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平成２３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応募要領

平成２３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（以下「本委託事業」

という。）への参加を希望する試験研究機関におかれましては、本要領にしたがって提

案書等を提出してください。

本公募は、平成２３年度の予算成立後、可能な限り早期に試験研究に着手するため、

予算成立前に平成２３年度予算政府案に基づき行うものです。したがって、今後、予算

成立までの過程で内容等に変更があり得ることをあらかじめご承知おきください。

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、生産から消費にわた

って食品の安全性向上のための措置や、食料の安定供給に資するための動物の伝染

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、国際

基準・規範を参考にしつつ、科学的根拠に基づいて的確に実施することが重要です。

本委託事業では、このような科学的根拠を得るための具体的な試験研究課題を設

定、実施することにより、食品安全、動物衛生、植物防疫に関する施策をさらに推

進することを目的としています。

なお、レギュラトリーサイエンスとは、科学的知見や行政措置の橋渡しをする科

学のことをいい、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（レギュラトリー・リサーチ）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概念です。本委託事業により実施する試験研究はレギュ

ラトリー・リサーチに当たります。

（２）公募試験研究課題、委託研究経費限度額及び研究期間

平成２３年度の公募試験研究課題は次の【１】から【９】までの９課題とします。

試験研究課題ごとの具体的研究開発目標及び内容は別紙１のとおりです。応募の際

は別紙１をよく読んでから応募してください。

【１】食品の加工・調理がフラン濃度に及ぼす影響の把握

委託研究経費限度額：１０，０００千円（平成２３年度）

研究期間：平成２３年度～平成２４年度

【２】採卵鶏農場におけるサルモネラ汚染低減技術の確立

委託研究経費限度額：１２，０００千円（平成２３年度）

研究期間：平成２３年度～平成２５年度

【３】有毒藻類の培養による各種貝毒標準品の製造技術の確立

委託研究経費限度額：１５，０００千円（平成２３年度）

研究期間：平成２３年度～平成２５年度

【４】口蹄疫の伝播リスクと防疫措置の評価に関する疫学的研究

委託研究経費限度額：６，０００千円（平成２３年度）
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研究期間：平成２３年度～平成２５年度

【５】弱毒タイプ高病原性鳥インフルエンザウイルスの家きん肉内への出現の検証

委託研究経費限度額：２０，５００千円（平成２３年度）

研究期間：平成２３年度～平成２４年度

【６】野鳥が保有するニューカッスル病ウイルスに関する研究

委託研究経費限度額：５，０００千円（平成２３年度）

研究期間：平成２３年度～平成２４年度

【７】ヨーネ病の早期診断技術の開発と実用化に関する研究

委託研究経費限度額：１０，０００千円（平成２３年度）

研究期間：平成２３年度～平成２５年度

【８】サツマイモ等の重要害虫であるイモゾウムシの根絶のための実用的な光トラップ

の開発及び防除モデルの策定

委託研究経費限度額：５，０００千円（平成２３年度）

研究期間：平成２３年度～平成２５年度

【９】我が国の重要な農作物に被害を与えるウイロイド病の侵入リスク管理措置の確立

委託研究経費限度額：１０，０００千円（平成２３年度）

研究期間：平成２３年度～平成２５年度

（３）採択件数

（２）の公募試験研究課題の【１】から【９】ごとに１件の提案書を採択します。

（試験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２４年３月１６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試験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

応募は次の①から④までの要件を満たす者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「試験研究機関」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

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 以下のアからオまでのいずれかに掲げる試験研究機関であって各試験研究課

題に取り組むことができるもの。

ア 都道府県、市町村及び公立の試験研究機関

イ 大学及び大学共同利用機関
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ウ 独立行政法人、地方独立行政法人、特殊法人及び認可法人

エ 民間企業、公益社団法人・公益財団法人、一般社団法人・一般財団法人、

特例民法法人、ＮＰＯ法人

オ その他上記アからエまで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、試験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。

（１）単独の試験研究機関（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 当該試験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も同様とします。

② 当該試験研究課題について、研究内容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、当該試験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）複数の試験研究機関が共同提案により応募する場合の要件

複数の試験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できます。

この場合、以下の①から③までの要件を満たす必要があります。

① 共同提案する試験研究機関のうちの１つに当該試験研究課題の研究総括者

を、それ以外の試験研究機関には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試験研究機関が代表者として連絡調整等を農林水産省消

費・安全局との間で行うものとします。

② 共同提案する全ての試験研究機関が当該試験研究課題の経理責任者を設置し

ていること。

③ 当該試験研究課題について、研究内容の企画立案及び進行管理を行う能力・

体制を有すること。
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３ 応募について

（１）応募方法

府省共通研究開発管理システム（以下「e-Rad」という。）を利用した電子申請に

より応募を受け付けます。e-Rad を利用するに当たっては、あらかじめ試験研究機

関の登録、研究者情報の登録手続が必要です。e-Rad を利用した電子申請の詳細に

ついては別紙２を参照してください。

２（１）の協議会又は２（２）の共同提案により応募する場合は、研究総括者の

所属する試験研究機関が代表して応募してください。なお、応募に当たっては、研

究総括者が所属する試験研究機関の事務代表者による e-Rad システム上での承認を

得る必要があります。

（２）応募書類

提案書を（１）の応募方法で受付期間内に提出してください。なお、提案書は本

要領及び提案書（様式）にしたがって、日本語で作成してください。

また、次の①及び②に該当する場合は、提案書と併せて必要書類を提出してくだ

さい。

① 協議会で応募する場合

協定書等の写し

② 人件費及び試験研究費の賃金を計上する場合

試験研究機関における受託単価規程又は人件費の算定等における算出根拠と

なる書類（７（２）①参照）

受付期間：平成２３年１月４日（火）～平成２３年２月１０日（木）１８時

（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及び内容に虚偽が認められた提案書は無効とし

ます。

② 提案書の受理後に、不備の有無を確認するためには、少なくとも一日程度要す

ることが想定されますので、余裕を持って早めに提出してください。

③ 提案書の差し替え・修正が必要となった場合は、事前に「１５ 問い合わせ先」

までご連絡ください（あらかじめ農林水産省側で上書き禁止の解除操作を行わな

いと、提案書を差し替え・修正することができません。）

なお、提案書を差し替える必要が生じた場合についても、受付期間内に差し替

えの提案書が提出ができない場合は無効となります。

④ 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。

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。
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⑦ 提案書に記載する連絡先は、応募後に確実に連絡が取れるものとしてください。

（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

方は試験研究機関ごとに別添の参加申込書に記入の上、平成２２年１月１１日(火)

１０時までに FAX にて申し込んでください（会場の都合により、１つの試験研究

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、説明会への出席を応募要件としている試験研究課題がありますので、別紙

