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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

関する法律について

１ 背景

１ 遺伝子組換え生物等の使用による生物多様性への悪影響を防止することを（ ）

目的とした「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（略称：生物多様性条約カルタヘナ議定書 」が平成12年１月に採択

〇 議定書の主な内容

・環境中で使用がされる遺伝子組換え生物等 遺伝子組換え作物の栽培な（

、ど）について、輸出国又は輸出者は輸入国に対し事前通告。輸入国は

リスク評価を実施し、輸入の可否を決定。

・締約国は、リスク評価により特定された遺伝子組換え生物等による生物

多様性に対するリスクを規制、管理、制御する制度を確立。

２ 議定書は50カ国締結の90日後に発効 平成15年6月13日に50カ国が締結した（ ） （

ことから、議定書は平成15年９月11日に発効 。）

（３）我が国として議定書の早期締結を行うため、環境省を中心に財務、文部科学、

厚生労働 農林水産 経済産業の６省で 議定書の国内担保法である 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 以下 カル（ 、

タヘナ法と略 」案を先の通常国会に提出、平成15年6月18日に公布。）

また議定書の締結についても 同通常国会で審議され 平成15年５月22日に承、 、

認。

２ カルタヘナ法の主な内容

（１）目的

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。

（２）主務大臣による基本的事項の公表

遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性を損なう

おそれのあるもの 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。

（３）遺伝子組換え生物等の使用等に係る措置

〇 遺伝子組換え作物のほ場での栽培等環境中への拡散を防止しないで行う遺伝

子組換え生物等の使用等（第１種使用等）を新規にしようとする者（開発者、

輸入者等 は 事前に使用規程を定め かつ その使用等による生物多様性影） 、 、 、



響 野生動植物の種又は個体群の維持に支障を及ぼすおそれがある影響等 を（ ）

評価した生物多様性影響評価書等を添付して主務大臣に提出し、承認を受ける

義務。主務大臣は承認に際して学識経験者から意見を聴取。

〇 工場内における遺伝子組換え微生物を用いたタンク培養による有用物質生

産等遺伝子組換え生物等の環境中への拡散を防止しつつ行う使用等(第２種使

用等）をする者は、設備の要件等環境中に遺伝子組換え生物等が拡散するこ

とを防止するための措置(拡散防止措置)が施行規則で定められている場合は、

当該措置をとる義務。措置が施行規則で定められていない場合は、事前に主

務大臣の確認を受けた拡散防止措置をとる義務。

（４）さらに、輸入に際して未承認の遺伝子組換え生物等の検査（生物検査）を

行う仕組み、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、違反者に対する措置命令、罰則等所要の規定を整備。

３ スケジュール

（10月６日～11月５日） 基本的事項案、施行規則案及び生物多様性影響評価
実施要領案のパブリックコメントの実施(６省合同)

（11月21日） 施行規則等の公布
議定書の締結(締結後、90日後に議定書が国内発効)

