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平成２２年度レギュラトリーサイエンス新技術開発事業応募要領

１ 事業概要

（１）目的

安全な農畜水産物、食品を安定的に供給していくためには、科学的根拠に基づき、

国際基準・規範を考慮し、食品安全、動物衛生、植物防疫に関する施策を推進する

ことが必要です。このためには、フードチェーンアプローチの考え方に即して、農

畜水産物の生産、食品の製造・流通・消費までの段階における食品の安全性向上の

ための措置の導入・普及を推進するとともに、食料の安定供給に資するため、動物

の伝染性疾病や植物病害虫の国内への侵入防止、発生予防、まん延防止等の措置を

的確に実施することが重要です。

本事業では、食品安全、動物衛生、植物防疫分野について、レギュラトリーサイ

エンス（科学的知見と規制や行政措置の橋渡しをする科学：科学的知見と規制等の

措置の間のギャップの橋渡しとなる研究の取組と安全確保のための規制等やその国

際調和のための行政の取組を包含するもの）の推進による科学的根拠に基づいた取

組を一層強化するための具体的な研究課題を設定、実施することにより、食品安全、

動物衛生、植物防疫に関する措置を適切に企画、立案し、効果的に推進することを

目的としています。

（２）公募研究課題、委託研究経費限度額及び研究期間

平成２２年度の公募研究課題は次の①から⑩の１０課題とします。研究課題ごと

の具体的研究開発目標及び内容は別紙のとおりです。応募の際は別紙をよく読んで

から応募してください。

① 米菓等のアクリルアミド低減技術の開発

委託研究経費限度額：７，８００千円（平成２２年度）

研究期間：平成２２年度～平成２３年度

② 食品中の 3-MCPD 脂肪酸エステルの分析法開発

委託研究経費限度額：１３，４００千円（平成２２年度）

研究期間：平成２２年度～平成２３年度

③ 肉用鶏農場のカンピロバクター汚染低減技術の確立等に関する研究

委託研究経費限度額：１６，８００千円（平成２２年度）

研究期間：平成２２年度～平成２４年度

④ 野菜類のカドミウム濃度低減技術の開発

委託研究経費限度額：２４，０００千円（平成２２年度）

研究期間：平成２２年度～平成２４年度
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⑤ 薬剤耐性菌の全国調査に関するプロトコールの開発

委託研究経費限度額：６，７００千円（平成２２年度）

研究期間：平成２２年度～平成２４年度

⑥ 豚繁殖・呼吸障害症候群の新たな診断方法の開発

委託研究経費限度額：５，１００千円（平成２２年度）

研究期間：平成２２年度～平成２４年度

⑦ 牛白血病の感染拡大防止のための総合的衛生管理手法の確立

委託研究経費限度額：６，４００千円（平成２２年度）

研究期間：平成２２年度～平成２４年度

⑧ 家畜の伝染病に関する野生動物疾病サーベイランスの検討

委託研究経費限度額：４，０００千円（平成２２年度）

研究期間：平成２２年度～平成２４年度

⑨ ハクサイ土壌病害虫の総合的病害虫管理（ＩＰＭ）体系に向けた技術確立

委託研究経費限度額：１０，０００千円（平成２２年度）

研究期間：平成２２年度～平成２４年度

⑩ 国内未発生の植物病害虫が侵入した場合の経済的影響の予測・評価及び的確な

管理措置の実施のために必要な要因の分析

委託研究経費限度額：６，７００千円（平成２２年度）

研究期間：平成２２年度～平成２４年度

（３）採択件数

（２）の公募研究課題の①から⑩ごとに１件の提案書を採択します。（研究課題を

複数に分けての採択は行いません。）。

（４）委託契約期間

委託契約締結日から平成２３年３月１８日までを予定しています。なお、研究期

間が複数年にわたる研究課題については、毎年度、契約を締結することとなります。

２ 応募資格等

応募することができる者は、次の①から④の要件を満たすものに限り行うことがで

きるものとします。

① 以下の３つの条件を満たす機関（以下、「研究機関」という。）であること。

ア 研究開発を行うための研究体制、研究員、設備等を有すること。

イ 研究開発を行うための経営基盤を有し、資金、設備等について管理能力
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を有すること。

ウ 知的財産等に係る事務管理等を行う能力・体制を有すること。

② 以下のアからオのいずれかに掲げる研究機関であって各課題に取り組むこと

ができるもの。

ア 都道府県、市町村、公立の試験研究機関及び地方独立行政法人

イ 大学及び大学共同利用機関

ウ 独立行政法人、特殊法人及び認可法人

エ 民間企業、公益法人、ＮＰＯ法人

オ その他上記アからエを構成員とする任意団体

③ 原則、日本国内に研究開発拠点を有すること。ただし、国外機関の特別の研

究開発能力、研究施設等の活用あるいは国際標準獲得の観点から必要な場合は

この限りではありません。

④ 委託契約の締結に当たっては、農林水産省消費・安全局から提示する委託契

約書に合意できること。

＜再委託について＞

本委託事業については、原則として、研究機関から第三者に委託すること（再委

託）はできません。単独での研究が困難な場合には、以下に記載している（１）の

協議会又は（２）の共同提案により応募してください。

なお、当該研究の目標達成のためにやむを得ず研究内容の一部を再委託する場合、

提案書に再委託の内容や再委託先の選定方法等の必要事項を記入して下さい。

（１）単独の研究機関（協議会を含む）で応募する場合の要件

応募することができる者は、次の①及び②の要件を満たす必要があります。

① 当該研究課題における研究総括者（※）及び経理統括責任者を設置している

こと。協議会での応募の場合は、協議会を構成する各研究機関に当該研究課題

の実施責任者（研究実施責任者）及び経理責任者を設置していること。

② 当該研究課題について、研究の企画立案及び進行管理を行う能力・体制を有

すること。

※ 研究総括者とは、当該研究課題の実施計画の企画立案、実施、成果管理を総

括する研究の総括者を指します（以下同じ）。

（２）複数の研究機関が共同提案により応募する場合の要件

複数の研究機関が共同して提案書を作成し、連名で応募することが出来ます。こ
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の場合、以下の①から③の要件を満たす必要があります。

① 共同提案する研究機関のうちの１つに当該研究課題の研究総括者を設置して

いること。また、当該研究機関以外の研究機関に研究実施責任者を設置してい

ること。なお、研究総括者の所属する研究機関が代表者として連絡調整等を国

との間で行うものとします。

② 共同提案する全ての研究機関が当該研究課題の経理責任者を設置しているこ

と。

③ 当該研究課題について、研究の企画立案及び進行管理を行う能力・体制を有

すること。

３ 応募について

（１）応募方法

郵送又は持参により応募を行うことができます。

（２）応募書類

提案書及び２（１）で協議会として応募する場合は協定書等の写しを（１）の方

法で応募してください。

提案書は本要領及び提案書（様式）に従って作成してください。

受付期間：公示日～平成２２年７月１４日（水）１８時（必着）（ただし土日を除

きます）

受付時間（持参の場合）：受付期間の１０時～１２時、１３時～１８時

受付場所（持参の場合）：農林水産省消費・安全局消費・安全政策課リスク管理企

画班（南別館４階 ドア番号：別４０３）

なお、提案書は日本語で作成して下さい。

提案書の提出部数は２部（正１部、副（正のコピー）１部）とします。

（３）応募に当たっての注意事項

① 応募資格を有しない者の提案書は無効とします。

② 提案書に差し替え・修正が必要となった場合は、受付期間内に限り、提案書自

体の差し替えにより対応が可能です。その際は、事前に「１５ 問い合わせ先」

までご連絡下さい。なお、受付期間内に差し替えの提案書が提出できない場合は、

無効となります。

③ 提案書の受理後に記載内容の不備等があった場合は、提案書の差し替えを依頼

しますが、受付期間内に差し替えの提案書を提出できない場合は、無効となりま

す。なお、提案書の受理後に不備の有無を確認するためには、少なくとも一日程



- 5 -

度要することが想定されますので、提案書は余裕を持って提出してください。

④ 提案書に虚偽が認められた場合は無効となります。

⑤ 応募に要する一切の費用は、応募者において負担していただきます。

⑥ 提案書の返却には応じられません。

（４）説明会の開催

公募に係る説明をするため、以下のとおり説明会を開催します。出席を希望する方

は研究機関ごとに別添の参加申込書に記入の上、平成２２年６月２３日（水）１８時

までに FAX にてお申し込み下さい（会場の都合により、１つの研究機関あたりの参加

者数を制限させていただく場合があります。）。

なお、説明会に出席しなくても本委託事業に応募することは可能です。

・日 時：平成２２年６月２５日（金）１３：３０～１６：００

・場 所：合同庁舎４号館１２１８会議室

（http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=12887&hou_id=10689）
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応募の流れ