１で確認してください。

・日 時：平成２３年１月１２日（水）１３時３０分～１６時３０分（予定）

・場 所：合同庁舎４号館会議室（予定）（確定後、申込者に対して連絡します）
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応募の流れ

e-Rad ポータルサイトにアクセス（http://www.e-rad.go.jp/index.html）

試験研究機関及び研究者情報の登録を行い（二週間以上かかる場合があります）、

ID、パスワードを取得

農林水産省のホームページ注)１ (http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/regulatory_science/h23.html)

又は e-Rad ポータルサイトから応募要領、提案書（様式）等をダウンロード

応募要領及び提案書（様式）にしたがって提案書を作成し、

・協議会で応募する場合には、協定書等の写し

・人件費及び試験研究費の賃金を計上する場合には、試験研究機関における受

託単価規程又は人件費の算定等における算出根拠となる資料

と併せて e-Rad ポータルサイトにアップロード注)２

農林水産省消費・安全局にて受理

応募者がシステムの「受付状況一覧」画面にて受理状況を確認

注）１．農林水産省のホームページには e-Rad への入力事項を整理した表「平成２３年

度「レギュラトリーサイエンス新技術開発事業」e-Rad 入力補助シート」を掲載

しています。必要に応じてご利用ください。

２．e-Rad を利用した電子申請を行う場合には、システム上に提案書等をアップロ

ードしただけでは、農林水産省に提出されません。所属研究機関の事務代表者に

よるシステム上の承認行為が行われないと、農林水産省に提出された扱いにはな

りませんのでご注意ください。また、協定書等の写しや受託単価規程又は人件費

の算定等における算出根拠となる書類を e-Rad にアップロードする際には、提案

書と併せて一つの PDF ファイルとしてアップロードしてください。
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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。審査は原則

として対面によるヒアリング審査によることとしますが、必要に応じてヒアリング

審査の前に書面による審査を実施する場合があります。

なお、審査委員会の開催に係る連絡は、応募した研究総括者に直接連絡します。

また、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、必要に応じて試験研究の実施に

当たって留意事項を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、予定委託先決定後、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

研究総括者には、研究計画の設計、決定及び必要な見直しを行うとともに、研究の

進捗状況を確認するために、試験研究課題に参画している研究者等により構成される

研究推進会議を開催していただきます。

また、受託者の決定後、「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。）を試験研

究課題ごとに設置し、研究推進会議に参画するなどして試験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、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・改善を図る

必要があることにご留意ください。

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
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締結します。なお、予定委託先は、５の通知後、委託契約に必要な書類を速やかに

提出してください。

共同提案の場合は、共同提案する全ての試験研究機関が連名で農林水産省消費・

安全局と委託契約を締結することとなります。また、委託契約の締結に当たっては、

研究総括者の所属する試験研究機関が共同提案する全ての試験研究機関を代表して

農林水産省消費・安全局と連絡調整を行うとともに、委託契約に必要な書類をとり

まとめていただく必要がありますので、あらかじめご承知おきください。

（２）委託経費の対象となる経費

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。

ア 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。

なお、本委託事業における人件費の算定等に当たっては、「委託事業に

おける人件費の算定等の適正化について」（平成２２年９月２７日付け２

２経第９６号大臣官房経理課長通知）（別紙３）によるものとします。

イ 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。

ウ 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、本委託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。

エ 委員旅費：研究のアドバイザー等の国内旅費及び外国旅費を計上できます。

オ 試験研究費

a 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。

なお、本委託事業における賃金の算定等に当たっては、別紙３によるも

のとします。

b 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。

c 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。

d 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。

e 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。

f 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。

カ 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％
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② 一般管理費：①オ試験研究費の１５％以内。

※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

に直接必要であり、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、別紙３に基づき、受託単価又

は実績単価を算定し、本委託事業に従事する時間又は日数等を積算内訳に記載

してください。なお、提案書に記載された単価については、４（１）の審査委

員会等により精査され、単価の見直しを提案書を採択する条件とする場合があ

ることをあらかじめご承知おきください。

また、精査後の単価については、原則として実績報告においても変更できま

せんのでご留意ください。

※３ 試験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。

※４ 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

区分してください。

※５ 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ください。

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

ど明記してください。

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ください。
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（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、本委託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

による研究の成果であることを明記してください。

また、承諾を得て公表した資料は、毎年度末、農林水産省消費・安全局長に報告

してください。

（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、以下の条件を遵守する（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」にお問い合わせくださ

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
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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、

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してください。

・ 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

第三者に漏らしてはいけません。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ください。特許の出願前に研究成果を公開

した場合、新規性が失われ特許権等を受けることができなくなることがありま

すのでご注意ください。

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」により試

験研究課題の中間評価、事後評価を実施します。

受託者は、試験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・監査体制を整備する必要があります。また、そ

の実施状況の報告等を求めるとともに、体制整備等の状況に関する現地調査を行う

場合がありますので、ご承知おきください。

※については、http://www.s.affrc.go.jp/docs/misbehavior/pdf/guideline_02.pdf

を参照してください。
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（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

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。受託者においては、このガイドラインに沿って、研究活動の不正
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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する等、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

を参照してください。

（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、採択された個々の試験研究課題に関する情報（試験研究課題名、研究概要、

試験研究機関名及び研究者名等）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。

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、応募書類を作成してください。

１４ 次年度以降の取扱い

平成２４年度以降も継続して実施する試験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、当該試験研究の実施

