省、厚生労働省、(独)製品評価技術基盤機構(NITE)より、カルタヘナ法第二種使用

等（拡散防止措置下での研究開発及び産業目的での使用等）に係る規制の概要と運用改善、留意点等についてご

説明する機会を設けさせて頂きます。 

遺伝子組換え生物の第二種使用等を行う事業者等におかれましては、改めて規制の概要、見直し等の状況につ

いて適切に把握頂くべく、本説明会にご参加いただければ幸甚です。 

 

日時： ２０２０年１月２１日（火）１４：００～１６：２０（以降は希望者のみ対象の個別相談会） 

場所： お茶の水ソラシティカンファレンスセンター １F Room C 

     アクセス； https://solacity.jp/cc/access/  

定員： １５０名 

 

【プログラム】  

14:00～14:05 はじめに 

14:05～14:45 「経済産業省所管分野におけるカルタヘナ法第二種使用等に係る規制の概要・運用 

改善等について」 

経済産業省 商務・サービスグループ 生物化学産業課 生物多様性･生物兵器対策室  

室長 小出 純 氏 

14:45～15:10 「カルタヘナ法に基づく研究開発段階における第二種使用等について」 

文部科学省 研究振興局ライフサイエンス課 生命倫理・安全対策室 

室長補佐 石橋 和昌 氏 

― 休 憩（10分） ― 

 

15:20～15:45 「医薬品分野での第二種使用等に関する法規制について」 

厚生労働省 医薬・生活衛生局 医療機器審査管理課 再生医療等製品審査管理室 

主査 福澤 学 氏 

15:45～16:10  「第二種使用等（鉱工業等）申請書の記載方法について」 

（独）製品評価技術基盤機構（NITE） バイオテクノロジーセンター(NBRC) 

安全審査室 主査 資延 淳二 氏 

 

16:10～16:20 総合質疑 

16:20  閉会 

 

16:30～17:30 個別相談会（文部科学省、厚生労働省、経済産業省、NITE） 

   

【問合せ先】 (一財)バイオインダストリー協会（JBA）産業と社会部会 事務局（担当）： 小山、村山、川嶋 

 TEL：03-5541-2731 FAX：03-5541-2737 

https://solacity.jp/cc/access/


※ 本説明会は、2019年度経済産業省委託事業「商取引・サービス環境の適正化に係る事業(生物多様性総合 

対策事業)」の一環として開催致します。 

カルタヘナ法説明会(大阪会場)のご案内 
―遺伝子組換え生物の研究開発・産業利用目的での施設内使用等に係る 

カルタヘナ法規制の概要と留意点及び運用改善の周知― 

 

この度、経済産業省、文部科学省、厚生労働省、(独)製品評価技術基盤機構(NITE)より、カルタヘナ法第二種使用

等（拡散防止措置下での研究開発及び産業目的での使用等）に係る規制の概要と運用改善、留意点等についてご

説明する機会を設けさせて頂きます。 

遺伝子組換え生物の第二種使用等を行う事業者等におかれましては、改めて規制の概要、見直し等の状況につ

いて適切に把握頂くべく、本説明会にご参加いただければ幸甚です。 

 

日時： ２０２０年１月２４日（金）１４：００～１６：２０（以降は希望者のみ対象の個別相談会）   

場所： グランフロント大阪カンファレンスルーム タワーC 8F （Room C 05） 

アクセス https://kc-space.jp/accessmap/  

定員： ６０名 

 

【プログラム】  

14:00～14:05 はじめに 

14:05～14:45 「経済産業省所管分野におけるカルタヘナ法第二種使用等に係る規制の概要・運用 

改善等について」 

経済産業省 商務・サービスグループ 生物化学産業課 

生物多様性･生物兵器対策室 安西 正貴 氏 

 

14:45～15:10 「カルタヘナ法に基づく研究開発段階における第二種使用等について」 

文部科学省 研究振興局ライフサイエンス課 生命倫理・安全対策室 

室長補佐 石橋 和昌 氏 

 

― 休 憩（10分） ― 

 

15:20～15:45 「医薬品分野での第二種使用等に関する法規制について」 

厚生労働省 医薬・生活衛生局 医療機器審査管理課 再生医療等製品審査管理室 

主査 福澤 学 氏 

 

15:45～16:10  「第二種使用等（鉱工業等）申請書の記載方法について」 

（独）製品評価技術基盤機構（NITE） バイオテクノロジーセンター(NBRC) 

安全審査室 主査 小口 晃央 氏 

16:10～16:20 総合質疑 

16:20  閉会 

 

16:30～17:30 個別相談会（厚生労働省、文部科学省、経済産業省、NITE） 

   

【問合せ先】 (一財)バイオインダストリー協会（JBA）産業と社会部会 事務局（担当）： 小山、村山、川嶋 

 TEL：03-5541-2731 FAX：03-5541-2737 

https://kc-space.jp/accessmap/
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経済産業省所管分野における
カルタヘナ法第二種使用等に係る
規制の概要・運用改善等について

令和２年１月
経済産業省

商務・サービスグループ 生物化学産業課
生物多様性・生物兵器対策室

2

カルタヘナ法の概要
（産業第二種使用を中心に）
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カルタヘナ法の概要・構成

第一章 総則

第一節：第一種使用等［4～11条］
環境中への拡散を防止しないで行う使用等

•新規の遺伝子組換え生物等の環境中での使用
等をしようとする者(開発者､輸入者等)等は事
前に使用規程を定め､生物多様性影響評価書
等を添付し､主務大臣の承認を受ける義務。

第二節：第二種使用等［12～15条］
環境中への拡散を防止しつつ行う使用等

•施設の態様等拡散防止措置が主務省令で定
められている場合は、当該措置をとる義務。定
められていない場合は、あらかじめ主務大臣の
確認を受けた拡散防止措置をとる義務。

• 報告徴収・立入検査等［30～33条］、科学的知見の充実のための措置［34条］、国民の意見の
聴取［35条］、主務大臣等・経過措置［36,37条］、罰則［38~48条］

• 目的［1条］：国際的に協力して生物の多様性の確保を図る為、遺伝子組換え生物等の使用等の
規制に関する措置を講ずることにより、カルタヘナ議定書の的確かつ円滑な実施を確保。

• 主務大臣による基本的事項の公表［3条］：遺伝子組換え生物等の使用等による生物多様性影響
を防止するための施策の実施に関する基本的な事項等を定め、これを公表。

遺伝子組換え生物等の使用等に先立ち､使用形態に応じた措置を実施

第二章 国内における遺伝子組換え生物等の使用等に係る措置

第三章 輸出に関する措置

第三節：生物検査（検査対象生物であるか輸入時に検査する仕組みの構築）［16～24条］
第四節：情報の提供［25、26条］

• 輸出の際の相手国への情報提供［27～29条］

第四章 雑則、 第五章 罰則

国内における遺伝子組換え生物等の使用等に係る措置

■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。

■承認に当たっては、学識経験者の意見聴取、パブリックコ
メント手続きを経る必要がある。

■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⇒拡散防止措置を主務大臣が確認。

■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

○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）

＋環境省

■遺伝子組換え生物等に係るあらゆる使用行為（使用、培養、加工、保管、運搬、廃棄、販売、展示等）が法の対象。

実験 培養 保管運搬 展示

開放系での使用

【第一種使用】

食料や飼料としての運搬、農地での栽培など。

生物多様性への影響が生ずるおそれがないと承
認されたものが使用できる。

閉鎖系での使用
（拡散防止措置下）

【第二種使用】

実験室、工場など。

環境中への拡散の防止措置を執った上で使用。
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認定宿主ベクター系６

告示（文）
GILSP告示４

（経）

基本的事項（６省共同告示）

研究開発二種使用等
拡散防止措置省令３

（文、環）

第二種使用（閉鎖系）

カルタヘナ法体系図

生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書

GILSP告示５

（厚）

カルタヘナ法
（財、文、厚、農、経、環）

生物多様性
影響評価実施要領１

（６省共同告示）

産業二種使用等
拡散防止措置省令２

（経、厚、農、財、環）

１）遺伝子組換え生物等の第一種使用等による生物多様性影響評価実施要領

２）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
３）研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種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

４）産業利用二種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を定める件
５）産業利用二種省令別表第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物を定める件
６）研究開発二種省令に基づき認定宿主ベクター系等を定める件

政令
（主務大臣政令、

生物検査手数料政令）

施行規則
（６省共同省令）

第一種使用（開放系）

拡散防止措置が省令で定められている場合

 以下に該当するものについては、省令中に
規定されている拡散防止措置（次頁以降参

照）を執る<政府の確認不要>
(1)生産工程中の使用
対象遺伝子組換え微生物：以下区分に該
当するものを主務大臣告示で特定。

①GILSP（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により使用できる遺
伝子組換え微生物）

②カテゴリー１（GILSP以外のものであって、病

原性がある可能性が低いもの）

(2)保管および運搬

6

産業二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置の大臣確認手続き

産業第二種使用等をしようとする者

主務大臣の確認を受ける義務

主務大臣（②審査・確認）

申請書作成（省令による所定様式）

①氏名及び住所

②第二種使用等の対象となる遺伝子組換え微
生物の特性

③第二種使用等において執る拡散防止措置

④主務省令で定める事項（遺伝子組換え生
物等の種類の名称、第二種使用等の目的
及び概要、使用場所の名称及び所在地）

①申請 ③結果通知

学識経験者

拡散防止措置が省令で定められていない場合

②‘ 意見聴取 ※法に基づく措置ではない

（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）

※経済産業省告示では、過去に審査・確認を行った遺伝子組換え微
生物のうち、使用者が告示への掲載を希望し、一定の条件を満たす
ものをリスト化。科学的知見の集積等も踏まえ告示は随時見直し。

カテゴリー１告示（現時点で定められたものなし）

GILSP告示（経済産業省及び厚生労働省がそれぞれ策定）
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産業第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置の内容

注）「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」の規定を一部編集。

GILSP遺伝子組換え微生物の生産工程中における使用等の場合（省令別表）

イ 施設等について、作業区域を設ける（遺伝子組換え微生物を使用等する区域であって、
それ以外の区域と明確に区別できるもの。以下同じ。）こと。

ロ 作業区域内に、製品製造のための培養又は発酵用設備を設けること。

ハ 作業区域内に、製造又は試験検査用器具・容器等の洗浄、付着した遺伝子組換え微
生物の不活化設備を設けること。

ニ 遺伝子組換え微生物の生物学的性状についての試験検査設備を設けること。

ホ 遺伝子組換え微生物を他のものと区別して保管できる設備を設けること。

ヘ 廃液や廃棄物は、遺伝子組換え微生物数を最小限化した後、廃棄すること。

ト 生産工程中施設等の外に持ち出すときは、漏出しない構造の容器に入れること。

■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）

・産業第二種使用に係る経済産業大臣の確認を受けた案件のうち、申請者がGILSP告示への掲載を希望
する遺伝子組換え微生物について、学識経験者等の審査を経た上で当該微生物の宿主及びベクター並び
に挿入DNAを掲載。

8

カテゴリー１遺伝子組換え微生物の生産工程中における使用等の場合（省令別表）

イ GILSPに求められる拡散防止措置

ロ その外の大気、水又は土壌と遺伝子組換え微生物とを物理的に分離する施設等であること。

ハ 作業区域内に、事業の従事者が使用する洗浄又は消毒のための設備が設けられていること。

ニ 必要に応じ、作業区域内に設置された室内における空気中の遺伝子組換え微生物の数を最小限
にとどめるための換気設備（遺伝子組換え微生物を捕捉できるものに限る。）を設けること。

ホ 設置時及び定期的に、培養又は発酵の用に供する設備及び当該設備に直接接続された設備
（以下「培養設備等」という。）の密閉の程度又は性能の検査を行うこと。

ヘ 培養設備等のうち漏出防止機能に係る部分の改造又は交換を行った場合には、その都度、当該
設備の密閉の程度又は性能の検査を行うこと。

ト 廃液及び廃棄物を不活化すること。

チ 除菌設備の交換・定期検査・製造内容変更時、付着した遺伝子組換え微生物を不活化すること。

リ 培養又は発酵用設備に入れ、又は取り出す際、遺伝子組換え微生物が漏出しないよう取り扱うと
ともに、培養設備等の外面に遺伝子組換え微生物が付着した場合には、直ちに不活化すること。

ヌ 作業終了後、使用した培養設備等を洗浄し、付着した遺伝子組換え微生物を不活化すること。

ル 作業区域内を清潔に保ち、げっ歯類、昆虫類等の駆除に努めること。

ヲ 教育訓練を受けた事業の従事者以外の者の作業区域への立入りを制限し、仮に立ち入る場合は、
事業の従事者の指示に従わせること。

ワ 作業区域には、その見やすいところに「カテゴリー１取扱い中」と表示すること。

産業第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置の内容

注）「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」の
規定を一部編集して記載。
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⑥接受

⑦申請書（副）をNITEに送付

経済産業省所管業種での二種使用等に対する審査フロー（一般）

事前審査開始から
原則２週間以内

⑨本審査

⑩確認書の発行

注）審議会審査については、カテゴリー１微生物の場合、過去に宿主及びベクター並びに拡散防止措置が大臣確認された申請と同一で挿入
DNAのみが異なる場合を除き対象となります。GILSP微生物の場合は、原則として審議会審査の対象となりません。遺伝子組換え動物の場
合、挿入DNAに病原性がない遺伝子組換えカイコの場合及び過去に宿主及びベクター並びに拡散防止措置が大臣確認された申請と同一で挿
入DNAのみが異なる場合を除き、原則審議会審査の対象となります。この他、経済産業省とNITEの協議の上で必要性を判断しています。

⑧申請書と事前審査
結果の照合

＜審議会審査不要＞ ＜審議会審査が必要＞

⑨審議会審査

⑩確認書の発行

標準処理期間は
設けていない

申請書の接受から
原則２週間以内

【NITE】 【経済産業省】 【事業者】

⑬確認

必要に応じ審議会審査注）の要否をMETIとNITEが
協議し、結果をNITEから事業者に連絡いたします。

②事前審査

③事前審査終了の旨を
事業者に連絡（E-mail）

④連絡受取

⑤「申請書」
を経済産業省に提出
（正副：各1通）

①「申請書案(事前審査資料)」
をNITEに送付

⑪確認書の受取
（→使用開始）

⑫受領書の提出

⓪事前相談
（申請書案の提出時もしくは提出前に不明
な点等NITEに前広にご相談ください。）

⓪事前相談対応
（事前審査を円滑に行うため）

包括確認制度について
 一定の条件を満たす事業者対象に『事前に宿主・ベクターを特定し、「供与核酸」が一定範囲の性質を満たす場

合』には、包括して拡散防止措置の確認申請を可能にする制度を2019年1月から導入。（事後申告制）

10

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）

経産省のみ

申請 書類審査
事前現場
確認

使用した供与
核酸・生産規
模等を年度末
に事後報告

立入検査大臣確認 供与核酸の判定
（安全委員会） 生産

申請 書類審査 立入検査大臣確認 生産

必要に応じて

経産省からも
参加する場合あり

宿主・ベクター
を申請時に特定

遺伝子組換え
微生物A

個別に申請

毒性・病原性等がない生物
（GILSP）

＜個別確認申請手続き＞ ＜包括確認申請手続き＞

遺伝子組換え
微生物Ｂ

※複数列記も可

供与核酸は申請
時に特定不要 経済産業省

包括確認申請

経済産業省

宿主 ベクター 供与核酸

供与核酸の一定範囲の性質（供与核酸判定指針）
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。

一定範囲の性質

拡散防止措置

包括申請における申請者の条件

過去３年以内に大臣確認を３件以上又は包括申請の大臣確認
を受けた者

安全委員会に、遺伝子組換え微生物取扱い業務に３年以上従事
した者（外部有識者も可）を２名以上配置
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■経済産業大臣の第二種使用等の確認実績

累計２,３２９件（平成３０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

 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、１０２件（平成３０年度末時点）で実施。

※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。

年度 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 合計

産構審審議件数 29 206 103 81 60 207 367 259 29 11 8 3 4 5 6 7 1385

NITE事前審査件数 － － － － － － － － 83 61 228 218 74 93 90 97 944

二種申請合計 29 206 103 81 60 207 367 259 112 72 236 221 78 98 96 104 2329

0

100

200

300

400

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

NITE審査件数

産構審審議件数

年度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 合計

立入
件数

4 4 10 12 12 11 12 12 12 13 102

12

保管に当たって執るべき拡散防止措置（産業利用二種省令４条）

一 遺伝子組換え生物等が漏出、逃亡その他拡散しない構造の容器に
入れ、かつ、当該容器の見やすい箇所に、遺伝子組換え生物等であ
る旨を表示すること。

二 前号の遺伝子組換え生物等を入れた容器は、遺伝子組換え生物等
以外の生物等と明確に区別して保管することとし、当該保管のための
設備の見やすい箇所に、遺伝子組換え生物等を保管している旨を
表示すること。

※生産工程中における保管を除く。また、緊急時、立入検査等時、法令違反使用に係る拡散防止上必要最小限
の使用時、虚偽情報の提供を受けていた場合などは適用されない。

産業第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置の内容

保管

運搬に当たって執るべき拡散防止措置（同５条）

一 遺伝子組換え生物等が漏出、逃亡その他拡散しない構造の容器等
に入れること。

二 前号の遺伝子組換え生物等を入れた容器（容器を包装する場合に
あっては、当該包装）の見やすい箇所に、取扱いに注意を要する旨
を表示すること。

※生産工程中における運搬を除く。また、緊急時、立入検査等時、法令違反使用に係る拡散防止上必要最小限
の使用時、虚偽情報の提供を受けていた場合などは適用されない。

運搬
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遺伝子組換え生物等を第三者に譲渡、提供、使用委託等をする場合、下記の情報を文
書、容器等への表示、FAX、電子メール等により提供する必要があります。［法第26条1項］

