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別紙１

研究課題①：アクリルアミド濃度の目安となる指標等の開発

経費限度額：9,000 千円（平成 27 年度）

研 究 期 間：平成 27 年度～平成 29 年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

アクリルアミド（AA）は、食品を主に低水分下において 120 ℃以上で加熱した際に、

アミノ酸の一種である遊離アスパラギンと還元糖が化学反応し、意図せずに生成すること

が知られています。AA は、神経毒性及び動物実験で遺伝毒性発がん性が報告されている

ことから、食品を通じて長期間 AAを摂取し続けることでヒトの健康に悪影響を及ぼすこ

とが懸念されています。このため、食品中の AAをできる限り低減するための取組が国際

的に進められています。

農林水産省は、食品関連事業者が自主的に行う食品中の AA低減の取組を支援するため、

「食品中のアクリルアミドを低減するための指針（平成 25 年 11 月）」（以下「指針」とい

う。）を策定し、普及に努めています。

１. 食品中の AA濃度の目安となる指標の開発

食品関連事業者が AA低減対策を検討するには、まず自社の製品中の AA濃度を把握

することが重要です。一方、食品中の AA濃度を測定するためには通常複雑な手順や分

析機器を要し、時間と多額のコストがかかります。食品の製造現場で安価かつ簡便に測

定できる「色調」などにより AA 濃度の目安が分かれば、AA 濃度の代替指標として活

用でき、食品関連事業者が AA低減対策に取り組む上で役立ちます。

２. 穀類中の遊離アスパラギンの分析法プロトコルの開発

AA 前駆体（遊離アスパラギン、還元糖）濃度の低い原料の使用可能性を検討する上

では、AA 前駆体濃度を知る必要があり、そのためには分析法が不可欠です。しかし、

現時点で、穀類中の遊離アスパラギンの分析法に関し、妥当性が確認された標準的な手

順として、誰でも参照できるものはありません。

穀類中の遊離アスパラギンの分析法プロトコルを策定し公表すれば、食品関連事業者

が自主的に穀類中の遊離アスパラギン濃度を把握するのに活用できます。

研究内容

１. 食品関連事業者が製造段階で利用できる食品中の AA 濃度の目安となる指標の開発

（具体的内容）

・ 米菓、焙煎コーヒー豆又は含みつ糖のいずれか１つ以上を対象食品として AA濃度

の目安となる指標を開発します。

（対象食品以外にも適用できる食品があれば、併せて指標を開発していただいて構いま

せん。ただし、ポテトチップスについては、AA 濃度の目安となる指標が既に明らか

になっていることから本研究の対象とはしません。）

・ 指標を開発した後で、様々な工場、製品で実行可能かどうかを検討します。
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２. 穀類中の遊離アスパラギンの分析法プロトコルの開発

（具体的内容）

・ GC/FID、HPLC/MS/MS 又は HPLC/UV を用いた穀類（小麦等）中の遊離アスパ

ラギンの分析法プロトコルをいずれか１つ以上作成します（可能であれば全ての分析

法）。

・ 分析法プロトコルを作成した分析法について、単一試験室での妥当性確認試験及び

３試験室以上で試験室間共同試験を実施し、コーデックス委員会が定める分析法の性

能基準を満たさない場合は分析法プロトコルを改良します。

達成目標（行政施策への貢献）

１. 米菓、焙煎コーヒー豆又は含みつ糖中の AA 濃度を簡便に把握できる指標を指針に

反映させ食品関連事業者に普及します。

２. 開発した分析法プロトコルを公表して食品関連事業者や分析機関に普及します。

＜留意事項＞

・ 研究内容の１．で開発する指標は、ポテトチップスに関するアグトロン値や CIELAB
の L*値又は a*値（指針 P69 参照）を例とするものです。

－ 米菓や焙煎コーヒー豆、含みつ糖中の AA 濃度と高い相関のある指標を開発して

ください。なお、焙煎コーヒー豆については、検証したサンプル数が少ない（製品

の種類、濃度範囲等の情報が十分でない）ものの、蛍光測定（水抽出、Ex: 450 nm、Em:
630 nm）と機器分析した AA濃度との相関が高く、AA濃度の目安となる指標とな