に先立ちあらためて委託契約を締結するものとします。

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



- 14 -

り、試験研究の目標達成が著しく困難である等、試験研究の中止等をすべきと判断

された場合は、委託契約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/h23.html） にて掲載し

ますのでご了承ください。

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

レギュラトリーサイエンス対応推進班

別館４階（ドア番号：別４０３）

担当者 楠川、大森

ＴＥＬ：０３‐３５０２‐５７２２

ＦＡＸ：０３‐３５９７‐０３２９

受付期間：平成２３年１月４日（火）から平成２３年２月１０日（木）１８時

（ただし土日祝日を除きます）

受付時間：受付期間の１０時～１２時、１３時～１８時



別紙１

【１】食品の加工・調理がフラン濃度に及ぼす影響の把握

委託研究経費限度額：１０，０００千円（平成２３年度）

研究期間：平成２３年度～平成２４年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

食品中のフランは、2004 年に米国 FDA が瓶詰や缶詰食品に高濃度に含まれることを

発表し、その後、食品中の含有実態や毒性に関する調査が国際的に進められています。

2010 年 2 月に開催された第 72 回 FAO/WHO 合同食品添加物専門家会合（JECFA）では、

フランの代謝物に遺伝毒性発がん性があり、暴露マージンが小さいことからヒトでも発

がん性の懸念ありと評価されました。これを受けて、コーデックス委員会食品汚染物質

部会では低減のための実施規範の策定を視野に、関係情報の収集が行われています。

農林水産省が実施したトータルダイエットスタディ及び市販品のサーベイランス（予

備調査）では、コーヒー、みそ、しょうゆ、缶詰・レトルトパウチ食品の濃度が高く、

かつ、摂取寄与が高いこと、乳幼児ではベビーフード（レトルトパウチ食品、瓶詰）か

らの摂取が無視できないことが示唆されています。しかし、食品中のフランの生成要因

は複数あると考えられており、個々の食品の主たる生成機序は特定されていないため、

現時点では食品製造時における低減技術が確立されていません。また、食品を加工・調

理し、消費する過程において、揮発しやすい性質を持つフランの濃度がどのように変化

するかもわかっていません。これまでの諸外国の報告では、一部の食品では、加熱や攪

拌によってフラン濃度を低減できる可能性が示唆されています。

そのため、まずはフランを比較的高濃度に含有する食品において、その濃度が加工・

調理から消費の段階でどのように変化するのかを把握し、科学的な根拠に基づいて今後

のリスク管理措置の方向性を決める必要があります。

研究内容

１．食品中のフランの挙動を把握するための加工・調理条件のモデル化

（具体的内容）

本課題では、農林水産省の調査によって、食品中のフラン濃度が高く、日本人にお

いてフランの経口暴露における摂取寄与が高いと推定されている、次に掲げる４品目

群を対象とします。

①大豆、魚類、調理食品の缶詰（瓶詰）・レトルトパウチ食品

②しょうゆ及びみそ

③コーヒー類（缶コーヒー、レギュラーコーヒー、インスタントコーヒー）

④ベビーフード（レトルトパウチ食品、瓶詰）

上記の食品について、日本人における家庭調理と消費の実態を踏まえ、加工、調理、

調製、消費形態のモデル化を行い、フラン濃度に影響しうる加熱、攪拌等の各種要因

の条件付けを行います。



２．加工・調理から消費段階におけるフランの濃度変化の把握

（具体的内容）

4 品目群について、１．で検討したモデル系を用いて試料を調製し、フランの濃度

変化を把握し、統計学的に解析します。

３．加工・調理から消費段階におけるフラン低減方法の検証

（具体的内容）

モデル化試験の結果から、食品中のフラン低減に資する条件を探索し、合理的に実

行可能な範囲で、より実践的な低減技術を確立します。その際、風味等の官能特性に

及ぼす影響の評価だけでなく、食品微生物学的、栄養学的な側面からのリスクとリス

ク、リスクとベネフィットのトレードオフに関する考察も行います。

達成目標（行政施策への貢献）

・行政が、消費者や食品事業者向けに、家庭やレストラン等で食品をより安全に加工・

調理・調製し、消費するための助言を検討する際に基礎となる科学的なデータとして

活用します。

・調理・加工の影響を考慮した、消費に近い段階での食品中のフラン濃度を推定し、よ

り正確な経口摂取量を推定するための基礎データとして活用します。

・調理段階でのフラン低減の実行可能性を検証し、食品中のフランのリスク管理措置の

方向性を検討するための基礎データとして活用します。

＜留意事項＞

・研究推進会議には、研究課題運営チームのほか、必要に応じて食品関連事業者の参画

を求める場合があります。

・研究は、研究内容の１．２．３．の順番に進めることとし、研究成果に応じて随時見

直しを行います。



【２】採卵鶏農場におけるサルモネラ汚染低減技術の確立

委託研究経費限度額：１２，０００千円（平成２３年度）

研究期間：平成２３年度～平成２５年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

サルモネラ食中毒は、健常成人では、下痢、腹痛、発熱等の一般的食中毒症状を引き

起こす程度ですが、幼児や高齢者では時に重症化し死亡に至ることもある感染症です。

1990 年代後半に年間 800 件（患者 1 万人超）発生し、これに対応するため、農場段

階及び鶏卵の加工・流通段階において各種ガイドラインが作成されたこともあって食中

毒件数及び患者数ともに減少傾向にありますが、細菌性食中毒の中ではカンピロバクタ

ー食中毒の次に発生が多いのが現状です。

また、平成 19 年度に実施した採卵鶏農場の汚染実態調査では、約 2 割の採卵鶏農場

からサルモネラ属菌が検出され、中でも、病原性が強く、鶏卵巣内で鶏卵内に侵入する

エンテリティディス（以下「SE」という。）と呼ばれる血清型が 3 ％の農場から検出さ

れました。更に、同年度に実施した市販鶏卵の調査でも、鶏卵内から検出されなかった

ものの、2,030 パック中 5 パックの卵殻からサルモネラ属菌が検出（2 パックから SE）

され、保管・割卵時における卵内への侵入、又は他の食品への交叉汚染によって食中毒

が生ずる可能性が示唆されました。

このため、現在の飼養管理状況とサルモネラ汚染との関連性を詳細に調査することで、

採卵鶏農場におけるサルモネラ属菌（特に SE）による汚染を低減するための有効な対

策を明らかとし、ガイドライン等の改訂、生産者に対するガイドラインに従った衛生対

策の実施を促す必要があります。

なお、EU 諸国では、EU 指令に基づき、農場汚染率を定期的に調査し、目標値を定

めた上で、衛生対策を実施しており、ほとんどの国は最終目標（10 ％以下）を実現し

ています。

研究内容

１．現在実施されている一般衛生管理、サルモネラワクチン接種等のサルモネラ汚染低

減効果の検証

（具体的内容）

家きん感染症防止のために実施されている一般衛生管理、サルモネラ感染症発生防

止のための「サルモネラ総合対策指針」等のガイドラインに記載のある各種衛生対策

について、衛生対策の実施状況とサルモネラ汚染との関連性を調査し、有効な対策を

明らかにします。

