
平成２８年度安全な農林水産物安定供給のためのレギュラトリーサイエンス研究委託事業 中間評価結果 
 

課題 
番号 試験研究課題名 実施研究機関 実施

期間 研究概要 評価所見 総括

評価

2701-
1 

アクリルアミド濃

度の目安となる

指 標 等 の 開 発

（アクリルアミド濃

度の目安となる

指標の開発） 

( 国 研 ) 農 業 ・

食品産業技術

総合研究機構 

（高度解析セ

ン タ ー 、 食 品

研究部門） 

H27
～

H29 

（背景・目的） 
食品中のアクリルアミドは、神経毒性及び動物実験で遺伝毒性発がん性が報告され

ており、食品を通じて長期間アクリルアミド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ることから、食品中の濃度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る。また、農林水産省は、食品関連事業者が自主的に行う食

品中のアクリルアミド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）」を策定し、普及に努めている。 
食品関連事業者がアクリルアミドの低減に取り組むため、自社製品中のアクリルアミ

ド濃度を測定するためには、複雑な手順や高価な分析機器が必要なため時間やコスト

がかかる。このため、食品製造現場で簡便かつ安価に測定でき、アクリルアミド濃度の

目安となる指標（色調など）を開発する。 
 
（研究項目） 

①黒糖中のアクリルアミド濃度の目安となる指標等の開発 

②米菓中のアクリルアミド濃度の目安となる指標等の開発 

 

・研究項目①及び②について、アクリルアミド濃度を精度良く推定できる条件

の特定が進められるとともに、その適用範囲を広げるためのデータも蓄積され

ており、概ね計画どおり進行している。また、本課題では、黒糖及び米菓の製

造事業者の協力の下、実際の製造工程から研究試料を取得しており、得られ

た知見を各製造事業者が活用できる可能性は高く、引き続き行政と連携し、継

続して研究を実施することが妥当である。 

 

・本研究課題で得られる成果は、アクリルアミドの低減に自ら取組むことを促

すツールとして、経営資源が限られる中小企業者等に利用されることが期待さ

れる。 

 

・今回は黒糖及び米菓を対象としたものであるが、各種食品群への指標となる

プロトコルの開発を期待する。 

 

A 

2701-
2 

アクリルアミド濃

度の目安となる

指 標 等 の 開 発

（穀類中の遊離

ア ス パ ラ ギ ン の

分析法プロトコル

の開発） 

(一財)日本食

品分析センタ

ー 

H27
～

H29 

（背景・目的） 
  食品中のアクリルアミド濃度の低減に向け、アクリルアミド前駆体（アスパラギン、還

元糖）濃度の低い原料の使用を検討するためには、原料に含まれるそれら前駆体の濃

度を知る必要がある。穀類の場合は、含まれる遊離アスパラギンの濃度を知ることが重

要となるが、現在、妥当性が確認された標準的な分析手順がない状況となっている。 
  このため、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た

めに活用できる分析法プロトコルを開発する。 
 
（研究項目） 
①HPLC-UV による穀類中の遊離アスパラギンの分析法開発 

②LC-MS(/MS)による穀類中の遊離アスパラギンの分析法開発 

③GC-FID による穀類中の遊離アスパラギンの分析法開発 

④単一試験室での妥当性評価 

⑤複数試験室での妥当性評価 

 

・平成 28 年 2 月に開催された研究推進会議において、研究項目①について、

カラム精製の条件や誘導体化条件の最適化を再度検討するよう助言があり、

その検討に時間を要したため、当初計画から若干の遅れが見られるものの、

概ね計画通りに進行しており、研究期間内での目標達成は可能と判断され

る。 
 
・研究項目①で開発した HPLC-UV 法は、国際的に認められた手順に基づき

行われた室間共同試験において、分析法の実需者となる事業者も参画の上、

その妥当性が確認されており、今後、現場での活用が期待される。 

 

・当初計画のとおり、平成 28 年度より着手している LC-MS(/MS)及び GC-FID

についても分析法の開発及び妥当性確認が進み、現場での活用が見込まれ

る研究成果が得られ、食品中のアクリルアミド濃度の低減に貢献することが期

待される。 

 
  

A 



課題 
番号 試験研究課題名 実施研究機関 実施

期間 研究概要 評価所見 総括

評価

2702 農場 HACCP 認

証基準の見直し

に向けた研究 

農 場 HACCP

評価研究グル

ープ  

 

(国)東京農工

大学  

 

静岡県（畜産

技術研究所） 

H27
～

H29 

（背景・目的） 
  農林水産省は、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 認証基準を策定したところである。 
  本基準策定から 5 年が経過したことから、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る。 
  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

を図る。 
 

（研究項目） 

①農場 HACCP 認証における安全性と生産性の評価項目の策定 

②農場 HACCP 認証農場と非認証農場の統計学的比較 

③農場 HACCP におけるバイオセキュリティの検証・向上 

 

