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研究課題①：加工、調理及び保管過程におけるコメ中ヒ素の化学形態別濃度の動態解析

経費限度額：13,000 千円（平成 24 年度）

研 究 期 間：平成 24 年度～平成 25 年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

ヒ素は、環境中や食品中に様々な化学形態（無機ヒ素又は有機ヒ素）で広く存在する元

素であり、ヒトは飲料水や食品を通じてヒ素を摂取しています。また、ヒ素の生体内での

挙動や毒性は、化学形態ごとに異なることが知られています。

厚生労働省が実施したトータルダイエットスタディと農林水産省が実施した実態調査か

ら、日本人の総ヒ素摂取量の大部分は海産物の摂取に由来するものであり、農産物の寄与

は１割程度であるものの、その大部分がコメ由来であることが判明しています。また、農

林水産省が実施した実態調査ではコメに含まれるヒ素の多くが無機ヒ素の形態であること

が示唆されています。

国際的には、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、無機ヒ素は、慢性的な経口暴露によりヒトに対して発がんや皮膚病変等

の毒性を示すと評価されています。また、コーデックス委員会食品汚染物質部会（CCCF）

では、コメが灌漑用水及び調理用水による汚染を通じヒ素暴露に大きく寄与する可能性が

あるとして、2012 年からコメ中のヒ素の基準値に関する検討が開始される予定です。

農林水産省では、実態調査の他に生産段階の対策として、水稲－土壌間でのヒ素化合物

の挙動解明や、カドミウム吸収抑制対策と両立可能なコメ中のヒ素低減技術について試験

研究を実施しています。

一方、コメ中のヒ素濃度については、加工、調理及び保管といった消費に至る過程で変

化するデータが海外で報告されていますが、国内産米でどのように変化するか、さらには

化学形態別にどのように変化するかについては明らかになっていません。

このため、コメ中のヒ素に対するリスク管理措置の検討、さらには食品からのヒ素摂取

量の評価に当たって、国内産米に含まれるヒ素が、加工、調理及び保管過程において化学

形態別（無機ヒ素及び有機ヒ素）にどのように変化するのかを把握する必要があります。

研究内容

１．コメの加工に伴うヒ素濃度の変動の解析

（具体的内容）

国内産米について、とう精等の加工前後のコメ及び加工に伴って生じる副産物に含ま

れるヒ素濃度を化学形態別に、加工条件の影響も含めて解析し、加工係数を算出します。

２．コメの調理に伴うヒ素濃度の変動の解析

（具体的内容）

国内産米について、炊飯等の調理前後のコメ及び調理に使用した水等に含まれるヒ素

濃度を化学形態別に、調理条件の影響も含めて解析し、調理に伴う加工係数を算出しま

す。



３．コメの保管に伴うヒ素濃度の変動の解析

（具体的内容）

国内産米について、一般的な流通形状において一定期間の保管前後のコメに含まれる

ヒ素濃度の変動を化学形態別に、保管形状及び保管状況の影響も含め解析します。

達成目標（行政施策への貢献）

○加工、調理及び保管段階におけるコメ中のヒ素濃度の加工係数を考慮した、より正確

な、化学形態別のヒ素の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。

○加工及び調理段階でのコメ中のヒ素濃度低減について実行可能性を検証し、コメ中の

ヒ素に対する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＞

・本試験における「化学形態別」とは、無機ヒ素（亜ヒ酸及びヒ酸の合計）及び定量され

る有機ヒ素化合物について、個別にその変動を解析することを指します。

・化学形態別ヒ素濃度の分析法については、少なくとも単一試験室での添加回収試験や繰

返し試験により妥当性を確認した上で、分析に当たっては必要な精度管理を実施するこ

とが必要です。

・研究内容１及び２は、より正確な化学形態別ヒ素の経口摂取量の推定やリスク管理措置