情報提供は譲渡等の都度行う必要がありますが、同一の譲受者に2回以上譲渡する場合で
譲受者が承知しているときは、最初の譲渡時のみで十分です。［施行規則第32条2項］

 これに違反した場合、生物多様性影響の防止に必要な限度において、遺伝子組換え生物
等の回収等を主務大臣が命ずることがあります。［法第26条2項］

 また、環境大臣により、当該影響による生物の多様性に係る損害の回復を図るため必要な措
置を執るべきことを命ずることがあります。［同3項］

【提供すべき情報の内容】

① 第二種使用等をしている旨

② 宿主又は親生物の名称及び遺伝子組換え
技術の利用により得られた核酸又は複製物
の名称（名称がないとき又は不明であるとき
はその旨）

③ 大臣確認の適用除外※に該当する使用等
の場合はその旨

④ 譲渡者等の氏名・住所（法人にあっては、そ
の名称・担当責任者の氏名・連絡先）

※大臣確認の適用除外：①緊急に必要があるとして主務大臣が別に定める第二種使用等［施行規則16条1号］、②生物検査、立入検査等の
為の第二種使用等［同2号］、③違反使用の遺伝子組換え生物等の拡散防止の為の第二種使用等［同3号］

【情報提供の例】

産業第二種使用等における譲渡等の際に必要な「情報提供」

14

昨年度実施した運用改善

① 遺伝子組換えカイコに関する申請の事前審査化（審議会審査の対象外）

② 包括確認制度における宿主・ベクターの範囲の柔軟化（GILSP告示の別表第一の範
囲での申請可）

①遺伝子組換えカイコの審査フロー

②包括確認制度の運用改善
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＜改善＞経済産業省所管分野におけるカルタヘナ法関連情報提供

①「カルタヘナ法の解説」の改訂

平成１８年８月の第二版から抜本的見直しを実施。「申請書作成マニュアル」と
統合し、一冊で必要な情報を得られるよう改訂。

②ホームページの改修

当省ホームページ（安全審査に関する情報）のレイアウトを変更。カルタヘナ法の
概要をまとめた資料等を新たに掲載。

＜構成＞
I. カルタヘナ法の概要
II. カルタヘナ法の解説
III. 経済産業省所管事業分野におけ

る産業第二種使用等に係る手引
き及び注意事項

IV. カルタヘナ法及び第二種使用等確
認申請要領等に関係する質問及
びその解説等

V. 参考資料

カルタヘナ法の解説（第三版） カルタヘナ法概要資料(ppt)の掲載

16

遺伝子組換え生物の産業二種使用等
に当たっての注意点
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■違反事例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）

違反・事故事例

■違反事例② 運搬*に当たって不適切な拡散防止措置（産業利用二種省令第５条の違反）

■事故事例 遺伝子組換え生物の工場外への流出

・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（例：遺伝子組換えバキュロウイルス）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

＜産業利用二種省令第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

・製造工程内の配管が外れた為、遺伝子組換え生物を含む液体が配管外に漏洩、排水路を経由して海中に流出。

＜カルタヘナ法第12条、第13条1項（抜粋）＞
遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする者は、その使用等をする間、拡散防止措置を執らなければならない。
＜カルタヘナ法第15条＞（第二種使用等に関する事故時の措置）
遺伝子組換え生物等の第二種使用等をしている者は、拡散防止措置に係る施設等において破損その他の事故が発生し、当該遺伝子組換え生物等に
ついて第十二条の主務省令で定める拡散防止措置又は第十三条第一項の確認を受けた拡散防止措置を執ることができないときは、直ちに、その事故に
ついて応急の措置を執るとともに、速やかにその事故の状況及び執った措置の概要を主務大臣に届け出なければならない。

■不適切な事例の事例③ 未承認の遺伝子組換え植物の種子を販売（カルタヘナ法第4条1項の違反）

・遺伝子組換え植物種子（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。

18

使用に当たって配慮しなければならない基本的な事項

１ 他法令の遵守に関する事項
人の健康の保護を目的とした法令等関連する他法令を遵守すること。

２ 遺伝子組換え生物等の取扱いに係る体制の整備に関する事項

遺伝子組換え生物等の安全な取扱いについて検討する委員会等を設置し、
あらかじめ遺伝子組換え生物等の安全な取扱いについての検討を行う

遺伝子組換え生物等の取扱いについて経験を有する者の配置、遺伝子組換
え生物等の取扱いに関する教育訓練、事故時における連絡体制の整備を行
うよう努めること。

３ 情報の提供に関する事項
遺伝子組換え生物譲渡時の情報提供の際、当該生物を適切に取り扱うため
に提供することが望ましいと判断される情報がある場合には、併せて提供する
よう努めること。

４ 記録の保管に関する事項
使用等の態様、委員会等における検討結果、譲渡等に際して提供した又は
提供を受けた情報等を記録し、保管するよう努めること。

※基本的事項「第二 遺伝子組換え生物等の使用等をする者がその行為を適正に行うために配慮しなければならない基本
的な事項」より一部編集の上記載。
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① 大臣確認を受ける前の使用等は行わない
 使用に当たって大臣確認が求められている場合（省令で拡散防止措置が定められ

ていない場合）には、大臣確認を受けた日から使用等を開始してください。

② 申請書記載の使用場所以外での使用等は行わない
 複数の工場や事業所で行う場合は、その旨申請書に記載してください。

③ 申請書記載の事業者以外は使用等を行わない
 申請書に記載された事業者以外は、使用等を行わないでください。製造委託
の場合等事業者の変更や追加を行うには、再申請が必要となります。

④ 申請書と異なる拡散防止措置で使用等を行わない
 遺伝子組換え生物等の拡散リスクが増大するような拡散防止措置の変更を
行う場合（不活化処理方法等）は、再申請が必要となります。

⑤ 軽微な変更等について
 組織名や代表者の変更、安全委員会の構成員の変更及び拡散防止措置
の軽微な変更については、再申請ではなく変更届で済む場合があります。
NITEまでご相談ください。

第二種使用等の管理上特に注意をいただきたい事項

20

第二種使用時の事故等緊急時への備え及び対処

Ｉ 事故等緊急時への備え：事故時等緊急時対処マニュアルの作成

 遺伝子組換え生物の第二種使用時に拡散防止措置に係る施設の破損等の事故が
発生した際に直ちに応急措置が執れるよう、以下について申請時に予め検討・整理い
ただき、マニュアル化いただくようお願いします。

 運転の誤操作や地震等の偶発的事故を含め、施設の破損等によって、適切な拡散
防止措置が執れなくなった場合の応急の措置

 速やかにその事故の状況及び執った措置の概要を経済産業大臣に届出るための人
的体制（不在の場合の代理者を含む）、連絡網

※申請書の「その他」欄には、事故時等緊急時における対処方法、担当者及び連絡先
を記載いただくこととしております。

※この他、「基本的事項」にもあるとおり、安全委員会の設置と検討、経験を有する者の
配置、教育・訓練等にも取り組んでいただくようお願いします。
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II．事故時等緊急時の対応

１ 応急措置の実施

 拡散防止措置に係る施設の破損その他の事故が発生し、拡散防止措置を執ることができ
なくなった際は、マニュアルに従い直ちに応急の措置を執ってください。（再発防止策の施工
が完了するまでの間生産設備の稼働は停止してください。）

２ 事故の経過や執った応急措置に係る記録・モニタリング

 事故収束後には届出や事故報告書の速やかな提出が必要です。また、これらに基づき経
済産業省/NITEが立入検査を実施し、事故の状況、応急措置や再発防止策の妥当性
等について検証します。このため、関連する記録やモニタリング等を適切に行ってください。

３ 経済産業省又はNITEへの連絡

 応急措置実施後、経済産業省又はNITEに事故等の発生についてご一報ください。

第二種使用時の事故等緊急時への備え及び対処

（独）製品評価技術基盤機構（NITE）

バイオテクノロジーセンター安全審査室
〒151-0066
東京都渋谷区西原2-49-10
TEL : 03-6674-4668
E-mail : nite-cartagena@nite.go.jp

経済産業省

商務・サービスグループ生物化学産業課
〒100-8901
東京都千代田区霞が関1-3-1
TEL : 03-3501-8625
E-mail : cartagena@meti.go.jp
※休日、勤務時間外はE-mailにご連絡ください。

22

４ 事故の状況及び執った措置の概要に係る届出の提出

 応急措置実施後、速やかに事故の状況及び執った措置の概要を届け出ください。

 なお、自治体等関係機関への連絡、一般への公表等はそれぞれ適宜適切に行ってください。

５ 第一報及び届出に含めるべき情報

 第一報及び届出には、以下の項目に関する情報を含めてください。

 ただし、可及的速やかな報告・届出が困難な項目については追加報告・届出で対応すること
とし、可能な範囲で可及的速やかに報告・届出することを優先してください。

第二種使用時の事故等緊急時への備え及び対処

【第一報及び届出に含めるべき項目】

① 使用者の概要（事業者名、担当者名、連絡先、住所等）

② 使用していた遺伝子組換え生物の概要（当該生物の種類・名称、主な特性（病原
性・毒性、環境中での生存性、想定される生態系・環境への影響等に関する情報）

③ 拡散防止措置の区分等（GILSP・カテゴリー１等、拡散防止措置大臣確認書番号）

④ 事故の概要（発生日時・場所、事故の状況（事故の経緯（時系列）、事故が起きた
設備等）、漏洩・漏出等の概要（量・範囲等）、事故の原因、人の健康等への影響、
生態系・環境への影響等に関する情報）

⑤ 応急措置の概要（日時、内容、応急措置の効果、届出時の漏出・漏洩及び遺伝子
組換え生物の状況等）

⑥ その他（関係機関への通知や対外公表等の状況、上記に関連する情報等）

mailto:nite-cartagena@nite.go.jp
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立入検査の実施

立入検査の実施

 経済産業省では、法施行（平成16年2月）以来、平均で約１００件／年の法第１３条第１
項に基づく大臣確認を行っています。事故の未然防止の観点から、この確認を受けた拡散防止措
置が実際に適切に執られているのか検証することを通じて生物多様性及び安全性を確保すべく、
法第３２条第１項の規定に基づき、経済産業大臣からNITEに第二種使用等の確認を受けた
事業者への立入検査を行うよう指示しています（法第３１条第１項の規定に基づき経済産業
省の職員が立入検査に立会う場合もあります）。

カルタヘナ法立入検査関連規定抜粋

（立入検査等）
第三十一条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に、遺伝子組換え生物等の使用等を
している者又はした者、遺伝子組換え生物等を譲渡し、又は提供した者、国内管理人、遺伝子組換え生物等を輸出
した者その他の関係者がその行為を行う場所その他の場所に立ち入らせ、関係者に質問させ、遺伝子組換え生物等、
施設等その他の物件を検査させ、又は検査に必要な最少限度の分量に限り遺伝子組換え生物等を無償で収去させ
ることができる。
２当該職員は、前項の規定による立入り、質問、検査又は収去（以下「立入検査等」という。）をする場合には、その
身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
３第一項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。

（センター等による立入検査等）
第三十二条 農林水産大臣、経済産業大臣又は厚生労働大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めると
きは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人農業・
食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人製品評価技術基盤機構又
は独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「センター等」という。）に対し、次に掲げるセンター等の区分に応じ、
遺伝子組換え生物等の使用等をしている者又はした者、遺伝子組換え生物等を譲渡し、又は提供した者、国内管理
人、遺伝子組換え生物等を輸出した者その他の関係者がその行為を行う場所その他の場所に立ち入らせ、関係者に
質問させ、遺伝子組換え生物等、施設等その他の物件を検査させ、又は検査に必要な最少限度の分量に限り遺伝
子組換え生物等を無償で収去させることができる。（以下略）
２～５ （略）
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立入検査の実施対象事業者は、主に以下を考慮した上で決定します。

1. 拡散防止措置に係る施設等において破損その他の事故を発生させた事業者

2. GILSP以外の遺伝子組換え生物等を使用している事業者

3. 包括確認を受けた事業所のうち、年度終了後の実績報告等の内容から立入検
査の必要があると認められる事業者

4. GILSPの遺伝子組換え生物等を使用している事業者のうち、初めて又は新たな
拡散防止措置に係る施設について法第１３条第１項の規定に基づく大臣確認
申請を行った事業者

立入検査の実施対象

 立入検査の実施対象となった事業者には、事故発生時等緊急に立入検査の実施が必要
である場合を除き、検査実施の2週間前までを目途に実施予定日、実施場所等をご連絡
します。その際、円滑に検査を実施する為、事業所代表者の検査への立ち合い、関係書類
の準備等を要請させていただきます。

 立入検査が実施予定日中に終了しない場合には、後日追加実施をさせていただく場合が
あります。

 なお、本検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、
若しくは虚偽の陳述をした者には、罰則規定（法第４３条第２項）の適用を受けます。

26

立入検査の実施内容

立入検査では、申請書に記載された遺伝子組換え生物等や拡散防止措置の内
容が、事業所で実際に取り扱っている遺伝子組換え生物等や執っている拡散防
止措置と合致するかについての確認を行います。

具体的には、製造記録、機器点検記録等の書類、製造設備の現状、その他の
物件の検査又は関係者への質問により行います。

なお、事故発生を受けて立入検査を実施する場合には事故発生状況等や再発
防止策の確認を行うなど、検査対象事業者に応じて検査項目は変わる場合があ
ります。

 立入検査の実施によって、申請書の内容と実際に執られている拡散防止措置等との間に相
違があると判断される事項や、より安全な拡散防止措置等が執られることを確保する観点か
ら運用等を改善した方が望ましいと判断される事項が発見された場合には、指摘事項への対
応状況について必要に応じ後日確認・報告等を求める場合があります。

 申請書の内容と第二種使用等の使用実態の間に齟齬が生じる場合には、改めて経済産業
大臣の確認を事前に受ける必要があります。ただし、変更が軽微な場合には、変更届を提出
いただきます。（NITE又は経済産業省に事前にご相談ください。）

 また、立入検査時等に法違反が発覚し、法第１４条に基づく必要な措置が命令された後、
必要な措置をとらずに命令に違反した場合は、法第３８条に基づき罰則を科すこともあり得
ますので、各事業者におかれては、日頃より、確認を受けた内容に留意しつつ、第二種使用
等に係る適切な管理をお願いいたします。

立入検査終了後の対応
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ゲノム編集により作出された生物の
カルタヘナ法上の取扱い

28
https://www.env.go.jp/press/106439.html
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カルタヘナ法第２条２項

２ この法律において「遺伝子組換え生物等」とは、次に掲げる技術の利用により得られた核酸又はその複製物を有する生物をいう。

一 細胞外において核酸を加工する技術であって主務省令で定めるもの

二 異なる分類学上の科に属する生物の細胞を融合する技術であって主務省令で定めるもの

施行規則第２条 遺伝子組換え生物等を得るために利用される技術

法第２条第３項第１号の主務省令で定める技術は、細胞、ウイルス又はウイロイドに核酸を移入して当該核酸を移転させ、又
は複製させることを目的として細胞外において核酸を加工する技術であって、次に掲げるもの以外のものとする。

一 細胞に移入する核酸として、次に掲げるもののみを用いて加工する技術

イ 当該細胞が由来する生物と同一の分類学上の種に属する生物の核酸（※１）

ロ 自然条件において当該細胞が由来する生物の属する分類学上の種との間で核酸を交換する種に属する生物の核酸（※２）

二 ウイルス又はウイロイドに移入する核酸として、自然条件において当該ウイルス又はウイロイドとの間で核酸を交換するウイルス又は
ウイロイドの核酸のみを用いて加工する技術（※３）

ゲノム編集により最終的に得られた生物に、細胞外で加工した核酸が含まれていれば遺伝子組換え
生物としてカルタヘナ法の規制対象。

細胞外で加工した核酸（RNAを含む。）を移入していない生物は、カルタヘナ法規制の対象である
遺伝子組換え生物等には該当しない。

ゲノム編集の過程で細胞外で加工した核酸（RNAを含む。）を移入した場合、最終的に得られた
生物に当該核酸が残存していないことが確認されるまでの間は、カルタヘナ法による規制の対象。

（注） ※１：いわゆるセルフクローニング ※２：いわゆるナチュラルオカレンス、 ※３：ウイルス又はウイロイドによるナチュラルオカレンス。 いずれも元々法律の対象
外であり、カルタヘナ法におけるゲノム編集技術の取扱いの検討の対象からも外れる。

ゲノム編集により作出された生物は、
カルタヘナ法規制の対象となる遺伝子組換え生物か？

（法解釈の問題）

30

カルタヘナ法規制の対象か否かの確認
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ゲノム編集生物と遺伝子組換え生物等の概念

 外来の核酸を含まない人工ヌクレアーゼでゲノムを切断し、自然修復の際の
塩基の欠失、挿入または置換を起こすことで作出されるゲノム編集生物は法
規制の対象外。

 その他の場合は、移入した核酸又はその副生物を除去し、残存していないこ
とが確認されない限り法規制の対象。

32

細胞外で
加工したDNA断片
（核酸）を移入

法の対象外
（自然修復による変異、
外来核酸の移入なし）

法の対象
（細胞外で加工された核酸を含むため）

外来の核酸

【SDN-1】

ステップ１．標的の塩基配列を切断

ステップ２．切断部分に変異発生／遺伝子等導入

核酸を含まない→法の対象外
（タンパク質で構成、核酸は含まない）

得られた生物に細胞外で加工した核酸又は
その副生物が残存していないことが確認され
るまでの間は法の対象

ゲノム編集技術の種類と規制対象範囲の考え方

【SDN-２】 【SDN-３】

【ZFN】
【CRISPR/Cas9】

【TALEN】

 ZFN、TALENの使用であっても、SDN-2、３に該当する場合は規制対象。
 SDN-1であっても、CRISPR/Cas9を使用する場合で、移入した核酸が残存する場合は規制対象。