農林水産省のホームページから応募要領、提案書（様式）等をダウンロード注)１

本要領及び提案書（様式）に従って提案書を作成し、協議会として応募する場合

は協定書の写しとともに、以下に郵送又は持参注)２

〒１００－８９５０

東京都千代田区霞が関一丁目２番１号

農林水産省消費・安全局消費・安全政策課リスク管理企画班 西村 大森あて

受付期間：公示日から平成２２年７月１４日（水）１８時必着（ただし、土日

を除きます）

農林水産省消費・安全局にて受理

農林水産省消費・安全局より提案書受理表を送付又は手交

注）１．応募要領、提案書（様式）及び契約書（案）は、郵送による送付を希望するこ

ともできます。返信用封筒（宛名面に切手（２４０円分）を貼付）を、「１５ 問

い合わせ先」まで送付してください。

２．郵送の際は、封筒に、「提案書在中」と朱書きしてください。

持参の場合の受付時間は、受付期間の１０時～１２時、１３時～１８時とし、

農林水産省消費・安全局消費・安全政策課リスク管理企画班（南別館４階 ドア

番号：別４０３）にて受け付けます。
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４ 委託先の選定

（１）審査方法

「レギュラトリーサイエンス新技術開発事業の実施について」（平成 22 年 5 月 26

日付け 22 消安第 649 号・22 農会第 186 号消費・安全局長・農林水産技術会議事務

局長通知）第５に基づき、「レギュラトリーサイエンス新技術開発事業審査実施規程

（以下「審査規程」という。）第２により予定委託先を決定します。なお、提案書の

個人情報、知的財産等に係る情報等に配慮し、審査内容については公表しません。

（２）審査基準

審査規程の別表に示した基準で審査を行います。

５ 審査結果等の通知

審査結果は、審査後速やかに応募者に通知するとともに、予定委託先名をホームペ

ージに公表します。予定委託先への通知に際しては、研究実施に当たっての留意事項

を必要に応じて付す場合があります。

また、審査委員の所属・氏名等について、委託先決定後、ホームページに公表しま

す。

なお、提案者の個人情報、知的財産等に係る情報等に配慮し、審査内容等に関する

照会には応じません。

６ 研究開発の運営管理

「レギュラトリーサイエンス新技術開発事業の実施について」第７の２に定める研

究課題運営チーム（以下「運営チーム」という。）を設置し、研究課題の運営管理を実

施します。

受託者には、日頃より運営チームと密に連携・情報交換することが求められます。

また、行政の施策の推進に資する成果が得られるよう、適宜、研究計画の修正・改善

を図っていただく必要があることにご留意下さい。

７ 委託契約の締結及び対象となる経費

（１）委託契約の締結

農林水産省消費・安全局は、４の（１）により決定した予定委託先と委託契約を

締結します。なお、予定委託先には、５の通知後、委託契約に必要な書類を速やか

に提出していただくこととなります。

（２）委託経費の対象となる経費
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委託経費として計上できる経費は、次の経費とします。

１）直接経費：本研究の遂行および研究成果の取りまとめに直接必要とする経費。

① 人件費：本研究に直接従事する研究総括者及び研究員等の人件費を計上でき

ます。なお、国からの交付金等で職員分の人件費を負担している法人（地

方公共団体を含む。）については、職員分の人件費は計上できません。

② 謝金：委員会等の外部委員に対する出席謝金、講演、原稿の執筆、研究協力

等に対する謝金を計上できます。

③ 研究員旅費：当該機関に所属する研究員等の調査、連絡等に要する旅費であ

って、本事業における研究課題の推進のための専用の支出であることが明

らかであるものを計上できます。

④ 委員旅費：研究のアドバイザー等の国内旅費及び海外旅費を計上できます。

⑤ 試験研究費

ア 賃金：本研究に係る研究補助者に対する賃金を計上できます。

イ 機械整備費：当該研究の遂行に当たって必須となる機器等のうち、１００

万円以上の機器等であって、長期の使用に耐えうるもの等に係る経費を

計上できます。

ウ 備品費：当該研究の遂行に当たって必須となる機器等のうち、３万円以上

かつ１００万円未満の機器等であって、長期の使用に耐えうるもの等に

かかる経費を計上できます。

エ 雑役務費：物品の加工・試作、単純な分析等の外注費等を計上できます。

オ 消耗品費：事務用品、燃料、薬品、飼料等で、長期使用に適さないもの等

の経費を計上できます。

カ 印刷製本費：報告書、資料等の印刷、製本に係る経費を計上できます。

⑥ 試験研究調査委託費：再委託に要する経費を計上できます。

２）一般管理費：１）⑤試験研究費の１５％以内。

３）消費税等相当額：上記の経費のうち非課税取引、不課税取引及び免税取引にか

かる経費の５％。

※１ 直接経費に計上できるものは、本委託事業の遂行及び研究成果の取りまとめ

に直接必要であることが経理的に明確に区分できるものに限ります。特に、消

耗品費、光熱水費費等を計上する場合は注意が必要です。

※２ 人件費、試験研究費の賃金を計上する場合は、研究員等の年間の全勤務時間

のうち本委託事業が占める割合（エフォート※３）を人件費単価に乗じた額と

してください。

※３ エフォート（研究専従率）：研究者の年間の全仕事時間を１００％とした場合、
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そのうち当該研究の実施に必要となる時間の配分率（％）。なお、「全仕事時間」

とは研究活動の時間のみを指すのではなく、通常の業務活動を含めた実質的な

全仕事時間を指します。

※４ 研究機関で通常備えておくべき機器（パソコンや基本的な研究機器等）の購

入は、原則として認められません。

※５ 一般管理費は直接経費以外で本委託事業に必要な経費です。具体的には、事

務費、光熱水料、燃料費、通信運搬費、租税公課、事務補助職員の賃金等とな

ります。なお、光熱水料等の全体額の一部を一般管理費で負担する場合には、

事業に携わる人数比で按分する等により合理的に算出し、本委託事業に係る経

費であることを明確に区分していただく必要があります。

※６ 試験研究調査委託費に計上できるものは、２の応募資格等の＜再委託につい

て＞により提案書に記入した経費です。

※７ 受託者が公益法人の場合は、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実

施計画」（平成 14 年３月 29 日閣議決定）に基づき、国から公益法人に交付さ

れた補助金・委託費等（以下「補助金等」という）のうち、他の法人等の第三

者に分配・交付するものを５割未満にする必要があります。また、国から公益

法人に交付された補助金等を年間収入の３分の２未満とする必要があります。

（３）購入機器等

本委託事業により受託者が取得した物品（機械整備費、備品費で購入した機械装

置等）は受託者において、善良な管理者の注意をもって管理していただきます。

本委託事業の購入物品である旨、管理簿に登録した上で、物品にシールを貼るな

ど明記して下さい。

なお、委託事業終了後の取り扱いに係る手続は、別途、国からお知らせします。

８ 研究成果の取り扱い

（１）研究成果の報告等

受託者は、１の（４）の委託契約期間の終了時までに実績報告書を農林水産省消

費・安全局長に提出していただきます。

（２）研究成果の発表

研究成果は、基本的に農林水産省消費・安全局が発表しますので、受託者はこれ

に協力していただきます。

受託者が研究成果を公表する場合は、本事業の契約期間に関わらず事前にその内

容について農林水産省消費・安全局に協議し、承諾を得るとともに、委託事業によ
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る研究の成果であることを明記していただきます。

