
鷲谷委員再要求資料 

Monthly  Report及びEPAへの質問に対する回答を基に再調査事項に 

関して作成した要約 

①：refugeの割合や致死率の具体的な数値（モデル初期および2001 
年の改訂時）の決定はどんなデータから導き出したか？ 

The 2001 Bt Crops Reassessment Documentは、申請者および科学者によるほ場 

および実験室における研究事例に計算モデルを組み合わせて作成された。また、 

モデルの作成については、抵抗性遺伝子の初期頻度、抵抗性のメカニズム等の 

条件以外のパラメーターは実際のほ場データに基づき、それらを統合した上で 

行われている。 

作物中で発現させるBtトキシン濃度については、標的昆虫の感受性個体が致 

死する濃度の25倍をHigh doseの基準としている。すでに申請されているものも 

含めて、Bt作物の申請の際はこの値をクリアしていなくてはならないことにな 

っている。また、致死率の設定は99.5%であるが、実際にBtトキシンをこの濃度 

で与えた場合、この致死率はクリアしている。 

High doseの基準、refugeの要件は、実際の科学的なデータと複雑な数値モデル 

に基づいている。Bt作物のIRMを考慮する上で、EPAは、科学的な知見だけでな 

く、生産者のコストや実行の可否、抵抗性のモニタリングと抵抗性が発生した 

場合の緊急措置も重視している。リスクを軽減するために、単純にrefugeのサイ 

ズを拡大すれば、生産者のコスト増大を招き、結果として生産者はIRM自体を 

実行できない。かえって、リスクを招く結果となる。 

②：蓄積されたデータから初期モデルの妥当性はどうだったか？ 

現在2001年のプログラムに基づいてrefugeの設定等が続いているが、 1996年以 

降これらのBt作物をほ場で栽培し、ほ場での標的害虫の生存個体をモニタリン 

グしてきた結果、これまでのところBtトウモロコシ、BtワタともBt作物に対す 

る耐性害虫のほ場での実例は報告されていない。したがって、現在、refuge要件 

の変更を指示すべき、データはないと考えている。 
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モニタリングを行った標的害虫は以下の通りである。 
Btトウモロコシ：Southwestern  cornborer,  European  cornborer,  Corn  earworm,  Fall 
armyworm. 
Btワタ：Cotton bollworm, Tobacco budworm, Pink bollworm. 

なお、2001年のプログラムでは、当初のBtワタのrefuge設定のうち、Btワタの 

ほ場の外部に5%以上のrefugeを設定し、Bt剤以外の殺虫剤も使用しないという 

オプションは、それ以外のオプションに比べて耐性昆虫を生じさせる可能性が 

高いということから、新たな知見が得られない限り、2004年の9月で廃止を予定 

していた。 

③：現在の状況（改訂の妥当性とさらなるデータの蓄積による改訂 

の予定があるのか）は？ 

2004年9月に廃止を予定していたBtワタのrefuge設定の一つは、 

「Cotton  bollwormは宿主範囲が広い。したがって、非組換えワタを栽培してい 

る refugeだけでなく、周辺に植えられた他のnonGM作物や雑草等にCotton 
bollwormが生息し、natural refugeとして機能している」(F. Gould et al. 2002. Proc. 
Natl. Acad. Sci. 99: 1658116586) 
との新知見を基に、申請者が20022003年に実施したほ場調査及びnatural  refuge 
を想定したモデルをEPAのScientific Advisory  Panel(2004.  6)が審議の上、その妥 

当性が認められたことから、2006年まで延長されることになっている。 

現在、登録されているBt Cottonとコウチュウ目害虫抵抗性Bt Cornは2006年に、 

チョウ目害虫抵抗性Bt  cornは2008年に、それぞれ登録が失効することから、さ 

らに使用を継続する場合には、EPAが個々のケースについて、IRMの用件も含 

めて再評価することになる。
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【 】 ５月２８日総合検討会配布資料 