外来の核酸を含む人工ヌクレアーゼ外来の核酸を含まない人工ヌクレアーゼ
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ゲノム編集技術で得られた生物に係る情報提供のお願い
（対象生物と主務官庁）

生物種ごとの特性を踏まえた対応を執る必要があることから、主務官庁ごとに運用細則に
異なるところがあります。

情報提供に該当する生物を使用する可能性がある場合には、お早めに主務官庁にご連
絡・ご相談いただけるようお願いいたします。

経済産業省における取扱い
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経済産業省所管分野における対応

※産業利用二種省令において遺伝子組換え動物・植物の拡散防止措置は定められていないため、研究開発二種省令に準拠

経済産業省所管分野で想定されるゲノム編集生物の利用例と取扱い：

 バイオ燃料生産等のためのゲノム編集微細藻類の屋外培養

土壌のバイオレメディエーション（ゲノム編集微生物を活用した土壌の浄化） 等

※ いずれも、これまで遺伝子組換え生物としての使用・承認実績はなし。

使用に先立ち情報提供を要請。情報提供様式、記載要領を策定。

工業用酵素、試薬生産等、鉱工業目的での使用

使用する遺伝子組換え生物等の特性に応じた拡散防止措置を執る。

（情報提供は不要）

 微生物（GILSP、カテゴリー１）

 動物（P1A※等）

 植物（P1P※等）

★当該生物に該当するか否か判断に迷う場合等は、経済産業省又はNITEで相談を受付け。

★省庁ごとに対応が異なります。開放系の場合は「物を所管する省庁」、閉鎖系の場合は「事業を
所管する省庁」にご確認ください。

【開放系】

【閉鎖系】

経済産業省所管分野における情報提供要領作成に当たっての考え方

36

経産省所管分野における情報提供は、以下の
観点を念頭に作成。

 ゲノム編集技術の有効活用による我が国経
済・産業の発展・振興を重視。

 法の対象外の措置であり、過度な負担は避
け、真に必要な情報を合理的な手法で提供
いただけるよう要請。

 他方、法の対象外であること（細胞外で加
工した核酸が含まれていないこと）は適切に
確認。

 人の健康、生物多様性等への影響がないこ
とも適切に確認。

 生物多様性影響等を生じさせるような事態が
発生する場合には適切に対処。
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情報提供を求める項目
ゲノム編集生物の名称

使用する場所についての情報
名称

所在地

改変した生物の分類学上の
種・・・(b)

宿主の属名及び種名

宿主の自然環境における分布状況に関する情報

宿主の使用の歴史及び現状

宿主の生理学的及び生態学的特性

ゲノム編集生物の作出方法・・・
(c)

使用したゲノム編集ツール（人工ヌクレアーゼの種類）

人工ヌクレアーゼを細胞内に移入した方法及び人工ヌクレアーゼ又はその発現系の全体の構成
等

カルタヘナ法に規定される細胞外で加工した核酸又はその複製物が残存していないことの確認とその根拠・・・(a)

改変した遺伝子及び当該遺伝子の機能・・・(d)

当該改変により生じた形質の変化・・・(e)

上記以外に生じた形質の変化の有無（ある場合はその内容）・・・(f)

当該生物の用途・・・(g)

当該生物を使用した場合に生
物多様性影響が生ずる可能性
に関する考察・・・(h)

他の微生物を減少させる性質

病原性

有害物質の産生性

核酸を水平伝達する性質

その他の性質

上記に基づく生物多様性影響が生じる可能性に関する考察

管理上のためゲノム編集生物の名称を追加管理上のためゲノム編集生物の名称及び使用場所の情報を追加

法規制対象の場合と同じ評
価項目について、宿主との相
違点（改変によって生じた形
質）を中心に考察。

法規制対象の場合と同様、生
物多様性影響の観点から重要
と思われる宿主情報（生息又
は生育可能な環境の条件、捕
食性又は寄生性、繁殖又は増
殖の様式、病原性、有害物質
の産生性など）を記載。

※各項目のアルファベットは環境省通知で情報提供を求められている項目

38

経済産業省所管業種
カルタヘナ法関連問合せ先
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（独）製品評価技術基盤機構（NITE）

バイオテクノロジーセンター 安全審査室
〒151-0066
東京都渋谷区西原2-49-10
TEL : 03-6674-4668
E-mail : nite-cartagena@nite.go.jp

経済産業省

商務・サービスグループ 生物化学産業課
〒100-8901
東京都千代田区霞が関1-3-1
TEL : 03-3501-8625
E-mail : cartagena@meti.go.jp
※休日、勤務時間外で事故発生等急ぎの場合は、件名に「至急」と記載の
上、E-mailにてご連絡ください。

40

参考資料

mailto:nite-cartagena@nite.go.jp
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国境を越えて移動した「遺伝子組
換え生物」により発生した損害に
対する責任と救済を規定。

2010年採択、2018年発効

47カ国・地域加盟

我が国は2017年批准。担保措
置として「カルタヘナ法」改正。

国境を越えて移動する「遺伝子組
換え生物」の手続きを規定。

2000年採択、2003年発効

171カ国・地域加盟

我が国は2003年批准。担保措
置として「カルタヘナ法」制定。

■発効 1993年12月

■締約国数 196カ国・地域 ［EUを含む。米国は非締約国。］※2019年12月現在

■条約の目的 ①生物の多様性の保全
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

バイオセーフティに関する

カルタヘナ議定書

カルタヘナ議定書の
責任と救済に関する

名古屋・クアラルンプール
補足議定書

遺伝資源のアクセスと利益配分に
関する提供国と利用国の義務等
を規定。

2010年採択、2014年発効

123カ国・地域加盟

我が国は2017年批准。担保措
置として「ABS指針」策定。

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

生物の
多様性
とは

生態系の多様性 農業、森林、海洋の生態系等、様々な生態系が存在すること

種の多様性 様々な種類の動物、植物等が生息・生育していること

遺伝的多様性 同じ種の中でも、個体ごとに遺伝子が様々であること

（参考）生物の多様性に関する条約

機密性○

（参考）カルタヘナ議定書の概要

採択・発効：2000年採択、2003年発効（日本は2003年に批准）

内容：遺伝子組換え生物の国境を越える移動に焦点を当て、生物多様性の保全及
び持続可能な利用に悪影響を及ぼさないよう、安全な移送・取扱い・利用につ
いて、十分な保護を確保するための具体的実施措置を規定。

締約国：日本を含む171か国＋EU（米、加、豪、アルゼンチン等は非締約国）

輸入国
輸出国
もしくは

輸出者

①輸出の事前通告

③生物多様性へ
の影響評価の
実施・輸入の可
否の決定

②通告の受領連絡

④輸入の可否の回答

⑤ 遺伝子組換え生物の輸出

42
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１．目的・一般規定

 越境移動を焦点に、生物多様性保全及び持続可能な利用に悪影響を及ぼす可能性のあるLMOの
移送、取扱い及び利用において十分な安全性を確保すること。【1条】

 LMOの作成、取扱い、輸送、利用、移送及び放出が生物多様性に対するリスクを防止し又は減
少させる方法で行われることを確保すること。【2条2項】

２．適用範囲

 生物の多様性の保全及び持続可能な利用に悪影響を及ぼす可能性のあるすべてのLMOの国境を
越える移動、通過、取扱い及び利用【4条】

 人のための医薬品であるLMOの国境を越える移動は適用除外【5条】

３．輸出入（意図的な国境を越える移動）に関する手続

(1)LMOの輸出入に係る手続（LMOの用途別に異なる手続を規定。）

（i）環境への意図的な導入を目的とするLMO【8～10条及び12条】
 種子等直接環境に放出されるLMO（食料若しくは飼料としての直接利用又は加工を目的としたLMOを除く）。

事前情報に基づく合意（Advance Informed Agreement：AIA）手続の対象。

（ii）食料若しくは飼料としての直接利用又は加工を目的としたLMO 【11条】
 AIA手続対象外。輸出締約国は、「バイオセーフティに関する情報交換センター（BCH）」に輸入締約国が提

供する情報に基づき、輸入可否を判断可能。

（iii）拡散防止措置下での利用を目的とするLMO【6条2項】
 拡散防止措置（外部環境との接触及び外部の環境に対する影響を効果的に制限する特定の措置）によって制

御されているLMO。AIA手続の適用対象外。

カルタヘナ議定書（Cartagena Protocol on Biosafety）概要
（生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書）

※LMO（Living Modified Organism, 遺伝子組換え生物等）

※外務省HP掲載情報を基に一部編集して作成

44

輸出国のとる手続 輸入国のとる手続

（i）環境への意図
的な導入を目的とす
るLMO（AIA手
続） 【8～10条、
12条】

輸出国又は輸出者は，環境への意図的
な導入を目的とするLMOの最初の国境を
越える移動に先立ち，輸入国に対して当
該移動について通告し，当該LMOに関す
る情報を提供【第8条】。（議定書上，輸出
国は，輸出を禁止する義務は負わない。輸入
国が行う輸入に関する決定に従って何を行うかは
明示的に規定されていない。）

輸入国は，輸出国又は輸出者から提供
されるLMOに関する情報を受領した後，
当該LMOに関する危険性の評価を行った
上で，当該LMOの輸入可否を決定【第
10条】。

（ii）食料若しくは飼
料として直接利用し
又は加工することを目
的とするLMO【11
条】

締約国は，食料若しくは飼料として直接
利用し又は加工することを目的として行わ
れる国境を越える移動の対象となり得る
LMOの国内利用について最終的な決定を
したときは，当該決定を当該LMOに関す
る情報とともにBCHを通じて他の締約国に
通報。

締約国は，BCHに他の締約国が提供す
る情報に基づき，自国の国内規制の枠組
みに従い食料若しくは飼料として直接利用
し又は加工することを目的とするLMOの輸
入について決定することができる。

（iii）拡散防止措
置下での利用を目的
とするLMO【6条2

項】

AIA手続き適用対象外。 AIA手続き適用対象外。

（参考）LMOの輸出入に係る手続（LMOの用途別に異なる手続を規定）
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(2)取扱い、輸送、包装及び表示【18条】
 輸出入時のLMOの安全な状況下での取扱い、包装及び輸送の義務付けの為の措置実施（1項）、
LMOであること等を明示する文書の添付（同条2）。

４．リスク管理【16条】
 締約国は、LMOの利用、取扱い及び越境移動を規制、管理及び制御する為の適当な制度、措置及
び戦略を定め、維持する。措置は、輸入締約国の領域内において、LMOが生物多様性保全及び持
続可能な利用に及ぼす悪影響（人の健康含む）を防止するために必要な範囲内でとる。

５．意図的でない国境を越える移動【17条】
 締約国は、LMOの意図的でない国境を越える移動につながる事態が自国管轄下で生じたことを知った場
合、関係国及びBCHに通報するための適当な措置をとる。

６．情報交換【20条】
(1) LMOに関する情報交換を促進し及び開発途上締約国がこの議定書を実施することを支援するために
BCHを設置。

(2) 締約国は、この議定書に基づき提供が義務付けられている情報等をBCHに提供。

７．能力の開発【22条】
 締約国は、開発途上締約国当による議定書の効果的な実施のため、改変された生物の安全性に関す
る人的資源及び制度的能力を開発し又は強化することに協力。

８．公衆の啓発及び参加【23条】
 締約国は、LMOの安全な移送、取扱い及び利用に係る公衆の啓発、教育及び参加を促進し、また、
LMOについての意思決定において公衆の意見を求め、結果を公衆が知ることのできるようにする。

９．不法な国境を越える移動【25条】
(1) 締約国は、議定書実施のための国内措置に違反して行われるLMOの越境移動を防止し、適当な場

合には処罰するための適当な国内措置をとる。
(2) LMOの不法な越境移動があった場合、その影響を受けた締約国は、当該移動が開始された締約国に

対し、当該LMOを処分することを要請可能。

46

（参考）第一種使用等の大臣承認申請手続き

遺伝子組換え生物等を作出又は輸入して第一種使用等をしようとする者等１

③承認（拒否）

国民

② 意見聴取

第一種使用規程を定め、主務大臣の承認を受ける義務
（既に承認済みの使用規程に定める第一種使用等をする場合を除く。）

１）我が国に輸出して他の者に第一週使用等をさせようとする者も対象

第一種使用等の内容及び方法
を踏まえ、必要に応じて意見聴取

告示により公表

学識経験者

必要に応じて
修正指示

主務大臣

下記の書類を作成

①申請書（住所・氏名、第一種使用規程（種類の名称、第一種使用等の内容及び方法)）

②生物多様性影響評価書

③生物多様性影響の効果的な防止措置（主務大臣が必要と認めた場合）

①申請

②’意見聴取

第一種
使用規程
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１．生物多様性影響の評価に当たり収集した情報

①宿主又は宿主の属する分類学上の種に関する情報

②遺伝子組換え生物等の調製等に関する情報

③遺伝子組換え生物等の使用等に関する情報

２．項目ごとの生物多様性影響の評価

３．生物多様性影響の総合的な判断

（参考）生物多様性影響評価の実施
＜実施要領に基づき評価書に記載すべき事項＞

（２）評価手順

①影響を受ける可能性のある野生動植物の特定

②影響の具体的内容の評価

③影響の生じやすさの評価

④生物多様性影響が生ずるおそれの有無等の判断

（１）評価項目（微生物の場合）

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

⑤その他の性質（間接的影響等）
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文 部 科 学 省

ラ イ フ サ イ エ ン ス 課

生 命 倫 理 ・ 安 全 対 策 室

カルタヘナ法に基づく研究開発段階における
第二種使用等について

カルタヘナ法の概要

1
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生物多様性条約
（CBD：Convention on Biological Diversity）

■経緯

1992年 5月 採択 （5月22日 → 国際生物多様性の日）
1992年 6月 国連環境開発会議（リオ・地球サミット）で署名
1993年 5月 日本が条約を締結
1993年12月 条約発効

■条約の目的
①生物の多様性の保全
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で衡平な配分

■締約国数 196ヶ国・地域 ［EUを含む 、米は未締結］

・「特定の希少種や原生自然の保護」から、より広い「生物多様性の保全」へ
・将来世代にわたる「持続可能な利用」の確保

カルタヘナ法制定の背景（生物多様性条約の概要）

2

名古屋・クアラルンプール補足議定書※4

・遺伝子組換え生物によって生じる損害につい
ての責任と救済の分野について定める、カル
タヘナ議定書の補足議定書
・2010年採択（2018年3月5日発行）

・我が国は2012年に署名、2017年に締結

＜正式名称＞
※１：生物多様性条約特別締約国会議再開会合
※２：生物の多様性に関する条約
※３：生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関する

カルタヘナ議定書

※４：バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に
関する名古屋・クアラルンプール補足議定書

※５：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

カルタヘナ議定書※3

・遺伝子組換え生物による悪影響を防止する
ための議定書
・2001年採択、2003年発効
・我が国は国内担保としてカルタヘナ法を制定
し、2003年に締結

名古屋議定書※5

・遺伝資源の利用から生ずる利益の公正・衡平
な配分について定める議定書
・2010年採択、2014年発効
・我が国は2011年に署名、2017年5月締結

カルタヘナ議定書は、生物多様性条約の枠組みの下、2000年にカナダで開催された特別締約国会合※１におい
て採択された。

生物多様性条約及びその関連議定書

生物多様性条約※2

・1992年採択、1993年発効
・我が国は1993年に締結

3
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遺伝子組換え生物等：
（法第２条第２項）

細胞外において核酸を加工する技術
または、異なる分類学上の科に属する生物の細胞を融合する技術
によって得られた核酸又はその複製物を有する生物

使用等：
（法第２条第３項） 食用・飼料用・実験材料用等使用、栽培・飼育・培養等育成、加工、保管、運

搬、廃棄及びこれらに付随する行為

カルタヘナ法上、

「生物」に該当するもの

動植物（胚・種子等を含む）、細菌、真菌、ウイルス など

カルタヘナ法における各用語の定義について

→遺伝子組換え生物等を取扱うすべての行為

4

「生物」に該当しないもの

ヒト、培養細胞、DNA断片 など

「第一種使用等」、「第二種使用等」の二つの使用形態により、必要な措置や手続きが異なる

○ 第一種使用等 環境中への拡散を防止しないで行うもの。 例：野外栽培試験等
・「第一種使用規程」、「生物多様性影響評価書」を提出し、主務大臣の承認を受ける必要

○ 第二種使用等 拡散防止措置を講じて行うもの。 例：閉鎖空間での微生物実験等
・拡散防止措置を必ず執るよう規定 （実験のレベル等に関わらず全ての組換え実験が対象）
・執るべき拡散防止措置が省令に定められていない場合には、その都度、大臣の確認を受ける。