また、公表した資料については、毎年度末、農林水産省消費・安全局長に報告し

ていただきます。

（３）研究成果の帰属

本委託事業を実施することにより特許権等の知的財産権が発生した場合、その知

的財産権は農林水産省消費・安全局に帰属しますが、以下の条件を遵守していただ

く（遵守を確認する確認書を提出していただきます。）ことを条件に、受託者に帰属

させることができます。詳細については、「１５ 問い合わせ先」にお問い合わせ下

さい。

ア 研究成果が得られた場合には、受託者は遅滞なく農林水産省消費・安全局長に

報告すること。

イ 農林水産省消費・安全局長が公共の利益のために、特に必要があるとして要請

する場合、農林水産省消費・安全局長に対して当該知的財産権を無償で利用する

権利を許諾すること。

ウ 当該知的財産権を相当期間活用しておらず、かつ、正当な理由がない場合に、

農林水産省消費・安全局長が特に必要があるとして要請するとき、第三者への実

施許諾を行うこと。

エ 当該知的財産権を第三者に譲渡・実施許諾等をする場合には、あらかじめ農林

水産省消費・安全局長の承認を受けること。

なお、知的財産権に関する次の事項についてもご留意願います。

・ 本委託事業は、国の委託事業であることから、アにより報告された研究成果

を受託者に帰属させることで日本国内の農林水産業の振興に支障を来すなど、

農林水産研究開発の推進上、不適当と判断される場合には、受託者に知的財産

権を帰属させることができません。したがって、受託者への帰属の可否につい

ては農林水産省消費・安全局が決定し、通知します。

・ 受託者が、帰属した知的財産権に関し、第三者に譲渡・実施許諾等をする場

合には、農林水産省消費・安全局長の承諾が必要です。

・ 本委託事業の研究成果によって得られた知的財産権については、「大学等にお

ける政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権についての研究ライ

センスに関する指針」（平成 18 年５月 23 日総合科学技術会議）及び「ライフ

サイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針」（平

成 19 年３月１日総合科学技術会議）に基づき、対応することとします。

・ 特許法では特許を受ける権利は発明者に帰属しますが、従業者等が職務とし

て研究・開発した結果完成した発明（職務発明）に関しては、従業者等の雇用、
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設備・研究費の負担など、使用者等による一定の貢献があることから、使用者

等に通常実施権を付与し、予約承継（あらかじめ特許を受ける権利又は特許権

を使用者等に承継させること等を職務発明規程、就業規則等で定めておくこと）

を認めています。受託者において、職務発明規程等が定められていない場合、

農林水産省消費・安全局との契約履行上、研究成果の帰属や権利の承継に不都

合が生じますので、本委託事業の契約締結後速やかに整備をして下さい。

・ 本委託事業に関して知り得た業務上の秘密は、契約期間にかかわらず決して

第三者に漏らさないで下さい。なお、得られた研究成果をもとに共同研究等を

別途実施する際には事前にご相談下さい。出願前に研究成果を公開した場合、

新規性は失われ特許権等を受けることができなくなりますので、くれぐれもご

注意下さい。

９ 研究課題の評価等

農林水産省は、「レギュラトリーサイエンス新技術開発事業の実施について」第７の

４に基づき、「レギュラトリーサイエンス新技術開発事業評価実施規程」により研究課

題の中間評価、事後評価を実施します。

研究実施機関は、研究課題の評価に必要な資料の作成に協力していただきます。な

お、評価結果等は、研究計画の見直し、予算の配分等に反映されます。

・中間評価：研究期間が３年に亘るものについて、研究開始年度の翌年度に実施。

・事後評価：研究実施期間の 終年度に実施。

なお、中間評価を実施しない年度においても、運営チームにおいて研究の進捗状況

の点検を行い、必要に応じて研究計画の内容を見直し、予算の配分等に反映させるこ

とがあります。

１０ 研究費の不正使用

（１）不正使用防止に向けた取組み

研究費の不正使用防止への対応については、「公的研究費の不正使用等の防止に関

する取組について（共通的な指針）」（平成 18 年 8 月 31 日総合科学技術会議）に則

り、農林水産省では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実

施基準）」（平成 19 年 10 月 1 日付け 19 農会第 706 号農林水産技術会議事務局長、

林野庁長官及び水産庁長官通知※）を策定しました。委託事業で実施する研究活動

には、このガイドラインが適用されますので、研究実施機関においては、このガイ

ドラインに沿って、研究費の管理・監査体制を整備していただく必要があります。

また、その実施状況の報告等をしていただくとともに、体制整備等の状況に関する

現地調査が行われる場合がありますので、ご承知おき下さい。
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※については、http://www.s.affrc.go.jp/docs/misbehavior/pdf/guideline_02.pdf をご参照下さい。

（２）不正使用等が行われた場合の措置

本委託事業及び当省の他の事業並びに他府省の事業において、研究費の不正使用

又は不正受給を行ったために、委託費等の全部又は一部を返還した研究課題の研究

者及びこれに共謀した研究者については、以下のとおり、一定期間、本委託事業へ

の参画を認めないこととします。

ア 研究費の不正使用を主導的に行った研究者

委託費等を返還した年度の翌年度以降２年以上５年以内の期間で、その不正

使用の内容等を勘案して相当と認められる期間。

イ 不正受給を主導的に行った研究者

委託費等を返還した年度の翌年度以降５年間。

ウ 不正使用等を共謀して行った研究者

その不正使用又は不正受給を主導的に行った研究者と同一の期間。

エ 他府省を含む他の委託費等において不正使用等を主導的に行った研究者及び

共謀して行った研究者

当該委託費等において応募、参加を制限されることとされた期間と同一の期

間。

なお、上記の措置については、当該不正使用等の概要を公表するとともに他の事

業を所管する国の機関へ情報提供することにより、他の事業等においても参画が制

限される場合があります。

１１ 虚偽の申請・虚偽報告などの偽りに対する対応

本事委託業において、申請内容や採択後の報告内容で虚偽行為が明らかになった

場合、実施課題に関する委託契約が取り消され、委託費の一括返済、損害賠償等を

受託機関に求める場合があります。

また、これらの不正な手段により本委託事業から資金を受給した研究者及びそれ

に共謀した研究者については１０の（２）の不正受給を行った場合と同様の措置が

とられます。

１２ 研究上の不正行為防止のための対応

（１）不正行為防止に向けた取組み

研究上の不正行為（発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏
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造、改ざん及び盗用）に関し、「研究上の不正に関する適切な対応について」（平成 18

