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第一章 総則 

 

第一条 農業遺伝子組換え生物の安全管理を強化し、人体の健康と動植物、微生物の安全を保障し、生態環境を保

護し、農業遺伝子組換え生物技術の研究を促進するため、本条例を制定する。 

 

第二条 中華人民共和国国内で農業遺伝子組換え生物の研究、試験、生産、加工、経営および輸入、輸出活動に従

事する場合、本条例を必ず遵守すること。 

 

第三条 本条の言う農業遺伝子組換え生物とは、遺伝子工学の技術を利用してゲノム構造を改変し、農業生産また

は農産物加工に使われる動植物、微生物およびその製品を指す。主に、以下を含む。 

 

（一）遺伝子組換え植物（種子、種畜・禽、水産種苗を含む）および微生物 

 

（二）遺伝子組換え動植物、微生物製品 

 

（三）遺伝子組換え農産物の直接加工品 

 

（四）遺伝子組換え動植物、微生物またはその製品の成分である種子、種畜・禽、水産種苗、農薬、動物用薬、肥料、添加剤な

どの製品 

 

本条例の言う農業遺伝子組換え生物の安全とは、農業遺伝子組換え生物が人類、動植物、微生物、生態環境に与え

る危険または潜在的リスクを防御することを指す。 

 

第四条 国務院農業行政主管部門は、全国の農業遺伝子組換え生物の安全に対する監督管理業務を担当する。 

 

県級以上の地方各級人民政府の農業行政主管部門は、自行政区域内の農業遺伝子組換え生物の安全に対する監督管

理業務を担当する。 

 

県級以上の各級人民政府の関係部門は、『中華人民共和国食品安全法』の関連規定に基づき、遺伝子組換え食品の安全

に対する監督管理業務を担当する。 

 

第五条 国務院は農業遺伝子組換え生物の安全管理部門間連席会議制度を構築する。 

 

農業遺伝子組換え生物の安全管理部門間連席会議は、農業、科学技術、環境保護、衛生、外国経済貿易、検査検疫

などの関連部門の責任者で構成され、農業遺伝子組換え生物の安全管理業務における重要な問題の研究と調整を担当す

る。 

 

第六条 国は農業遺伝子組換え生物の安全に対して、等級別管理評価制度を実施する。 

 

農業遺伝子組換え生物は、人類、動植物、微生物、生態環境に与える危険の程度によってⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの 4 等級に

分けられる。具体的な区分基準は国務院農業行政主管部門が制定する。 

 

第七条 国は農業遺伝子組換え生物の安全評価制度を構築する。 

 

農業遺伝子組換え生物の安全評価基準と技術規範は、国務院農業行政主管部門が制定する。 

 

第八条 国は農業遺伝子組換え生物に対して表示制度を実施する。 
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表示管理を実施する農業遺伝子組換え生物リストは、国務院農業行政主管部門が国務院関連部門と協議の上制定

し、調整し、公布する。 

 

第二章 研究と試験 

 

第九条 国務院農業行政主管部門は、農業遺伝子組換え生物の研究と試験の安全評価管理業務を強化しなければな

らず、また農業遺伝子組換え生物安全委員会を設置し、農業遺伝子組換え生物の安全評価業務を担当する。 

 

農業遺伝子組換え生物安全委員会は、農業遺伝子組換え生物の研究、生産、加工、検査検疫及び衛生、環境保護な

どに従事する専門家から構成される。 

 

第十条 国務院業行政主管部門は、農業遺伝子組換え生物安全評価業務の必要性に基づき、検査条件と能力を備え

た技術検査機関に委託して、農業遺伝子組換え生物の検査を実施することができる。 

 

第十一条 農業遺伝子組換え生物の研究と試験に従事する機関は、安全等級に対応した安全な施設と措置を有し、

農業遺伝子組換え生物の研究と試験の安全を確保し、また、農業遺伝子組換え生物安全グループを設置し、自機関の農

業遺伝子組換え生物研究と試験の安全な作業の責任を負うこと。 

 

第十二条 Ⅲ、Ⅳ級の農業遺伝子組換え生物研究に従事する場合、研究開始前に国務院農業行政主管部門に報告し

なければならない。 

 

第十三条 農業遺伝子組換え生物試験は、一般に中間試験、環境放出、生産性試験の 3 つの段階を経なければなら

ない。 

 