・遺伝子組換え生物等に関する情報提供（法第２６条）、輸出入時の措置（法第２７～２９条） 等

国際的に協力して生物の多様性の確保を図るため、遺伝子組換え生物等の使用等の規制に

関する措置を講ずることにより、カルタヘナ議定書の的確かつ円滑な実施を確保。

研究開発 商業化・実用化 臨床研究

環境省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省
の６省による共同所管法

カルタヘナ法の概要

遺伝子組換え生物等の使用等

その他の規定

5
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申請機関

遺伝子組換え生物について、
・第一種使用規程を定める
・生物多様性影響の評価をする

文部科学大臣
環境大臣

学識経験者からの意見聴取
（会合形式（原則公開）または書面審査）

意見募集（パブリックコメント）の実施
（30日間実施）

承認

申請

使用規程に従い、研究利用

研究開発段階の第一種使用等について

研究開発段階の遺伝子組換え生物等を第一種使用等する場合、

①『第一種使用規程』や『生物多様性影響評価書』を文部科学大臣・環境大臣へ提出

②国は学識経験者の意見を聴取し、パブリックコメントを行った後に、当該遺伝子組換え生物の

使用が生物多様性に影響しないと認める場合に承認

例：植物なら、野生生物に対する、①競合におけ
る優位性、②有害物質の産生性、③交雑性

6

研究開発段階の遺伝子組換え生物等を第一種使用等する場合、『第一種使用規程』や『生物多
様性影響評価書』を文部科学大臣・環境大臣へ提出

・隔離ほ場の施設（ほ場の面積、排水の処理方法等）

・隔離ほ場の作業要領（遺伝子組換え生物の残渣の処理方法等） 等

第一種使用規程

○第一種使用等に当たって必要な申請書について

生物多様性影響評価書

研究開発段階の第一種使用等について（申請書の内容）

1 生物多様性影響の評価に当たり収集した情報

・宿主又は宿主の属する分類学上の種に関する情報

・遺伝子組換え生物等の調整等に関する情報

・遺伝子組換え生物等の使用等に関する情報

2 項目ごとの生物多様性影響の評価

・競合における優位性

・有害物質の産生性

・交雑性

3 生物多様性影響の総合的評価 等

【参考】
第一種使用等の手引き U R L ： http://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n815_00.pdf
J-BCH （環境省HP） U R L ： http://www.biodic.go.jp/bch/lmo.html

7

mailto:kumikae@mext.go.jp
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo.html
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研究開発段階の第二種使用等について ①（全体の概要）

○ 拡散防止措置の決定に当たっては、 「研究二種省令（研究開発等に係る

遺伝子組換え生物等の第二種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）」等に基づいた拡散防止措置を執り、実験を実施する。

○ 研究二種省令では、第二種使用等を

① 遺伝子組換え実験（第五条）

② 保管（第六条）

③ 運搬（第七条）

に分類。

8

保管、運搬時の拡散防止措置（実験中の一時的な保管、運搬を除く）は二種省令第6、7条に規定

研究開発段階の第二種使用等について ②（「保管」・「運搬」）

保管

運搬

遺伝子組換え生物等保管中

取扱注意

取扱注意

・所定の場所に保管

・容器だけでなく、設備の見やすい箇所に、
遺伝子組換え生物等を保管している旨を表示

※ 遺伝子組換え生物を提供する場合等には
提供先に文書で情報提供することが必要

・実験時に執るべき拡散防止措置のレベルが
高い場合には、破損しても漏出・逃亡しない
構造の容器に入れる

・最も外側の容器の見やすい箇所に、
取扱いに注意を要する旨を表示

漏出や逃亡などが起こらない
容器に入れる。（図のように、
試験管を用いる場合には、
しっかり密封してください）

遺 伝子組換え生物等保管中

遺伝子組換え○○

9
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研究開発段階の第二種使用等について ③（概要）

申請機関 文部科学大臣

申請

確認

研究開発段階の遺伝子組換え生物等を第二種使用等する内、遺伝子組換え実験を行う場合、実験
に用いるすべての生物等の特性に応じた拡散防止措置（P1、P2Aなど）を執る。

②省令・告示に措置が定められていない場合（二種省令別表第一に該当する場合等）

①省令・告示に定められた措置を執る場合

○ 各研究機関において、遺伝子組換え実験計画の精査

・法令を十分に理解した上で、実験計画を策定
・特に、拡散防止措置については、機関内で十分に精査
（各機関で遺伝子組換え審査委員会を開催し、過去の研究、論文等を基に議論 等）

・法令等に即し、機関の責任の下、実験を実施

・機関内で十分に精査した上で、文部科学省へ拡散防止措置等の確認申請
・確認を受けた後、申請内容及び法令等に即し、機関の責任の下、実験を実施

組織の責任者、研究の専門
家、安全管理責任者、法律
の専門家、外部有識者
など

10

申請機関
各機関において、行おうとする遺伝子組換え実験で用いる宿主、核酸供与体等の情報、組換え
生物等の特性を踏まえ、執るべき拡散防止措置を判断し、申請様式に従い記載。

文部科学大臣
科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 遺伝子組換え技術等専門委員会の意見を踏まえ、
組換え生物等の特性及び使用の態様等の観点から、文部科学大臣が組換え生物等の使用等
に対し、執るべき拡散防止措置の有効性を確認。

※ 上記委員会は、２～３ヶ月に１度程度開催。資料の処理、内容の精査を行う関係上、HPに
掲載されている日程を参照しつつ、以下メールにて事前相談の上、様式チェック等を済ませて
下さい。

確認申請 確認

委員会の結果概要は公表しており、拡散防止措置を検討する上での参考として下さい。
（※実験計画を十分検討の上、各機関でご判断下さい。）
U R L ： http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/anzen.html#kumikae
E-mail ： kumikae@mext.go.jp

研究開発段階の第二種使用等について④「（大臣確認申請の手続き）

11

http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/anzen.html#kumikae
mailto:kumikae@mext.go.jp
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【御参考】
ポジションペーパー： https://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/data/anzen/position_11.pdf

大臣確認申請した項目に変更が生じた場合の報告様式について

12

文部科学大臣による確認を受けた申請書に変更が生じた際、以下の項目のみの変更であれば、

指定の報告様式に必要事項を記載の上、速やかに生命倫理・安全対策室に報告をしてください。

・代表者氏名、住所

・第二種使用等をする場所の名称（建物・部屋が同一の場合に限る）

・実験の管理者の職名、氏名（改姓・改名に限る）、住所

・その他の連絡先の職名、氏名、住所

・安全委員会の委員長名

上記以外の項目に変更が生じた場合は、
再度大臣確認申請を行う必要がありますので、ご注意下さい。

例） 実施予定期間の延長、異動に伴う実験管理者の変更等

報告様式 ： https://www.lifescience.mext.go.jp/files/doc/houkoku_youshiki.docx

遺伝子組換え生物等の事故時の取扱いについて

13
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日頃より災害時に備え、①培養槽が床に落下しても拭き取りが可能な防水対策を行う、②
逃亡したマウスが把握できるよう匹数管理を行う、飼育室にマウスの隠れ場所となり得る
余計な設備を置かない、③実験設備のメンテナンスを定期的に行う、などの被害の拡大防
止対策を執るよう心がけて下さい。

災害発生時は、皆様方の避難等の措置が優先されますが、可及的速やかに、文部科学省
生命倫理・安全対策室に連絡、相談するようにお願いします。

また、施設等の被害の状況によっては、無理な対応により拡散を助長するおそれなども予
想されることから、点検者の身の安全等にも留意しながら、冷静な対応をお願いします。

災害発生時等における拡散防止措置に係る対応について

自然災害、または、その他事故が発生し、研究施設が破損、遺伝子組換え
生物等に対する拡散防止措置を執ることができない状況が発生。

カルタヘナ法第15条に基づき、直ちに、①その事故について応急措置を執る
とともに、②速やかにその事故の状況及び執った措置の概要を文部科学大
臣に届出。

14

遺伝子組換え生物の不適切な取扱いについて（事例集）

○遺伝子組換え生物の二種使用に当たっては、適切な拡散防止措置を執り、組換え
生物を実験室外に拡散させないことが重要。

○各研究者が法令を遵守するとともに、各機関としても管理体制やルールの整備に努
め、事故を未然に防ぐことが必要。

○万が一、事故が起こった場合には、適切な応急措置を実施。

各研究機関において、

•遺伝子組換え生物等の使用状況を把握していない

•安全委員会が適切な審査をしていない

•遺伝子組換え生物等の運搬方法のルールがない

•教育訓練が十分に行われていない

15
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事故時の応急措置の事例集（平成30年度４月～）

事故に際しては、組換え生物の適切な漏出防止、回収、不活化等が必要です。
また、日頃からの施設の管理や緊急時対応のための体制整備が重要です。

概要 応急措置 コメント

事
例
１

大臣確認を要す
る微生物を申請
することなく実施
していた。

• 関係実験を直ちに停止した。

• 当該組換え微生物を直ちに保管し、事実確
認後すべて不活化処理をした。

• 違反が確認された際に直ちに文科省への
報告を行った。

• 違反が疑われる場合は、
直ちに実験を止め、事
実確認を行っていただく
必要。

事
例
２

組換え微生物を
含む可能性のあ
る試薬を不活化
することなく廃棄
した。

• 即座に別の研究員が排水溝に次亜塩素酸
ナトリウム水溶液を流し込んだ。

• 上記で不活化を終えたとし、ポンプ等を止
めることなく放置をした。

• 遺伝子組換え生物の漏
出・逃亡が無かったか
確認することが重要。

事
例
３

組換え植物の種
子を定形封筒で
一般郵便として送
付、封筒が破損し
種子を紛失。

• 休日に種子が到着し、また受取人が数日不
在であったため、発見が遅れた。

• 紛失の事実が確認されたのちも、捜索はは
じめたものの文科省に報告せず。

• 組換え生物の授受は放
置されることの無いよう、
両者間で調整する必要。

事
例
４

台風により飛散し
た物により、ガラ
ス温室（P1P）が破
損。

• 破損を確認し次第、直ちに室内のすべての
植物を別室に移動した。

• 割れた箇所をテープ類で補修した。
• 応急措置後、直ちに文科省に報告した。

• 事故があった場合、応
急措置を執った後、速
やかに文部科学省へ報
告することが必要。

16

○ 主な原因
→研究者が法令を正しく認識していなかった。
→安全委員会の審査の際に、内容確認を適切に行っていなかった。

○ 機関として、取り得る対策
→機関内で申請する際に、告示の該当箇所を添付を義務づけ。
→研究所・ラボの研究内容に応じた大臣確認実験に関する教育研修の実施。

事例①：大臣確認を要する実験を申請することなく実施
した例

研究所②

クラス未分類（BSL2）
生物の核酸を持つ大
腸菌を機関承認実験
として使用

研究所①

機関内の組織
再編に伴う管
理体制の変更

実験計画書のレビュー
の際、大臣確認してい
ないことが発覚

発覚後、速やかに文
部科学省に第一報

• 既に実験は終了

• 使用後は、すべて
不活化処理してか
ら廃棄していた。

17
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○ 主な原因
→実験従事者が使用している試薬の内容や実験全体について正しく理解していなかった。
→調製品についてカルタヘナ法該当品か否かが正確に表示されていなかった。
→有機溶媒等以外は滅菌処理するという機関内ルールが遵守されていなかった。

○ 組織として、取り得る対策
→調製品等すべてのカルタヘナ法該当物への表示を徹底する。
→実験実施前に責任者あるいは委員会が実験内容について理解していることを確認する。 等

事例②：遺伝子組換え微生物を含む可能性のある試薬
を不活化せず廃棄した例

実験者②

遺伝子組換えウイルスを含む可能性
のある試薬を、カルタヘナ法非該当品
と認識して使用。

（試薬は購入した製品を調整した物）

実験者①

実験者①が、余剰分
を流しに廃棄。カルタヘナ法該当

の表示なし

Ｐ２実験室

直ちに応急措置として緊急マ
ニュアルに沿って次亜塩素酸
を流しに投入した

18

○ 主な原因
→送付元の実験者が法令・学内審査のルールについて把握していなかった。
→実験の管理責任者が適切に指導を行っていなかった。
→緊急時の連絡体制や運搬に係る学内規程が適切に定められていなかった。

○ 組織として、取り得る対策
→運搬、保管等も含めた組換え生物を取扱うための法令・学内ルールの再教育
→組換え実験事故時の連絡体制や運搬に係る学内ルールの整備

機関①

事例③：運搬中に遺伝子組換え生物を紛失した例

機関②

研究者が遺伝子組換え
植物の種子をチューブに
入れ、フィルム、チャック
付きポリ袋に入れた上で
定形封筒で梱包。

組換え生物の授受に関
する学内審査を受けず

一般郵便

として発送

到着数日後に受取先の
実験者が封筒を確認した
ところ、封筒下部が破れ
て内部が無いことを確認。

取扱注意の
表示をせず

事件発覚後２
週間経過して
から文部科
学省に一報。

緊急時の体制が
構築されていない

19
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事例④ ：台風によりガラス温室（P1P）が破損した例

強風により、近隣施
設の敷地外の建物の
壁面の一部が飛来

○ 本事例で学ぶべき対処について
 台風の通過した翌朝に各施設を見回っており、早い段階で対処できたこと。
 発見後、速やかに内部の組換え植物を破損していない他の温室に移動させ、
拡散防止措置の維持に努めたこと。

 組換え植物を移動させ、拡散防止措置が図られた段階で速やかに文部科学省に
一報があったこと。

Ｐ１Ｐ温室

ガラス温室の
一部が破損

Ｐ１Ｐ温室

①発見後、内部で
栽培していた組換
え植物を直ちに別
施設に移動

②移動後、文
部科学省に
電話にて報告

③報告後、P1P

施設の破損個
所を補修

20

移動

事故等の万が一の時は
カルタヘナ法第１５条

事故が発生し、これまで執っていた拡散防止措置が執ることができない時は、
① 直ちに応急措置を執る。
② 速やかに事故の状況、執った措置の概要を主務大臣に報告する。

事故が生じた際の文部科学省への連絡は、以下の項目を明確にして行ってください。
・事故等の日時・場所
・機関の名称、所在地、連絡先
・施設の破損の状況、遺伝子組換え生物等の漏出・逃亡等の状況、応急措置の内容、
・遺伝子組換え生物等に関する情報（宿主、供与核酸、拡散防止措置の区分等）
・（遺伝子組換え生物等が病原体等の場合、）関係機関への連絡の有無

【連絡先】
文部科学省研究振興局ライフサイエンス課 生命倫理・安全対策室 「遺伝子組換え実験担当」
電話：03-5253-4111（代表）（内線4113） FAX：03-6734-4114 
E-mail：kumikae@mext.go.jp 

21
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ゲノム編集技術の利用により得られた生物の
取扱いについて

22

カルタヘナ法上の遺伝子組換え生物等
に該当する（規制対象）

カルタヘナ法上の遺伝子組換え生物等
に該当しない（規制対象外）

拡
散
防
止
措
置

の
執
ら
れ
た

施
設
以
外

【第一種使用】

法第４条に基づいて、生物多様性影響評価
を踏まえて大臣が承認した使用規程に沿っ
て使用する。

当該生物の使用前に、生物多様性影響に係る
考察等について、主務官庁に情報提供を行う。

拡
散
防
止
措
置

の
執
ら
れ
た

施
設

【第二種使用】

法第12条に基づき省令に定められた拡散防
止措置、又は、法第13条に基づき大臣の確
認を受けた拡散防止措置を執って使用する。

法第12条に基づき省令に定められた拡散防止
措置、又は、当該生物の使用に当たって、施設、
設備その他の構造物を用いることその他必要
な方法により施設等の外の大気、水又は土壌
中に当該生物が拡散することが防止されるもの
として主務官庁の認めた措置を執って使用する。

宿主に細胞外で加工した核酸を移入した生物か

移入した核酸又はその複製物が残存しないことが確認できた生物か

NO

カルタヘナ法上の遺伝子組換え生物等に該当する（規制対象）
【第一種使用、第二種使用】 （下表参照）

YES

YESNO

ゲノム編集技術の利用により得られた生物の
カルタヘナ法上の整理及び取扱方針

環境省作成資料

ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカ
ルタヘナ法に規定された「遺伝子組換え生物等」に該
当しない生物の取扱いについて

（注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（平成15年法律第97号）
（注２）宿主と同一の分類学上の種に属する生物の核酸のみを用いた場合（いわゆるセルフクローニング）、自然条件において宿主の属する分類学上の種との間で核酸を交換する種

に属する生物（ウイルス及びウイロイドを含む）の核酸のみを用いた場合（いわゆるナチュラルオカレンス）については、施行規則第２条第１号（イ、ロ）及び第２号に該当するため、
「遺伝子組換え生物等」に該当しない（本取扱方針の対象外）。 23
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【環境省における議論】
平成30年５月 中央環境審議会自然環境部会

→ゲノム編集技術の利用により得られた生物のカルタヘナ法上の法的整理に係る検討の開始を決定。

７月 同部会遺伝子組換え技術等専門委員会

８月 同委員会ゲノム編集技術等検討会
→ゲノム編集技術で作成された生物の法律上の整理及び取扱いについて素案を作成・決定。

８月 同部会遺伝子組換え技術等専門委員会
→カルタヘナ法上の規制範囲及び規制対象外となった生物の取扱案をとりまとめ。

９月～10月 パブリックコメント（30日間）

平成31年１月 中央環境審議会自然環境部会
→同部会遺伝子組換え技術等専門委員会で決定された取扱案を報告。

２月 環境省から関係省庁に周知通知を発出。
→当省含むカルタヘナ法関係５省庁に対し、同部会で報告された取扱いの所管団体への周知
及び具体的な取扱いについての検討を要請。

【文部科学省における議論】
令和元年５月 科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会遺伝子組換え技術等専門委員会

→研究開発段階における具体的な取扱いについて検討、取扱い案をとりまとめ。

６月 科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会
→研究開発段階における具体的な取扱いに係る取扱い案を報告、承認。

６月13日 文部科学省から各機関に研究開発上の取扱いに係る通知を発出。

ゲノム編集で作成された生物の取扱いの議論の経過

24

○ 細胞外で加工した核酸を含む生物、もしくは核酸の有無を確認していない生物については、環
境省における整理のとおり、従前どおり法に基づく遺伝子組換え生物等として取扱う。