年 2 月 28 日総合科学技術会議）に則り、農林水産省では、「農林水産省所管の研究

資金に係る研究活動の不正行為への対応ガイドライン」（平成 18 年 12 月 15 日付け

18 農会第 1147 号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官及び水産庁長官通知※）

を策定しました。本委託事業で実施する研究活動には、このガイドラインが適用さ

れます。研究実施機関においては、このガイドラインに沿って、研究活動の不正行

為に関する告発等を受け付ける窓口を設置し、不正行為の告発があった場合に調査

委員会を設置し調査を行う等、研究活動の不正行為に対応する適切な体制を整備し

ていただく必要があります。

※については、http://www.s.affrc.go.jp/docs/misbehavior/pdf/guideline_01.pdf をご参照下さい。

（２）不正行為が行われた場合の措置

研究上の不正行為があったと認定された研究課題の研究開発責任者及び研究員等

については、当該研究課題に係る委託経費について、その全部又は一部の返還を求

める場合があります。

また、以下のとおり、一定期間、本委託事業への参画を制限する場合があります。

ア 不正行為に関与した者については、その不正行為の程度により不正があった

と認定された年度の翌年度以降２年以上１０年以内。

イ 不正行為に関与しなかったものの、責任者としての注意義務を怠ったなど、

一定の責任があるとされた者については、その責任の程度により不正があった

と認定された年度の翌年度以降１年以上３年以内。

なお、上記の措置については、当該不正行為の概要を公表するとともに、他の

事業を所管する国の機関へ情報提供することにより、他の事業等においても参画

が制限される場合があります。

１３ 秘密の保持

本委託事業に係る応募書類に含まれる個人情報は、本委託事業の採択の採否の連

絡、今後の契約手続、評価の実施等、農林水産省消費・安全局が業務のために利用

・提供する場合を除き、応募者に無断で使用することはありません（ただし、法令

等により提供を求められた場合を除きます。）。

なお、採択された個々の研究課題に関する情報（研究課題名、研究概要、研究機

関名、研究者名及び研究実施機関等）は、行政機関が保有する情報として公開され

ることとなります。
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また、研究上の不正行為、研究費の不正使用等を行った研究者等への応募制限の

ための情報提供が、内閣府その他研究資金を所管する国の機関に行われる場合があ

ります。以上のことを予めご了解の上、応募書類へのご記入をお願いします。

１４ 次年度以降の取扱い

平成２３年度以降も継続して実施する研究課題については、原則として、今回の

公募により決定した委託先が実施するものとし、毎年度、当該研究の実施に先立ち

あらためて委託契約の締結を行うものとします。

ただし、９の中間評価及び運営チームにおける研究の進捗状況の点検の結果によ

り、研究の目標達成が著しく困難である等、研究の中止等をすべきと判断された場

合は、委託を行わないことがあります。

１５ 問い合わせ先

本件に関する問い合わせは、下記において受け付けます。なお、審査の経過、他

の提案者に関する事項、審査に当たり特定の者にのみ有利となる事項等については

お答えできません。また、これ以外の問い合わせについては、質問者が特定される

情報等は伏せた上で、その質問及び回答内容を全て農林水産省消費・安全局のホー

ムページ（http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/regulatory_science/h22.html）にて広く