＜平成16年＞

法施行までにその他関連政令・省令の公布

２月19日 議定書が国内発効
〃 カルタヘナ法施行予定（議定書が国内発効する日）

２月23～28日 第１回議定書締約国会議（於：クアラルンプール）



カルタヘナ議定書締約国一覧（平成１５年１２月末現在）

締約国は６月１３日に議定書の発効に必要な５０ヶ国に達した。

１２月末現在、締約国は７７ヶ国となっている。

ア ジ ア インド モルディブ ブータン モンゴル 北朝鮮

マレーシア カンボジア 日本

コロンビア ニカラグア ボリビア エクアドル

中 南 米 メキシコ キューバ ベネズエラ バルバドス

トリニダード・トバゴ セントクリストファー・ネーヴィス セントビンセント・グレナディーン諸島パナマ

エルサルバドル ブラジルアンティグア・バーブーダ

ルーマニア クロアチア ベラルーシ チェコ

フランス ルクセンブルグ スウェーデン ノルウェー

欧 州 モルドバ デンマーク スイス ブルガリア

ウクライナ オーストリア スペイン スロベニア

オランダ リトアニア アイルランド 英国

ドイツ （ＥＵ） スロバキア キプロス

ポーランド

大 洋 州 パラオ サモア ナウル ニウエ フィジー マーシャル諸島

トンガ

中 東 オマーン トルコ ヨルダン イラン

ガーナ マリ ケニア タンザニア

ボツワナ ウガンダ カメルーン モーリシャス

アフリカ レソト チュニジア ジブチ モザンビーク

リベリア ナイジェリア ブルキナファソ 南アフリカ

セネガル エチオピア マダガスカル

合 計 ７７ヶ国

注：ＥＵは締約国としてカウントしない（議定書第３７条第３項）

資料：生物多様性条約の公式ＨＰ（http://www.biodiv.org/biosafety/）による



遺伝子組換え農作物関連制度について

食品としての安全性 飼料としての安全性

農 林 水 産 省
（飼 料 安 全 法）

リスク評価：食品安全委員会
（飼料を通じた食品の安全性）

厚 生 労 働 省
（食 品 衛 生 法）

リスク評価：食品安全委員会

生物多様性（野生動植物）の確保

食品の表示

厚生労働省
（食品衛生法）

農林水産省
（ＪＡＳ法）

表示基準の制定（遺伝子組換え食品に係る義務・任意の表示ルール）

関係６省（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）

（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））

リスク評価：学識経験者からの意見聴取（生物多様性影響評価検討会）



カルタヘナ法の運用について（案）

①遺伝子組換え生物等（農林水産分野）の使用承認（第一種使用
規程の承認）について

学識経験者からの意見の
聴取

承認した使用規程及び適
正使用情報の公表

内容及び方法に応じ国民
からの意見の聴取（パブ
リックコメントの実施）

野生動植物の種又は個体
群の維持に支障を及ぼす
おそれがある影響等の生
物多様性影響が生ずるお
それがないと認めるとき
は承認

適正使用情報の策定

農林水産大臣

環 境 大 臣

＋

＋

開発者、輸入者等

使用規程並びに生物多様
性影響評価書等の策定

使用規程の承認申請
（生物多様性影響評
価書等を添付）



②第一種使用規程の承認を受けた遺伝子組換え生物等（農林水産分野）
の使用について

立入検査

承認を取得した開
発者、輸入者等

適正使用
情報の提
供

情報収集
の結果

使用者（栽培
農家等）

情報収集の実施

情報提供の請求
使用規程の変更、取り消し
報告徴収
措置命令

農林水産省関係独立行政法人

・農林水産消費技術センター

・種苗管理センター

・家畜改良センター

・肥飼料検査所

・農薬検査所

・水産総合研究センター

農林水産省

・本省職員

・植物防疫所

・動物検疫所

等

農林水産大臣

環 境 大 臣

立入検査の内容

① 承認された遺伝子組換え作物等が使用規程どおり生産・

流通されているか書類及びＤＮＡ検査

② 未承認遺伝子組換え作物等の生産・流通が想定される場

合、当該事実の確認のための書類及びＤＮＡ検査

＜独立行政法人による検査対象のイメージ＞

・農林水産消費技術センター（食品として流通している組換え

農作物等）

・種苗管理センター（組換え農作物の種子等）

