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医薬食品局食品安全部基準審査課

新開発食品保健対策室 
 
 

組換え DNA 技術応用食品等の安全性審査の手続を経た旨の公表について 
 
 

組換え DNA 技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続（平成 12 年厚生省

告示第 233 号）第 3 条第 4 項の規定に基づき、下記の組換え DNA 技術応用食

品について、安全性審査の手続を経た旨を公表したのでお知らせします。 

記 
 

 
 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ Bt11 系統、

チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR162 系統、コウチュウ目害虫抵抗性ト

ウモロコシ MIR604 系統、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐

性トウモロコシ 1507 系統、コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ Event5307
系統並びに除草剤グリホサート耐性トウモロコシ GA21 系統を掛け合わせた

品種 
 
 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ Bt11 系統、

チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR162 系統、コウチュウ目害虫抵抗性ト

ウモロコシ MIR604 系統、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐

性トウモロコシ 1507 系統並びにコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ

Event5307 系統を掛け合わせた品種 
 
 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ Bt11 系統、

チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR162 系統、コウチュウ目害虫抵抗性ト

ウモロコシ MIR604 系統、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐

性トウモロコシ 1507 系統並びに除草剤グリホサート耐性トウモロコシ GA21
系統を掛け合わせた品種 



 
 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ Bt11 系統、

チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR162 系統、コウチュウ目害虫抵抗性ト

ウモロコシ MIR604 系統、コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ Event5307
系統並びに除草剤グリホサート耐性トウモロコシ GA21 系統を掛け合わせた

品種 
 
 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ Bt11 系統、

チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR162 系統、チョウ目害虫抵抗性及び除

草剤グルホシネート耐性トウモロコシ 1507 系統、コウチュウ目害虫抵抗性ト

ウモロコシ Event5307 系統並びに除草剤グリホサート耐性トウモロコシ

GA21 系統を掛け合わせた品種 
 
 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ Bt11 系統、

コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR604 系統、チョウ目害虫抵抗性及

び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ 1507 系統、コウチュウ目害虫抵抗

性トウモロコシ Event5307 系統並びに除草剤グリホサート耐性トウモロコシ

GA21 系統を掛け合わせた品種 
 
 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR162 系統、コウチュウ目害虫抵抗性ト

ウモロコシ MIR604 系統、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐

性トウモロコシ 1507 系統、コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ Event5307
系統並びに除草剤グリホサート耐性トウモロコシ GA21 系統を掛け合わせた