中間試験とは、システム内または制御条件下で行われる小規模な試験を指す。 

 

環境放出とは、自然の条件下で、対応する安全措置を取って行われる中規模の試験を指す。 

 

生産性試験とは、生産と実用化の前に行われる比較的大規模な試験を指す。 

 

第十四条 農業遺伝子組換え生物の実験室での研究終了後、中間試験に入る必要がある場合、試験機関は国務院農

業行政主管部門に報告しなければならない。 

 

第十五条 農業遺伝子組換え生物試験が前の試験段階から次の試験段階に入る場合、試験機関は国務院農業行政主

管部門に申請を提出しなければならない。農業遺伝子組換え生物安全委員会が安全評価を行って合格した場合、国務院

農業行政主管部門は次の試験段階に入ることを許可する。 

 

試験機関は前項の申請を提出する際に、下記の資料を提出すること。 

 

（一）農業遺伝子組換え生物の安全等級と安全等級確定の根拠 

 

（二）農業遺伝子組換え生物の技術検査機関が発行した検査報告書 

 

（三）対応する安全管理、防御措置 

 

（四）前の試験段階の試験報告書 

 

第十六条 農業遺伝子組換え生物試験に従事する機関は、生産性試験終了後、国務院農業行政主管部門に農業遺伝

子組換え生物安全証明書の取得を申請することができる。 

 

試験機関は前項の申請を提出する際に、下記の資料を提出すること。 

 

（一）農業遺伝子組換え生物の安全等級と安全等級確定の根拠 

 

（二）生産性試験の総括報告書 

 

（三）国務院農業行政主管部門が定める試験試料、検査方法などのその他の資料。 

 

国務院農業行政主管部門は、申請受領後、検査条件と能力を備える技術検査機関に委託して検査を行い、また、農

業遺伝子組換え生物安全委員会を招集して安全評価を行うこと。安全評価に合格した場合、農業遺伝子組換え生物安全

証明書を発行してよい。 

 

第十七条 遺伝子組換え植物の種子、種畜・禽、水産種苗や、農業遺伝子組換え生物を利用して生産された、また

は農業遺伝子組換え生物の成分を含む種子、種畜・禽、水産種苗、農薬、動物用薬、肥料、添加剤などは、関連法律と

行政法規の規定に従って、審査、登録または評価、認可を行う前に、本条例第十六条の規定に基づいて農業遺伝子組換

え生物安全証明書を取得すること。 

 

第十八条 中国と外国の合弁、合資または外国企業独資により、中華人民共和国国内で農業遺伝子組換え生物の研

究と試験に従事する場合、国務院農業行政主管部門の認可を得なければならない。 

 

第三章 生産と加工 

 

第十九条 遺伝子組換え植物の種子、種畜・禽、水産種苗を生産する場合、国務院農業行政主管部門の発行する種
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子、種畜・禽、水産種苗の生産許可証を取得しなければならない。 

生産機関と個人が、遺伝子組換え植物の種子、種畜・禽、水産種苗の生産許可証を申請する場合、関連法律、行政

法規の定める条件に適合するほか、下記の条件にも適合しなければならない。 

 

（一）農業遺伝子組換え生物安全証明書を取得し、品種審査に合格する。 

 

（二）指定された地域で栽培または養殖を行う。 

 

（三）対応する安全管理、防御措置がある。 
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（四）国務院農業行政主管部門が定めるその他の条件。 

 

第二十条 遺伝子組換え植物の種子、種畜・禽、水産種苗を生産する機関と個人は、生産書類ファイルを作成し、

生産場所、遺伝子とその供給元、遺伝子組換えの方法および種子、種畜・禽、水産種苗の供給先などの内容を記録する

こと。 

 

第二十一条 機関と個人が遺伝子組換え生物の生産と加工に従事する場合、国務院農業行政主管部門または省、自

治区、直轄市人民政府農業行政主管部門から認可を得なければならない。具体的な方法は、国務院農業行政主管部門が

制定する。 

 

第二十二条 農業遺伝子組換え生物の生産と加工に従事する機関と個人は、認可された品種、範囲、安全管理要件

と対応する技術標準に従って生産と加工を行い、また定期的に所在地の県級人民政府農業行政主管部門に生産、加工、

安全管理状況と製品の供給先の報告書を提出すること。 

 