最終産物に細胞外で加工した核酸を含む、確認していない場合

鋳型DNA
（細胞外で加工し
た核酸）を導入

塩基の欠失、挿入または置換

ゲノム編集酵素
（核酸を含むor含まない）

規制対象

カルタヘナ法に基づき使用

自然修復

ゲノム編集酵素
（CRISPR/Cas9等、
核酸を含む酵素）

25

○ 細胞内でゲノムDNAを切断し、
修復時のエラーにより変異を導入

○ 細胞内でゲノムDNAを切断し、修復
時に鋳型DNAに沿って変異を導入
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○ 最終的に得られた生物に細胞外で加工した核酸を含まないことを確認した生物については、開
放系・閉鎖系に応じて対応が異なる。

最終的に得られた生物に細胞外で加工した核酸を含まない場合

自然修復

ゲノム編集酵素
（核酸を含まない）

鋳型DNAを導入

ゲノム編集酵素
（核酸を含むor含まない）

規制対象外 規制対象

カルタヘナ法に基づき使用

自然修復

ゲノム編集酵素
（核酸を含む）

○ 開放系（屋外ほ場等）での使用等
使用機関は、使用に先立ち、必要事項を記入した報告様式を文部科学省生命倫

理・安全対策室に提出する。

○ 閉鎖系（研究室内等）での使用等
使用機関は、これまでの遺伝子組換え生物等と同様にカルタヘナ法関係法令に定

められた適切な拡散防止措置またはこれと同等の措置を講ずる。

規制対象外の生物の取扱い

移入した核酸又は
その複製物が残存
していないことが
確認できた生物で
ある場合

26

○ 使用機関は、使用に先立ち報告様式に必要事項を記入の上、文部科学省生命倫理・安全対策
室に提出する。

最終産物に細胞外で加工した核酸を含まない場合（開放系での使用）

使用機関は、使用に先立ち当該生物に導入した変異が生物多様性影響を及ぼさないことを
確認し、当該生物の周辺情報を報告様式に従い記入、文部科学省生命倫理・安全対策室に提
出する。（※提出に当たっては、まずは生命倫理・安全対策室にご相談下さい。）

必要に応じて照会

学識経験者

・ゲノム編集技術により得られた生物の名称

・使用等の内容(＊)

・使用等をする場所（名称・住所）

・宿主の名称（和名・英名・学名）(＊)

・宿主の自然環境における生理・生態学的特性

・使用したゲノム編集技術の種類・導入方法

・細胞外で加工した核酸の移入・残存の有無

・改変した遺伝子等の名称・機能・予想される機能の変化

・改変生物の形質の変化（当該改変により生じた変化、改
変以外による変化） (＊)

・生物多様性影響が生ずる可能性についての考察(＊)

・緊急連絡先（所属・役職・氏名・住所）

・緊急時の対応

・その他

報告する内容

報告事項を記載・提出

疑義がある場合は、必要
な追加情報等を求める

27

(＊)の情報を
J-BCHに掲載

日本版バイオセーフティクリ
アリングハウス（J-BCH）
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○ 使用機関は、使用に先立ち報告様式に必要事項を記入の上、文部科学省生命倫理・安全対策
室に提出する。

最終産物に細胞外で加工した核酸を含まない場合（開放系での使用）

ゲノム編集技術により得られた生物の名称

使用等の内容

宿主の自然環境における生理・生態学的特性

当該生物の宿主又は親生物の属する分類学上の種の名称及び当該生物の特性等の情報を含め
ることにより、他の生物と明確に区別できる名称とすること。

当該生物について行う一連の使用等について、栽培その他育成（具体的な使用内容を記載）、加
工、保管、運搬及び廃棄のうち該当する使用等を列記し、「及びこれらに付随する行為」と付記する
こと。

生息・生育可能な環境の条件、繁殖または増殖の様式、有害物質の産生性、我が国における具
体的な生息・生育域を簡潔に記載すること。

使用等をする場所

使用等を限定する場所の具体的な地域名若しくは施設の名称及び所在地を具体的に記載すること。

宿主の名称

ゲノム編集技術により得られた生物の分類学上の名称を和名、英名及び学名を記載すること。

28

最終産物に細胞外で加工した核酸を含まない場合（開放系での使用）

改変した遺伝子等の名称・機能・変化

細胞外で加工した核酸の移入・残存の有無

移入した核酸の構成、移入方法、除去した方法及び残存の有無を確認した方法（a. PCR法、b. サ
ザンブロッティング法、c. その他（具体的に記載））及びその解析結果について概要を記載し、具体
的なデータを添付すること。

１）標的とした遺伝子等の名称を記載すること。
２）標的とした遺伝子等の発現により産生されるタンパク質等の機能を記載すること。
３）標的とした遺伝子等に改変をした場合に生ずると理論上考えられる機能の変化について概要を
記載すること。

使用したゲノム編集技術の種類・導入方法

当該生物の作成の過程で使用した人工ヌクレアーゼの種類（a. CRISPR/Cas9、b. TALEN、c. 

ZFN、d. その他（具体的に記載））を記載し、その移入方法（a. 人工ヌクレアーゼそのものを宿主の
細胞内に移入、b. 人工ヌクレアーゼ遺伝子を組み込んだベクターを宿主の細胞内に移入、c. 人工
ヌクレアーゼ遺伝子を宿主のゲノムに挿入、d. その他（具体的に記載））を記載すること。

改変生物の形質の変化

１）標的とした遺伝子等の配列に対して生じた変化（a. 挿入、b. 欠損、c. 置換）を記載し、当該改変
により付与された生理・生態学的特性について宿主と比較し、特徴的な要点を記載すること。
２）１）で記載したもの以外の変化が見られた場合は、その内容を記載すること。

29
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最終産物に細胞外で加工した核酸を含まない場合（開放系での使用）

緊急時の対応

その他

生物多様性影響が生ずる可能性についての考察

当該生物を使用等した場合に生物多様性影響が生ずる可能性について、遺伝子組換え生物等の
第一種使用等による生物多様性影響評価実施要領（平成15年財務省・文部科学省・厚生労働省・
農林水産省・経済産業省・環境省告示第２号）の別表第二に掲げる項目ごとに考察を簡潔に行い、
それらを踏まえた総合的な考察を簡潔に記載すること。

緊急連絡先

所属機関の名称及び職名、氏名、住所を記載すること。

生物多様性への影響が生ずるおそれが否定できない等の緊急時の連絡体制、緊急措置について
記載すること。

当該生物の取扱いについて検討する委員会の設置状況、委員長名、検討日、当該生物の不活化
処理の具体的な措置内容及びその他特記事項（該当ある場合）を記載すること。

・競合における優位性：野生植物と栄養分、日照、生育場所等の資源を巡って競合し、それらの生育に支
障を及ぼす性質に係る評価の内容を記載。

・有害物質の産生性 ：野生動植物又は微生物の生育又は生育に支障を及ぼす物質を産生する性質に係る
評価の内容を記載。

・交雑性 ：近縁の野生植物と交雑し、当該変異をそれらに伝達する性質に係る評価の内容を記載。
・総合的評価 ：上記評価結果を踏まえた総合的な判断の結果・考察を記載。

例）植物の場合

30

○ 最終的に得られた生物に細胞外で加工した核酸が含まれないことを確認した場合、当該生物を
実験室などの閉鎖系において使用等する場合は、従前の法に基づく遺伝子組換え生物等と同様
に、使用等する生物に応じた適切な拡散防止措置の下、取扱ってください。

最終産物に細胞外で加工した核酸を含まない場合（閉鎖系での使用）

最終産物に細胞外で加工
した核酸を含まない生物

遺伝子組換え生物等

実験

保管

運搬

研究二種省令

研究二種省令に
基づき使用

研究二種省令を

参照し、使用※

※使用等する生物に応じた適切な拡散防止措置を執らない場合は、届出が必要です。

31
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○ 使用機関は、これまでの遺伝子組換え生物等と同様に、カルタヘナ法に定められた適切な拡散
防止措置またはこれと同等の措置を講ずる。

最終産物に細胞外で加工した核酸を含まない場合（閉鎖系での使用）

拡散防止措置の設定に二種省令を参照できる場合

拡散防止措置の設定に二種省令を参照できない場合

生命倫理・安全対策
室に事前に照会 必要に応じ、学識経験者

（遺伝子組換え技術等専門委員会）に照会

組換え
委員会

これまでの遺伝子組換え生物等と同様に、あらかじめ安全委員会において安全な取扱
い等について検討し、生物の病原性に合わせた適切な拡散防止措置を二種省令を参
照して設定し、使用機関の管理・責任の下使用する。

二種省令別表第一に掲げる基準に該当する場合は、執るべき拡散防止措置が定めら
れていないことから、事前に生命倫理・安全対策室に照会の上、使用する。

32

○ 遺伝子組換え生物等と同様に、あらかじめ安全委員会において安全な取扱い等について検討し、
生物の病原性に合わせた適切な拡散防止措置を二種省令を参照して設定し、使用機関の管理・
責任の下使用する。

拡散防止措置の設定に二種省令を参照できる場合

例１ 植物を使用する実験
⇒植物（クラス１）に変異を入れることから、二種省令を参照し、宿主（クラス１）と
核酸供与体（該当なし）の内、クラスの高い方に合わせ、P1Pとして使用する。

例２ 宿主の実験分類がクラス２である真菌を使用する実験
⇒クラス２である真菌に変異を入れることから、二種省令を参照し、宿主（クラス２）と
核酸供与体（該当なし）の内、クラスの高い方に合わせ、P2として使用する。

例３ 宿主の実験分類がクラス１である細菌を動物に接種する実験
⇒クラス１である細菌に変異を入れ、これを動物に接種することから、二種省令を参照し、
宿主（クラス）と 核酸供与体（該当なし）の内、クラスの高い方に合わせ、P1Aとして使用する。

等

拡散防止措置の設定の考え方

33
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○ 二種省令別表第一に掲げる基準に該当する場合は、執るべき拡散防止措置が二種省令に記載
が無いため、生命倫理・安全対策室に事前に照会する。

拡散防止措置の設定に二種省令を参照できない場合

例１ 自立的な増殖力及び感染力を持つウイルスを使用する実験

例２ 宿主の実験分類がクラス３である微生物を使用する実験

例３ 上記に該当する生物を動物または植物に接種する実験
等

事前に照会すべき例

34

○ ゲノム編集技術の利用により得られた生物のうち細胞外で加工した核酸を含まないことを確認し
た生物を譲渡し、もしくは提供し、又は委託して使用等させようとする場合は、以下(a)～(e)の項目
を譲渡先に伝える。

最終産物に細胞外で加工した核酸を含まない場合（譲渡について）

（ａ）当該生物がゲノム編集技術の利用により得られた生物のうち細胞外で加工した核酸を
含まないことを確認した生物である旨

（ｂ）閉鎖系において使用等している旨（該当する場合）

（ｃ）当該生物の種類の名称（名称が無い場合はその旨）

（ｄ）既に主務官庁に届出を提出している場合はその旨

（ｅ）譲渡者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称並びに担当責任者の氏名及び連絡先）

35
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○ 本取扱いについては、各機関において遵守いただくよう徹底をお願いします。

○ 産業段階の取扱い等については、別途所管省庁に問合せてください。

さいごに

今回の取扱いについては、研究段階のものであり、他分野における取扱いについては、
各所管省庁にお問合せください。

（環境省ＨＰ 「ゲノム編集技術を活用される方へ」より抜粋）

移行期間について

各機関で令和元年10 月以降に使用計画が出される生物については、この通知に従う
ものとし、令和元年９月末日までに使用等している生物（計画提出予定を含む）につい
ては、令和元年12 月末日までに順次切り替えを行うようにしてください。

36

○関連資料はこちら○

文部科学省のＨＰ「ライフサイエンスの広場」

生命倫理・安全に対する取組

遺伝子組換え実験

【URL】http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/anzen.html#kumikae

医学・生命科学研究等に係る倫理指針及びカルタヘナ法に関する説明会 資料

【URL】http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/link.html

□遺伝子組換え生物の第一種使用等、第二種使用等について

□説明会資料等

□カルタヘナ法について（動画）

□カルタヘナ法に関する説明会資料

□過去の不適切な取扱い事案について

37

http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/anzen.html#kumikae
http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/link.html
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医薬品分野での第二種使用等
に関する法規制について

厚生労働省医薬・生活衛生局
医療機器審査管理課 再生医療等製品審査管理室

1

遺伝子組換え生物等の使用等による生物多様性影響を防止するための施
策の実施に関する基本的な事項等を定め、これを公表。

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）の概要

国際的に協力して生物の多様性の確保を図るため、遺伝子組換え生物等の使用等の規制に関する措置を講ず
ることにより、生物多様性条約カルタヘナ議定書の的確かつ円滑な実施を確保。

目的

遺伝子組換え生物等の使用等に係る措置

「第一種使用等」
環境中への拡散防止措置を
執らずに行う使用等

使用
者

申請

・第一種使用規程
・生物多様性影響評価書 を作成

厚生労働大臣
環境大臣

学識経
験者

意見聴取

※必要に応じてパブコメ承認

「第二種使用等」 環境中への拡散防止措置を執って行う使用等

GILSP
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により使用等をすることができるもの

カテゴリー１
GILPS以外であって、病原性がある可能性が低いもの

カテゴリー２
ヒトに感染性はあるが発症の可能性は少なく、予防対策及び有効な治療法が
あるもの

カテゴリー３
ヒトに対し病原性があり、取り扱う際にかなりの注意を必要とするが、感染・発
症してもその危険度は、比較的低く、予防対策及び有効な治療法があるもの

リ
ス
ク
等
の
性
質
に
よ
り
区
分

告示指定されている品目

省令で定められた拡散防止措置を執って使用等を
行う（大臣確認不要）

告示指定されていない品目（新規品目等）

使用者が拡散防止措置を定め、大臣の確認を受
けたのち、使用等を行う

使用
者

申請
厚生労
働大臣確認

拡散防止措置

主務大臣による基本的事項の公表

その他 未承認の遺伝子組換え生物等の輸入の有無を検査する仕組み、輸出の際の相手国への情報提供、科学的
知見の充実のための措置、国民の意見の聴取、違反者への措置命令、罰則等所要の規定を整備。

・第一種使用規程を告示・使用規程に従い使用

2
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第二種使用等の申請から確認までの流れ

申請書の作成

ドラフトの印刷物／電子版をＰＭＤＡに送付 ※内容に応じて整備に係るやりとり

申請（PMDAへ申請書を送付）

ＰＭＤＡにおける審査 ※必要に応じて申請書の差換え

厚生労働大臣の確認通知

申請から確認までの流れについて、見直しを実施し、平成28年7月14日から新たな運用開始
（平成28年7月14日 薬生発第0714第2号、平成28年7月29日 薬生薬審発0729第4号・薬生機審発
0729第5号）

約３か月

3

GILSPリストの更新

個別品目の申請
収載希望の提出

生理活性等の検討

申請者への収載可
否の確認

GILSP告示の改正

GILSPリストに収載されていない、GILSP区分に該当する品目に

ついて、個別に、企業から第二種使用等の拡散防止措置の
確認の申請又は収載希望の提出

生理活性の高いもの（サイトカインや強いアレルゲンなど）に
ついては、GILSP告示への収載を行わないこととしていること
から、生理活性等の観点から、収載の可能性を検討

収載可能であった場合、申請者に対して、知的財産等の観点
から、収載の可否について確認

収載可能なものについて、一定数ごとにとりまとめてGILSP告
示を改正

厚生労働大臣が定めるGILSP告示については、最初の制定時から現在まで３回改正
（平成23年11月11日厚生労働省告示第428号、平成26年７月25日厚生労働省告示第299号、平成
27年6月23日厚生労働省告示第298 号）

4
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最近の運用改善の取り組み

5

薬事・食品衛生審議会での取扱いの変更

○ 第一種使用等の承認並びにカテゴリー１であって既に部会審議された遺伝子組換え生物等を
用いたもの及びＧＩＬＳＰ以外の第二種使用等の確認について、部会での審議を不要とした。

○ 平成28年7月14日から新たな運用開始

（平成28年7月14日 薬生発第0714第2号により通知）
（平成28年7月29日 薬生薬審発0729第4号・薬生機審発0729第5号により通知）

変更前 変更後

部会審議

・第一種使用等の承認

・第二種使用等の確認（カテゴリー１
であって既に部会審議された遺伝
子組換え生物等を用いたもの及び
ＧＩＬＳＰ以外）

―

部会報告

・第二種使用等の確認（カテゴリー１
であって既に部会審議された遺伝
子組換え生物等を用いたもの及び
ＧＩＬＳＰ）

・第一種使用等の承認

・第二種使用等の確認

6
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第二種使用等の申請から確認までの手続きの見直し内容

申請（PMDAへ申請書を送付）

申請書の作成

ドラフトの印刷物／電子版を
ＰＭＤＡに送付

申請（厚労省へ申請書を送付）

ＰＭＤＡにおける審査

必要に応じて厚生労働省薬事・
食品衛生審議会での審議

厚生労働大臣の確認通知

見直し前

申請書の作成

ドラフトの印刷物／電子版を
ＰＭＤＡに送付

厚生労働大臣の確認通知

見直し後

ＰＭＤＡにおける審査

7

GILSPリストの改正

○ 経産省における第二種使用等の拡散防止措置のこれまでの確認状況を
踏まえ、経済産業大臣等の定めるGILSP遺伝子組換え微生物を、厚生
労働大臣の定めるGILSP遺伝子組換え微生物に含むこととしたこと。

○ 挿入DNAについては、これまでは宿主ごとに使用できるものが限定
されていたが、宿主にかかわらず使用できるようにGILSP告示の構成
を改正したこと（参考１）。