周知させていただきますのでご了承下さい。

記

〒１００－８９５０ 東京都千代田区霞が関一丁目２番１号

農林水産省消費・安全局消費・安全政策課リスク管理企画班南別館４階（ドア番号

：別４０３）

担当者 西村、大森

ＴＥＬ：０３‐３５０２‐５７２２

ＦＡＸ：０３‐３５９７‐０３２９

受付期間：公示日から平成２２年７月１４日（水）１８時（ただし土日を除きます）

受付時間：受付期間の１０時～１２時、１３時～１８時



別 紙

① 米菓等のアクリルアミド低減技術の開発

委託研究経費限度額：７，８００千円（平成２２年度）

研究期間：平成２２年～平成２３年

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

食品の高温加熱工程で非意図的に生成するアクリルアミドは、人の健康への悪影響（発

がん性）が疑われることから、食品中の濃度低減が課題となっています。2009 年には

コーデックス委員会において低減のための実施規範が策定されたほか、2010 年には

JECFA が再度のリスク評価を行い、低減の取組推進について勧告が出されることが予

想されています。

我が国特有の食品にも高濃度のアクリルアミドが含まれるものがあることが確認され

ていますが、中小の事業者も多く低減技術の開発が進んでいないのが現状であり、実用

可能な低減技術の開発が求められています。

研究内容

１．原材料及び製造工程に関し、アクリルアミド生成に影響を及ぼす主要因の特定

（具体的内容）

米菓及び小麦煎餅について、アクリルアミド生成に及ぼす原材料段階の条件（原料

の品種差など）及び製造工程段階の条件（副原料、食品添加物、焼成条件、フライ条

件、調味条件などの影響）に関して、幅広い米菓・小麦煎餅への適用可能性を考慮し

たシンプルなモデル加工品を設計します。さらに、アクリルアミド含量の評価を行い、

アクリルアミド生成の主要因を解明・特定します。

２．アクリルアミド生成の主要因に関する既存低減技術の適用可能性試験

（具体的内容）

１で特定された主要因について、バレイショ加工品、穀類加工品において実証され

ている各種低減技術（コーデックス委員会が策定したアクリルアミド低減のための実

施規範（CAC/RCP67-2009）や欧州食品飲料業連合（CIAA）のパンフレット（Acrylamide

Toolbox）に掲載されているもの）の適用可能性を試験します。

３．米菓、小麦煎餅に最適な低減技術の検討

（具体的内容）

１、２の結果をもとに、特定された要因について、米菓、小麦煎餅に最適な低減技

術を開発します（例えば、米菓等に有効な添加物の探索、新規な焼成方法・条件など）。

なお、開発・検討する低減技術については、当該製品の製造実態を考慮し、中小事業

者においても実行可能なもの、特に有効と考えられるものに限定するとともに、アク

リルアミドの低減効果と併せて品質への影響についても評価を行います。



達成目標（行政施策への貢献）

米菓、小麦煎餅のアクリルアミド低減のため、有効かつ実効可能な技術については、

事業者向けの製造指針等としてまとめ、事業者事業者への情報提供、指導に活用します。

＜留意事項＞

・ 米菓及び小麦煎餅両方に対応出来ない場合には、米菓又は小麦煎餅のどちらか一方

について研究を実施する内容での提案も可とします。

・ 研究内容の１→２→３の順番で研究を進めることとします。従って、１が終わらな

いうちに２や３を実施する提案や２や３のみの提案は受け付けません。

・ 研究の進捗状況や、得られた成果をもとに、その後の進め方については行政部局と

協議しながら決めることとします。



② 食品中の 3-MCPD 脂肪酸エステルの分析法開発

委託研究経費限度額：１３，４００千円（平成２２年度）

研究期間：平成２２年～平成２３年

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

近年、食用植物油脂中に 3-MCPD 脂肪酸エステルが含まれることが報告されていま

すが、健康への影響の評価や低減策の検討のためには、食品に含まれる主要な 3-MCPD
脂肪酸エステル量を個別成分毎に正確に測定することが必要です。

しかし、既存の分析法は 3-MCPD 脂肪酸エステルを化学反応により 3-MCPD に変換

した総測定値から推定する方法であり、この方法では個別の成分量は不明であり、また、

3-MCPD 脂肪酸エステル以外の物質も 3-MCPD に変換されてしまうため測定値が過大と

なる問題が報告されています。このため食品中の総含量及び主要エステル種の占める割

合等についての具体的データは存在しません。

近い将来、JECFA でのリスク評価が予定されているため、サーベイランスに必要な

分析法の開発は国際的に喫緊の課題となっています。特に、毒性・リスク評価や、具体

的な低減策を検討していく上では、個別成分を正確に測定できる分析法開発が求められ

ています。

研究内容

１．食用油脂中の 3-MCPD 脂肪酸エステルの直接分析法開発

（具体的内容）

食用油脂中の 3-MCPD 脂肪酸エステルを成分毎に分析し、個別成分及び形態別（ジ

エステル、モノエステル）毎に含有量を評価する方法を開発します。定量限界は総

3-MCPD 脂肪酸エステルとして 1 mg/kg を目標とします。

（注）LC/MS や LC/MS/MS による分析法を開発する場合には、質量分析計は普及度

が高いイオン源（APCI、ESI 等）及び分析部（四重極型等）の装置を利用する

など、できるだけ普及が見込まれる分析法を開発することが望ましいと考えて

います。

具体的には以下の 3-MCPD 脂肪酸エステルを分析できることが望まれます。市

販品等で入手不可能なものは合成等により可能な範囲で用意してください。

＜ 3-MCPD 脂肪酸モノエステル＞

※ 3-MCPD 脂肪酸 1-モノエステル及び 2-モノエステルを用意

・3-MCPD パルミチン酸モノエステル

・3-MCPD ステアリン酸モノエステル

・3-MCPD オレイン酸モノエステル

・3-MCPD リノール酸モノエステル

・3-MCPD リノレン酸モノエステル

＜ 3-MCPD 脂肪酸ジエステル＞

・3-MCPD ジパルミチン酸ジエステル

・3-MCPD ジステアリン酸ジエステル



・3-MCPD ジオレイン酸ジエステル

・3-MCPD ジリノール酸ジエステル

・3-MCPD ジリノレン酸ジエステル

＜ 3-MCPD 脂肪酸混合ジエステル＞

・3-MCPD パルミチン酸・ステアリン酸ジエステル

・3-MCPD パルミチン酸・オレイン酸ジエステル

・3-MCPD パルミチン酸・リノール酸ジエステル

・3-MCPD パルミチン酸・リノレン酸ジエステル

・3-MCPD ステアリン酸・オレイン酸ジエステル

・3-MCPD ステアリン酸・リノール酸ジエステル

・3-MCPD ステアリン酸・リノレン酸ジエステル

・3-MCPD オレイン酸・リノール酸ジエステル

・3-MCPD オレイン酸・リノレン酸ジエステル

・3-MCPD リノール酸・リノレン酸ジエステル

２．食品中の 3-MCPD 脂肪酸エステルの直接分析法開発

（具体的内容）

食品中の 3-MCPD 脂肪酸エステル分析のため、１で開発した方法をもとに、食品

からの油脂の最適な抽出法・前処理法を検討・開発します。なお、定量限界は総

3-MCPD 脂肪酸エステルとして 1 mg/kg を目標とします。

３．分析法の妥当性確認試験

（具体的内容）

開発された分析法について、分析法の妥当性を確認するため、単一試験室及び室間

での共同試験を設計・実施します。（妥当性確認の試験は、 IUPAC、 ISO、AOAC
International のガイドライン等に従い行うこととします。）

達成目標（行政施策への貢献）

・ 開発された分析法を活用し、市販食用油脂中の 3-MCPD 脂肪酸エステルのサーベ

イランスを実施し、実態を把握します。また、国際的なリスク評価機関での評価が予

定されていることから、サーベイランスデータを提出します。

・ 食品中の 3-MCPD 脂肪酸エステルの分析が可能となった場合には、トータルダイ

エットスタディを実施し、摂取寄与の高い食品群等を特定するとともに、入手可能な

毒性データから健康リスクを予備的に推定します。また、予備的な健康リスクの推定

結果から、健康への影響が無視できない場合には、低減技術開発等に着手します。

＜留意事項＞

・ 本研究で開発した分析法については、研究内容の３で分析法の妥当性を確認するた

め、試験室間での共同試験を設計することとします。ただし試験室間共同試験の参加

者について、本提案の応募段階で予め決めておく必要はありません。



③ 肉用鶏農場のカンピロバクター汚染低減技術の確立等に関する研究

委託研究経費限度額：１６，８００千円（平成２２年度）

研究期間：平成２２年～平成２４年

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

厚生労働省の食中毒統計資料によれば、2008 年の有害微生物による食中毒事件は

1,082 件、患者数 21,961 人となっており、中でもカンピロバクター食中毒は 509 件、患

者数 3,071 人と発生件数の 47 ％、患者数の 14 ％を占めています。なお、この数字は、

医療機関からの届出に基づくもので、実際のカンピロバクター患者数は年間 160 万人以