鷲谷委員要求資料 

（米国における 作物の栽培基準について） Bt 

１．米国における 作物の栽培基準についての概要 Bt 

２． ワタの栽培基準 Bt 

３． トウモロコシの栽培基準 Bt 

４． トウモロコシの栽培様式の模式図 Bt 

( ) ５． Biopesticides Registration Action Document: Bacillus thuringiensis Bt 
( )の抜粋（英文） PlantIncorporated Protectants EPA October 15, 2001 

http://www.epa.gov/oppbppd1/biopesticides/pips/bt_brad2/1overview.pdf 

http://www.epa.gov/oppbppd1/biopesticides/pips/bt_brad2/4irm.pdf 
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１ 米国における 作物の栽培基準についての概要 Bt 

「生物農薬登録に係る行動文書」のうち、「 ( ) 植物において発現す Bacillus thuringiensis Bt 
Bacillus thuringiensis る殺虫成分」について｛ Biopesticides Registration Action Document: 

( ) ( )｝から抜粋し、要約 Bt  PlantIncorporated Protectants EPA October 15, 2001 

（１） ( ) による 耐性害虫の発生抑制対 Insect Resistance Management IRM Program Bt 
策について 

無制限に 作物を栽培すれば、標的害虫に に対する耐性を発生させてしまうことが Bt Bt 
懸念される。 耐性害虫を生み出してしまうことは複数の 作物の有益性を損なうばかり Bt Bt 
か、微生物農薬である 剤の効果も失わせてしまう。 は効果的な殺虫剤であるため、そ Bt Bt 
の効力が失われれば毒性の強い殺虫剤の使用へシフトするだけでなく、有機栽培農家の 

有効なツールも奪い、農家には経済的にも損失が大きくなると考えられる。そこで、米国環 
EPA Bt Bt Insect 境保護庁（ ）は 耐性害虫の発生抑制対策として、 作物の登録者に対して 

( ) の履行を義務づけている。 resistance management IRM program 
プログラムでは、 IRM 

① 作物の栽培面積に関わらず契約上の義務として、隣接して非 作物栽培区 Bt Bt 
（ ）を設置させること、 refuge 

② 作物を購入するすべての利用者（農家）に対し「契約条項として プログラムに従 Bt IRM 
い、 年まで年 回契約履行義務を確認する」とした内容の利用者同意書にサイン 2003 1 
させること、 

③ 作物利用者（農家）への に関する教育プログラムの実施、 Bt IRM 
④ プログラムの履行に関する追跡調査、 IRM 
⑤標的害虫の 感受性のモニタリング、 Bt 
⑥耐性害虫が発生した場合の回復行動プランの履行、 

⑦年１回の 等に関する活動報告 IRM 
を要求し、 作物利用者が プログラムに従わなかった場合、 作物を購入する権 Bt IRM Bt 
利を失うことに責任を負うものとしている。 

（２） の考え方 high dose / refuge strategy 
耐性害虫の発生抑制の具体的な対策としては「 」の考え Bt high dose / refuge strategy 

IRM high dose / refuge strategy Bt 方に基づき プログラムの中で実行されている。「 」とは、 

作物栽培区では 作物内で を高発現させること（ ）で可能な限り標的 Bt Bt toxin high dose 
害虫を駆除する一方、 作物栽培区に隣接して（あるいはその一部に）十分なサイズの非 Bt 

作物栽培区（ ）を設けて 感受性個体を繁殖させ、 耐性害虫と感受性害虫 Bt refuge Bt Bt 
を交尾させることにより、当該害虫集団内における耐性害虫の発達を遅らせる方法である。
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この「 」では、 high dose/refuge strategy 
① に対する抵抗性は遺伝的に劣性であり、抵抗性は対立遺伝子の単一遺伝子座 Bt toxin 