・家畜改良センター（組換え家畜、組換え飼料作物の種子等）

・肥飼料検査所（組換え生物利用飼料等）

・農薬検査所（組換え生物農薬等）

・水産総合研究センター（組換え魚類等）

環 境 省

・本省職員

・自然保護事務所

使用開始後の情報収集
等の実施

情報収集結果等
の報告

農林水産省職員及び農林水産省独立行政法人は農
林水産大臣の、環境省職員は環境大臣の指示により
立入検査を実施

立入検査
報告



③遺伝子組換え生物等（農林水産分野）の生物検査について

生物検査命令の発出

輸入者

生物検査対象生物の輸
入に際してはその都度
届け出

生物検査の申請

生物検査結果を受領後、
流通

生物検査命令

生物検査の申請、対象
生物の保管等

報告徴収
立入検査
措置命令

生物検査の内容

１．輸入時の立入検査の結果等から輸入時に未承認遺伝子組換え生物等が混入する可能性
が高い場合等において主務大臣が生物検査対象生物を指定。

２．輸入者は輸入の都度主務大臣に生物検査対象生物の輸入の届け出。

３．主務大臣は輸入者に対し登録検査機関又は国による検査（輸入品に未承認遺伝子組換
え生物等が混入していないかの検査）を命令

登録検査機関

生物検査対象生物の指定

→輸入時に未承認遺伝子組換

え生物が混入する可能性が

高い場合等に指定

農林水産大臣

生物検査結果の報告

生物検査の実施

農林水産大臣

生物検査対象生物
の指定

届け出

生物検査結果の通知

登録検査機関の登録申請受理

審査結果に基づく登録

報告徴収、立入検査

登録検査機関

登録申請

登録

農林水産大臣

報告徴収
立入検査



④ 承認された遺伝子組換え生物等（農林水産分野）の輸出について

輸出者

報告徴収
立入検査
措置命令

農林水産大臣

環 境 大 臣

輸出時の輸出国への
通告

輸出時の表示義務

輸入国（議定書締約
国）



⑤遺伝子組換え生物等（農林水産分野）の第二種使用等について

環境中に遺伝子組換え生物等が拡散することを防止するための措置（拡散防止措
置）が省令で定められている場合（当面農林水産分野では定める予定なし）

報告徴収

使 用 者

省令で定められた拡
散防止措置の実施

立入検査、措置命令

農林水産大臣

環境大臣
使用状況等の報告

拡散防止措置が省令で定められていない場合

使 用 者

確認申請書の策定

確認を受けた拡散
防止措置の実施

拡散防止措置の確認申請
農林水産大臣

確認

立入検査、措置命令
農林水産大臣

環境大臣



農林水産分野の遺伝子組換え生物等第一種使用規程
承認手続き

申請者

農林水産省 環境省

農産安全管理課が申請
書を受理、審査

申請書（写し）の回付
野生生物課

生物多様性影響評価検討委員会
・農林水産大臣と環境大臣が策定した学識経験者の名簿

掲載者により構成

承認、不承認の結果を公表
（農林水産大臣と環境大臣の連名）

学識経験者の意見の提出

パブコメの実施
（農林水産大臣と環境大臣の共同実施）

・事務局は環境省と技術安全課の協力を得て農産安全管理課が担当

承認の可否の検討
農産安全管理課・野生生物課

技術安全課 野生生物課共同で開催

農作物分科会
水生生物

分科会
微生物分科会

総合検討会



「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」
の骨子

１ 総則
(1) この法律は、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の多様性に関する条約のバイオセ
ーフティ議定書（以下「議定書」という ）の的確かつ円滑な実施を確保することを目。
的とする。

、 、 。(2) 主務大臣は 議定書の的確かつ円滑な実施を図るため 基本的事項を定めて公表する

２ 第一種使用等（拡散防止をしつつ使用等を行うことを明らかにする措置を執らないで
行う使用等（遺伝子組換え農作物のほ場での栽培等が該当 （第４条～第11条関係）））

(1) 遺伝子組換え生物等の作成又は輸入をして第一種使用等をしようとする者は、その第
一種使用等に先立ち、その使用等による生物多様性影響を評価し、遺伝子組換え生物等

、 。 、の種類ごとに第一種使用規程を定め 主務大臣の承認を受けなければならない ただし
承認がなされた第一種使用規程に従って第一種使用等をしようとする場合等はこの限り
ではない。

