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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・立ち入り検査等［29～33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。

■法に基づく拡散防止措置を執らない限り第一種使用に該当（生物多様性影響評価等を行った上で「第一種使用規程」に
ついて主務大臣の承認を受けない限り使用不可。）

実験 培養 保管運搬 展示

開放系での使用

【第一種使用】

食料や資料としての運搬、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）



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

42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1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

112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

7
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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掲載情報を基に作成
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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．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。

５．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。

６．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。

７．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過程において公衆の意見を求め、
当該意思決定の結果を公衆が知ることのできるようにする。

８．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。
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（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）



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
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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。
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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。



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、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Ｄ
ＮＡ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。

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に前広にご相談くださ

い。）

⓪事前相談対応
（事前審査を円滑に行うため）
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■経済産業大臣の第二種使用等の確認実績

累計２,２２５件（平成２９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、８９件（平成29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。

0

100

200

300

400

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

NITE事前審査件数

産構審審議件数

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

産構審審議件数 29 206 103 81 60 207 367 259 29 11 8 3 4 5 6 1378

NITE事前審査件数 － － － － － － － － 83 61 228 218 74 93 90 847

二種申請合計 29 206 103 81 60 207 367 259 112 72 236 221 78 98 96 2225
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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

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

※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」
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今年度実施した経済産業省所管業種
産業二種使用等大臣確認プロセス

における運用改善



NITEによる
事前審査
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経済産業省所管業種産業二種使用等における運用改善①

遺伝子組換えカイコの第二種使用に係る審査プロセスの見直し

【概要】

 経済産業省所管における遺伝子組換えカイコの第二種使用等拡散防止措置申請に関
しては、審議会での有識者による審査の対象としていたところ。当該審議会は基
本的に年２回開催としており、申請から確認まで長期を要する場合もあった。

 一方、遺伝子組換えカイコは長期間安全に使用された実績があり、NITEにおける
審査実績も多く知見も蓄積していることから審議会審査の対象外とした。

NITEによる
事前審査

審議会審査
大臣確認書
発行手続き

大臣確認書
発行手続き

＜原則年２回＞
（8月、3月）

使用開始

使用開始

申請者

事前審査から数か月

従
来

見
直
し
後

経済産業省
審査

＜随時＞ 事前審査から約１か月
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遺伝子組換え動物（主にカイコ）の第二種使用等拡散防止措置
確認申請における確認項目

○宿主の情報

• 繁殖の様式ついて記載

• 自然界における生存能力及び繁殖能力について記載

○遺伝子組換え体の作成過程に関する情報

• 組換え体の構築方法及びその後の育成経過（系統維持含む）の記載

○拡散防止措置に関する情報
• 施設等は、通常の動物の飼育室としての構造及び設備を有するか否か。

• 作業区域の出入口、窓等の逃亡の経路となる箇所に、当該遺伝子組換え動物の
習性に応じた逃亡の防止のための設備、機器又は器具の設置の有無

• 生産工程中において排出されたふん尿等の中に遺伝子組換え生物等が含まれる
場合、当該ふん尿等を回収するために必要な設備、機器若しくは器具の設置の
有無、又は作業区域の床が当該ふん尿等を回収することができる構造の有無

• 作業区域の出入口、窓等については、昆虫等の侵入を防ぐため、閉じておく等
の必要な措置の有無

• 作業区域の出入口に、「組換え動物等飼育中」と表示の有無

遺伝子組換え微生物の拡散防止措置と異なる主なポイント

第二種使用等申請に係るチェックリスト
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/cartagena/checklist_2_attach.pdf
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包括確認申請手続き等の運用改善

包括確認制度

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

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。

宿主：E.coli BL21
E.coli BL21(DE3)

ベクター：pBR322

供与核酸：一定範囲の性質

供与核酸は一定範囲の性質を
満たせば自由に使用可能である
が宿主・ベクターは申請書に記
載した株とベクターのみ使用可。
後で別の株やベクターを使用し
たい場合には別途申請が必要。

改善前

宿主：E.coli B株及びその
由来株

ベクター：GILSP告示別表第
１のE.coli B株欄に掲げるベ
クターすべて

供与核酸：一定範囲の性質

宿主・ベクターについては
GILSP告示における組合せの
範囲で使用可能。
（例）E.coli B株由来で病
原性等ない誘導株を一度の
申請で利用可能

改善後

固
定

経済産業省所管業種産業二種使用等における運用改善②

【概要】

 昨年１月に包括確認申請手続きを導入（一定の条件を満たす場合、供与核酸（挿入DNA）は
申請時に特定する必要なし（宿主・ベクターは特定）。なお、年度末に使用実績を報告。）