上であると推定されています（厚生労働科学研究報告）。

また、食品安全委員会は自らの判断で「鶏肉中のカンピロバクター・ジェジュニ／コ

リ」の食品健康影響評価を行い、2009 年 6 月にその結果をとりまとめました。評価書

では、食鳥処理場におけるカンピロバクター汚染鶏群・非汚染鶏群の区分処理を行った

上での農場汚染率の低減がカンピロバクター食中毒の低減に効果があるとして、農場に

おいて汚染・非汚染鶏群を区別する統一的な検査方法の開発及び農場汚染率の低減につ

ながる研究が必要であり、実行可能性や効果の検証を含めた、実用化に向けた研究・検

討を進めることを推奨しました。

さらに、カンピロバクター食中毒は、海外でも食中毒発生数の大きな割合を占めてお

り、その原因食品として鶏肉が推定されていることから、コーデックス委員会において

も鶏肉を主とする食中毒の発生防止のため、フードチェーン全体にわたった衛生管理ガ

イドラインの作成が進められています。

これらの状況を踏まえ、肉用鶏農場のカンピロバクター汚染を低減させる技術の確立

等を通じて鶏肉のカンピロバクター汚染を減少させるため、生産段階で実施可能な衛生

管理対策の確立及びカンピロバクターの簡易迅速方法の開発を目指します。

研究内容

１．車両、小動物等を介した肉用鶏農場へのカンピロバクター侵入経路の疫学的究明

（具体的内容）

農場での衛生対策の実施状況に関するアンケート及び現地での実地調査を行うとと

もに、農場にカンピロバクターが侵入する経路として考えられる車両、小動物、生産

資材（水、飼料、敷料等）等を対象とした実態調査、分離菌株の性状解析等の結果に

ついて疫学的な分析を行い、侵入経路を推定・特定します。

２．生産資材（水、飼料及び敷料等）の消毒等の農場で実現可能な管理方法の開発

（具体的内容）

文献情報及び１によって侵入経路と推定・特定された生産資材等について、実行可

能な管理方法を開発し、肉用鶏農場において効果の検証を行います。



３．農場において鶏群単位での感染の有無の確認及び食鳥処理場での区分処理を行うた

めの方法の開発

（具体的内容）

カンピロバクターの鶏群内における感染実態（感染時期、感染率の推移等）及び鶏

肉の生産工程（食鳥処理場での処理日程、年間生産日程等）を考慮し、食鳥処理場へ

の出荷前に農場で鶏群単位での感染の有無を確認できる簡易迅速検査方法を開発する

とともに、食鳥処理場で区分処理を行うための方法を開発します。

達成目標（行政施策への貢献）

農場へのカンピロバクターの侵入経路の解明、農場段階で実行可能な管理方法の開発

及び農場段階で鶏群単位での感染の有無を確認するための簡易迅速検査方法の開発によ

り、農場段階におけるカンピロバクター食中毒の低減に向けたリスク管理措置の策定に

活用します。



④ 野菜類のカドミウム濃度低減技術の開発

委託研究経費限度額：２４，０００千円（平成２２年度）

研究期間：平成２２年～平成２４年

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

カドミウムは、自然環境中に広く分布する元素ですが、日本は、各地に鉱床や廃鉱山

が多く存在する上、酸性土壌が多いため、土壌中カドミウム濃度が高く、農産物中のカ

ドミウム濃度も諸外国に比較して高い傾向にあります。このため、農林水産省では、農

産物中のカドミウム濃度を低減し、国民のカドミウム経口摂取量を低減するため、カド

ミウム低減技術の開発、普及に取り組んでいます。

しかし、主要なカドミウム経口摂取源であるコメに比べ、畑作物、特に野菜類はその

品目数が多岐にわたることもあり、カドミウム低減技術の開発は相対的に遅れています。

他方、コメ以外の農作物からのカドミウムの曝露状況に応じて、基準値の設定が、３－

５年後に検討される予定であることから、コメ以外の農作物中のカドミウム低減技術を

確立し、カドミウムの曝露量を減らすことが喫緊の課題となっています。

このような状況を踏まえ、野菜類について、主要産地での栽培体系等に適合したカド

ミウム低減技術を早急に開発する必要があります。

研究内容

１．野菜類の調理に伴うカドミウム濃度の変動の解析

（具体的内容）

通常の調理の際に行われる前処理に伴うカドミウム濃度の変動を解析します。また、

その際に除去された非食部位と可食部位における野菜中のカドミウム濃度の差異を解

析します。

２．品種間におけるカドミウム吸収能の差異の解析

（具体的内容）

主要産地における気象条件や栽培体系に適合した品種について、主要産地での栽培

環境下において比較栽培試験を実施し、各品種間におけるカドミウム吸収能の差異を

解析します。その結果をもとに、カドミウム吸収能が他品種と有意に異なる品種を選

定します。

３．品目間におけるカドミウム吸収能の差異の解析

（具体的内容）

主要産地での栽培環境を考慮し、供試品目からの転換が可能と考えられる品目につ

いて、供試品目を含めた他品目での比較栽培試験を実施し、品目間におけるカドミウ

ム吸収能の差異を解析します。その結果をもとに、主要産地で供試品目から転換可能

な品目を選定します。



達成目標（行政施策への貢献）

野菜類の調理段階で行われる非食部位の除去等によるカドミウム濃度に及ぼす影響を

明らかにするとともに、食品からのカドミウム摂取量の評価やリスク管理措置の検討に

資するものとします。また、主要産地での栽培環境下において、カドミウム吸収能が有

意に異なる品種、品目を明らかにし、野菜類のカドミウム低減のための指針策定に活用

します。

＜留意事項＞

・ 供試品目は、食品からのカドミウム摂取に占める寄与や、過去の調査で明らかとな

っているカドミウム濃度分布、さらに国内産地の形成状況等を踏まえ、低減技術を開

発する必要性が高いと考えられる以下の品目を優先することが望まれます。

にんじん、さといも、ごぼう、ほうれんそう、たまねぎ、ねぎ、にんにく、なす、おくら

また、上記品目のうち５品目以上について、研究内容の１から３のいずれかに供試することが

望まれます。

・ 研究内容の２又は３に根菜類を供試する場合は、１にも取り組むことが望まれます。

・ 研究内容の２で供試する品種については、現在、主要産地で一定の作付面積を有す

る品種や、今後、主要産地で作付面積の拡大が予想される品種とすることが必要で、

１品目につき３品種以上供試することが望まれますが、上記の条件に該当する品種が

なければ２品種でも可能とします。

・ 一定の信頼性をもって品種間差異等を統計解析する必要があることから、十分な検

体数を確保することが必要です。

・ カドミウム濃度の分析を行う際には、その妥当性が確認された分析法を用いるとと

もに、必要な精度管理を実施することが必要です。



⑤ 薬剤耐性菌の全国調査に関するプロトコールの開発

委託研究経費限度額：６，７００千円（平成２２年度）

研究期間：平成２２年～平成２４年

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

動物用抗菌剤等の使用による薬剤耐性菌の発現と食品を介した人への健康影響を懸念

する声が国際的に強くなっています。FAO/WHO/OIE 合同会議は、動物用抗菌剤を継続

使用するためには、薬剤耐性菌のサーベイランスが必要であるとしており、コーデック

ス委員会においても、リスク分析のガイドライン策定が開始されました。

我が国の薬剤耐性菌に関する食品健康影響評価を行っている食品安全委員会からは、

リスク管理機関に対し抗菌性物質製剤の使用と薬剤耐性率の増加に係る因果関係を解明

することができるよう、より実効性のあるモニタリングシステムを構築することが求め

られています。

研究内容

１．過去の調査成績からのデータマイニング

（具体的内容）

我が国では、健康動物由来の食品媒介性病原細菌等の全国的な薬剤耐性調査

（JVARM）を約 10 年間に渡って実施してきました。ここで収集された薬剤耐性菌発

現状況及び抗菌剤使用歴などの調査成績を統計学的手法等を用いて解析し、薬剤耐性

率の増減と抗菌剤使用歴等との関連について検討します。また、調査の解析のために

不足しているデータ及び過剰なデータ等の仕分けを行います。

２．海外の耐性菌サーベイランス・プロトコールの調査及び分析

（具体的内容）

薬剤耐性菌調査プロトコールの開発のための材料とすることを目的として、欧州

（EU、デンマーク、スウェーデン）や米国の各政府機関等で行われているサーベイ

ランスの手法（薬剤耐性菌サンプリング方法、解析方法等）を調査分析します。

３．薬剤耐性菌の全国調査プロトコールの検討

（具体的内容）

調査対象（菌種、薬剤、耐性遺伝子、地域/個別農家等の種類）の選択、必要サン

プル数、調査期間/頻度、統計学的解析法等の設定について検討します。

達成目標（行政施策への貢献）

我が国における薬剤耐性菌サーベイランスの実施指針策定に活用します。



⑥ 豚繁殖・呼吸障害症候群の新たな診断方法の開発

委託研究経費限度額：５，１００千円（平成２２年度）

研究期間：平成２２年～平成２４年

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）は、PRRS ウイルスの感染によって育成肥育豚の

呼吸器病や母豚の死流産や虚弱子の分娩等の繁殖障害を引き起こす豚の伝染性疾病であ

り、本ウイルス以外の病原体との混合感染により死廃率が上昇します。発生は世界各国