○ 宿主については、これまで株を限定してリストに掲載していたが、具
体的に有害性が懸念される株が想定される場合を除き、株を限定しな
いこととしたこと。

○ 挿入DNAについては、リスト掲載の際に発現産物の一部のみ使用実
績がある場合は、リストの掲載も「～の一部」として限定していたが、
具体的に有害性が懸念される場合を除き、その限定を行わないことと
したこと

（平成27年6月23日厚生労働省告示第298号により改正）

※ これに伴い、年次報告の様式を変更（品目の概要をより具体的に記載するこ
となど）

（平成27年6月23日薬食審査発0623第１号・薬食機参発0623第１号により改正）
8
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GILSP告示のリストの構成の改正内容
改正前

宿主 ベクター

株１

株２

別表第１：宿主・ベクター

宿主 ベクター

株１

宿主 ベクター

株１

別表第１（１）

別表第１（２）

・
・

別表第１（９）

挿入DNA(発現産物) 由来生物

別表第２：挿入ＤＮＡ（発現産物）

挿入DNA(発現産物) 由来生物

挿入DNA(発現産物) 由来生物

別表第２（１）

別表第２（２）

・
・

別表第２（９）

マーカー遺伝子 遺伝子由来

別表第３：選択マーカー

別表第３

改正後

宿主 ベクター

株１

株２

別表第１：宿主・ベクター

宿主 ベクター

株１

宿主 ベクター

株１

別表第１（１）

別表第１（２）

・
・

別表第１（９）

挿入DNA(発現産物) 由来生物

別表第２：挿入ＤＮＡ（発現産物）（選択マーカーを含む）

別表第２

宿主によらず、
挿入DNAの使用を可能に

参考１

9

GILSPリストへの収載希望の提出を受けています

対象
GILSP区分の品目として第二種使用等の拡散防止措置の確認を受けた品目であっ
て、GILSP告示に収載されていない品目

内容
・新たに得られた科学的知見等により、申請者からのGILSP告示への収載の希望
・既にGILSP告示に収載されている品目について、収載内容の変更の希望 等

提出先

＜医薬品、医薬部外品又は化粧品の場合＞
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課

＜医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品の場合＞
厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課再生医療等製品審査管理室

様式など
「GILSP告示の一部を改正する件について」（平成27年６月23日薬食発0623
第２号医薬食品局長通知）

10
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質疑応答集（Ｑ＆Ａ）の改正

・平成27年7月1６日にＱ＆Ａを改正（旧事務連絡
を廃止）

「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
確保に関する法律に基づく承認の申請等の事務手続等に関す
る質疑応答集（Ｑ＆Ａ）について」（平成27年7月16日厚
生労働省医薬食品局審査管理課、厚生労働省医薬食品局医療
機器・再生医療等製品担当参事官室事務連絡）

平成26年6月30日事務連絡からの
代表的な追加・変更をご紹介します

11

問 遺伝子組換え生ワクチンなど、遺伝子治療用製
品たる再生医療等製品に該当しない場合は、カル
タヘナ法の第一種使用等の手続の対象にならない
と考えてよいか。

答 遺伝子治療用製品たる再生医療等製品に該当す
るかどうかにかかわらず、遺伝子組換えを行った
ウイルス等を不活化せずに用いる製品については、
遺伝子組換え生物等含有製品に該当する。治験を
行う場合や、製造販売後に医療機関で使用する場
合は、カルタヘナ法の第一種使用等の承認申請手
続の対象になる。

12
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（続き）
なお、第一種使用等の手続を行う場合であって

も、対象となる製品に由来する遺伝子組換え生物
等について、投与患者からの体外への排出や環境
中に排出された際の影響等に関する情報に基づき、
生物多様性影響が適切に評価された場合には、必
ずしも患者を個室で管理すること等が一律に求め
られるものではないことから、製造販売業者等に
おいて想定される使用等の方法を検討した上で、
適切な手続をとるように留意されたい。

13

問 遺伝子組換え生物等を用いた治験において、患
者を個室管理する場合は、第一種使用規程の中で
個室管理の期間を特定する必要はあるか。

答 治験における患者の個室管理を実施する場合に、
その期間については、治験開始後に得られるデー
タから個室管理の期間を短縮できることが予見さ
れる場合には、生物多様性影響評価書に記載され
た得られるべきデータの要件に従って、短縮前の
期間と短縮後の期間を併記するか、又は「必要な
期間」等と記載して差し支えない。

14
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＜例＞
「必要な期間、被験者を個室内で管理する。」

「投与後○日間、被験者を個室内で管理する。ただ
し、投与後○日目以後に、本遺伝子組換え生物の
体外への排出が認められない被験者にあっては、
個室管理期間を短縮することができる。」

「少なくとも○人目の被験者までは投与後72時間、
個室内で管理する。○人目までの被験者のウイル
ス検査結果から、ウイルス排出が無いことが確認
された場合は、個室管理の期間を24時間とする。
その後必要に応じて適宜個室管理期間を設定でき
る。」

15

問 第二種使用等に係る拡散防止措置について、既
に経済産業大臣等の確認を受けて製造・市販して
いるものを、医薬品等の原材料として転用する場
合、改めて、厚生労働大臣の確認が必要か。

答 転用するに当たって第二種使用等の内容が変わ
らない場合は、改めて厚生労働大臣の確認を受け
る必要はない。

なお、その場合、製造開始時の報告に、経済産
業省大臣等の確認を受ける際に申請した資料の写
し及び経済産業大臣により確認されたことを示す
通知書を添付すること。

16
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問 治験に用いる遺伝子組換えウイルス等について、
治験開始前に実施が必要とされる非臨床安全性試
験を外部委託する場合は、外部委託先での臨床の
段階にない使用等と解釈し、厚生労働省への申請
は不要と考えて差し支えないか。

答 差し支えない。なお、委受託を問わず、効力を
裏付ける又は安全性を確認するための非臨床試験
（治験薬等の品質管理を目的として繰り返し実施
される試験を除く。）の実施は、臨床の段階にな
い第二種使用等と解釈してよい。

被験者のモニタリングを目的とした検査等は、
厚生労働省の確認が必要となる

17

問 国内で治験薬製造の段階を経ず、医薬品等の製
造を開始する場合※は、いつまでに当該確認を受
ける必要があるのか。
※他の製造所で既に製造販売承認を受けている場合
海外で製造工程が確立されたものを製造移管する場合
治験薬を海外で製造する場合 等

答 実用化段階での製造（パイロットスケールでの
製造及び実生産スケールでの製造）を開始する前
までに確認を受ける必要がある。

ただし、第二種使用等に係る確認申請に必要な
試験を行う場合など、製造工程の確立に向けた検
討を行う段階の製造にあっては、産業上の使用等
には当たらないため、当該確認を受ける必要はな
い。

18
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問 GILSP告示別表第二の挿入DNAには、その部分
配列及びその一部の配列が除去されたものを含む
のか。

答 含む。
ただし、少なくとも、抗原や核酸検出用のプ

ローブ等の機能を有するために適した長さがある
ことが望ましい。

19

問 第一種使用規程の承認又は第二種使用等の拡散
防止措置の確認の申請に必要な資料の内容に関し
て事前の相談は可能か。

答 可能。
具体的な事例をもって、PMDAが実施する治験

相談又は薬事戦略相談を活用されたい。

※2019年度より、「カルタヘナ法関連相談（対面
助言）」及び「カルタヘナ法関連相談事前面談」
を開始。

https://www.pmda.go.jp/review-services/f2f-pre/cartagena/0001.html
20

https://www.pmda.go.jp/review-services/f2f-pre/cartagena/0001.html
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（参考）第一種使用等の申請に関するガイダンスの公表

国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED） 医薬品等規制調和・評価研究事業
H28-H30 「遺伝子治療におけるカルタヘナ法の第一種使用規程の考え方に関する研究」
の一環として作成 (https://www.amed.go.jp/news/seika/kenkyu/20191127-02.html) 21

国立成育医療研究センター研究所 成育遺伝研究部ホームページに掲載
（http://nrichd.ncchd.go.jp/genetics/shiryou_koukai.html）

検討中の事項

22

http://nrichd.ncchd.go.jp/genetics/shiryou_koukai.html
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ゲノム編集技術の利用により得られた生物のカルタヘナ法上の整理及び取扱方針

平成30年8月30日：中央環境審議会自然環境部会遺伝子組換え生物等専門委員会にて検討

平成30年9月20日～10月19日：パブリックコメント

平成30年8月30日：ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタヘナ法に規定された

「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物の取扱いについて
（平成31年２月８日付け環境省自然環境局長通知）

（１）宿主に細胞外で加工した核酸を移入し、当該核酸又はその複製物が残存していないことが確認
されていない場合、カルタヘナ法に規定された「遺伝子組換え生物等」に該当。

（２）ゲノム編集技術の利用により得られた、カルタヘナ法に規定された「遺伝子組換え生物等」に該
当しない生物については、使用等に先立ち、生物多様性影響が生じる可能性の考察等を所管官
庁へ情報提供。

（３）所管官庁において、必要に応じて、具体的な手続の方法を定める等の対応。

平成31年4月15日：医薬品審査管理課・医療機器審査管理課連名で事務連絡

・上記環境省通知の内容を都道府県関係部署に周知。

・厚生労働省における具体的な手続の方法については、追って通知予定。

※具体的な手続方法は現在検討中

23

ご静聴ありがとうございました。

24
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第二種使用等（鉱工業等）の
申請書の記載方法について

２０２０年１月２１日・１月２４日

独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）

バイオテクノロジーセンター 安全審査室

• 第二種使用等の大臣確認申請の手続の流れ

• その他の注意点

（参考資料）申請書作成時の記載方法など

本日の主な説明内容

1
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カルタヘナ法の解説（第三版）※（（令和元年９月改訂））の入手
経済産業省および厚生労働省のＧＩＬＳＰリスト（最新版）の入手

宿主に即した申請書様式の入手

※カルタヘナ法の解説（第三版）
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/cartagena/manual.pdf

「第３章第二種使用等拡散防止措置確認申請書の作成方法、記入上の注意点等」

申請書作成マニュアルに沿って申請書を作成

ＮＩＴＥに申請書案を提出
（事前審査を円滑に行うためにNITEから修正を依頼する場合があります）

必要があればＮＩＴＥに相談（事前相談）

１：宿主およびそのベクターが共にＧＩＬＳＰリストに記載：○ or ×
２：挿入DNA（由来生物限定）がＧＩＬＳＰリストに記載：○ or ×

大
臣
確
認
申
請
は
不
要

１，２共に○１つでも×

厚労省と経産省
のリストを掛け
合わせて使用す
ることはできま
せん。

第二種使用等の大臣確認申請手続きの流れ
まずは大臣確認申請が必要か判断を！

2

鉱工業分野では、

3

遺伝子組換え生物等の第二種使用等において、法第13条の規定による経済産業大臣へ
の拡散防止措置の確認では、次のいずれかの制度に基づく大臣確認申請が可能です。

第二種使用等の大臣確認申請の種類

 個別確認制度
遺伝子組換え生物（宿主、ベクター、供与核酸）毎に個別の名称を記載した申

請（個別申請）に対して拡散防止措置の確認を行う制度。
※同時に複数の申請を行う場合、必要となる図表（例えば作業区域等）を共通の資料とし
て添付することした申請も可能となっています。

合併申請 ：使用区分が同じであれば、共通の図表や別添を使用する申請書を複数提出する
際に、共通の資料を一部にまとめて提出することが可能。

一括申請 ：アミノ酸変異など挿入DNAのみが異なる申請書を複数提出する際に、１つの
申請書としてまとめて提出することが可能。
（供与核酸に係る情報を1つの申請書にまとめて記載）

 包括確認制度
一定の範囲の遺伝子組換え微生物の包括的な申請（包括申請）に対して拡散防

止措置の確認を行う制度。
包括確認を受けた宿主・ベクターおよび拡散防止措置の範囲の中であれば、経済産業省

大臣官房商務・サービス審議官通知（20171220商局第1号）※により定められた供与核酸を
導入した遺伝子組換え微生物を、事業者の判断により鉱工業利用を目的とした使用等できる
ものとなります。

※包括申請制度における拡散防止措置の確認について（通知）（平成30年1月11日）
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/cartagena/houkatsu_tsuti.pdf

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/cartagena/manual.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/cartagena/houkatsu_tsuti.pdf
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申請に必要な条件
（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
（２）安全管理体制の整備の義務化

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（外部有識者も含めることが可能）

個別確認と包括確認の違い

個別確認（従来） 包括確認制度

宿主・ベクター・使用する施設が
同じでも、挿入遺伝子の種類ごとに申請

が必要

個別に申請遺伝子組換え生物 施設

あらかじめ宿主・ベクター・使用する
施設について大臣確認を受けていれば、

挿入遺伝子は事前の申請不要

包括申請経
済
産
業
大
臣

経
済
産
業
大
臣

遺伝子組換え生物 施設

※挿入遺伝子は、
・包括確認の範囲を満たすことが条件
（病原性・毒性が認められないなど）
・申請事業者の自主管理の下で使用可

…etc.

4

5

【個別確認】大臣確認申請の手続きの流れ（詳細フロー）

⑥接受

⑦申請書（副）をNITEに送付

事前審査開始から
原則２週間以内

⑨本審査

⑩確認書の発行

⑧申請書と事前審査
結果の照合

＜審議会審査不要＞ ＜審議会審査が必要＞

⑨審議会審査

⑩確認書の発行

標準処理期間は
設けておりません

申請書の接受から
原則２週間以内

【NITE】 【経済産業省】 【事業者】

⑬確認

必要に応じ審議会審査注）の要否をMETIとNITEが
協議し、結果をNITEから事業者に連絡いたします。

②事前審査

③事前審査終了の旨を
事業者に連絡（E-mail）

④連絡受取

⑤「申請書」
を経済産業省に提出
（正副：各1通）

①「申請書案(事前審査資料)」
をNITEに送付

⑪確認書の受取
（→使用開始）

⑫受領書の提出

⓪事前相談
（申請書案の提出時もしくは提出前に
不明な点等NITEに前広にご相談下さい）

⓪事前相談対応
（事前審査を円滑に行うため）

事前審査資料と申請
書の内容が異なると、
大臣確認書が発行さ
れません。
※③の事前審査終了
連絡後に申請内容を
変更する場合は、
あらかじめNITEに
ご相談ください。

注）審議会審査は、カテゴリー１の場合、宿主及びベクター並びに拡散防止措置が「過去に大臣確認された申請と同一で挿入ＤＮＡのみが異
なる場合」を除き対象となります。ＧＩＬＳＰ微生物の場合は、原則として審議会審査の対象となりません。遺伝子組換え動物の場合「遺
伝子組換えカイコで病原性がない場合」又は「宿主及びベクター並びに拡散防止措置が過去に大臣確認された申請と同一で挿入ＤＮＡのみ
が異なる場合」を除き、原則審議会審査の対象となります。この他、経済産業省とNITEの協議の上で必要性を判断しています。

カイコ申請の事前審査が
開始されました。
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包括申請で
は経済産業
大臣が必要
と認めると
きには、
NITE及び経
産省が、
事前の現場
確認による
審査を行い
ます。

6

【包括確認】大臣確認申請の手続きの流れ（詳細フロー）

⑤「申請書」を
経済産業省に提出
（正副：各１通）

②事前審査

・ 現場確認による審査
（必要な場合にNITEから
事業者に連絡）

・ 書類審査

申請書の接受から
原則２週間以内

⑧申請書の照合

⑥接受

⑦申請書（副）を送付

⑨本審査

⑩確認書の発行
⑪確認書受取
（→使用開始）

⑭生産実績の報告
（毎年度末）⑮接受⑯内容の確認

①「申請書案（事前審査資料）」
をNITEに送付

③事前審査結果を事業
者に連絡（E-mail）

必要に応じて現場確認に
経済産業省職員が同行

【NITE】 【経済産業省】 【事業者】

④連絡受取

⑫受領書の提出

⑬確認

⓪事前相談対応
（事前審査を円滑に行うため）

⓪事前相談
（申請書案の提出時もしくは提出前に
不明な点等NITEに前広にご相談下さい）

標準処理期間は
設けておりません

※審査前の書類確認に係る期間短縮のため、書類提出の際は、チェックリストをご確認いただき記入漏れや誤字脱字など
がないかご確認をお願いいたします。（経産省チェックリストは下記URL参照）

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/cartagena/checklist_2_attach.pdf

包括申請でよくある質問

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、以下のURLで公開しています。
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） https://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。）

7

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/cartagena/checklist_2_attach.pdf
https://www.nite.go.jp/nbrc/cartagena/faq.html


2020/1/28

5

• 第二種使用等の大臣確認申請の手続の流れ

• その他の注意点

（参考資料）申請書作成時の記載方法など

本日の主な説明内容

8

• Ａ４サイズ

• カラー印刷で判別できる図および表
※使用する設備が貸しラボの場合は契約期間・責任の所在（遺伝子組換え生
物等の使用者に責任があること）のわかる賃貸契約書等の写しを添付して
下さい。

※申請内容に応じ、論文等の添付や、社内の安全管理規程、使用時の標準作
業手順書（SOP）等を求める場合があります。

• 資料の提出は基本電子メールにより行う

• 添付するファイルは１メールにつき約１０ＭＢまで

• 電子データはMS Word、Excel、PowerPointまたはpdf
形式（pdfファイルを推奨）

• ファイルにパスワードを付けることを推奨

• 送付先は「nite-cartagena@nite.go.jp」

（「カルタヘナ法受付担当」宛て）

事前審査資料の作成（形式・NITEへの提出方法）

9

mailto:nite-cartagena@nite.go.jp
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• 紙媒体の郵送による提出のみ受けつけ