の方向性の検討に必要であることから、基礎データを補完する目的の研究内容３よりも

優先します。

・各試験課題における設定条件ごとに、一定の信頼性をもって変動の程度を統計解析する

ために必要な反復数を設定することが必要です。



研究課題②：肉用牛農場における腸管出血性大腸菌及びカンピロバクター低減技術の開発

経費限度額：12,000 千円（平成 24 年度）

研 究 期 間：平成 24 年度～平成 26 年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

腸管出血性大腸菌及びカンピロバクターは、牛の消化管内に棲息していることがあり、

牛肉（内臓を含む）の製造工程において、牛肉を汚染することがあります。汚染された牛

肉を生又は加熱不十分な状態で摂食してしまうと食中毒になります。牛焼肉や牛ステーキ

を原因とする食中毒では腸管出血性大腸菌が、牛のレバ刺しを原因とする食中毒ではカン

ピロバクターがよく検出されています。今年４月には、富山県等の焼肉店で提供された牛

肉料理を原因とする死者５名を含む患者数約 200 名の腸管出血性大腸菌食中毒が発生しま

した。

農林水産省が、肉用牛の腸管出血性大腸菌及びカンピロバクターの保有状況調査を実施

したところ、腸管出血性大腸菌 O-157 は約１割、カンピロバクターは約４割の肉用牛が保

有していることが判明しました。

農林水産省では、これら食中毒菌の汚染低減のため、本年８月に生産衛生管理ガイドラ

インを公表したところです。しかしながら、生産者等の関係者にガイドラインに従った飼

育管理の実施を促していくためには、科学的データに基づき有効性が確認された飼育管理

を提示すること、また、必要に応じ、生産衛生管理ガイドラインを改訂することが求めら

れます。

研究内容

１．現行の飼育管理による腸管出血性大腸菌及びカンピロバクターの汚染低減効果の検証

（具体的内容）

肉用牛農場で実施している衛生対策、飼料給与等の飼育管理とこれら食中毒菌の保有

状況との関連性を調査し、有効な対策を明らかにします。

２．微生物制御物質（生菌剤、食品添加物等）の腸管出血性大腸菌及びカンピロバクター

の抑制効果の検証

（具体的内容）

これら食中毒菌に対する抑制効果が報告されている幾つかの微生物制御物質（既に使

用されているものが望ましい）を用いて、その効果について比較試験を行います。

３．肉用牛における腸管出血性大腸菌及びカンピロバクターの保有率・保有量と牛肉にお

けるこれら食中毒菌の保有率・保有量の関連性調査

（具体的内容）

１及び２で得られた対策により、肉用牛の消化管内におけるこれら食中毒菌の保有

率・保有量が減少することで、牛肉におけるこれら食中毒菌の保有率・保有量の減少に

どの程度効果があるのか推定を行います。



達成目標（行政施策への貢献）

・肉用牛農場では、牛疾病の予防や肥育効率の向上のために様々な飼育管理が行われてい

ますが、こうした飼育管理が腸管出血性大腸菌及びカンピロバクターの農場への侵入や

消化管内保有率・保有量にどのように影響するかについては、ほとんど調査されていま

せん。このため、本試験研究により、その影響を明らかにし、生産衛生管理ガイドライ

ン等の改訂に役立てます。

＜留意事項＞

・本試験研究課題の実施には複数の肉用牛農場の協力が不可欠ですが、協力農場の確保は

研究機関自身で行ってください。



研究課題③：寄生虫(クドア・セプテンプンクタータ)に対するリスク管理に必要な技術開

発

経費限度額：9,000 千円（平成 24 年度）

研 究 期 間：平成 24 年度～平成 26 年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

平成 23 年４月に開催された薬事・食品衛生審議会食中毒・乳肉水産食品合同部会にお

いて、生食用生鮮食品による病因不明の有症事例について、ヒラメの寄生虫であるクドア

・セプテンプンクタータ（以下「クドア」という。)の関与の可能性が高いとする研究結

果が報告されました。同年６月には、同部会により予防対策等の提言が取りまとめられ、

今後の課題として、ヒラメの養殖段階でのクドア保有稚魚の排除、飼育環境の清浄化、養