る可能性が示唆されています。

・ 研究内容の２．では、定量限界が 20 mg/kg以下の分析法をプロトコル化してくださ

い。また、アミノ酸自動分析計を用いる分析法プロトコルを開発する場合、特定の機種

に依存しない内容としていただきます。

・ AA や遊離アスパラギンの分析は、分析値の信頼性を保証できる試験室において妥当

性が確認された（又は当該試験室で妥当性を確認した）分析法を用いて行うこととしま

す。

・ AA濃度の目安となる指標の対象食品や様々な工場、製品での適用可能性の検討など、

研究の方針や詳細については、課題の採択後に行政部局と十分相談した上で決定するこ

ととします。また、研究の進捗状況や得られた成果を行政部局に随時報告するとともに、

研究の進め方について随時相談することとします。

・ １．又は２．のどちらか１課題のみでの提案も可とします。ただし、２．のみの場合

は 3,000 千円を上限とします。

本研究課題内容に関する問い合わせ先

担当者：消費・安全局 消費・安全政策課

安全対策企画班 永川

製造流通安全企画班 中村

代表：03-3502-8111（内線 4459）
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研究課題②：農場 HACCP認証基準の見直しに向けた研究

経費限度額：4,000 千円（平成 27 年度）

研 究 期 間：平成 27 年度～平成 29 年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

農林水産省では、畜産農場における衛生管理の向上により畜産物の安全性を向上させる

ため、平成 21 年度に農場 HACCP 認証基準を公表しました。本基準に基づき、畜産農場

において HACCP の考え方を採り入れた衛生管理の導入が行われるとともに、平成 23 年

度から民間での認証手続が開始され、平成 26 年末時点で 52 農場が認証されているところ

です。

本基準については、策定から５年が経過し、これまでの運用上の成果や課題が蓄積され

てきたところであり、本基準の見直しについて検討する必要があります。

このため、農場 HACCP 認証農場における畜産物の安全性及び生産性向上の実態とそ

の要因を明らかにし、本基準の見直しに資するとともに、農場 HACCP の更なる推進を

図ります。

研究内容

１ 畜産物の安全性・生産性に係るデータの収集・検討

（具体的内容）

各畜種別に農場 HACCP 認証農場と非取組農場を抽出・選定した上で、畜産物の安全

性・生産性に係るデータ及び農場 HACCP の運用状況について収集・検討し、分析を行

う項目を抽出します。

２ 畜産物の安全性・生産性に係る効果とその要因に係る分析

（具体的内容）

１で抽出した項目について統計学的に分析することにより、農場 HACCP 取組の効果

とそれに影響を与える飼養衛生管理等の要因について明らかにします。

達成目標（行政施策への貢献）

農場 HACCP 認証基準の見直しの検討に必要な科学的根拠を提供するとともに、農場

HACCPの更なる取組を普及し、もって我が国畜産物の安全性向上に貢献します。

＜留意事項＞

研究内容の詳細については、採択後に動物衛生課と十分相談することとし、その後も、

研究の進捗状況や得られた成果等をもとに動物衛生課と随時連携して研究を進めること。

本研究課題内容に関する問い合わせ先

担当者：消費・安全局 動物衛生課 家畜防疫対策室

保健衛生班 星野、請川

代表：03-3502-8111（内線 4582）
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研究課題③：コロナウイルスによる豚の下痢を呈する伝染性疾病（PED 等）の検査手法