 更に、当初宿主については株レベルでの特定を求めていたところ、GILSP告示の表記レベル
に合わせて特定することを可能にするよう本年9月に運用を改善。

 経済産業省GILSP告示についても、一部宿主について表記を見直し（E.coli B、K12につい
て、その由来株も含める形で記載）※現在改正手続き中。1~2月中に施行予定。

 これにより、例えば、E.coli B株での包括確認申請手続きを利用する場合、宿主（由来株利
用可）、供与核酸（病原性等がない限り自由）の選定が柔軟になり、逐一事前申請する必要
がなくなる。
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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ィルス）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ペチュニアを販売（カルタヘナ法第4条1項の違反）

・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。



26

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
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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等の事故が発生し、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を提出いただきます。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。この為、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。

mailto:nite-cartagena@nite.go.jp
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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）
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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ております。

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. 過去に遺伝子組換え生物やその拡散防止措置の適切な管理等について経済
産業省から指導等を行った事業者のうち、法令遵守状況等についてフォローアップ
する必要があると認められる事業者

3. 前年度、新たに法第１３条第１項の規定による確認を受けた事業者

4. GILSP以外の遺伝子組換え生物等を使用している事業者

5. 前回の立入検査を実施した時から年数を経過している事業者又は過去に立入
検査を実施していない事業者

6. 包括申請手続きを利用した事業者で、事前現場確認及び審査並びに実績報
告書から、立入検査の実施が必要と認められる事業者

7. その他、立入検査の実施が必要と認められる事業者

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。
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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



１．検討過程

 2018年5月28日の中央環境審議会自然環境部会でゲノム編集技術の取扱いについての検討を開始
（以下の会議で議論）

 遺伝子組換え生物等専門委員会及びカルタヘナ法におけるゲノム編集技術等検討会での審議を踏まえ
本年1月２1日に開催された自然環境部会で取扱い方針を決定。

カルタヘナ法におけるゲノム編集技術の取扱いの検討

「統合イノベーション戦略」（2018年6月15日閣議決定）

第6章 特に取組を強化すべき主要分野 （２）バイオテクノロジー

「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取扱い及び同技術の利用により得られ
た農産物や水産物等の食品衛生法上の取扱いについて、2018年度中を目途に明確化、国際調和に
向けた取組の推進」

取扱い方針（ポイント）

細胞外で加工された核酸を導入しないもの
（欠失により変異を誘発）は法の対象外。

その他は法の対象（外来核酸が導入され
ており、遺伝子組換え生物に該当）

規制対象外であっても知見集積のため情
報提供を求める。

※詳細は次頁以降参照

※なお、セルフクローニング及びナチュラルオカレンスに該当する
ものはそもそも対象外。

9/29～10/19 一般の意見公募手続
12/21 結果公表

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

カルタヘナ法におけるゲノム編集技術等検討会

2018/5/28

2018/8/7
8/20

2018/8/30

2019/1/21

2018/7/11

検討指示

専門家による
検討会設置

２．今後のスケジュール
 2018年度内 中環審の審議結果を受けて各省庁から所管業種に取扱方針を通知。
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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）

規制対象となる遺伝子組換え生物等のカルタヘナ法令上の定義

「遺伝子組換え生物等」とは、「『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』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」である旨規定。

（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。
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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、
外来核酸の組込みなし）

法の対象
（細胞外で加工された核酸を含む為）

外来の核酸

【SDN-1】

１．標的の塩基配列を切断

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）

移入した核酸が宿主のゲノム中に移転又
は複製される場合は法の対象、されない
場合は法の対象外（詳細は次頁参照）

ゲノム編集の種類と規制対象範囲の基本的考え方

【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。
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１．得られた生物に細胞外で加工した核酸が含まれない場合（SDN-1など）

① 人工ヌクレアーゼ（DNAを切断する酵素）等を直接細胞に移入する場合
 ZFNやTALEN等タンパク質のみで構成される人工ヌクレアーゼを直接細胞に移入した場合、細胞外

