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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
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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）
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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



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
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「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
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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


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。
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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○○
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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
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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）
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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
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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。
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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
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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。
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○ 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



○ 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



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
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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



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



【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
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○ 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



○ 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
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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）

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
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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。
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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）

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。
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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
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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。
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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。
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○ 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
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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
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○ 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）
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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。
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○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
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