殖場における出荷前のモニタリング検査等の対策が必要であるとされました。

クドアは、平成 22 年に確認されたクドア属の新種であり、その生活環や感染経路など

は不明です。これまでの研究成果として、顕微鏡検査（成魚のみ）及び PCR 法によるクド

ア検出法が開発されています。しかし、特に稚魚ではヒラメ体内におけるクドアの分布が

不明なため、分布が濃密な部位を用いた効率的な検査が行えません。また、凍結又は加熱

により失活させることができることが報告されていますが、これらの方法ではヒラメの商

品価値が下がるため、実用的な技術とするための追加研究が必要です。

クドアによる食中毒発生のリスク低減を図るため、クドアの感染経路や生活環に応じた

感染防除策の確立、種苗導入時や出荷時等の効率的な検査法やヒラメの商品価値を低下さ

せないような失活方法の開発等を行う必要があります。

研究内容

１．ヒラメの種苗生産・養殖施設等でのクドアの感染防除策の開発

（具体的内容）

種苗生産・養殖施設等でのクドアの感染経路及び生活環を解明します。これで得られ

た知見に応じて、飼育方法や飼育条件、供給水のろ過や殺菌、環形動物の除去等、 も

効果的な感染防除策を開発します。

２．感染したヒラメ排除のための効率的な検査法等の開発

（具体的内容）

ヒラメ稚魚の体内におけるクドアの分布を明らかにします。これにより分布が濃密な

部位を用いた効率的な検査法や手順を開発します。また、ヒラメ成魚については食中毒

の原因となるような個体を出荷前に排除できる効率的な検査法や手順を開発します。

３．商品価値を低下させずにクドアを冷蔵等により失活させる処理方法の開発

（具体的内容）

生食による消費が好まれるヒラメの商品価値を低下させないために、冷蔵等によるク

ドア胞子の失活法を開発します。



４．ヒラメ以外の魚種におけるクドアの感染状況調査

（具体的内容）

養殖ヒラメ以外でクドア感染の報告があるメジマグロ等の魚種を対象に、クドア感染

の状況について調査します。

達成目標（行政施策への貢献）

種苗生産・養殖業者向けにクドア感染の防除対策ガイドラインを作成し、関連事業者、

地方自治体等への情報提供及び指導に活用。



研究課題④：高病原性鳥インフルエンザの野生動物による感染の確認及び消毒方法の開発

経費限度額：10,000 千円（平成 24 年度）

研 究 期 間：平成 24 年度～平成 26 年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

平成 22 年度、我が国において、９県 24 農場で高病原性鳥インフルエンザの発生が確認

され、本病に関して国内 大の発生事例となりました。農林水産省が設置した、専門家か

らなる「高病原性鳥インフルエンザ疫学調査チーム」による疫学調査の中間取りまとめに

よれば、今回の発生が広域に及んだ要因の一つとして、これまで指摘されていた野鳥に加

えて、ねずみ等の小型野生動物がウイルス伝播に関与した可能性が示唆されており、それ

らに高い伝播リスクがあることが懸念されているところです。このため、ねずみ等の小型

野生動物がウイルスの感染源となり得るかどうかを確認する必要があります。

また、発生時の防疫措置としては消毒が不可欠ですが、本病が も発生しやすい冬期（特

に厳寒期）の寒冷地における消毒方法として、雪上及び氷上での消毒薬の効果や不凍液を

添加した消毒薬の効果の減衰については不明な点が多く、有効な消毒方法の開発が望まれ

ています。

研究内容

１．ねずみ等の小型野生動物によるウイルス感染の確認

（具体的内容）

家畜伝染病予防法に基づく本病ウイルスの所持の許可を得ている施設において、ねず

み等の小型野生動物を様々な方法でウイルスに暴露させ（脚や体表に付着する、給与水

にウイルスを混入する、腹腔内に接種する等）、それを様々な飼養条件下（平飼い・ケ

ージ飼い・多段ケージ飼い、こまめな清掃の有無等）の鶏と同居させて、感染の有無を

確認します。

２．厳寒期の寒冷地における適切な消毒方法の開発

（具体的内容）

家畜伝染病予防法に基づく本病ウイルスの所持の許可を得ている施設において、雪上