で見られ、世界中の養豚業に大きな経済的被害を与えています。

PRRS ウイルスの遺伝子型は北米型と欧州型に大別され、更にそれぞれの遺伝子型に

おいても多様な遺伝的系統が存在します。我が国においてはこれまで北米型のみが分布

していたことから、我が国で採用されている検査法及びワクチンは北米型を前提として

いました。しかしながら、平成２１年、野外ウイルスの遺伝子解析により欧州型が我が

国の養豚農場において存在していることが確認され、こうした農場ではワクチンが利用

されていたにもかかわらず、事故率が高かったことから、国内の養豚農場において欧州

型のウイルスが生産性の低下に関与している可能性があります。

また、我が国では、これまで北米型のみがまん延していたことから、家畜保健衛生所

等で行う検査については、北米型の検出を目的としており、欧州型の検出には動物衛生

研究所における遺伝子解析が必要でした。このため、今後、全国の家畜保健衛生所にお

いて病性鑑定や浸潤状況調査を行うためには、両型を検出できかつ区別することのでき

る簡便な検査方法の開発が必要となります。この際、日本で流行している欧州型のウイ

ルス株がこれまでに海外で確認されたウイルスと異なる場合には、これに対応した検査

法を新たに開発する必要があります。

このため、我が国における欧州型の浸潤状況調査を行うとともに、野外ウイルス株の

遺伝子解析を行い、これらに対応した検査法を確立することにより、適切なワクチンの

選択などの発生予防・まん延防止に万全を期す必要があります。

研究内容

１．欧州型 PRRS の浸潤状況調査

呼吸器病や繁殖障害を起こした養豚場において欧州型のウイルスの分離及びウイル

スの遺伝子解析を行うことにより、我が国における欧州型のウイルスの浸潤状況及び

国内で流行している欧州型のウイルスの遺伝的系統を調査・分析します。

２．PRRS の北米型と欧州型を判別できる PCR 法の開発

現在我が国の家畜保健衛生所では PRRS ウイルスの簡便な検出方法として PCR 法

が行われているが、現行の PCR 法では欧州型のウイルスを検出できません。このた

め、諸外国で実用化されている欧州型が検出可能な PCR 法について、国内で流行し

ているウイルス株に適用できるか検討します。諸外国の PCR 法が国内で適用できな

い場合は、１の結果を踏まえ、国内流行株を検出できる簡便で高感度かつ特異性の高

い PCR 法を開発します。



３．北米型と欧州型の感染を判別するための血清学的検査法の開発

現在我が国の家畜保健衛生所で PRRS の簡便な血清抗体検査として ELISA 検査が

行われているが、現行の ELISA 検査は北米型と欧州型の識別ができません。このた

め、欧州型と北米型の両型がまん延している国で使用されている血清学的検査法（抗

体検査法）について、国内で適用できるか検討します。諸外国の血清学的検査法の国

内適用が不可能である場合は、１の結果を踏まえ、両型を検出でき、かつ簡便に区別

できる検査法を開発します。

４．欧州型に対するワクチンの開発のためのウイルス株の選定

１の結果、欧州型が我が国において広く浸潤するためワクチンの開発が必要である

と判断される場合は、全国の養豚場において分離された欧州型のウイルス株の中から、

既存のワクチンの有効性の評価や新規ワクチン開発に適したウイルス株を選定しま

す。

達成目標（行政施策への貢献）

我が国では欧州型のウイルスの検査体制が整備されていないことから、我が国の浸潤

状況及び流行ウイルス株の遺伝的系統を把握することは、今後の本病の対策を行う上で

重要です。欧州型を診断する簡便な検査方法を開発することにより、都道府県段階で迅

速かつ適切に欧州型 PRRS を診断し、適確なワクチン接種などの防疫対策を実施します。

また、現在、本病の対策の１つとしてワクチン接種が実施されていますが、遺伝的系

統の違いによりワクチン効果が低くなることが知られており、国内で流行しているウイ

ルス株の遺伝子系統を調査することにより、国内での流行株をターゲットとした効果的

なワクチン開発に寄与します。

＜留意事項＞

家畜衛生への活用が考えられる技術要素を含む提案とします。



⑦ 牛白血病の感染拡大防止のための総合的衛生管理手法の確立

委託研究経費限度額：６，４００千円（平成２２年度）

研究期間：平成２２年～平成２４年

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

牛白血病は、悪性リンパ肉腫を主徴とする家畜の慢性の伝染性疾病の１つであり、世

界中で発生が認められています。我が国では平成１０年に家畜伝染病予防法の届出伝染

病として指定され、当時の発生の届出は９９頭でしたが、平成２０年には 1,045 頭とな

り、１０年間で約１０倍と増えています。

牛白血病は、原因ウイルスの特性からワクチンはなく、有効な治療法もありません。

また、牛白血病の感染拡大の防止には抗体陽性牛の早期淘汰が有効であるものの、抗体

陽性率が高い農場では実施が困難です。このため、本病対策については、的確な衛生管

理手法により、農場における本病の感染拡大を防止することが重要です。

牛白血病の感染拡大要因として、①吸血昆虫によるウイルス媒介、②注射針の連続使

用等の医原性感染、③母子感染等の多くの要因が指摘されているところですが、これら

感染拡大要因に対する対策の実施にあたり、各要因毎のリスクの大きさや対策の有効性

について総合的に評価されておらず、生産現場では多くの対策の中から優先順位を付け

て対策を行うことが不可能です。このため、感染拡大を防止するための具体的かつ有効

な総合的まん延防止対策の確立が必要となっています。

また、牛白血病に罹患した乳牛は悪性リンパ腫によって乳量が低下したり、肉用牛は

と畜検査で全廃棄になるなど、牛白血病は生産性に影響を与えますが、本病に感染して

も農家が発見できる程の重篤な悪性リンパ腫を発症する個体は少なく、感染率の高い農

家であっても、そのことを実感しにくいのが現状です。このことにより農家の防疫対策

実施の意欲が持続せず、本病対策が進まない要因となっていることから、本病による被

害及び対策の実施に係る経営上の指標として対策実施に当たっての経済的有効性を提示

する必要があります。

研究内容

１．感染拡大防止対策の有効性の評価

本病の感染拡大防止対策として挙げられる、①防虫ネットの設置、②除角器の消毒、

③１頭ごとの直腸検査手袋の交換、④初乳の加温殺菌、⑤農場外から牛を導入する際

の検査等の対策について、実証試験を実施するためのモデル農場を選定し、対策を行

う前後での感染率を調査し、これらの対策の感染率低減効果を評価・分析することに

より、本病の感染防止の拡大に資する効果的・効率的な衛生管理手法を確立します。



２．感染率低下による経済的影響の推定

１の感染防止対策による感染率低減効果に併せて、牛白血病が乳量や増体量等の生

産性に与える影響に関する情報等を収集し、衛生管理手法による感染率の低減が、生

産性の向上に与える影響（便益）を試算します。

３．感染防止対策を実施するための評価結果のとりまとめ

牛白血病の症状、感染経路等これまでに得られている知見に加え、１及び２で得ら

れた効果的・効率的な感染拡大防止対策や対策の実施による経済的効果の評価結果等

を取りまとめます。

達成目標（行政施策への貢献）

本病の感染拡大防止対策や経済的効果を総合的に取りまとめたガイドラインを作成す

ることにより、生産現場において効率的かつ効果的な感染拡大防止対策を実施します。

また、本ガイドラインにより、農家が牛白血病の経営に与える経済的影響を推定するこ

とができるため、農家が積極的に本病の感染拡大防止対策を行えいるようにします。

＜留意事項＞

家畜衛生への活用が考えられる技術要素を含む提案とします。



⑧ 家畜の伝染病に関する野生動物疾病サーベイランスの検討

委託研究経費限度額：４，０００千円（平成２２年度）

研究期間：平成２２年～平成２４年

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

近年、鳥インフルエンザ等の伝染病が、野生動物により国境を越えて広域的に流行し

ている現状を踏まえ、国際獣疫事務局（ＯＩＥ）では、野生動物の疾病伝播リスクに対

応するため、①通報すべき野生動物疾病等の明確化、②通報体制の構築、③家畜の伝染

性疾病のまん延防止のための国際基準（ＯＩＥ基準）における野生動物の取扱いについ

て検討されています。

こうした状況において、人獣共通感染症を含んだ家畜の伝染性疾病の流行における野

生動物による疾病伝播のコントロールについて、国際的な連携の下、着実に実施するこ

とが必要となっています。

このため、我が国としても、野生動物からの家畜等への疾病の伝播リスク等について、

科学的知見を集積しつつ、我が国における野生動物のサーベイランス体制構築及びＯＩ

Ｅ基準の策定議論に適切に対応する必要があります。

研究内容

１．野生動物における家畜の伝染性疾病のサーベイランス実施状況の調査

野生動物から家畜への伝播の可能性が指摘されている豚コレラ、オーエスキー病、

ニューカッスル病及び鳥インフルエンザ等の監視伝染病に特に着目し、野生動物疾病

サーベイランス体制について検討が進んでいる北米・欧州及び国内の公的機関や大学

・研究機関の実施した野生動物が関与する家畜の伝染性疾病を対象としたサーベイラ