サルモネラワクチンの免疫持続期間等の有効性の評価を行います。



２．換羽誘導等、サルモネラ感染の要因となる生産方式の検証と改良

（具体的内容）

学術雑誌等の報告では、換羽誘導の実施、鶏舎構造、飼育密度等の生産方式とサル

モネラ汚染率との間に関連性があると報告されていることから、これら生産方式の違

いによるサルモネラ汚染率の違いを調査し、サルモネラ汚染の低減対策に有効な生産

方式を明らかにします。

達成目標（行政施策への貢献）

採卵鶏農場では、家きん感染症防止及び 1990 年代に鶏卵を原因とするサルモネラ食

中毒が年 1 万人を超えていたことから、サルモネラ総合対策指針を始め、各種のガイド

ラインが公表されてきましたが、その効果についてはこれまで検証されていません。こ

のため、本試験研究により、その効果を明らかにするとともに、必要に応じ、各種ガイ

ドラインの改訂を行います。

＜留意事項＞

本試験研究課題に応募するためには、以下の条件を満たす必要があります。

・公募説明会に出席していること（本試験研究課題の実施には、これまでに実施した微

生物リスク管理基礎調査事業の調査結果を基礎資料とする必要がありますが、未公表

データが多く含まれているため）。

・研究応募時点で採卵鶏農場の協力が得られていること（本試験研究課題の実施には採

卵鶏農場の協力が不可欠であるため）。



【３】有毒藻類の培養による各種貝毒標準品の製造技術の確立

委託研究経費限度額：１５，０００千円（平成２３年度）

研究期間：平成２３年度～平成２５年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

現在、我が国で発生している下痢性・脂溶性貝毒および麻痺性貝毒については、厚生労働

省が定めたマウス毒性試験により出荷業者の自主検査により監視されています。しかしなが

ら、動物愛護等の観点から、国際的に貝毒分析方法を従来のマウス法から機器分析法へ移

行する流れが主流となっており、我が国においてもマウス法に代わる貝毒分析として機器分

析を導入する必要があります。

機器分析には、分析する貝毒標準品が必要です。現在、農林水産省消費・安全局が試験・

研究機関に対し毒化した二枚貝抽出物から分離精製した標準品を配付しているのが唯一で

すが、この体制は、出荷業者が実施している大規模な検査に対応するものではありません。

また、近年、原料の貝類の入手が困難になっており、前記の標準品配付についても今後数年

で標準品原料が枯渇する状況です。このため、自主検査に機器分析を導入するためには、貝

毒標準品の大量供給が不可欠であり、貝毒原因プランクトンを大量培養し、貝毒標準品を安

定的に製造する技術を早急に確立する必要があります。

研究内容

１．貝毒生成プランクトンの培養株の検索と大量培養条件等の検討

（具体的内容）

下痢性・脂溶性貝毒及び麻痺性貝毒を生産する渦鞭毛藻類から各種貝毒物質の生産

能力の高い株の検索を行うとともに大量培養及び貝毒物質の効率的な生産に適した飼

育条件等の検討を行います。

２．貝毒標準物質の抽出・精製技術の開発

（具体的内容）

上記プランクトンから下痢性・脂溶性貝毒種 4 種（OA,DTX1,PTX2,YTX）、麻痺性

貝毒 7 種（GTX2,3、GTX1,4、C1,2、neoSTX、dcSTX、GTX5、GTX6）の各標準品を

抽出・精製する方法を確立します。

３．二枚貝代謝物質の精製技術の開発

（具体的内容）

上記抽出物から貝類体内での代謝物である脂溶性貝毒 2 種（PTX1、PTX6）、麻痺

性貝毒 1 種（dcGTX2,3）の生産プロセスを解明し、人工的に所定の物質を精製する

技術を開発する。

達成目標（行政施策への貢献）

出荷業者が貝毒検査を機器分析により実施する際に必要となる標準品の供給体制確立に

必要な技術を開発し、機器分析の普及を促進します。



＜留意事項＞

・貝毒生成プランクトンの培養株の検索にあたっては、下痢性貝毒 OA、DTX1、麻痺性貝

毒 GTX1,2,3,4、C1,2 を生産する能力の高い株を優先的に検索・培養する提案とします。

・培養プランクトンが自然界に流出することのないよう厳重に管理できる体制を有する

試験研究機関であることを条件とします。

・本試験研究課題において精製する標準物質は毒性の高い物質であるため、紛失等の無

いよう厳密に管理を行うことができ、かつ、貝毒物質の分析以外の目的では使用しな

いことに合意できることを本試験研究課題への応募条件とします。



【４】口蹄疫の伝播リスクと防疫措置の評価に関する疫学的研究

委託研究経費限度額：６，０００千円（平成２３年度）

研究期間：平成２３年度～平成２５年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

2010 年 4 月、我が国で 10 年ぶりとなる口蹄疫が宮崎県で発生しました。今回の発生

では、292 の農場で感染が確認され、感染家畜やワクチン接種動物を含め 30 万頭近い

家畜が殺処分されました。今回の口蹄疫発生に関する疫学調査については、現在、口蹄

疫疫学調査チームにおいて最終取りまとめを実施しているところです。

今後、口蹄疫の防疫対策の充実を図るためには、今回の口蹄疫の伝播の特徴と防疫対

策の効果について、疫学的手法を用いた詳細かつ多角的な分析を行うことが必要です。

そこで、今後の発生予防及びまん延防止に資するため、口蹄疫の伝播リスクの解明と防

疫措置の効果や効率性について経済的な面も含めて複合的な評価を行うことが求められ

ています。

研究内容

１．口蹄疫の伝播リスクの解明

（具体的内容）

発生地域における農場の飼養衛生管理、畜産農家の地理的な分布状況、野外におけ

る消毒薬の効果等の情報を用いて、口蹄疫の伝播に関する疫学的分析を多角的に行い、

口蹄疫の伝播リスクを解明します。

２．口蹄疫の防疫措置に関する評価・検討

（具体的内容）

口蹄疫発生の際に実施する殺処分やワクチン接種といった防疫対策について、シミ

ュレーションモデルや数理疫学的手法を用いて定量的な評価を行います。また、口蹄

疫の発生に伴う防疫費用、畜産業及び関連産業への損失について、経済的な評価も行

います。これらを踏まえ、効果的で効率的な口蹄疫の防疫対策について検討します。

達成目標（行政施策への貢献）

・口蹄疫の伝播に関する疫学的分析の結果、危機管理体制の充実に必要な科学的知見が

得られた場合は、国は具体的な対策を防疫指針等に追加することを検討します。

・口蹄疫の防疫措置に関する評価結果及び経済的評価結果は、口蹄疫発生時に国がワク

チン接種の是非等を判断する際の科学的根拠として活用します。

＜留意事項＞

・家畜衛生への活用が考えられる技術的要素を含む提案とします。

・経済的な評価を行う際、社会的コスト等間接的な損失は考慮しないこととします。



【５】弱毒タイプ高病原性鳥インフルエンザウイルスの家きん肉内への出現の検証

委託研究経費限度額：２０，５００千円（平成２３年度）

研究期間：平成２３年度～平成２４年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

我が国では、貿易相手国で弱毒タイプの高病原性鳥インフルエンザの発生があった際

は、家きん肉内からウイルスが検出される可能性があるため、当該国からの家きん肉の

輸入停止措置をとっています。

しかしながら、OIE が、弱毒タイプは家きん肉が感染源となるリスクが低いとみなし

ていることから、国際基準（OIE 基準）においては、弱毒タイプは低病原性鳥インフル

エンザとされ、家きん肉は輸入停止の対象とはされていません。