第二十三条 農業遺伝子組換え生物の生産、加工過程において、遺伝子安全事故が発生した場合、生産、加工を行

う機関と個人は、直ちに安全救済措置を取り、所在地の県級人民政府農業行政主管部門に報告すること。 

 

第二十四条 農業遺伝子組換え生物の輸送、保存に従事する機関と個人は、農業遺伝子組換え生物安全等級に対応

した安全制御措置を取り、農業遺伝子組換え生物の輸送、保存の安全を確保すること。 

 

第四章 経営 

 

第二十五条 遺伝子組換え植物の種子、種畜・禽、水産種苗の経営をする機関と個人は、国務院農業行政主管部門

の発行する種子、種畜・禽、水産種苗の経営許可証を取得しなければならない。 

 

経営機関と個人が、遺伝子組換え植物の種子、種畜・禽、水産種苗の経営許可証を申請する場合、関連法律、行政

法規の定める条件に適合するほか、下記の条件にも適合しなければならない。 

 

（一）専門の管理担当者と経営書類ファイルを有する。 

 

（二）対応する安全管理、防御措置がある。 

 

（三）国務院農業行政主管部門が定めるその他の条件。 

 

第二十六条 遺伝子組換え植物の種子、種畜・禽、水産種苗を経営する機関と個人は、経営書類ファイルを作成

し、種子、種畜・禽、水産種苗の供給元、保存、輸送と販売先などの内容を記録すること。 

 

第二十七条 中華人民共和国国内で農業遺伝子組換え生物リストに掲載された農業遺伝子組換え生物を販売する場

合、明確な表示をすること。 

 

農業遺伝子組換え生物リストに掲載された農業遺伝子組換え生物は、生産、分包装をする機関と個人が表示の責任

を負う。表示のないものは販売してはならない。経営機関と個人は、入荷の際に貨物と表示に対して照合確認を行うこ

と。経営機関と個人が本来の包装を開封して販売をする場合、改めて表示を行うこと。 

 

第二十八条 農業遺伝子組換え生物の表示は、製品中に含まれる遺伝子組換え成分の主な原料名が明記されている

こと。特殊な販売範囲の要件がある場合、販売範囲を明記し、指定された範囲内で販売を行うこと。 

 

第二十九条 農業遺伝子組換え生物の広告は、国務院農業行政主管部門の審査・認可を得た後、掲載、放送、設

置、掲出することができる。 

 

第 5 章 輸入と輸出 

 

第三十条 中華人民共和国外から導入される農業遺伝子組換え生物を研究、試験に使用する場合、導入する機関は

国務院農業行政主管部門に申請を提出すること。下記の条件に適合する場合、国務院農業行政主管部門が許可する。 

 

（一）国務院農業行政主管部門が定める申請資格を有する。 

 

（二）導入する農業遺伝子組換え生物に対し、国（地域）外で既に対応する研究と試験が行われている。 

 

（三）対応する安全管理、防御措置がある。 

 

第三十一条 海外の企業が中華人民共和国に向けて、遺伝子組換え植物の種子、種畜・禽、水産種苗および農業遺

伝子組換え生物を利用して生産された、または農業遺伝子組換え生物の成分を含む植物の種子、種畜・禽、水産種苗、

農薬、動物用薬、肥料、添加剤を輸出する場合、国務院農業行政主管部門に申請を提出すること。下記の条件に適合す

る場合、国務院農業行政主管部門は試験試料の入国を許可し、本条例の規定にしたがって中間試験、環境放出、生産性

試験を行う。 
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（一）輸出国または地域が、対応する用途として、市場に投入することを許可している。 

 

（二）輸出国または地域が、科学的試験によって人類、動植物、微生物、生態環境に対して無害であることを証明

している。 

 

（三）対応する安全管理、防御措置がある。 

 

生産性試験終了後、安全評価に合格し、農業遺伝子組換え生物安全証明書を取得した場合、関連法律、行政法規の

規定に従って、審査、登録または評価、認可の手続きを行う。 

 

第三十二条 海外の企業が中華人民共和国に農業遺伝子組換え生物を輸出し、加工の原料とする場合、国務院農業

行政主管部門に申請を提出し、国務院農業行政主管部門の求める試験試料、検査方法などの資料を提出すること。下記

の条件に適合した上で、国務院農業行政主管部門の委託を受け、検査条件と能力を備えた技術検査機関が検査をして、

人類、動植物、微生物、生態環境に対して危険が存在しないことを確認し、安全評価に合格した場合、国務院農業行政

主管部門は農業遺伝子組換え生物安全証明書を発行する。 

 