によって与えられている。すなわち遺伝子型は感受性ホモ（ ）、感受性ヘテロ（ ） SS RS 
および抵抗性の劣性ホモ（ ）である、 RR 

②抵抗性の対立遺伝子頻度は低く、ごく少数の抵抗性個体（ ）だけが 作物を摂食し RR Bt 
ても生き残る、 

③ 作物上で選抜された抵抗性個体（ ）は、非 作物栽培区で繁殖した感受性個 Bt RR Bt 
体とランダムに交尾する、 

RS Bt Bt ④抵抗性の対立遺伝子に関してヘテロな個体（ ）は、 作物内で発現している 

によってすべて駆除される toxin 
Bt RR SS ことが前提条件となり、 作物栽培区では だけが生き残るが、相対的な数としては 

が多く、両者が交配した は 作物を摂食することで死滅することから、 の対立遺伝 RS Bt R 
子は一掃され、抵抗性の獲得が遅れる、といった考え方である。 

（３） 耐性害虫の発達予測について Bt 
プログラムについて害虫に耐性が発達するのに要する時間的な予測モデルによれ IRM 

ば、飼料用 トウモロコシによる 量が標的害虫を殺虫するのに十分 であるな Bt Bt high dose 
ら、コーンベルト地帯で ％の が設けられている限り、トウモロコシの主要害虫であ 20 refuge 
る （アワノメイガ）の場合は少なくとも 年間は 耐性は進化しない。 European corn borer 99 Bt 
また、ワタの栽培地域で飼料用 トウモロコシを栽培する場合は、 ％の が設けら Bt 50 refuge 
れている限り、トウモロコシおよびワタの主要害虫である （アメリカタバコガ）で Corn earworm 
は少なくとも農薬登録期間中は 耐性を遅らせることができると予測されている。 Bt 

（参考文献） 

１） ( ) Biopesticides Registration Action Document: Bacillus thuringiensis Bt 
( ) PlantIncorporated Protectants EPA October 15, 2001 

２） ( ) ( ) Mendelsohn, M. et al., Nature Biotech, 21 9 : 10031009 2003 
３） ( ) Andow, D. A., Assessing Environmental and Human Health Effects.: pp. 99124 2002 
４）白井洋一「害虫抵抗性遺伝子組換え作物が非標的昆虫に及ぼす影響：現在までの研 

究事例」 応動昆 ( ) ( ) 47 1 :111 2003
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２ 米国における ワタ（チョウ目害虫に対する ）の栽培基準 Bt Cry 1Ac 

ワタの については 作物栽培者が次の３つのオプションから選択する。 Bt refuge Bt 

オプション１：ほ場外における殺虫剤無散布の 設定 refuge 
① ワタの栽培地の外部に、少なくとも５％の非 ワタを として栽培する。 Bt Bt refuge 

refuge 150 46m 300 Bt ② のサイズは少なくとも フィート（ ）幅（ フィート幅が望ましい）とし、 

ワタの栽培地の端から マイル（ ）以内（隣接あるいは マイル以内が望ま 1/2 0.8km 1/4 
しい）に設ける。 

③このオプションを選択した場合、 にはいかなる殺虫剤も使用してはならない。 refuge 
なお、このオプションは延長されない限り 年の栽培年までの期限となっている。 2004 

オプション２：ほ場外における殺虫剤散布の 設定 refuge 
① ワタの栽培地の外部に、少なくとも ％の非 ワタを として栽培する。 Bt 20 Bt refuge 
② は ワタの栽培地の端から マイル（ ）以内（ マイル以内が望ましい） refuge Bt 1 1.6km 1/2 

に設ける。 

③このオプションを選択した場合は、 剤以外の殺虫剤、フェロモン剤等を併用して Bt 
もよい。 

オプション３：ほ場内における殺虫剤散布の 設定 refuge 
① ワタの栽培地にブロック状に組み込む形で、少なくとも ％の非 ワタを と Bt 5 Bt refuge 

して栽培する（ただし、ほ場の端に設置することは不可）。 

② のサイズは少なくとも フィート（ ）幅（ フィート幅が望ましい）とする refuge 150 46m 300 
Pink bollworm Bt 6~10 1 refuge が、標的害虫が だけの場合は ワタ 列ごとに 列以上の 

を栽培しても構わない。 

③このオプションを選択した場合は、 剤以外の殺虫剤、フェロモン剤等を併用して Bt 
もよい。 

（参考文献） 

１） ( ) Biopesticides Registration Action Document: Bacillus thuringiensis Bt 
( ) PlantIncorporated Protectants EPA October 15, 2001 