このため、我が国の国際検疫及び国内防疫措置を裏付ける科学的根拠を明らかとする

ため、弱毒タイプウイルスの家きん肉内への出現を検証する必要があります。

研究内容

１．弱毒タイプ高病原性鳥インフルエンザウイルス（Ｈ５及びＨ７）が単独で鶏に感

染した場合の筋肉及び各臓器におけるウイルスの出現・増殖の検証

（具体的内容）

弱毒タイプ高病原性鳥インフルエンザウイルスを単独で鶏群に感染させ、筋肉を含

む各臓器でのウイルスの出現及び増殖の有無を経時的に検証します。

２．弱毒タイプ高病原性鳥インフルエンザウイルス（Ｈ５及びＨ７）と鶏呼吸器疾患関

連細菌が複合感染した場合の筋肉中におけるウイルス出現・増殖の検証

（具体的内容）

①文献検索等により、鶏呼吸器疾患関連細菌を選定し、鶏群感染実験系を用いて呼吸

器での増殖を示し、かつ重篤な臨床症状を示さない細菌投与量を決定します。

②鶏群に鶏呼吸器疾患関連細菌及び弱毒タイプ高病原性鳥インフルエンザウイルス

（Ｈ５及びＨ７）を感染させ、筋肉を含む各臓器でのウイルス出現及び増殖を経時

的に調査します。

達成目標（行政施策への貢献）

・弱毒タイプ鳥インフルエンザウイルスの鶏筋肉内での出現が認められた場合、家きん

肉が感染源となるリスクがあるため家きん肉を輸入停止の対象とする我が国の防疫措

置の妥当性を科学的根拠として各国や OIE に提示します。

・一方、弱毒タイプ鳥インフルエンザウイルスの鶏筋肉内での出現が認められなかった

場合、家きん肉の輸入停止範囲について検討します。



【６】野鳥が保有するニューカッスル病ウイルスに関する研究
委託研究経費限度額：５，０００千円（平成２３年度）
研究期間：平成２３年度～平成２４年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）
ニューカッスル病は、高病原性鳥インフルエンザと並ぶ家きんの重要な伝染病であり、

感染した株によっては極めて致死率が高いこと、伝播力が強いことから、家畜伝染病予
防法に基づく殺処分等の防疫措置の対象である法定伝染病に指定されています。我が国
においては、ニューカッスル病ウイルスの感染を全てニューカッスル病としているが、
OIE が定める国際基準においては、特定の条件を満たす強毒タイプのウイルスに感染し
た場合のみをニューカッスル病としています。

今後、国際基準に合わせて我が国の基準を見直す必要があることから、見直し後のニ
ューカッスル病に対する防疫対策の検討に資するため、主要な感染経路である野鳥にお
ける本病ウイルスの保有状況及び病原性を分析します。

研究内容
１．野鳥におけるニューカッスル病ウイルス保有状況の調査
（具体的内容）

野鳥のサーベイランスは、環境省によって高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）に関
するサーベイランスが実施されていますが、検体数が多く、ウイルス分離を行うこと
ができないことから、一次検査として A 型インフルエンザに特異的な迅速検査が行わ
れています。このため、HPAI サーベイランスの採材地点において、ニューカッスル
病ウイルスの検査を目的とした採材を別途実施し、これらの検体について、ニューカ
ッスル病ウイルスを対象としたウイルス分離検査を行います。

２．分離されたニューカッスル病ウイルスの性状解析
（具体的内容）

１で分離されたニューカッスル病ウイルスについて、OIE が定める国際基準に基づ
くニューカッスル病に該当するか検証するため、国際基準に基づく病原性試験（ヒナ

脳内接種試験、開裂部位の遺伝子解析）を実施するとともに、その遺伝子解析の結果
を既知のニューカッスル病ウイルスやワクチン株と比較し、野鳥が保有するウイルス
の疫学的特徴を分析します。

達成目標（行政施策への貢献）
ニューカッスル病の発生を監視するためのサーベイランスの規模の検討や予防的ワク

チン接種の必要性の検証など、国が今後のニューカッスル病防疫のあり方について具体
的な検討を行うための基礎データとして活用します。

＜留意事項＞
・本研究は、HPAI サーベイランスを実施する環境省、都道府県と連携して実施します。
・本研究において、国際基準に合致するニューカッスル病ウイルスが分離された場合に

は、周辺農場への注意喚起やワクチン接種の徹底など、必要な防疫対策を実施します。



【７】ヨーネ病の早期診断技術の開発と実用化に関する研究

委託研究経費限度額：１０，０００千円（平成２３年度）

研究期間：平成２３年度～平成２５年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

ヨーネ病はヨーネ菌の経口感染により惹起される慢性消化器感染症であり、家畜伝染

病予防法において撲滅対象疾病に指定され、摘発・淘汰により国として疾病防除対策が

講じられています。本病の診断は、主に細菌検査（分離培養）と血清学的検査（ELISA

法）により実施されていますが、平成 19 年、ヨーネ病の疑似患畜の確認に伴う牛乳・

乳製品の回収事例に伴い、現在、分離培養検査が結果の判定に長期間を要することから

乳用牛における糞便の分離培養検査の実施が困難となっています。したがって、数字上、

平成 20 年から本病の患畜数は減少傾向にありますが、実際には摘発されずに感染家畜

が潜んでいる可能性があります。

このような状況下において、分離培養に替わる迅速な早期診断法として遺伝子検査で

あるリアルタイム PCR の実用化が不可欠であり、法定検査への追加を検討することが

急務となっています。

また、畜産現場からは ELISA 法の非特異反応を示唆する声もあり、更に特異性の高

い遺伝子組み換え抗原を用いた ELISA 法の開発が望まれています。

研究内容

１．リアルタイム PCR の他の検査方法との比較・検討

（具体的内容）

既知のヨーネ病患畜の糞便を用いて、リアルタイム PCR と分離培養（寒天培地及

び液体培地）を実施し、リアルタイムＰＣＲと分離培養との一致率等についてデータ

を収集します。また、液体培地との比較・検討に当たっては、モノクローナル抗体を

用いたイムノクロマトグラフィ法による迅速検出法も検討します。

２．DNA 抽出における多検体処理の検討及び迅速化

（具体的内容）

ヨーネ病のリアルタイム PCR は、多検体処理に不向きであることから、DNA 抽出

方法の改良等、新たな多検体処理方法を開発します。特に、多検体処理時のサンプル

間のコンタミネーションが危惧されるため、サンプル処理時に用いる器具・機材の改

良等によりその防止策を検討します。

３．遺伝子組み換え抗原を用いた ELISA 法の開発

（具体的内容）

遺伝子組み換え抗原を用い、特異性の高い ELISA 法の開発を進めます。また、ヨ

ーネ菌及びその他の抗酸菌の感染試験により、特異性及び抗体検出感度の確認を行い

ます。



達成目標（行政施策への貢献）

・リアルタイム PCR が他の検査方法と比較して有用であることが示された場合、国は

リアルタイム PCR を法定検査法として規定することを検討します。

・DNA 抽出における新たな多検体処理方法が開発された場合、国は同法をマニュアル

化し、各都道府県に示すことで、検査現場における本病摘発の効率化・迅速化を図り

ます。

・遺伝子組み換え抗原を用いた高感度かつ特異性の高い ELISA 法が開発された場合、

国は同法を法定検査法として規定することを検討します。

＜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】サツマイモ等の重要害虫であるイモゾウムシの根絶のための実用的な光トラップ