（一）輸出国または地域が、対応する用途として、市場に投入することを許可している。 

 

（二）輸出国または地域が、科学的試験によって人類、動植物、微生物、生態環境に対して無害であることを証明

している。 

 

（三）対応する安全管理、防御措置がある。 

 

第三十三条 中華人民共和国から海外に農業遺伝子組換え生物を導入する場合、または中華人民共和国に向けて農

業遺伝子組換え生物を輸出する場合、導入機関または海外の企業は、国務院業行政主管部門の発行する農業遺伝子組換

え生物安全証明書と関連する許可文書を根拠として、通関地の出入国検査検疫機関に検疫を申告すること。検疫合格

後、税関に関連手続きを申請することができる。 

 

第三十四条 農業遺伝子組換え生物を中華人民共和国で国境を越えて移転される場合、中華人民共和国の関連法

律、行政法規の規定を遵守しなければならない。 

 

第三十五条 国務院農業行政主管部門は、申請者の申請を受け取った日から 270 日以内に、認可または却下の決定

を行い、申請者に通知すること。 

 

第三十六条 中華人民共和国外に農産物を輸出し、相手側から遺伝子組換え農産物でないことの証明書を提供する

よう要求された場合、通関地の出入国検査検疫機関が国務院農業行政主管部門の発行した遺伝子組換え農産物情報に基

づき、検査を行って遺伝子組換え農産物でないことの証明書を発行する。 

 

第三十七条 農業遺伝子組換え生物を輸入する際、国務院農業行政主管部門の発行した農業遺伝子組換え生物安全

証明書と関連許可文書がない場合、または証明書、許可文書と適合しない場合、返品または廃棄処分すること。輸入し

た農業遺伝子組換え生物が規定に基づいて表示されていない場合、改めて表示した後に入国を許可する。 

 

第六章 検査監督 

 

第三十八条 農業行政主管部門は、検査監督の職責を履行する際、下記の措置を取る権利を有する。 

 

（一）検査対象の研究、試験、生産、加工、経営または輸入、輸出を行う機関と個人、利害関係者、証人に質問を

し、それらに農業遺伝子組換え生物の安全に関する証明資料またはその他の資料を提出するよう要求する。 

 

（二）農業遺伝子組換え生物の研究、試験、生産、加工、経営または輸入、輸出に関するファイル、帳簿、資料な

どを閲覧または複製する。 

 

（三）関係機関と個人に、農業遺伝子組換え生物の安全に関する問題について説明するよう要求する。 

 

（四）農業遺伝子組換え生物の安全管理に違反した機関と個人に、違法行為を停止するよう命令する。 

 

（五）緊急の状況下で、違法に研究、試験、生産、加工、経営または輸入、輸出された農業遺伝子組換え生物に対

して、封鎖または差し押さえを実施する。 

 

第三十九条 農業行政主管部門の担当者は、検査監督を行う際に、法執行証明書を提示すること。 

 

第四十条 関係機関と個人は、農業行政主管部門の検査監督を支持し、協力し、検査監督担当者の法に基づく職務

執行を拒絶、妨害してはならない。 

 

第四十一条 農業遺伝子組換え生物が、人類、動植物、生態環境に対して危険があることを発見した場合、国務院

農業行政主管部門は生産、加工、経営と輸入の禁止の宣告、農業遺伝子組換え生物安全証明書の没収、危険が存在する

農業遺伝子組換え生物の廃棄を宣告する権利を有する。 

 

第七章 罰則 

第四十二条 本条例の規定に違反してⅢ、Ⅳ級の農業遺伝子組換え生物の研究に従事、または中間試験を実施し、

国務院農業行政主管部門に報告しなかった場合、国務院農業行政主管部門は研究または中間試験の一時停止と、期限を

定めた是正を命ずる。 

http://www.gov.cn/zhengce/2020-12/26/content_5574537.htm


仮訳（農林水産省作成） 
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第四十三条 本条例の規定に違反し、許可を得ずに勝手に環境放出、生産性試験に従事した場合、許可を取得した

が規定に従って安全管理、防御措置を取らなかった場合、または認可された範囲を超えて試験を行った場合は、国務院

農業行政主管部門または省、自治区、直轄市人民政府農業行政主管部門が職権に従って試験の停止を命じ、併せて 1 万

元以上 5 万元以下の罰金に処する 。 

 