・研究項目①で策定した評価項目に基づき、農場 HACCP 認証農場の調査等

が細やかに実施され、データ収集が進んでおり、今後、現場の実態に即した

分析結果が導き出されることが期待される。また、研究項目③についても、野

生動物の侵入防止対策や使用している消毒薬等の実態調査が実施されてお

り、研究は概ね計画どおりに進行しており、成果目標を達成できると判断され

る。 
農場 HACCP の有用性を確認し、普及推進することで、成績不振農場をあ

る一定のレベルまでに、生産性を向上させることは可能であると思われること

から、引き続き、行政と連携し、研究を実施することが妥当である。 
 
・乳用牛・肉用牛・豚・鶏の農場について、畜種横断的に実施される調査は珍

しく、広く畜産農場の経営管理に資する成果が期待できる。 
 
・農場 HACCP 認証の生産性への効果を見る場合、当該農場の認証取得前

後を比較するだけでなく、既公表の生産指標データ（乳用牛群検定成績等）と

の比較も検討されたい。 

A 

2703 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 

(国研）農業・

食品産業技術

総合研究機構

（動物衛生研

究部門） 

H27
～

H29 

（背景・目的） 
   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て

以来、全国的に発生が拡大し、平成 26 年 8 月末までに 38 道県 817 農場で、同年 9
月以降、28 都道県 230 農場（27 年 6 月末時点）で発生が確認されている。 
  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となっている。更に、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、本分離株自体の最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。 
  このため、PED のより高精度かつ効率的な検査手法の確立に向けた研究を実施す

るとともに、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、最小感染

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。 
 
（研究項目） 
①高精度かつ効率的な検査手法の確立 
②感染豚におけるウイルスの動態等に関する研究 

 

・各研究項目について、計画通り順調に進行している。また、研究項目①につ

いては、試験研究開始時に検討すべきとされた ELISA 法の開発についても進

められている。 
 
・各都道府県の公的検査機関である家畜保健衛生所では、PED の血清学的

調査は、中和試験法で実施している。当該方法は、煩雑である他、多検体処

理等が困難であり、疫学調査の障害となっている。その点、本課題で開発され

ている検査手法は、事前にプレートなどを用意・保管することが可能であり、検

査依頼に迅速に対応でき、また、多数の検体についても中和試験法に比較し

て容易である。このようなことから、各検査機関の要望に沿ったものであり、引

き続き、行政と連携し、研究を実施することが妥当である。 
 
・PED 防疫対策として、これまで官民一体となって、ワクチン接種や開発され

た技術等を駆使し推進してきたが、現場からは様々な課題等も指摘されてき

た。今回の研究課題は、それらに取り組んだもので、検査を実施する者、農家

を指導する者が、より効率的、効果的に推進することができる内容である。こ

の研究を継続し、まとめ上げることで、病性鑑定や農家指導等に大いに役立

つものと思われる。 

A 



課題 
番号 試験研究課題名 実施研究機関 実施

期間 研究概要 評価所見 総括

評価

2704 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 

( 国 研 ) 農 業 ・

食品産業技術

総合研究機構

（中央農業研

究 セ ン タ ー 、

農業環境変動

研 究 セ ン タ

ー、西日本農

業研究センタ

ー、東北農業

研究センター） 

H27
～

H29 

（背景・目的） 
農林水産省は、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たところである。 
 このような中、国際的には、OECD（経済協力開発機構）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るが、現在、我が国に IPM の経

済的効果を測る指標はない状況となっている。 
  このため、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

があることから、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する。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。 
 
（研究項目） 
①IPM 推進を意図した生物多様性評価指標の包括的サーベイ 
②IPM の経済的効果を図る指標および評価手法の開発 

 

・これまで定性的・定量的な評価が曖昧だった IPM と生物多様性、経済的効

果との関係について、国内外の知見や優良事例を元に、概ね計画どおり調査

が進められている。また、IPM の実施により、環境負荷の軽減だけでなく、良

質な農産物の供給や IPM を更に普及させるための方策策定（価格、経営等に

おけるメリットの指標）などの効果を具体的に示しており、生産、流通現場への

活用が期待されることから、引き続き行政と連携し、研究を実施することが妥

当である。 
 
・IPM は環境保全型の技術として導入が促進されているが、IPM 技術導入の

経済的効果の複数事例の比較解析や経済効果の指標に関する研究は国内

では取組が遅れている。IPM の産地普及をより一層推進するに当たっては、

経済的効果を図る指標や評価手法の開発は特に重要であり、得られた事例

等をもとに対外的に分かりやすい情報の整理を進める必要がある。 

A 

 
＜総括評価の説明＞ 

A：引き続き行政と連携し、継続して研究を実施することが妥当である。 

B：行政と連携して研究計画を見直し、研究を実施することが妥当である。 

C：研究計画を見直しても目標を達成できる見込みが低いことから、研究課題を中止することが妥当である。 