の開発及び防除モデルの策定

委託研究経費限度額：５，０００千円（平成２３年度）

研究期間：平成２３年度～平成２５年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

南西諸島にはサツマイモ等の重要害虫であるイモゾウムシ及びアリモドキゾウムシが

発生していることから、発生範囲の拡大を防止するため、サツマイモ等の本土への移動

を制限しています。

このうち、アリモドキゾウムシについては、種特異的な誘引物質が存在することから、

この誘引物質を利用したトラップ（フェロモントラップ）と不妊虫放飼法を組み合わせ

た実用的な根絶方法が確立されており、鹿児島県喜界島などにおいて根絶に向けた事業

が進められています。

一方、イモゾウムシについては、有効な誘引物質がないために誘引方法が確立できて

いないことなどの問題を有している状況です。

このため、イモゾウムシの誘引方法として現時点で最も有望と考えられる「光を利用

したトラップ」（光トラップ）を早急に実用化するとともに、光トラップを活用した防

除モデルを策定することにより、イモゾウムシの根絶のための技術を確立する必要があ

ります。

研究内容

１．光トラップの開発

（具体的内容）

①室内試験において、LED などを利用したトラップを試作し、その誘引効率の確認

を行うことにより、トラップの形状、光の波長及び強さなどの最適条件を決定しま

す。

②野外試験において、イモゾウムシの実際の生息密度や寄主植物の有無がトラップの

誘引効率に与える影響の評価、トラップの有効誘引距離などに関するデータを収集

します。

③寄主植物からの抽出成分や性フェロモンなどを補助的に使用することにより、トラ

ップに確実に捕獲できる化学的・物理的な方法の探索を行います。

④①～③を踏まえて、試作したトラップの改良を行い、実用的なトラップを開発しま

す。

２．光トラップの有効性の検証

（具体的内容）

実際にイモゾウムシの防除を実施している地域において、開発したトラップの有効

性を検証するとともに、トラップの設置間隔の確認や現場の実情に合わせたトラップ

形状の調整などを行います。



３．光トラップを活用した防除モデルの策定

（具体的内容）

不妊虫放飼法による根絶事業に資するため、開発したトラップを用いてイモゾウム

シの発生密度を推定し、放飼すべき不妊虫の最適な放飼数及び放飼方法などを決定す

るための防除モデルを策定します。

達成目標（行政施策への貢献）

・イモゾウムシの発生地域である南西諸島において、サツマイモ等の移動制限の段階的

な解除に向け、開発した光トラップ及び防除モデルを活用した根絶防除事業を順次実

施し、防除が困難なイモゾウムシの根絶を目指します。

・イモゾウムシの未発生地域においては、イモゾウムシの早期発見及び早期防除のため

に県及び国が実施している侵入警戒調査に開発した光トラップを活用します。



【９】我が国の重要な農作物に被害を与えるウイロイド病の侵入リスク管理措置の確立

委託研究経費限度額：１０，０００千円（平成２３年度）

研究期間：平成２３年度～平成２５年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

2006 年に広島県内の施設栽培トマトで TCDVd（トマト退緑萎縮ウイロイド）、2008

年に福島県の施設栽培トマト及び 2010 年に山梨県の試験栽培ダリアで PSTVd（ポテト

スピンドルチューバーウイロイド）による我が国未発生の病気の発生が確認されました。

これらの新規ウイロイド病害は、我が国の重要な農作物であるナス科植物（例えば、

ばれいしょ、トマト、ペチュニア等）を中心として様々な植物に感染し、その多くが無

病徴感染であることが知られており、海外から輸入された種苗類を介して国内に侵入し

た疑いがあります。

このことから、輸入種苗類を介して TCDVd 及び PSTVd などのウイロイドが再侵入す

ることを防ぐため、それらのウイロイドの侵入リスクが高い作物リスト及びその検疫措

置を確立する必要があります。

研究内容

１．我が国に重要な農作物の種苗類に対し、大きな被害を与えるおそれがあるウイロイ

ドを接種し、その感染性（病徴、汚染率、発病率、感染部位など）の調査

（具体的内容）

①我が国の農作物に重大な被害を与える恐れのあるウイロイドを明らかにするた

め、侵入を警戒するウイロイド数種を入手し、重要品目であるトマトやジャガイ

モ等に接種してその被害程度を調査します。

②被害程度が大きいことが特定されたウイロイドについて、近年輸入量が増大して

いるような植物及び諸外国で無病徴感染が報告されているような植物に接種し、

それらのウイロイドの感染性及び病徴を確認してリスト化します。

③特に輸入される形態として多い種子については、ウイロイドの汚染又は種子伝染

の可能性を調査し、種子を介して侵入する可能性の高い植物を明らかにしてリス

ト化します。

２．ウイロイドの感染性に応じた検疫措置（検定方法、消毒方法など）の確立

（具体的内容）

①種苗類への感染性が明らかになったウイロイドについて、輸入される形態が多い

幼苗期での病徴の有無及びその被害程度を調査し、検定に最適な植物の部位（新

梢、葉、地下部など）を特定するとともに、最適な検定方法（PCR 法、LAMP

法など）を決定します。

②特に輸入される形態として多く、病徴による診断が最も困難な種子については、

ウイロイドの侵入リスクがより高いと判断できることから、対象となるウイロイ

ドが種子の表面だけに付着しているのか、種子内部にまで侵入しているのかを調

査し、最適な検査方法及び消毒方法を開発します。



③我が国への侵入リスクが高いと判断されたウイロイドについて、輸出国における

ウイロイドの発生状況を調査し、検疫措置（輸入禁止措置、輸出国に要求する栽

培地検査や精密検定、輸入時の精密検定など）を決定するために必要となる科学

的な情報を収集します。

達成目標（行政施策への貢献）

・我が国の重要な農作物に被害を与えるウイロイドの侵入リスクが高い農作物をリスト

化し、輸出国に栽培地検査を要求する根拠とし、輸入される農作物に対する輸入検疫

措置に活用します。

・また、ウイロイドの検定方法及び消毒方法が確立したものについては、国際植物防疫

条約（IPPC）の植物検疫措置に関する国際基準（ISPM No.27：規制有害動植物のた

めの診断プロトコル）による公定分析法として提案します。



別紙２

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）への研究機関・研究者情報の登録について

１ 府省共通研究開発管理システム（e-Rad）について

府省共通研究開発管理システムとは、各府省が所管する競争的研究資金制度を中心

として、研究開発管理に係る一連のプロセス（応募受付→審査→採択→採択課題管理

→成果報告等）をオンライン化する府省横断的なシステムです。

「e-Rad」とは、府省共通研究開発管理システムの略称で、Research and Development

（科学技術のための研究開発）の頭文字に、Electronic（電子）の頭文字を冠したもの

です。

（１）e-Radの操作方法に関する問い合わせ先

e-Radにおける研究機関・研究者の登録及びシステムの操作方法に関する問い合わ

せは、e-Radヘルプデスクにて受け付けます。また、操作方法に関するマニュアルは、

e-Radポータルサイトから参照又はダウンロードすることができます。

マニュアル

研究者用 http://www.e-rad.go.jp/kenkyu/manual/index.html

研究機関用 http://www.e-rad.go.jp/shozoku/manual/index.html

e-Radヘルプデスク

TEL 0120-066-877（フリーダイヤル）

（受付時間帯）午前9：30～午後5：30（土曜日、日曜日、祝日を除く）

※上記以外に関する問い合わせ（事業の具体的内容、応募資格等）は、e-Radヘル

プデスクではなく農林水産省消費・安全局消費・安全政策課レギュラトリーサイ

エンス対応推進班にお問い合わせください。

農林水産省消費・安全局消費・安全政策課

レギュラトリーサイエンス対応推進班

TEL 03-3502-8111（内線4451）

03-3502-5722（直通）

（受付時間帯）午前10：00～午後0：00、午後1：00～午後6：00

（土曜日、日曜日、祝日を除く）

（２）e-Radの利用可能時間帯

（月～金）午前6：00～翌午前2：00まで

（土～日）午前12：00～翌午前2：00まで

なお、祝祭日であっても、上記の時間帯は利用可能です。ただし、利用可能時間帯

であっても保守・点検を行う場合、運用停止を行うことがあります。運用停止を行う

場合は、e-Radポータルサイトにて予めお知らせします。



２ e-Radへの研究機関・研究者情報の登録

（１）研究機関の登録

本委託事業に応募する場合、提案者が所属する研究機関は応募時までにe-Radに登

録されている必要があります。研究機関の登録方法については、e-Radポータルサイ

ト（http://www.e-rad.go.jp/shozoku/system/index.html）を参照してください。登録手続

に日数を要する場合がありますので、二週間以上の余裕をもって登録手続をしてくだ

さい。一度登録が完了すれば、農林水産省及び他省庁等が所管する制度・事業の応募

の際に再度登録する必要はありません。また、農林水産省及び他省庁等が所管する制

度・事業で登録済みの場合は再度登録する必要はありません。

なお、e-Radでは研究者の所属する研究機関を所属研究機関と称します。

（２）研究者情報の登録