及び氷上でのウイルスの生存率を確認するとともに、同条件下での各種消毒薬の効果の

減衰、不凍液を添加した消毒薬の効果の減衰を確認し、厳寒期の寒冷地における有効な

消毒方法を検討します。

達成目標（行政施策への貢献）

・ねずみ等の小型野生動物による本病ウイルスの感染の有無を確認することにより、伝播

リスクの解明を行い、家畜保健衛生所等による生産者への飼養衛生管理の指導に役立て

ます。

・厳寒期の寒冷地における消毒方法について、高病原性鳥インフルエンザに関する特定家

畜伝染病防疫指針や防疫作業マニュアル等に記載し、広く周知します。



＜留意事項＞

・家畜衛生現場への活用が可能な技術的要素を含む提案とします。

・本病ウイルスを取り扱うに当たっては、家畜伝染病予防法に基づく本病ウイルスの所

持の許可を得ている施設において実施することとします。



研究課題⑤：口蹄疫等の診断・防疫技術の向上及び診断手法の高度化に関する研究

経費限度額：10,000 千円（平成 24 年度）

研 究 期 間：平成 24 年度～平成 25 年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

１ 口蹄疫の臨床症状による診断技術の向上及びワクチンの効果的な接種方法に関する研

究

家畜防疫上特に重要な疾病の一つである口蹄疫は、感染力が極めて強いため、家畜の異

常症状を迅速に発見することが重要となります。平成 22 年に我が国で口蹄疫が発生した際

には、防疫措置の迅速化を図るため、一部の疑い事例で臨床症状による診断を実施したとこ

ろです。しかしながら、口蹄疫はウイルス株により感染畜にみられる症状が異なることが指摘

されており、多様なウイルス株、畜種で観察される病変、臨床症状についての知見を集積し、

臨床症状による診断技術を向上させる必要があります。

また、今後、我が国で本病が発生し、緊急的にワクチンを接種する必要が生じた場合に備

え、効果的なワクチンの接種方法を検討することも必要です。

２ 家畜の伝染性疾病の診断手法の高度化に関する研究

農林水産省では、家畜防疫の円滑な推進に資するため、都道府県における家畜の伝染性

疾病の診断手法を体系的に整理した病性鑑定指針を定めています。しかしながら、現行指針

は制定から数年経過していることから、近年の海外での家畜の伝染性病の発生状況や流行

株、新たに開発された診断薬や診断方法等最新の科学的知見を検証し、必要に応じて指針

への反映を行う必要があります。

また、平成 22 年度の家畜伝染病予防法（昭和 26 年法律第 166 号）の改正により特定家畜

伝染病防疫指針を定めることが必要となった３疾病（アフリカ豚コレラ、牛疫、牛肺疫）に加え、

同法に定められた家畜の伝染性疾病のうち国内で未発生の海外悪性伝染病等についても、

危機管理体制の構築を図る観点から病性鑑定指針を定めておく必要があります。

研究内容

１．口蹄疫の臨床症状による診断技術の向上及びワクチンの効果的な接種方法に関する研

究

（１）口蹄疫のウイルス株による臨床症状や病変の違いを確認するため、血清型等の異なるウ

イルスを牛・豚等に接種した上で経時的に臨床症状等を観察し、写真及び映像資料を作成

します。

（２）緊急的な口蹄疫ワクチンの接種に当たり、流行ウイルスと保有ワクチンとの適合性（ｒ１

値）が低い場合に備え、ワクチン効果を高める接種方法（緊急ワクチンプログラム）を検討す

るため、接種回数（例えば、２用量を１回及び１用量を２回）や接種間隔等によるワクチン効

果を検証します。

２．家畜の伝染性疾病の診断手法の高度化に関する研究

（１）家畜の伝染性疾病の診断方法全般について、海外における流行株の遺伝子型やその診



断方法、新たに開発された診断薬や診断方法等最新の科学的知見を収集し、我が国にお

ける適用可能性を検証し、必要に応じて診断方法の更新を行います。また、病性鑑定指針

において遺伝子検査を行うこととされている疾病については、最新の知見を基に、遺伝子検

査の具体的な方法を検討します。

（２）海外悪性伝染病等（口蹄疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、牛疫、牛肺疫）についての病性