(2) 主務大臣は、第一種使用規程を承認したとき等は、公表する。
(3) 主務大臣は、この法律に違反して第一種使用等をした者に対し、回収等必要な措置を
命ずることができる。

(4) 主務大臣は、環境の変化、科学的知見の充実等により生物多様性影響を防止するため
緊急の必要があると認めるときは、第一種使用等をしている者等に対し、必要な措置を
命ずることができる。

３ 第二種使用等（拡散防止をしつつ使用等を行うことを明らかにする措置を執って行う
使用等（工場内で遺伝子組換え微生物を用いた有用物質生産を行う場合等が該当 （第）
12条～第15条関係）

(1) 第二種使用等をしようとする者は、その第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措
置が主務省令で定められている場合には、当該拡散防止措置を執らなければならない。

(2) 執るべき拡散防止措置が主務省令で定められていない場合には、主務大臣の確認を受
けた拡散防止措置を執らなければならない。

(3) 主務大臣は、この法律に違反して第二種使用等をした者に対し、必要な措置を命ずる
ことができる。

(4) 主務大臣は、科学的知見の充実により遺伝子組換え生物等の拡散を防止するため緊急
の必要があると認めるときは、第二種使用等をしている者等に対し、必要な措置を命ず
ることができる。

４ 輸入する遺伝子組換え生物等の検査（生物検査 （第16条～第24条関係））
(1) 生物多様性影響が生じるおそれがないとはいえない遺伝子組換え生物等をこれに該当
すると知らないで輸入するおそれが高い場合等であって主務大臣が指定する場合に、輸
入をしようとする者は、輸入の都度主務大臣に届け出なければならない。



(2) 主務大臣は、届出者に対し、その者が輸入する生物について、主務大臣又は主務大臣
の登録を受けた者（登録検査機関）の行う検査（生物検査）を受けることを命ずること
ができる。

(3) 登録検査機関の登録は、生物検査を行おうとする者の申請により行うこと、登録検査
機関の遵守事項、秘密保持義務等について規定。

５ 情報の提供（第25条及び第26条関係）
(1) 主務大臣は、承認した第一種使用規程に係る遺伝子組換え生物等について、その使用
等が適正に行われるよう、必要に応じ、その譲渡等を受けた者に提供すべき情報（適正
使用情報）を定め、公表する。

(2) 遺伝子組換え生物等の譲渡等をするときは、適正使用情報等を提供しなければならな
い。

(3) 主務大臣は、(2)に違反して遺伝子組換え生物等の譲渡等が行われた場合、生物多様
性影響があると認めるときは、譲渡等を行った者に対し、必要な措置を命ずることがで
きる。

６ 輸出（第27条～第29条関係）
(1) 遺伝子組換え生物等を輸出しようとする者は、輸入国に対し、通告をしなければなら
ない。

(2) 遺伝子組換え生物等は、使用等の態様等を表示したものでなければ輸出してはならな
い。

(3) 主務大臣は、(1)又は(2)に違反して遺伝子組換え生物等の輸出が行われた場合、その
輸出をしたものに対し、必要な措置を命ずることができる。

７ 報告徴収、立入検査（第30条～第33条関係）
(1) 主務大臣は、遺伝子組換え生物等の使用者等から必要な事項の報告を求めることがで
きる。

(2) 主務大臣は、職員に、遺伝子組換え生物等の使用等をした者等がその行為を行う場所
等に立ち入らせ、関係者に質問させ、遺伝子組換え生物等を検査させ、又は、遺伝子組
換え生物等を無償で収去させることができる。

(3) 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、(2)の立入検査等を独立行政法人農林
水産消費技術センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センタ
ー、独立行政法人肥飼料検査所、独立行政法人農薬検査所、独立行政法人水産総合研究
センターに対し行わせることができる。

８ その他
(1) 罰則等に関し規定。
(2) この法律の施行期日は議定書が我が国について効力を生じる日から施行する。
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