提案者及び提案する試験研究課題に参画する研究者は、応募時までに研究者情報を

e-Radに登録し、e-RadのログインID、パスワードを取得しておく必要があります。

なお、研究者情報の新規登録は所属研究機関の事務代表者のみ行うことができますの

でご注意ください（e-Radでは、所属研究機関においてe-Radに係る事務を総括する

者を事務代表者と称します。）。

必要な手続はe-Radポータルサイトを参照してください。登録手続に日数を要する

場合がありますので、二週間以上の余裕をもって登録手続をしてください。

３ e-Radによる応募について

（１）提案書の作成

提案者は、e-Radポータルサイトから応募要領及び提案書（様式）をダウンロー

ドし、応募要領にしたがって提案書を作成してください。なお、提案書は日本語で

作成してください。

（２）提出書類

以下の①及び②に該当する場合は、提案書と併せて必要書類を提出してくだ

さい。なお、e-Radには複数のファイルをアップロードすることができないた

め、必要書類の提出に当たっては、提案書と併せてPDFファイルとしてアッ

プロードしてください。

① 協議会で応募する場合

協定書等の写し

② 人件費及び試験研究費の賃金を計上する場合

試験研究機関における受託単価規程又は人件費の算定等における算出根拠と

なる書類

（３）協議会又は共同提案による応募に当たっての留意事項

協議会又は共同提案による応募に当たっては、研究総括者が代表してe-Radの

操作を行ってください。なお、応募に当たっては、研究総括者が所属する機関の事



務代表者によるe-Radシステム上での承認を得る必要がありますのでご留意くだ

さい。

４ 応募受付期間

平成２３年１月４日（火）～平成２３年２月１０日（木）１８時

５ e-Rad使用上の注意事項

① 提出書類（アップロードするファイル）は「PDF」としてください。推奨動作環

境についてはポータルサイトを参照してください。

② アップロードできるファイルの 大容量は3MBまでです。また、複数のファイル

をアップロードすることはできません。

③ 提出書類をアップロードした後、「受付状況一覧」画面が「所属研究機関受付中」と

なっている間は、所属研究機関の事務担当者（e-Radでは、所属研究機関の事務代

表者と事務分担者者（e-Radの事務を分担する者）を総称して事務担当者と称しま

す。）から農林水産省へは提出されていない状態です。この間は提案内容を修正するこ

とが可能です。所属研究機関の事務代表者がシステム上の承認行為を行うと農林水産

省に提出された扱いとなります（「受付状況一覧」画面の受付状況が、「配分機関受付

中」又は「配分機関処理中」と表示されます。）。

なお、提出書類を受付期間内に差し替え・修正する場合は、事前に農林水産

省消費・安全局担当者までご連絡ください（あらかじめ農林水産省側で上書き

禁止の解除操作を行わないと、提出書類を差し替え・修正することができませ

ん。）。その場合、受付期間内に提出できない場合は無効となります。

④ 受付期間内にシステムの「受付状況一覧」画面の受付状況が「配分機関受付中」又

は「配分機関処理中」となっていない提案書は無効となります。提出書類の受理状況

を必ず確認してください。

⑤ 受付期間内にe-Radによる応募手続の操作を完了してください。受付期間内に

e-Radにログインした場合であっても、 受付期間を過ぎてから所属研究機関

の事務代表者が承認操作を完了した場合には操作自体が無効となりますのでご

注意ください（この場合、農林水産省に提案書は提出されていません。）。

受付期間の終了間際に、応募者側のサーバーダウン等のトラブルが発生した

場合、e-Radへのデータ入力ができなくなる等が予想されますで、余裕を持っ

て早めにデータの入力を行ってください。

⑥ e-Radで「受付状況一覧」画面の受付状況が「配分機関受付中」又は「配分

機関処理中」となった後、一週間程度は農林水産省担当者より内容についての

確認等の連絡をする場合がありますので、確実に連絡が取れるようにしてくだ

さい。



e-Radによる提案書類提出の流れ

「受付状況一覧」画面における「応募状況」の表示

作成中 提案者が入力途中の応募情報を一時保存した状態です。「再開」

ボタンから応募情報の作成作業を再開することができます。

未確認 提案者が作成した自分の応募情報を提出していない状態です。

「提出」ボタンをクリックしないと、応募情報は所属研究機関

事務担当者に受け付けられません。

修正依頼 提出した応募情報に対して、所属研究機関事務担当者又は農林

水産省担当者から修正依頼が入っている状態です。「修正」ボ

タンから応募情報を修正し、再度提出してください。

所属研究機関受 応募情報が所属研究機関の事務担当者に受け付けられた状態で

付中 す。所属研究機関事務担当者から農林水産省の担当者にはまだ

提出されていません。

配分機関受付中 提案者が提出した応募情報を事務代表者が承認し、農林水産省

の担当者に受け付けられた状態です。

配分機関処理中 提出した応募情報は農林水産省の担当者に受理されました。

却下 提案者が提出した応募情報は、所属研究機関事務担当者が却下

しました。却下理由は所属研究機関事務担当者に確認してくだ

さい。

不受理 提出した応募情報は、農林水産省の担当者が不受理にしました。

不受理理由な農林水産省の担当者に確認してください。



別紙３

委託事業における人件費の算定等の適正化について

１．委託事業に係る人件費の基本的な考え方

（１）人件費とは委託事業に直接従事する者（以下「事業従事者」という。）の直接作業

時間に対する給料その他手当をいい、その算定にあたっては、原則として以下の計算

式により構成要素ごとに計算する必要がある。

また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を

記載すること。

人件費＝ 時間単価※１ × 直接作業時間数※２

※１ 時間単価

時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人

について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。

ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。

・事業従事者に変更があった場合

・事業従事者の雇用形態に変更があった場合（正職員が嘱託職員として雇用され

た等）

・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合

・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員（以下、「管理者等」という。）

が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合

※２ 直接作業時間数

① 正職員、出向者及び嘱託職員

直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計

上すること。

② 管理者等

原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した

時間外労働時間（残業・休日出勤等）を含めることはできない。ただし、当該委



託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあって

は、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間（残業・休日出

勤等）を含めることができることとする。

（２）一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記に

よらず次の計算式により算定することができる

人件費＝ 日額単価 × 勤務日数

人件費＝ 給与月額 × 勤務月数（１月に満たない場合は、日割り

計算による）

２．受託単価による算定方法

委託先（地方公共団体を除く。以下同じ。）において、受託単価規程等が存在する場合

には、同規程等における単価（以下、「受託単価」という。）の構成要素等の精査を委託

契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。

○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点

ア 事業従事者の職階（課長級、係長級などに対応した単価）に対応しているか

イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている

場合は、各単価及びその根拠を確認すること

ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及

び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計

上されていないか確認すること。

＜受託単価による算定方法＞

○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用するこ

と。

○出向者、嘱託職員の受託単価計算

事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単



価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用すること

ができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、