の開発及び体内動態解明に係る研究

経費限度額：10,000 千円（平成 27 年度）

研 究 期 間：平成 27 年度～平成 29 年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

・ 豚流行性下痢（PED）は、平成 25 年 10 月我が国で７年ぶりに発生が確認された後、

全国的に発生が拡大し、平成 26 年８月末までに、38 道県 817 戸で、同年９月以降に、14

都県 43 戸（12 月末時点）で発生が確認されている。

・ 豚で下痢を主徴とする疾病には PED の他にも同疾病との類症鑑別が必要な伝染性胃腸

炎（TGE）等があり、また、近年アメリカ等で確認された豚デルタコロナウイルス（SDCV）

は、豚の下痢症との関連が指摘されており鑑別が必要である。

・ 本病の感染確認は、臨床検査や RT-PCR 法等を用いて総合的に判断しているが、より

精度が高く、多検体処理が可能な検査手法の開発が必要である。

・ さらに、今般我が国で分離された PED ウイルスは米国や中国で分離された株と非常に

近縁であることが判明しているが、本分離株自体の 小感染量や豚の体内での動態等は

依然として不明なままである。

研究内容

１ より高精度かつ効率的な検査手法の確立に向けた研究

（具体的内容）

豚流行性下痢（PED）を含むコロナウイルスによる豚の下痢を呈する伝染性疾病マル

チプレックス PCR 法、エライザ法等の確立に向けた研究を実施する。

２ 豚生体におけるウイルスの動態等に関する研究

（具体的内容）

豚の下痢性疾病の原因ウイルスを用いて感染実験等を実施し、 小感染量の特定や豚

生体におけるウイルスの動態（検出部位、排泄量、排泄期間等）等を解明する

達成目標（行政施策への貢献）

・より高精度かつ効率的な検査手法を開発することで、PED の早期発見及びまん延防止

に資する。

・PED ウイルスの体内動態や 小感染量を解明することで、効果的な防疫対策を検討す

るための重要な知見を得ることができる。
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＜留意事項＞

・全国各地の下痢を呈する豚由来の糞便、血清等の臨床サンプルを保有又は収集可能であ

り、研究に利用可能であること。

・PED 等の検査手法確立及び体内動態の解明には、豚生体から得られるサンプルが必要

であるが、両研究を一体的に実施することで、サンプルや進捗状況を共有でき、作業の

効率化が図れ、相乗的な効果が得られると考えられることから、これを踏まえた研究計

画とすること。

・これまでの流行等を踏まえ、本研究の成果の疫学的な解析への活用方法についても、併

せて検討すること。

・研究の進捗状況については、逐次報告を行うこと。また、今後の発生動向等を踏まえ、

必要に応じて、動物衛生課と協議の上、研究の実施内容について逐次見直しを行うこと。

・家畜への感染実験を実施するため、学術機関として指定を受ける必要があること。

本研究課題内容に関する問い合わせ先

担当者：消費・安全局 動物衛生課 家畜防疫対策室

防疫企画班 大倉、永田

代表：03-3502-8111（内線 4582）
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研究課題④：IPMを推進するために必要な経済的効果の指標及び評価手法確立

経費限度額：9,000 千円（平成 27 年度）

研 究 期 間：平成 27 年度～平成 29 年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

総合的病害虫・雑草管理（IPM）を推進するため、国は推進の基本的な考え方をまと

めた IPM実践指針等を策定しました。また、都道府県の取組も支援し、現在まで、イネ、

かんきつ、りんご等で病害虫の被害の軽減、生産資材のコスト削減事例が報告されていま

す。

このような中、国際的には、経済協力開発機構（OECD）において、平成 29 年に IPM

の経済的な効果を含めた指標案を取りまとめ、加盟国に提示することとして検討が進めら

れており、我が国にも情報提供を求められていますが、現在、我が国に IPM の経済的効

果を測る指標はありません。

このため、我が国の IPMの経済的効果を測る指標及び評価手法を確立し、今後、OECD

で取りまとめられる国際的な IPMの指標に反映させる必要があります。

また、農家等へ IPM の実践を促すには、防除効果とともに経済的な効果を示すことも

求められており、国の IPM 推進に関する支援に、本指標を用いた新たな事業評価指標を

導入することも必要です。

研究内容

１ 海外における生物多様性に係わる経済指標（生態系と生物多様性の経済学（TEEB））

及び IPMの取組事例、国内で確立されつつある生物学的指標に関する知見を蓄積する。

２ 国内外の経済指標に関する知見及び IPM 推進事例を踏まえ、IPM を実施した際の経

済的効果（農薬資材費低減などの直接効果、農産物ブランド化や６次産業化による収入

増による間接的効果等）を測る指標及び評価手法を確立する。

達成目標（行政施策への貢献）

１ 平成 29 年に OECD で取りまとめられる IPM 指標案について、我が国の指標等を提

案し、実行可能な国際指標の確立に貢献します。

２ 国の支援事業「消費･安全交付金（病害虫防除の推進）」の新たな事業評価指標として、

経済的効果の指標等を定めます。

３ 都道府県の指導の基本である IPM 実践指針に経済的効果の指標及び評価手法を新た

に定めます。
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＜留意事項＞

○ 実施主体は、以下の条件を満たす必要があります。

・ 指標の確立に必要な経済学や評価手法に関する専門性が求められるため、それら知識

を有する必要があります

・ 農業経済に関する論文又は報告書作成の実績があること。

・ 国が策定した IPM 実践指針及び IPM 実践指標モデルに精通していることが必要で

す。

本研究課題内容に関する問い合わせ先

担当者：消費・安全局 植物防疫課

防除班 阿部、藤井

代表：03-3502-8111（内線 4562）