２） ( ) ( ) Carriere, Y. et al., J. Econ. Entomol. 94 2 : 315325 2001
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３ 米国における トウモロコシ（チョウ目害虫に対する および ）の栽培 Bt Cry 1Ab Cry 1F 
基準 

（１）コーンベルト地帯における飼料用 トウモロコシの 要件 Bt refuge 
少なくとも ％の非 トウモロコシを として栽培する。 の栽培方法として 20 Bt refuge refuge 

は、 

① トウモロコシから マイル（ ）以内（ マイル以内が望ましい）の別のほ場 Bt 1/2 800m 1/4 
に栽培 

② トウモロコシのほ場内にブロックを設定して栽培（ほ場の端に沿って、またはほ場 Bt 
の端に設定等） 

③ほ場を帯状に横切るように最低 列幅（ 列幅が望ましい）で栽培 4 6 
とする。どの場合も必要に応じて に 剤以外の殺虫剤を使用してもよい。 refuge Bt 

（２）ワタ栽培地域における飼料用 トウモロコシの 要件 Bt refuge 
少なくとも ％の非 トウモロコシを として栽培する。標的害虫である 50 Bt refuge 

はトウモロコシとワタの共通の害虫であり耐性害虫が発生しやすくなるた Helicopvera zea 
め、広い が求められる。 の栽培方法としては、 refuge refuge 

① トウモロコシから マイル（ ）以内（ マイル以内が望ましい）の別のほ場 Bt 1/2 800m 1/4 
に栽培 

② トウモロコシのほ場内にブロックを設定して栽培（ほ場の端に沿って、またはほ場 Bt 
の端に設定等） 

③ほ場を帯状に横切るように最低 列幅（ 列幅が望ましい）で栽培 4 6 
とする。どの場合も必要に応じて に 剤以外の殺虫剤を使用してもよい。 refuge Bt 

（３） スイートコーン Bt 
スイートコーンでは、特に として非 トウモロコシを栽培する必要はない。これ Bt refuge Bt 

は、スイートコーンは飼料用トウモロコシよりも収穫がかなり早く、収穫までには標的害虫で 

あるチョウ目害虫の幼虫が成長し終わらないため、収穫後短期間のうちに植物体の残さを 

処分してしまえば、 耐性を持った個体が生き残って越冬するのを防ぐことができるため Bt 
である。 スイートコーンの植物体の残さの処分については、 Bt 

①収穫後 日以内（ 日以内が望ましい）に行う 30 14 
②方法はロータリー式刈り取り機で刈り取る、円盤鋤で耕す、あるいは鋤込む 

こととする。 

（参考文献） 

１） ( ) Biopesticides Registration Action Document: Bacillus thuringiensis Bt 
( ) PlantIncorporated Protectants EPA October 15, 2001
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４ 栽培様式の模式図 

（全米トウモロコシ生産者協会）のホームページ参照。 National Corn Growers Association



参考資料（2004年中止予定であった ワタの 設定が、2006年まで使用 Bt refuge 
延長が認められた件に関する文献) 

1) Biopesticide Regisitration Action Document : (Bt) Bacillus thuringiensis 
PlantIncorporated Protectants(EPA October 15,2001) 
http://www epa gov /oppbppdl/biopesticides/pips/bt_brad / overview pdf . . . 2 1 . 
http://www epa gov /oppbppdl/biopesticides/pips/bt_brad / cotton pdf . . . 2 6 . 

2) Technical review of Monsanto's submission : "A Final Report on Studies to 
Assess Production of from Alternate Host Plants and from the Helicoverpa zea 
External Unsprayed NonBt Cotton Refuge for Bollgard Cotton " EPA Scientific . ( 

) Advisory Panel 2004.6 
http://www epa gov /scipoly/ /june/althostreview pdf . . . 2004 . 

3) Technical review of Monsanto's submission: "Impact of Effective Refuge Size 
and Typical Insectcide Use Practices on Model Prdictions of Years to Resistance 
of Tobacco Budworm and Cotton Bollworm to Bollgard Cotton " EPA Scientific . ( 

) Advisory Panel 2004.6 
http://www epa gov /scipoly/ /june/gustafson pdf . . . 2004 . 
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