一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構

成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単

価を超えることは出来ない。

３．実績単価による算定方法

委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法（以下「時

間単価計算」という。）により算定する。（円未満は切り捨て。）

＜実績単価の算定方法＞

○正職員、出向者（給与等を全額委託先で負担している者に限る）及び嘱託職員の人

件費時間単価の算定方法

原則として下記により算定する。

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間

・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるもの

とする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託

先と協議のうえ定めるものとする（以下、同じ。）。

・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手

当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面

で支給されているものは除外する（以下、同じ。）。

・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料（厚生年金基金の掛金部分を

含む。）、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休

業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする（以下、同じ。）。

・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業

規則等から１日あたりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする（以

下、同じ。）。

○出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価の算定方法



出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価は、原則として下記

により算定する。

人件費時間単価＝委託先が負担する（した）（年間総支給額＋年間法定福利費

等）÷年間理論総労働時間

・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算にあたっては、当該事業従事者に

対する給与等が委託先以外（出向元等）から支給されているかどうか確認するとと

もに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか

計上できないことに注意すること。

○管理者等の時間単価の算定方法

原則として管理者等の時間単価は、下記の（１）により算定する。ただし、やむを

得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、（２）により算定した時間単価を額の

確定時に適用する。

（１）原則

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間

（２）時間外に従事した場合

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間実総労働時間

・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働

時間を立証できる場合に限る。

・年間実総労働時間＝年間理論総労働時間＋当該委託事業及び自主事業等における

時間外の従事時間数の合計。

４．一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について

一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単

価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価

により人件費を算定すること。

５．直接作業時間数を把握するための書類整備について



直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必

要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複が

ないことについて確認できるよう作成する必要がある。

【業務日誌の記載例】

① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備すること。（当該委託事業

の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められな

いことに留意する。）

② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること。（数週間分まと

めて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがな

いよう適切に管理すること。）

③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外

労働（残業・休日出勤等）時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。

・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合。

・委託事業の内容から、休日出勤（例：土日にシンポジウムを開催等）が必要である場

合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先

において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。

④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。



⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容がわかるように記載すること。なお、出張等

における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することが

できるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要があ

る。

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状

況を確認できるように区分して記載すること。

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード（タイムカードがない場合は出勤簿）

等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認のうえ、記名・

押印する。

附 則

（施行期日）

１ この通知は、平成２２年９月２７日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事

業から適用する。

（経過措置）

２ この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されてい

る平成２２年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託

元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該

事項については、本通知により取り扱うものとする。

３ 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成２３年度以降も実施する場合には、

本通知を適用する。



別添

平成２３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

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

レギュラトリーサイエンス対応推進班 楠川 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

「所在地」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。

（応募を検討している試験研究課題がありましたら、以下の試験研究課題の番号に○印を

付してください。）

【１】食品の加工・調理がフラン濃度に及ぼす影響の把握

【２】採卵鶏農場におけるサルモネラ汚染低減技術の確立

【３】有毒藻類の培養による各種貝毒標準品の製造技術の確立

【４】口蹄疫の伝播リスクと防疫措置の評価に関する疫学的研究

【５】弱毒タイプ高病原性鳥インフルエンザウイルスの家きん肉内への出現の検証

【６】野鳥が保有するニューカッスル病ウイルスに関する研究

【７】ヨーネ病の早期診断技術の開発と実用化に関する研究

【８】サツマイモ等の重要害虫であるイモゾウムシの根絶のための実用的な光トラップの

開発及び防除モデルの策定

【９】我が国の重要な農作物に被害を与えるウイロイド病の侵入リスク管理措置の確立
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