• 日本工業規格Ａ４サイズの用紙

• 片面印刷（カラー印刷可）

• 日付の記入（申請日）と捺印が必要

• 製本は不要

• 正本１部と副本１部（コピー可）を提出

 本審査では、NITEにおいて事前審査資料と申請書（副本）
の記載内容が“完全一致”しているか照合します。

※記載内容が異なると大臣確認書が発行されません。

申請時の注意（形式・経産省への提出方法）

やむをえず変える場合は、経済産業省に書類を送付
する前までに必ずNITEにご相談ください。

10

その他
・拡散防止措置は、○年○月○日、確認番号○○○で確認済みのものと同一である。
・弊社では事業所ごとに遺伝子組換え微生物を含む微生物の使用に関する業務安全委員会
を組織し、生産に関わる業務を管理している。業務安全委員会委員の氏名、役職、専門分
野と従事年数は図○のとおり。
・事故時の緊急時における対処方法を示す。
・担当者氏名及び連絡先(03-XXXX-XXXX)

・法人番号：1234567890123

法人番号の記載について

申請者が法人の場合には 、国税庁
から通知された、１３桁の法人番
号を記載する。
＊個人事業主などで法人番号が通知さ
れていない場合は、この限りでない。

カルタヘナ法の解説（第三版）の記入要領に、法人番号の記載について記載していま
すのでご確認ください。
※記載方法及び注意事項は、記入例（III-3-4-7）及び記載要領（III-3-3-24）をご確認ください。

【カルタヘナ法の解説（第三版）】
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/cartagena/manual.pdf

 カルタヘナ法第１３条第１項に基づき大臣確認申請書等を経済
産業省へ提出するにあたって、申請者が法人の場合は、法人番
号の記載をお願いすることとなりました。（平成30年1月から実施）

【個別申請の記載例】

11

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/cartagena/manual.pdf
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12

 作成した遺伝子組換え微生物に関する情報
 供与核酸に関する情報（供与核酸の適否を確認する根拠となった資料を含む）
 不活化方法に関する情報（確認資料を含む）
 生産業務等安全委員会での審議記録（使用等した全ての遺伝子組換え微生物での

上記事項）
 遺伝子組換え微生物の保管・運搬等の管理の情報（譲渡等があれば提供した情報

の記録など）
 使用等の都度の情報（使用等のものが、目的の遺伝子組換えであるか否かの確認

情報など）
 設備等の点検記録
 他法令遵守に関する記録（健康診断の記録など）

包括申請時に「記録を保管」しておくことが
望ましい事項

包括申請では申請時において審議官通知に従う旨の記載（宣言）をすること
となっており、組換え生物の使用の際には「供与核酸の判定指針」に従い、供
与核酸が申請の範囲に含まれるものであることを判断するこことなります。
このため、検査等の記録簿を作成し、使用実績報告に必要となる記録を保管

する必要があります。
このときの「記録を保管」しておくことが望ましい事項は以下の通りです。

• 組織名や代表者の変更、安全委員会の構成員の変更及び軽微な拡散
防止措置の変更については、新たな申請を行うことなく、変更届で
済む場合もあります。このような場合、事前に経済産業省（もしく
はNITE）にご相談ください。

※特に拡散防止措置の軽微な変更については、ケースバイケースでの対応と
なりますので、早めにご相談ください。

※なお、変更届の提出時期は、対象となる申請の次の使用を開始する前まで
に行う必要があります。

経済産業省（もしくはNITE）に相談

判断後に送られる届出様式にしたがって変更届を作成

経済産業省に提出（提出した時点で手続は終了）

必要があればＮＩＴＥに確認

変更内容が軽微であるかを経済産業省で判断

【変更届提出の流れ】

軽微な場合

軽微でない場合 再申請

変更した内容以外は
過去申請を流用して
も良い。

大臣確認後の軽微な変更について

13
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NITEホームページのご案内

・事前審査について

・お知らせ

・立入検査について

・FAQ（カルタヘナ法執行・支援）

検索NITE カルタヘナ

【URL】 https://www.nite.go.jp/nbrc/cartagena/index.html

 個別申請の事前審査および申請書の作成について
 包括申請の事前審査および申請書の作成について

個別申請 包括申請

14

大臣確認申請全般（個別確認制度・包括確認制度）について
事前審査の手順（個別申請・包括申請）について
申請書の作成（個別申請・包括申請）について
立入検査について

 参考資料は最新版をご確認ください。
• 経済産業大臣が定めるＧＩＬＳＰリスト（令和元年１０月１０日改正）

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/cartagena/gilsp_list15.pdf

• 日本版バイオセーフティクリアリングハウス（J-BCH）
http://www.biodic.go.jp/bch/

• 研究開発等に係る省令に基づく告示（平成26年3月26日改正）
https://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n648_02.pdf

• 日本細菌学会のバイオセーフティー委員会が定める病原細菌のＢＳＬ
http://www.jsbac.org/infectious_disease/bsl_level.pdf

 このほか、ご不明な点がございましたら、お気軽にNITE安全
審査室（下記）へお問い合わせください。

独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）
バイオテクノロジーセンター安全審査室 カルタヘナ法担当窓口

E-mail: nite-cartagena@nite.go.jp （電話03-6674-4668）

その他・お問合せ先など

15

https://www.nite.go.jp/nbrc/cartagena/index.html
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/cartagena/gilsp_list15.pdf
http://www.biodic.go.jp/bch/
https://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n648_02.pdf
http://www.jsbac.org/infectious_disease/bsl_level.pdf
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ご清聴ありがとうございました。

16

アンケートへのご協力をお願いいたします。

忌憚のないご意見を頂けますと幸いです。

• 第二種使用等の大臣確認申請の手続の流れ

• その他の注意点

（参考資料）申請書作成時の記載方法など

17

本日の主な説明内容

１８ページ以降に、申請書作成時の記載内容や注意点を記載していますので、
申請をされる際には適宜ご確認ください。
なお、青色の吹き出しは個別申請（もしくは一般的）な解説、橙色の吹き出

しは包括申請についての解説、緑色の吹き出しはカイコ申請における解説とな
ります。

個別申請 包括申請 カイコ申請
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第二種使用等申請書（様式第一）での申請書案の記載例とその注意事項

【参考資料】申請書作成時の記載方法と注意点
本文・表紙

様式第一（第７条関係）

第二種使用等拡散防止措置確認申請書

平成××年××月××日

経済産業大臣 殿

氏名 株式会社○○○○○○
申請者 代表取締役社長 □□ □□

住所 △△△△△△△△△

遺伝子組換え生物等（遺伝子組換え微生物）の第二種使用等をする間に執る拡散
防止措置の確認を受けたいので、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第13条第１項の規定により、次のとおり申請します。

印

NITEでの事前審査時は
日付と押印は不要

※経産省への
申請時には必要

「主務大臣」を変更

•各様式の『～次のとおり申請します。』までを表紙と
して使用（改ページする）。

18

遺伝子組換え生物等の種
類の名称

遺伝子組換え大腸菌（BL21(DE3)株及びJM109株等／pET-15b
等）（包括）

使用等をしよ
うとする場所

名称 工場名、事業所名を記入
株式会社○○○○ △△工場

所在地 工場、事業所の所在地を記入
○○県○○市○○町○番地

第二種使用等の目的及び
概要

Ⅰ．第二種使用等の目的
当該遺伝子組換え微生物は、工業用タンパク質や工業用酵

素等の生産工程中で使用され、培養し発現させたタンパク
質・酵素を取りだして生産する目的で使用する。

Ⅱ．第二種使用等の概要
1. 製品の種類は工業用に用いられるタンパク質や酵素であり、

その利用形態は工業用原料、工業用酵素、研究試薬用原料
等に用いられる。

2. 各種生産に使用した遺伝子組換え微生物は、最終的に酸・
アルカリによる薬液処理、若しくは熱処理により不活化さ
れる。

3. 生産規模は、容量１Ｌ三角フラスコ、５０Ｌタンク及び容
量1㎥のタンクを用いた培養のいずれかを行い、１回の生
産あたり数十グラム～数十キログラムの菌体から、数グラ
ム～数百グラムの目的タンパク質等を得る。若しくは培養
液内の菌体を生物触媒として使用し、目的の化学物質を得
る。使用する遺伝子組換え微生物毎に、一年間に１回～数
回の生産を行う。

•生産物の使用用途
•遺伝子組換え体の概要
•菌体内発現 or 分泌発
現 or 生体触媒
•生産規模
•不活化方法
•年間の使用予定回数や
生産予定量
などの概要を記載。

本文・様式（名称・使用場所・概要）

19

•遺伝子組換え生物等の
特性等の情報を含めた
名称とする。

•包括申請の場合は、作
成の手法などの記載が
難しい場合は、必要に
応じて省略できる

•名称の最後に括弧付で
包括申請である旨を記
載する。
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•自社での宿主の使用歴(研
究開発での使用も可)を記
載(自社の使用歴がなけれ
ば一般的な事例を参考と
して記載してもよい)

遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
特
性

宿主
又は
宿主
の属
する
分類
学上
種

分類学上の
位置及び自
然環境にお
ける分布状
況

•学名：Escherichia coli BL21株
Escherichia coli BL21(DE3)株
Escherichia coli JM109株
Escherichia coli DH10B株

• ○○株式会社より市販されている株を購入して用いる。
• 上記に記載した各株は、経済産業大臣が定めるＧＩＬＳＰ

遺伝子組換え微生物（経済産業省告示○○号）に掲載され
ている。

使用の歴史
及び現状

• Escherichia coli B株、BL21(DE3)株、JM109株及び
DH10B株は、それぞれ弊社において組換え微生物による工
業用酵素生産用宿主としておおむね１０年以上の継続的利
用実績がある。また、研究用として３０年以上の使用実績
がある。

繁殖又は増
殖の様式

• 使用頻度の高いものの代表例として、B株系統のBL21(DE3)
株と、K-12株系統のJM109株について以下に記載する。

＜Escherichia coli BL21(DE3)株＞
• 遺伝子型は以下の通りである。

F－, dcm, ompT, hsdSB（rB－mB－), gal, λ(DE3) ・・・
• 増殖温度域は約10～42℃であり、至適温度域に・・・。
＜Escherichia coli JM109株＞
• 遺伝子型は以下の通りである。

recA1, endA1, gyrA96, thi, hsdR17(rK- mK+),・・・
• 増殖温度域は約10～50℃であり、至適温度域に・・・。

病原性 • 国立感染症研究所の病原体等安全管理規程（平成○年○月
）に記載の「病原体のレベル分類」によると、Escherichia 
coli B株及びK-12株誘導体はレベル１に分類される。

その他の情
報

• 有害な影響を及ぼす生理活性物質等の産出は知られていな
い。

本文・様式（宿主関係） •使用する可能性のあ
る株名を複数列記す
ることが可能。

※なお、包括の場合は、
2018年9月26日より病原
性がないことや長期の利用
実績から安全性が高いと判
断される大腸菌Ｂ株及びＫ
１２株については「由来
株」も含めて記載可能。ま
た、ＧＩＬＳＰ遺伝子組換
え微生物（経済産業省告
示）で株レベルの特定をせ
ず種全体又は「由来株」と
してまとめた記載をしてい
るものについてはその整理
に則して宿主を記載可能

20

•様式第二（第７条関係）「遺伝子組換え動物」による申請で、宿主がカイコの
場合は、目的の遺伝子組換えカイコを作出するに当たって使用した、全ての系
統（日本種、中国種、欧州種等）及び品種を記載する。また、同一の宿主に係
る過去の大臣確認の有無についても合わせて記載する。

遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
特
性

供与核
酸

構成及び構
成要素の由
来

• 「包括申請における拡散防止措置の確認について（通知）（２０
１７１２２０商局第１号）」第1（２）に記載されている以下の
供与核酸を使用する。

• 供与核酸の由来生物が、動植物、ヒト又は微生物（バイオセーフ
ティレベルが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

構成要素の
機能

• 構成要素の機能については、上記「構成及び構成要素の由来」欄
に記載したものとなる。

本文・様式（供与核酸）

21

•包括申請は審議官通知
第1（２）に記載され
ている内容をそのまま
引用する。

＜個別申請の構成及び構成要素の由来欄＞
•導入する遺伝子の説明を記載
(名称、塩基数、由来生物、由来生物の病原性、
遺伝子等の病原性・毒性、ＯＲＦ検索結果など)。
•アミノ酸配列の改変を行った場合は、変異部位
とその目的を記載。

＜個別申請の構成要素の機能欄＞
•導入する遺伝子の機能（反応式等）を
記載。
•酵素番号を記載。
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ベク
ター

名称及び由
来

・ 名称：本申請で使用するベクターの名称は以下のものであ
る。
pET-15b、pET-21a(+)、pET-28a(+)
pUC18、pUC19、pBR322

• 上記各ベクターは、大腸菌用の発現ベクターであり、○○
社及び○○社から市販されている。弊社においてはおおむ
ね5年～10年の産業利用の使用実績がある。

特性 • 代表例として宿主BL21(DE3)株用のベクターとして使用頻度
の高いpET-15bと、宿主JM109株用のベクターとして使用頻
度の高いpUC18について以下に記載する。

＜pET-15b＞
• pET-15bはpBR322由来のベクターであり、5708 塩基からな

り、T7プロモーター の下流にlacオペレーター、Hisタグ、
thrombin 認識部位及びクローニングサイトを持ち、その下
流にはT7ターミネーターが存在する。

• また、マーカー遺伝子としてアンピシリン耐性遺伝子を有
し、さらにpBR322 のori を持つ。古くからクローニング研
究に利用されてきたプラスミドベクターである。

• 動植物に対する伝染性、病原性及び他の微生物への伝達性
は知られていない。

＜pUC18＞
• pUC18は2686 塩基からなり、lac プロモーターの下流にマ

ルチクローニングサイトが存在する。また、マーカー遺伝
子としてアンピシリン耐性遺伝子を有し、Col E1の複製開
始点を有する。古くからクローニング研究に利用されてき
たプラスミドベクターである。

• 動植物に対する伝染性、病原性、及び他の微生物への伝達
性は知られていない。

•使用するベクター全
ての名称を列記する
と共に、詳細情報を
記載する。

•例示のようにＧＩＬ
ＳＰ微生物リストに
掲載されている場合
には、代表するベク
ター以外は説明を省
略できる。
•市販されているベク
ター等については、
製品のカタログや取
扱説明書等を別紙と
して添付する説明を
省略できる。

本文・様式（ベクター）

22

•個別申請はベクター
の名称及び元となっ
たベクターの名称、
由来、特性などを記
載。（省略不可）•宿主がカイコの場合は、同一のベクターに係る過去の大臣確認

の有無についても合わせて記載する。

•供与核酸の存在状態とし
て、「細胞質（プラスミ
ドとして）」or「染色体
上」等を記載する。

遺伝
子組
換え
微生
物

調製方法 • 細胞内に移入するベクターの構築方法のフロー図及び構築
図は別添図○のとおりである。

• 形質転換は塩化カルシウム法、ヒートショック法、エレク
トロポレーション法のいずれかによって行い、ベクターに
存在するマーカー遺伝子に対応した薬剤（pET-15b及び
pUC18の場合は、アンピシリン）を含む培地を用いた培養を
行うことによって形質転換体の選択を行う。

細胞内に移
入した核酸
の存在状態
及び発現の
安定性

• 細胞内に移入した核酸は宿主大腸菌の細胞質内に存在する。
• 細胞内に移入した核酸の安定性については、生産開始前に確

認する。

宿主又は宿
主の属する
生物種との
相違

• 作成される遺伝子組換え微生物は、宿主大腸菌に新たに目的
の工業用タンパク質等の生産する能力と、ベクター由来の薬
剤耐性が付与される以外の性質は、基本的に同等となる。

• 宿主大腸菌であるBL21株、BL21(DE3)株、JM109株及びDH10B
株には病原性はなく、挿入遺伝子についても、供与核酸の機
能欄に記載した病原性等は持たない。このため、作成される
遺伝子組換え大腸菌は新たな病原性を持つものではなく、宿
主と同等の安全性を有する。

•使用する全ての宿主・ベ
クターにおいて、想定さ
れる核酸の存在状態につ
いて記載する。

•安全性については、使用
前に社内の安全委員会で
確認することを記載する。

本文・様式（遺伝子組換え微生物）

•構築する遺伝子組換え微
生物の代表例を示し、各
項目については、実際に
使用する可能性のある手
法を全て列記して記載す
る。

•使用する全ての宿主・ベ
クターにおいて、想定さ
れる分類学上の相違につ
いて推定し記載する。

23

•宿主がカイコの場合、遺伝子組換えカイコを非休眠の実験室系統などを
用いて作出してから、生産能力の向上等のために実用品種との戻し交雑
を行う場合は、その方法等も合わせて記入する。また、遺伝子組換えカ
イコの選抜方法、作出された系統の維持方法を記載する。
•目的遺伝子の挿入に用いたトランスポゼース遺伝子（ヘルパーベクター
など）が、遺伝子組換えカイコの体内に残存していないことをPCR等に
より確認する。
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•社内での判断を記載
（社内の安全委員会
等で議論して決定す
る）

拡
散
防
止
措
置

使用区分 • 以上の判断により、本申請で使用する遺伝子組換え微生物
の拡散防止措置の区分はＧＩＬＳＰであると判断した。

作業区域の位置 • 図○を参照のこと

設備 配置 • 各設備等の配置は、図○のとおり。
• 本申請で使用する遺伝子組換え微生物と非組換え体の識別

をするための分析機器としてPCR 装置、アガロースゲル電
気泳動装置、DNA シーケンサーを作業区域内に備えている。
設置場所及びその設備等は図○のとおり。

• 本申請で使用する遺伝子組換え大腸菌のグリセロールス
トックは、図○のとおり、ディープフリーザーの限定され
たスペースに保管されており、非組換え体及び他の遺伝子
組換え微生物とは隔離している。