第四十四条 本条例の規定に違反し、生産性試験終了後、農業遺伝子組換え生物安全証明書を取得せず、勝手に農

業遺伝子組換え生物を生産と応用に投入した場合、国務院農業行政主管部門が生産と応用の停止を命じ、併せて 2 万元

以上 10 万元以下の罰金に処する。 

 

第四十五条 本条例第十八条の規定に違反し、国務院農業行政主管部門の認可を得ず、農業遺伝子組換え生物の研

究と試験に従事した場合、国務院農業行政主管部門が直ちに県級と試験を停止し、期限を定めて審査・認可手続きを行

うよう命ずる。 

 

第四十六条 本条例の規定に違反し、許可を得ずに農業遺伝子組換え生物の生産、加工を行った、または認可され

た品種、範囲、安全管理要求と技術標準に従わずに生産、加工を行った場合、国務院農業行政主管部門または省、自治

区、直轄市人民政府農業行政主管部門が職権に基づき、生産または加工の停止を命じ、違法に生産または加工された製

品および違法所得を没収する。違法所得が 10 万円以上の場合、併せて違法所得と同額以上 5 倍以下の罰金に処する。

違法所得がない、または違法所得が 10 万円に満たない場合、併せて 10 万元以上 20 万元以下の罰金に処する。 

 

第四十七条 本条例の規定に違反し、遺伝子組換え植物の種子、種畜・禽、水産種苗の生産、経営機関と個人が、

規定に従わずに生産、経営ファイルを制作し、保存した場合、県級以上の人民政府農業行政主管部門が職権に基づいて

是正を命じ、1000 元以上 1 万元以下の罰金に処する。 

 

第四十八条 本条例の規定に違反し、国務院農業行政主管部門の認可を得ずに、勝手に農業遺伝子組換え生物を輸

入した場合、国務院農業行政主管部門が輸入の停止を命じ、すでに輸入された製品と違法所得を没収する。違法所得が

10 万円以上の場合、併せて違法所得と同額以上 5 倍以下の罰金に処する。違法所得がない、または違法所得が 10 万円

に満たない場合、併せて 10 万元以上 20 万元以下の罰金に処する。 

 

第四十九条 本条例の規定に違反し、輸入、携帯、郵送された農業遺伝子組換え生物を通関地の出入国検査検疫機

関に検査申請しなかった場合、通関地の出入国検査検疫機関が出入国動植物検疫法の関連規定にしたがって処罰する。 

 

第五十条 本条例の農業遺伝子組換え生物表示管理規定に違反した場合、県級以上人民政府農業行政主管部門が職

権に基づき、期限を定めて是正を命じ、違法に販売された製品と違法所得を没収することができ、併せて 1 万元以上 5

万元以下の罰金に処することができる。 

 

第五十一条 農業遺伝子組換え生物に関する証明文書を盗用、偽造、譲渡または売買した場合、県級以上人民政府

農業行政主管部門が職権に基づき、対応する証明文書を没収し、併せて 2 万元以上 10 万元以下の罰金に処する。犯罪

に当たる場合は、法に基づいて刑事責任を追及する。 

 

第五十二条 本条例の規定に違反し、農業遺伝子組換え生物の研究、試験、生産、加工、保存、輸送、販売または

輸入、輸出の過程で遺伝子安全事故が発生し、損害を与えた場合は、法に基づいて賠償責任を負う。 

 

第五十三条 国務院農業行政主管部門または省、自治区、直轄市人民政府農業行政主管部門が、本条例の規定に違

反し、許可証、農業遺伝子組換え生物安全証明書およびその他の認可文書を発行した場合、または許可証、農業遺伝子

組換え生物安全証明書およびその他の認可文書の発行後、監督管理責任を履行しなかった場合、直接責任を負う主管担

当者とその他の直接責任者を、法に従って行政処分する。犯罪にあたる場合は、法に基づいて刑事責任を追及する。 

 

第八章 附則 

 

第五十四条 本条例は公布の日から施行する。 

 

【間違いを報告する】 責任編集者：董鵬程 

 

スキャンしてスマホでこのページを開く 

 

 

  

微博 WeChat 

http://www.gov.cn/zhengce/2020-12/26/content_5574537.htm


仮訳（農林水産省作成） 
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