で加工した核酸を移入していないことから、規制対象には該当しない。また、CRISPR等タンパク質と
RNA（核酸）で構成される人工ヌクレアーゼやそのRNAを直接細胞へ移入する場合であっても、移入し
たRNAが宿主のゲノム中に移転又は複製されない場合は規制対象には該当しない。

② 人工ヌクレアーゼの発現遺伝子（核酸）を細胞内に移入して一過的に発現させる場合
 一過的な機能の発現を期待して人工ヌクレアーゼの発現遺伝子をベクターに組み込む等により細胞内に

移入する場合、細胞外で核酸を加工する技術を利用しているものの、人工ヌクレアーゼの発現遺伝子を
含むベクター等が宿主のゲノム中に移転又は複製されない場合は規制対象には該当しない。

③ 宿主のゲノムに人工ヌクレアーゼの発現遺伝子を組み込む場合
 細胞外で加工した核酸が宿主のゲノムに組み込まれている生物は規制対象に該当する。ただし、従来

品種との戻し交配等により組み込まれた遺伝子を除去した場合（null segregant）、最終的に得ら
れた生物は細胞外で加工した核酸又はその複製物を有していないことから、規制対象には該当しない。

※ 細胞外で加工した核酸を移入するものについては、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、規制対象としてカルタヘナ法に基づく適切な措置を講ずる必要がある。

２．得られた生物に細胞外で加工した核酸が含まれる場合（SDN-2及びSDN-3等）
細胞外で加工した核酸を移入して、当該核酸又はその複製物が宿主のゲノムに組み込まれていることか

ら、得られた生物は、カルタヘナ法の規制対象に該当する。

※ 今後新たに開発され得る技術の利用によって得られた生物についても、可能な限り、上記（１）及び
（２）の基本的な考え方に従って整理する。

Point 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が確認された生物で
あれば法の規制の対象外。

ゲノム編集により得られた生物のカルタヘナ法上の取扱い整理
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ゲノム編集により得られた生物のカルタヘナ法上の取扱い整理
（留意点）

(注１) 以下の技術の利用により得られる生物は、「遺伝子組換え生物等」に該当しな
い。

 突然変異を誘導する技術（化学物質処理、放射線照射、プロトプラスト培養、
イオンビーム照射等）

 倍数体を誘導する技術（化学物質処理、加圧処理等）

(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。



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（注１）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

ゲノム編集技術で作出された生物のカルタヘナ法上の整理及び取扱方針

（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）。



規制対象外とされたゲノム編集技術によって得られた生物を
開放系で使用する際の政府への情報提供

42

 「生物の多様性に関する条約」及び「カルタヘナ議定書」の趣旨、目的を踏まえ、カルタヘナ法の対象外と
整理された生物についても、ゲノム編集技術により得られた生物に関する知見を収集するとともに、作出
経緯等を把握できる状況にしておく必要がある。

 この為、規制対象外とされた生物の使用等にあたっては、生物多様性への影響に係る知見の蓄積と状況
の把握を図る観点から、当面の間、当該生物を使用しようとする者又は使用した者（以下「使用者」とい
う。）に以下の対応を要請（主務官庁は、生物種の特性等を勘案し、それ以上の対応を求める場合あり）。

① 使用に先立ち、下記項目について主務官庁に情報提供すること（ただし、拡散防止措置の執られて
いる環境中で使用する場合は基本的に対象外）。
(a) 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 が確

認された生物であること（その根拠を含む）
(b) 改変した生物の分類学上の種
(c) 改変に利用したゲノム編集の方法
(d) 改変した遺伝子及び当該遺伝子の機能
(e) 当該改変により生じた形質の変化
(f) (e)以外に生じた形質の変化の有無（ある場合はその内容）
(g) 当該生物の用途
(h) 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

② 主務官庁は、上記情報提供を受け、生物多様性影響が生ずるおそれについて疑義がある場合は、必
要な追加情報を求めるとともに、必要な措置を執る。

③ 提供された情報のうち、案件ごとに、一定の情報（例えば、(b)、(e)、(g)、(h)の概要及び主務官庁
名）を年度ごとに日本バイオセーフティクリアリングハウスに掲載。

④ 使用者は、当該生物が生物多様性への影響を生ずるおそれがあると判断した場合、直ちに必要な措
置を執るとともに、速やかに主務官庁に報告。主務官庁は必要な措置を執る。
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経済産業省所管業種
カルタヘナ法関連問い合わせ先
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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。

mailto:nite-cartagena@nite.go.jp