品種 
 
 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ Bt11 系統、

チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR162 系統、コウチュウ目害虫抵抗性ト

ウモロコシ MIR604 系統並びにチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネー

ト耐性トウモロコシ 1507 系統を掛け合わせた品種 
 
 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ Bt11 系統、

チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR162 系統、コウチュウ目害虫抵抗性ト

ウモロコシ MIR604 系統並びにコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ

Event5307 系統を掛け合わせた品種 
 
 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ Bt11 系統、

チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR162 系統、チョウ目害虫抵抗性及び除

草剤グルホシネート耐性トウモロコシ 1507系統並びにコウチュウ目害虫抵抗

性トウモロコシ Event5307 系統を掛け合わせた品種 



 
 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ Bt11 系統、

チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR162 系統、コウチュウ目害虫抵抗性ト

ウモロコシ Event5307 系統並びに除草剤グリホサート耐性トウモロコシ

GA21 系統を掛け合わせた品種 
 
 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ Bt11 系統、

コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR604 系統、チョウ目害虫抵抗性及

び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ 1507系統並びにコウチュウ目害虫

抵抗性トウモロコシ Event5307 系統を掛け合わせた品種 
 

 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ Bt11 系統、

コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR604 系統、コウチュウ目害虫抵抗

性トウモロコシ Event5307 系統並びに除草剤グリホサート耐性トウモロコシ

GA21 系統を掛け合わせた品種 
 
 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ Bt11 系統、

チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ 1507 系統、

コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ Event5307 系統並びに除草剤グリホサ

ート耐性トウモロコシ GA21 系統を掛け合わせた品種 
 
 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR162 系統、コウチュウ目害虫抵抗性ト

ウモロコシ MIR604 系統、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐

性トウモロコシ 1507 系統並びにコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ

Event5307 系統を掛け合わせた品種 
 
 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR162 系統、コウチュウ目害虫抵抗性ト

ウモロコシ MIR604 系統、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐

性トウモロコシ 1507 系統並びに除草剤グリホサート耐性トウモロコシ GA21
系統を掛け合わせた品種 
 
 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR162 系統、コウチュウ目害虫抵抗性ト

ウモロコシ MIR604 系統、コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ Event5307
系統及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ GA21 系統を掛け合わせた品

種 
 
 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR162 系統、チョウ目害虫抵抗性及び除

草剤グルホシネート耐性トウモロコシ 1507 系統、コウチュウ目害虫抵抗性ト

ウモロコシ Event5307 系統並びに除草剤グリホサート耐性トウモロコシ



GA21 系統を掛け合わせた品種 
 
 コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR604 系統、チョウ目害虫抵抗性及

び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ 1507 系統、コウチュウ目害虫抵抗

性トウモロコシ Event5307 系統並びに除草剤グリホサート耐性トウモロコシ

GA21 系統を掛け合わせた品種 
 
 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ Bt11 系統、

チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR162 系統並びにコウチュウ目害虫抵抗

性トウモロコシ Event5307 系統を掛け合わせた品種 
 
 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ Bt11 系統、

コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR604 系統並びにコウチュウ目害虫

抵抗性トウモロコシ Event5307 系統を掛け合わせた品種 
 
 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ Bt11 系統、

チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ 1507系統並

びにコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ Event5307 系統を掛け合わせた品

種 
 
 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ Bt11 系統、

コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ Event5307 系統並びに除草剤グリホサ

ート耐性トウモロコシ GA21 系統を掛け合わせた品種 
 
 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR162 系統、コウチュウ目害虫抵抗性ト

ウモロコシ MIR604 系統並びにチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネー

ト耐性トウモロコシ 1507 系統を掛け合わせた品種 
 
 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR162 系統、コウチュウ目害虫抵抗性ト

ウモロコシ MIR604 系統及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ

Event5307 系統を掛け合わせた品種 
 
 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR162 系統、チョウ目害虫抵抗性及び除

草剤グルホシネート耐性トウモロコシ 1507系統並びにコウチュウ目害虫抵抗

性トウモロコシ Event5307 系統を掛け合わせた品種 
 

 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR162 系統、コウチュウ目害虫抵抗性ト

ウモロコシ Event5307 系統及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ GA21
系統を掛け合わせた品種 



 
 コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR604 系統、チョウ目害虫抵抗性及

び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ 1507系統並びにコウチュウ目害虫

抵抗性トウモロコシ Event5307 系統を掛け合わせた品種 
 
 コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR604 系統、コウチュウ目害虫抵抗

性トウモロコシ Event5307 系統及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ

GA21 系統を掛け合わせた品種 
 
 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ 1507 系統、

コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ Event5307 系統並びに除草剤グリホサ

ート耐性トウモロコシ GA21 系統を掛け合わせた品種 
 
 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシBt11系統並

びにコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ Event5307 系統を掛け合わせた品

種 
 
 チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR162 系統及びコウチュウ目害虫抵抗性

トウモロコシ Event5307 系統を掛け合わせた品種 
 
 コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR604 系統及びコウチュウ目害虫抵

抗性トウモロコシ Event5307 系統を掛け合わせた品種 
 
 チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ 1507系統並

びにコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ Event5307 系統を掛け合わせた品

種 
 
 コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ Event5307 系統及び除草剤グリホサー

ト耐性トウモロコシ GA21 系統を掛け合わせた品種 
 

 
 

 
 
 

新開発食品保健対策室 

担当：木阪・小林  

TEL03-5253-1111(内線 4272) 