ンスの実施状況（対象疾病、検査件数、抽出や材料の採取等のサンプリング方法、結

果の活用状況等）及び実施体制（サーベイランス計画の組立方法、関与が疑われる野

生動物種の特定方法、これらを適切に進めるための関係者の連携の在り方等）につい

て調査を行います。

２．我が国における野生動物による家畜の伝染性疾病の伝播リスクの評価

国内で牛、豚又は鶏を飼養する畜産農場を抽出して、周辺環境における野生動物の

生息状況及び家畜や飼料・糞便等との接触機会の実態に関する調査を行います。この

結果により、家畜への伝染性疾病を伝播する可能性のある野生動物種、伝播経路を特

定するとともに、接触頻度等から家畜の伝染性疾病の野生動物による伝播リスクを評

価します。



３．野生動物を対象とした家畜伝染性疾病のサーベイランス方法の検討

１及び２の結果から、我が国における野生動物サーベイランスを実施する必要性が

高い動物種及び家畜の伝染性疾病ごとに我が国において実現可能なサーベイランス方

法（サンプリング対象野生動物及び地域、採材・検査方法、サーベイランス結果の評

価方法、関係者の連携体制等）を検討します。

達成目標（行政施策への貢献）

本研究の結果を踏まえ、家畜衛生当局等による国内の野生動物サーベイランスの実施

体制を構築することにより、

① 野生動物における家畜の伝染性疾病の感染状況を効果的に把握するとともに、

② 野生動物による家畜への伝播の可能性を踏まえた、畜産農場への疾病の侵入防止

対策の徹底への活用、

③ 家畜において、高病原性鳥インフルエンザ等の監視伝染病が発生した場合、感染

経路の究明への活用、および

④ 現在国際機関において検討されている野生動物を考慮した国際基準策定に対し、

日本から国際社会へ科学的な見地から参画します。

＜留意事項＞

動物衛生への活用が考えられる技術要素を含む提案のみ採択するものとします。



⑨ ハクサイ土壌病害虫の総合的病害虫管理（ＩＰＭ）体系に向けた技術確立

委託研究経費限度額：１０，０００千円（平成２２年度）

研究期間：平成２２年～平成２４年

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

集約的で連作を中心とする農業体系が導入されている我が国の園芸作物において、土

壌病害虫の発生抑制のため、土壌消毒は必要不可欠となっています。しかし、主要土壌

消毒剤である臭化メチルは、国際条約により平成２２年度をもって使用できなくなり、

その他の土壌消毒剤も開発年次が古いため、農薬登録に新たな評価方法が導入された場

合、登録を維持できない可能性があります。

このため、農薬による土壌消毒だけに頼っていた場合、農薬供給が不足する事態にな

ると、園芸作物生産に多大な影響が及ぶ可能性があります。

そこで、病害虫が発生しにくい土壌環境を利用した発生抑制（総合的病害虫管理）に

より、農薬だけに頼らない土壌処理に置き換えることが必要ですが、現状では土壌中の

病害虫の発生動態を確認することは困難です。そのため、土壌病害虫の生息様相を調査

し、病害虫の増殖時期等を明らかにすることが必要です。

研究内容

１．畑作土壌における病害虫発生状況調査

（具体的内容）

土壌消毒を行わないにも関わらず Verticillium 属等の病害虫の被害が発生しないほ

場と、土壌消毒を行ったのに病害虫が発生したほ場との差異を、近年開発された

PCR-DGGE 法により検証します。

その結果を解析し、病害虫防除を行うかどうかの指標となり得るかについて検討を

行います。

２．病害虫不活性化作用を有する菌の検索・特定及びその効果の測定

（具体的内容）

１の結果を解析し、発生を抑制している要因を明らかにするとともに、防除効果に

ついて検討を加えます。更に、どれくらいの病害虫等の発生程度に対応できるかも検

討を行います。

なお、モデルとしてハクサイを用い、土壌病害として Verticillium 属、害虫として

ネコブセンチュウ（ネグサレセンチュウ）を対象に研究を行います。

また、対象となる作物で複数の栽培体系がある場合、最も栽培面積の大きな栽培体

系を調査対象とします。



達成目標（行政施策への貢献）

適切な土壌消毒の実施時期を判断することに加え、農薬による土壌消毒から脱却した

生産体系の構築に活用します。

＜留意事項＞

・ 原則として、アブラナ科ハクサイを対象とし、その主要産地で栽培型を考慮の上で、

４カ所以上で調査を実施します。

・ 調査対象病害は、黄化病（Verticillium dahliae）とします。

・ 調査対象害虫は、ネコブセンチュウ（Meloidogyne sp.）又はネグサレセンチュウ

(Platylenchus sp.)とします。



⑩ 国内未発生の植物病害虫が侵入した場合の経済的影響の予測・評価及び的確な管理

措置の実施のために必要な要因の分析

委託研究経費限度額：６，７００千円（平成２２年度）

研究期間：平成２２年～平成２４年

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

近年の輸入農産物の増加及び種類・原産国の多様化、流通の進歩、気候変動等の要因

により、これまでは未確認であった病害虫が我が国に侵入する可能性が高まっています。

これらの病害虫の中には一度侵入すると我が国の農林業に重大な被害をもたらす恐れが

高いものが含まれるため、その侵入を水際で阻止し、万が一侵入した場合に迅速な対策

を施す検疫措置の強化が喫緊の課題となっています。

このため、農林水産省では検疫の対象とする病害虫を早急に見直して、病害虫の危険

度に応じ、確実な侵入阻止及び侵入した場合のまん延防止等のための検疫措置を講ずる

こととしています。そのためには、検疫措置を決定する上での科学的根拠となる病害虫

危険度評価の手法をより高度化する必要があります。国際植物防疫条約（IPPC）下で

定められる国際基準（ISPM）では、「経済的重要性のレベルが問題となる場合、もしく

は経済的重要性のレベルが危険度管理に用いる措置の強さを評価するために必要である

か、排除または防除の費用対効果を評価するために必要となるとき、経済的要因を特に

詳細に検討する必要がある。」 とされており、国際的にも、病害虫に対する検疫措置

の検討において経済的重要性が大きな要因になると考えられています。

研究内容

１．新たに侵入する可能性のある病害虫に対する危険度評価手法の高度化

（具体的内容）

新たに侵入する病害虫の危険度評価のうち損害の予測等による経済的要因の定量的

評価について、諸外国が採用している手法を調査し、我が国に適した評価基準の設定、

データベース化等により適切かつ国際基準に整合した評価手法を開発します。

２．侵入病害虫の危険度に応じた的確な植物検疫措置を行うために必要な要因の分析

（具体的内容）

衛生植物検疫措置の適用に関する協定（SPS 協定）では検疫措置により達成しよう

とする「適切な保護の水準（Appropriate Level of Protection）」を設定することが自国

の主権として認められており、その根拠となる知見として、新たな病害虫の国内侵入

の許容度や侵入・まん延した場合の要防除水準を設定するための基礎理論の構築及び

モデル化を行います。



達成目標（行政施策への貢献）

海外からの病害虫侵入の危険性の増大に備え、将来に渡る植物検疫の的確な履行のた

め、特に経済的要因を重視した侵入病害虫に対する定量的な危険度評価手法を確立し、

植物検疫措置の決定に必要な要因を数値化することなどによって、危険度に応じた的確

な植物検疫措置の実施を可能とします。もって、我が国植物検疫措置の国際的な整合を

図りつつ、病害虫侵入・まん延の的確な防止及び既発生病害虫の抑圧に寄与することを

目標とします。

＜留意事項＞

・ 研究内容の１を優先的に実施し、１については２年程度で成果に至るよう実施する

こととします。



（別添）

平成２２年度レギュラトリーサイエンス新技術開発事業委託事業の公募説明会

参加申込書

農林水産省 消費・安全局

消費・安全政策課 リスク管理企画班 西村 大森あて

（FAX：０３－３５９７－０３２９）

平成 年 月 日

研究機関の名称：

参加希望人数： 人

所属・役職：

氏名：

所在地：

連絡先：TEL

FAX

e-mail

「所属・役職」欄以降の記載に当たっては、説明会へ参加を希望する者のうち、連絡窓

口となる１名について記載してください。

（関心をお持ちの研究課題がありましたら、以下の課題の番号に○印を付してください。）

① 米菓等のアクリルアミド低減技術の開発

② 食品中の 3-MCPD 脂肪酸エステルの分析法開発

③ 肉用鶏農場のカンピロバクター汚染低減技術の確立等に関する研究

④ 野菜類のカドミウム濃度低減技術の開発

⑤ 薬剤耐性菌の全国調査に関するプロトコールの開発

⑥ 豚繁殖・呼吸障害症候群の新たな診断方法の開発

⑦ 牛白血病の感染拡大防止のための総合的衛生管理手法の確立

⑧ 家畜の伝染病に関する野生動物疾病サーベイランスの検討

⑨ ハクサイ土壌病害虫の総合的病害虫管理（ＩＰＭ）体系に向けた技術確立

⑩ 国内未発生の植物病害虫が侵入した場合の経済的影響の予測・評価及び的確な管理措

置の実施のために必要な要因の分析

※ 今回の説明会では、⑥から⑧の課題についての説明は行いません。
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