鑑定の手順・手法を定めます。

（３）牛ウイルス性下痢・粘膜病、馬鼻肺炎、牛白血病等について最新の知見を踏まえ、病性

鑑定の手順・手法の見直しを検討します。

達成目標（行政施策への貢献）

・ 口蹄疫の臨床症状や病変に関する鮮明な写真・映像集を作成し、都道府県及び関係団体に

配布することで、これらの疾病の早期発見・早期通報に役立てます。

・ 緊急的な口蹄疫ワクチンの接種に当たり、その効果を高めるような具体的な方法を検討し、

口蹄疫の特定家畜伝染病防疫指針に反映します。

・ 最新の科学的知見を病性鑑定指針に反映し、全国の家畜保健衛生所の日々の迅速・適切

な病性鑑定業務に活用します。

＜留意事項＞

・ 家畜衛生現場への活用が考えられる技術的要素を含む提案とします。

・ 病原体を取り扱う場合は、家畜伝染病予防法等に基づく必要な許可を得ている施設に

おいて実施することとします。



研究課題⑥：代替動物を用いたワクチンの有効性確認試験プロトコールの開発

経費限度額：15,000 千円（平成 24 年度）

研 究 期 間：平成 24 年度～平成 26 年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

感染症による牛の流産・胎子死・奇形等の異常産は、酪農・畜産の現場における重大な

生産阻害要因の一つです。近年、アジア熱帯地域から新たに侵入した病原体や、従来呼吸

器病等の原因とされていた病原体に起因する異常産への対応が課題となっています。

これらの疾病を防あつするためには、新規ワクチンの開発や、既存のワクチンの異常産

に対する防御効果の検証を行う必要があります。このワクチンの有効性確認の試験をより

簡便に行うために、妊娠牛の代替動物を用いたワクチン効果検証のための試験系モデルを

確立し、異常産用ワクチン開発の基盤整備を行います。

研究内容

１．代替動物を用いた感染試験系モデルの確立

（具体的内容）

① 牛、山羊等の反すう動物の胎子に経胎盤感染する病原体を用いて、妊娠牛及び妊娠

山羊等への感染試験を行います。両者に対する感染試験の結果を比較し、牛の代替動

物としての山羊等の有用性を検討します。

② 試験の結果を踏まえて、 適な感染試験の条件（感染時期、試験に使用する病原体

量等）を設定します。

２．代替動物を用いたワクチンの有効性確認試験プロトコールの確立

（具体的内容）

① 牛、山羊等の反すう動物の胎子に経胎盤感染する疾病のうち、国内で使用可能なワ

クチンが存在する疾病を対象として、ワクチンの有効性確認試験を行います。

ワクチンを接種した牛及び山羊等に人工授精を行い、１の試験により得られた 適

な感染時期に感染試験を行います。両者に対するワクチン効果を比較し、牛の代替動

物としての山羊等の利用の可能性を検討します。

② 試験の結果を踏まえて、ワクチンの有効性確認試験プロトコールを設定します。

達成目標（行政施策への貢献）

・ 妊娠牛の代替動物として妊娠山羊等を用いた、感染試験方法及びワクチンの有効性確

認試験方法をガイドラインとして整備し、業界団体に周知します。

・ 新規動物用医薬品の審査に活用します。



研究課題⑦：ジャガイモシストセンチュウの根絶を目指した防除技術の開発と防除モデル

の策定

経費限度額：15,000 千円（平成 24 年度）

研 究 期 間：平成 24 年度～平成 26 年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

ジャガイモシストセンチュウは、馬鈴しょ等ナス科作物の根に寄生し、作物の生育を阻

害する害虫です。その発生密度が高いほ場では、収量が著しく減少する等、大きな被害を

もたらします。

また、本線虫の雌成虫は、環境耐性等のあるシスト（卵や幼虫が入った袋）の状態にな

り、長い場合には土壌中で数十年にもわたって生存するといわれています。このような生

態のため、既存の防除技術（抵抗性品種の栽培、輪作の導入、殺線虫剤の土壌施用）では

発生密度の低減は図れるものの、根絶は困難とされています。

現在、本線虫は、我が国の一部地域で発生が確認されていますが、そのまん延を防止す

るため、公的な防除として、種馬鈴しょの検査を実施しています。また、輸入検疫におい

ては、本線虫の発生国からの馬鈴しょ等の輸入を禁止する措置を講じているところです。

このような状況の中、本線虫を根絶に至らしめる防除技術は確立しておらず、発生地域

の更なる拡大の防止及び根絶に向けた防除技術の開発が喫緊の課題となっています。

このため、本線虫に対して防除効果の高い技術を開発し、既存の防除技術と組み合わせ

て、根絶を目指した防除モデルを策定するとともに、本線虫を高感度に検出するための技

術を開発し、根絶を確認するための手法を構築する必要があります。

研究内容

１．ジャガイモシストセンチュウの新たな防除技術の開発

（具体的内容）

① 馬鈴しょの栽培体系に容易に導入可能であり、本線虫に対して高い防除効果が見込

まれる技術（対抗植物の栽培等）を選定します。

② 選定した技術について、本線虫に対する防除効果を検証し、新たな防除技術を開発

します。

２．ジャガイモシストセンチュウの根絶を目指した防除モデルの策定

（具体的内容）

① 開発した防除技術と既存の防除技術を組み合わせて、本線虫に対する防除効果や実

用性等を検証します。

② 検証結果を踏まえ、本線虫の根絶を目指した防除モデルを策定します。

３．ジャガイモシストセンチュウの根絶を確認するための手法の構築

（具体的内容）

① 本線虫の根絶確認に活用できる新たな検出技術を検討・開発するとともに、既存の

検出技術（プラスチックカップを用いた検診法等）を根絶確認に使用するために、低



密度の発生でも高感度に検出できるように改善します。

② 開発又は改善した本線虫の検出技術を用いて、根絶確認に必要な条件（１ほ場当た

りの土壌採取地点数等）を解明し、根絶確認のための手法を構築します。

達成目標（行政施策への貢献）

・ジャガイモシストセンチュウの発生地域において、策定した防除モデルを活用すること

により、本線虫の根絶を目指します。

・本線虫の未発生地域において、本線虫の早期発見・早期防除のために、開発又は改善し

た検出技術を活用した侵入警戒調査の実施を検討します。