構造 • 図○を参照のこと。

生産工程 • 図○を参照のこと。

•使用する可能性のあ
る設備と生産工程を
複数併記することが
可能。
•遺伝子組換え微生物
の不活化方法につい
ては、条件が複数あ
る場合は例示すると
共に、実際の不活化
条件に関する科学的
根拠（エビデンス）
を残すこと。

•包括申請の場合、使
用区分がGILSP区分
のみが対象となる。

本文・様式（拡散防止措置）

24

•宿主がカイコの場合は、研究開発二省令 の別表第四の上欄に掲げる区分
に対応した拡散防止措置を実施する旨を記載すること。
•作業者の入退室経路、遺伝子組換え動物の搬入・搬出経路の動線を矢印
などで書き込んだ図を添付するとともに、使用する設備の形状、設置状
況、表示状況の確認が可能な写真や資料を添付することが望ましい。
※なお、様式第二には「生産工程」の欄がないが、別紙として生産フ
ロー等を添付し、同一の拡散防止措置に係る過去の大臣確認の有無に
ついても合わせて記載すること。

その他：
• 拡散防止措置は、○年○月○日、確認番号○○○で確認済みのものと同一である。
• 弊社では、過去３年間に○○件の遺伝子組換え生物等の産業利用を目的とした第二種使

用申請の大臣確認を受けた実績がある。最新のものから３件は以下のとおり。
○年○月○日、確認番号○○○
○年○月○日、確認番号○○○
○年○月○日、確認番号○○○

• 本申請において遺伝子組換え微生物を産業利用する際には、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）に従うものとする。

• 弊社では遺伝子組換え生物の使用に関して、安全かつ適正な実施を図ることを目的とす
る安全管理規程を定めている。また、弊社では同規定に基づき、事業所ごとに遺伝子組
換え微生物を含む微生物の使用に関する業務安全委員会を組織し、生産に関わる業務を
管理している。安全委員会委員の氏名、役職、専門分野と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への従事経験年数を別添図○に示す。

• 担当者氏名及び連絡先
株式会社○○○○△△工場 ○○○○
電話番号：0123-45-6789 E-mail：aaa@bbb.co.jp

• 法人番号：1234567890123

本文・様式（その他）

•申請者（法人の場合は法人
単位）において直近３年間
に申請した大臣確認番号の
うち３件、もしくは包括申
請における大臣確認番号。
※大臣確認件数ではなく申請

した遺伝子組換え生物等の
種類の件数となる。例）一
括申請で３株の確認を受け
ていれば、3株の実績とな
る。

•審議官通知に従う旨の記載
をする。

申請者が法人の場合には 、国税庁
から通知された、１３桁の法人番
号を記載する。
＊個人事業主などで法人番号が通知さ
れていない場合は、この限りでない。

25

•拡散防止措置が確認済みのものと同一の場合、
その確認番号等を記載。

•貸しラボの場合はその旨を記載(使用等する場
所に記載するのも可)。

※貸しラボの場合、契約期間、責任の所在のわ
かる賃貸契約書等を添付する。

•遺伝子組換え生物等を譲渡する場合は、情報
提供を行うことについて記載。

•作業区域外での運搬がある場合はその方法を
記載(フロー図等に記載するのも可)。
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•供与核酸は発現の方向も明記する。
•oriやマーカー遺伝子も明記する。

•ベクターの最終構築図を載せること。

本文・添付資料（ベクター構築方法）

pET-15b
（5,708bp）

pBR322 ori

MCS

BamHI

NdeI 挿入ＤＮＡ
（XXX:500bp）

BamHINdeI

BamHI,NdeI処理

pET-15b_XXX
（6,199bp）

pBR322 ori

挿入ＤＮＡ
（XXX）

T7 Promoter

lac operator

6x His-Tag

thrombin認識部位

T7 terminator

NdeI

BamHI

thrombin認識部位

T7 terminator

図○ ベクター構築図

T7 promoter

lac operator

6x His-Tag

26

•包括の場合は同系統のベクターが複数ある場合は
代表例のみの記載でも良い

図○ 塩基配列及びアミノ酸配列

•挿入DNAの塩基配列に
加え、遺伝子のアミノ
酸配列、プロモーター、
ターミネーター等の位
置を記載。

※自社開発したベクター
等を用いる場合はベク
ターの塩基配列も記載
する。

本文・添付資料（塩基配列等）

27
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図○

1            100           200           300          400       500

（5’→3’）

Frame 3

Frame 2

Frame 1

Frame 1

Frame 2

Frame 3

（3’←5’）

XXX遺伝子におけるORF検索（例）

No.    Frame     Start     Stop    NA size AA size検索結果
1           1            1         501       501 167           *1
2           x            x           x            x            x         ヒットせず
3           y
.
.

検索対象：供与核酸全長内に存在する４０ＡＡ以上のＯＲＦを対象とした。
（なお、終止コドンが同一のものについては最も長いもののみを検索対象とした）

検索方法：上記条件にあてはまる全てのＯＲＦについて、NCBI blastpデフォルト設定条件にて検索を行った。
検索結果：
・「ヒットせず」：上記条件で相同性を示す蛋白質はなかった。
・「*1」：Top10に毒性への関与を疑われる蛋白質は認められなかった。

ＸＸＸ

•目的遺伝子のフレー
ムが分かるように図
示する。

•毒性、病原性などに
関する情報以外は詳
細なデータは不要。
(考察結果のみ記載）

※別途情報を求める場
合があります。

本文・添付資料（相同性検索）

28

ORF検索は個別遺伝子毎ではなく、
「挿入するDNA配列の全長」で

実施すること。
（複数の遺伝子を結合する場合や、

外来のプロモーター・ターミネーター、
スペーサー配列など※も含むもので実施）

※市販ベクター由来を除く

※建物内での作業区域
の位置などがわかる図
面（地図）等も添付す
ると良い。

本文・添付資料（作業区域の位置）

•敷地周辺、敷地内の建
物を記載する。

図○ 設備等の位置及び名称の平面図 •生産に使用する可能性のある
全ての設備・装置を記載する。

29

•移送システムが作業区域外
を通る際には、継手の有無
等を記載する。
※継手がある場合は、万一の
際の漏洩防止対策について
も記載。
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培養槽

遠心分離機Ａ

膜処理装置

製品タンク

天井高さ 500

出入口

Ａ

Ｂ

Ｃ

(cm)

Ｂ

1000

950

出入口を明記

本文・添付資料（設備等の位置①）

•培養・発酵装置、不
活化装置など、生産
に使用する設備を記
載する。
•屋外設備などの場合
は、防液堤や関係者
以外の立入り禁止区
域などについても記
載する。

※作業区域がラボの場
合も同様に記載する。

※作業区域を明記する。

図○ 設備等の位置及び名称の平面図
•生産に使用する可能性のある
全ての設備・装置を記載する。

枠内は作業区域

30

培養室

流し

分析室

P
C
R

ｵ
ｰ
ﾄ
ｸ

ﾚ
ｰ
ﾌ
ﾞ

流し

冷
蔵
庫

廊下

保存室

フ
リ
ー
ザ
ー

冷
蔵
庫

倉庫

電
気
泳

動
装
置

実
験
台

インキュベータ

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
タ

安全キャ
ビネット

ｵ
ｰ
ﾄ
ｸ

ﾚ
ｰ
ﾌ
ﾞ

•生物学的性状試験検査設備：ＰＣＲ装置、
電気泳動装置等

•保管設備：フリーザー等

※これらの設備は作業区域外でも良いが、
作業区域内に含まれる場合は記載する。

本文・添付資料（設備等の位置②）

図○ 試験検査設備等配置図 •生産に使用する可能性のある
全ての設備・装置を記載する。

31

出入口を明記すると共に、拡散防止措置の区分に合わせ
た表示の場所、逃亡防止策などについて記載する。
（「カテゴリー１取扱い中」、「組換え動物等飼育中」
など）
※カテゴリー１の場合は空調設備等についても記載する。
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用途
管理
番号

容量
(L,m3)

形式 設置場所
密閉型又
は開放型

洗浄方法
(薬剤等)

殺菌方法
(温度、時間)

備考

発
酵
培
養

装
置

種菌槽 １ 小型ジャーファーメ
ンター

培養室１ 密閉型 アルカリ洗浄
（0.5%NaOH）

蒸気殺菌
(120℃ 30分)

本培養槽 ２ 通気撹拌槽
静置発酵槽

培養室２ 密閉型 アルカリ洗浄
（0.5%NaOH）

蒸気殺菌
(120℃ 30分)

分
離
精
製

装
置

分離・集菌・
菌体破砕等

３ 高速連続遠心分離
器・蒸気滅菌型・
フィルタープレス

分離・精
製室

密閉型 アルカリ洗浄
（0.5%NaOH）

蒸気殺菌
(120℃ 30分)

４ コンテナ 培養室１、
培養室２

密閉型 アルカリ洗浄
（0.5%NaOH）

蒸気殺菌
(120℃ 30分)

移 動 し て
使用する

移
送
シ
ス
テ
ム

バルブの種類 ダイヤフラム、ボールバルブ、チャッキバルブ、

継手の種類 ヘルールフランジ、ニップル、カプラ、エルボ、レジューサ

ポンプ等の
シール方法

グランドシール、メカニカルシール

配管の種類 SUS304、SUS316、PP、軟質PVC、シリコーン

非作業区域との区画状況 他とは明確に区別されている。

作
業
区
域

の
構
造
及

び
設
備

主
要
構
造

体
の
種
類

培養室 鉄筋コンクリート造りで十分に密閉されている。

分離・精製室

2)生産に用いる設備・装置

1)作業区域

•設備の名称や管理番号が、設
備の配置図や生産工程図と連
動していると分かりやすい。

本文・添付資料（設備・装置の仕様書）
図○ 設備・装置の仕様書（ＧＩＬＳＰ）

•種培養・前培養等からもサン
プル生産する場合は、その工
程も含め全てを記載すること。

ただし、生菌を直接取り扱わない工程は
適宜省いて良い。（原料作成工程など）

•生産に使用する可能性のある
全ての設備・装置を記載する。

32

•遺伝子組換え生物の使用の開
始から不活化までの全ての移
送システムについて列挙して
記載する。

スクリーン 汚水調整池
エアレーション

タンク
沈殿池 消毒設備

標準活性汚泥法

〔流入〕 〔放流〕

〔返送汚泥〕

標準活性汚泥法のフローシート

又は細断装置

•ラボスケールなどの場合も記載す
る。

※一般排水処理や産業廃棄物処分業
者への依頼なども記載。
（廃酸・廃アルカリなど）

本文・添付資料（排水処理系等）

図○ 排水系統図（ＧＩＬＳＰ）

33
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本文・添付資料（生産工程）
図○ 生産工程（生体触媒の場合）のフロー図（ＧＩＬＳＰ）

M

M

M

air
スチーム

スチーム

M

air

スチーム

屋外排水集合ピット 工場排水処理施設へ

水

精製・製品化工程へ
殺菌

菌体分離

フィルターろ過

上清液貯留
本培養

除菌フィル
ター

原料溶解

コンデンサー

コンデンサー

火炎植菌

前培養

簡易除菌システム

簡易除菌システム

排気

排気

原料

送液ポンプ

送液ポンプ

スチーム

薬液

排ガス処理

排気

除菌フィル
ター

排水

排水

排水（死滅した高濃度菌体を含
む）

排水

大気へ

生細胞取り扱い工程

M

(0.22μm）

(121℃・15min）

菌体の除去（不活化）
条件をフロー図内に
記載。

廃液等の不活化条件を
フロー図内に記載。

残渣

配管移送か手で
運搬か分かるよ
うに記載。

生菌取扱い工程を
枠等で囲う。

種培養・前培養
等からもサンプ
ル生産する場合
は、その工程も
含め全てを記載
すること。
ただし、生菌を直接
取り扱わない工程は
適宜省いて良い。
（原料作成工程など）

• 複数の生産工程がある
場合はフロー図を生産
工程毎に分けると良い。

• 不活化方法などが複数
ある場合、もしくは生
産するLMO毎に異な
る場合は併記する。

34

生産工程には遺伝子組換え生物の
使用等の開始から、不活化までの
全ての工程を記載すること。

事業所長

産業医 生産業務等安全委員会

生産業務等管理者

生産業務等安全主任者

生産業務等従事者生産業務等従事者A 生産業務等従事者

○組織図

担当 職名 氏名 専門分野 遺伝子組換え微生物取扱い経験者
の実務経験年数（申請時点）

生産業務等安全委員会委員長 工場長 ○○ ○○ 化学

生産業務等管理者 副工場長 ○○ ○○ 発酵 15年

生産業務等安全主任者 研究所長 ○○ ○○ 微生物 3年

委員 研究員 ○○ ○○ 動物

委員 ○○ ○○ 微生物 1年

○生産業務等安全委員会構成

•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名以上含める
こと。
※申請時点の構成委員の
実務経験年数を記載

※外部人材の登用も可能

本文・添付資料（安全管理体制）

図○ 安全管理体制

35

•個別申請の場合は、「経験年
数」ではなく「経験の有無」
のみを記載する。
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包括申請における使用実績等の報告について

•使用実績について報告す
る包括申請が複数ある場
合は、文書番号等を列記
することで、表紙を１枚
として、まとめて提出す
ることができる。

使用実績等に係る報告（様式）での記載例（表紙）とその注意事項

申請者が法人の場合には 、
国税庁から通知された、
１３桁の法人番号を記載
する。
＊個人事業主などで法人番号
が通知されていない場合は、
この限りでない。

36
※包括申請における使用実績等の報告（様式）

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/cartagena/houkoku_youshiki.docx

大臣確認日 平成○年○月○日

文書番号 ○○○○○○商第○号

遺伝子組換え生物等の種類の
名称

遺伝子組換え大腸菌（BL21(DE3)株及びJM109株等
／pET-15b等）（包括）

第二種使用等をしようとする
場所

株式会社○○○○ △△工場
○○県○○市○○町○番地

使用年度 平成○年度

遺
伝
子
組
換
え
微
生
物
の
情
報

遺伝子組換え微生物の菌株名 別表参照

宿主の名称(学名)及び株名 別表参照

ベクターの名称 別表参照

供与核酸

名称 別表参照

由来生物 別表参照

供与核酸の機能 別表参照

安全委員会の承認日 年 月 日 別表参照

生産期間 別表参照

その他 別表参照

事後の報告（報告内容）

使用実績等に係る報告（様式）での記載例（複数の場合）とその注意事項

•大臣確認を受けた包括
申請毎に報告書を作成
する。
•報告は生産の有無にか
かわらず毎年度末ごと
に行う。（※）

•生産した遺伝子組換え
微生物が複数ある場合
は、別紙を添付し、全
ての遺伝子組換え微生
物について報告する。

※生産実績の無い年度はメールによる報告が可能です。提出方法等は
申請書作成マニュアルにてご確認ください。 37

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/cartagena/houkoku_youshiki.docx
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番
号

遺伝子組換え
微生物の菌株名

宿主の名称
(学名)

及び株名

ベクターの
名称

供与核酸 安全委員会の
承認日

生産期間 その他
名称 由来生物 供与核酸の機能

１

Bacillus
subtilis 由 来 の
リパーゼ産生用
lipA遺伝子を移入
した遺伝子組換え
Escherichia coli
JM109
(pUC18/lipA)

Escherichia
coli JM109
株

pUC18
リパーゼ遺伝
子(lipA)

Bacillus
subtilis

トリアシルグリ
セ ロ ー ル （脂
質）を加水分解
して、グリセリ
ンと脂肪酸を生
成する反応を触
媒する。
（EC 3.1.1.3）

平成 30年 3月
10日

平成 30年 3月
15日～平成30
年8月30日

２

Bacillus
subtilis 由 来 の
リパーゼ産生用
lipA2遺伝子を移
入した遺伝子組換
え Escherichia
coli JM109
(pKK223-3/lipA2)

同上 pKK223-3
リパーゼ遺伝
子(lipA2)

同上 同上
平成 30年 7月
10日

平成 30年 7月
13日～12月20
日

生産能力向上
のため、ベク
ターを変更し
てアミノ酸変
異を追加

３

Bacillus
subtilis 由来の
リパーゼ産生用
lipA3遺伝子を移
入した遺伝子組換
え Escherichia
coli JM109
(pKK223-3/lipA3)

同上 pKK223-3
リパーゼ遺伝
子(lipA3)

同上 同上
平成30年11月
1日

平成30年12月
1日～平成 31
年3月
（継続中）

酵素の安定性
向上のため、
アミノ酸変異
を追加

４
○○○○○○・・
・・

宿主の名称(

学名)

及び株名
・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

•使用した宿主微生物が複数
株ある場合は、株毎に記載
する。

事後の報告（別表とする場合）

•生産期間が年度を超える
場合は、その旨が分かる
ように記載すること。

使用実績等に係る報告（様式）での記載例（複数の場合）とその注意事項

38



■ （一財）バイオインダストリー協会で

は、２０１８年のカルタヘナ法改定を受け、

『カルタヘナ法ガイドブック』の改訂版を作

成しました。以下のサイトから PDF ファイ

ルがダウンロードできますのでご活用下さ

い。 

h t tps :// jb a .o r . jp / l i nk _ f i l e/pub l i c a t i on/H18_8 _k aru tahena .pdf   

  

 

 

 

 

 

■ 経済産業省から、『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）の解説

（第三版）』が公開されました。 

産業第二種使用の申請マニュアルも統合

されておりますのでご活用ください。 

以下のサイトから PDF ファイルがダウンロ

ードできます。

h t tps ://www .met i . g o . jp /po l i c y/mono_ i nf o_s e rv i ce/mono/b io/ca r tag ena/manual .p df  

 

 

 

 

 

https://jba.or.jp/link_file/publication/H18_8_karutahena.pdf

