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別紙１

研究課題名①：油脂を用いた加熱調理が、食材中の 3-MCPD 脂肪酸エステル類及びグリシ

ドール脂肪酸エステル類の生成に及ぼす影響を把握するための分析法の開発

経 費 限度 額：7,350 千円（平成 29 年度）

研究実施期間：平成 29 年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

3-MCPD 脂肪酸エステル類（3-MCPDE）及びグリシドール脂肪酸エステル類（GE）は、油

脂の脱臭精製工程で意図せず生成する化学物質です。動物試験では、3-MCPDE が体内で分

解されて生じる 3-MCPD は腎臓や雄の生殖器官に悪影響があること、GE が体内で分解され

て生じるグリシドールは遺伝毒性発がん性があることが報告されています。

当省が食品中の含有実態を調査したところ、我が国で流通する油脂や油脂を含む一部の

加工食品に含まれることが判明しました。これらの物質は、油脂を含む幅広い加工食品に

も含まれる可能性がありますが、複数試験室間で妥当性が確認された分析法（3-MCPDE 及

び GE の総量を定量する分析法）が確立されていません。また、これらの物質は、家庭調

理も含め食材を高温で加熱した際に新たに生成している可能性がありますが、高温調理に

よる濃度の増減に関する知見が不足しています。

そこで、食品を通じた 3-MCPDE や GE の摂取による健康リスクをより精確に推定し、食

品の安全性を向上させる措置の要否を判断するため、食品の加工・調理で 3-MCPDE や GE

が新たに生成するかどうかを検証する必要があります。このため、油脂を用いた加熱調理

を経て製造される加工食品を対象として、調理前及び調理後の各々の場合に 3-MCPDE 及び

GE を定量できる分析法を開発する必要があります。

研究内容

・ 加工食品中の 3-MCPDE 及び GE の総量を定量できる分析法の開発

（具体的内容）

食用植物油脂を添加したモデル加工食品を用いて、通常の調理条件（焼き、揚げの２

種を想定）で調理前及び調理後それぞれの場合に、3-MCPDE 及び GE を定量できる分析

法を開発します。なお、分析法の開発に当たっては、欧州食品安全機関（EFSA）が開発

した分析法（※）の適用可能性を確認し、要すれば、この方法を一部改変します。

達成目標（行政施策への貢献）

開発した分析法を、油脂を使用した幅広い加工食品中に含まれる 3-MCPDE 及び GE の実

態調査の必要性を判断する基礎データを得るために活用します。

＜留意事項＞

・ モデル食品の種類や調理条件など研究の方針や詳細については、採択後に行政部局と

十分に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。

・ 3-MCPDE 及び GE の分析にあたっては、分析値の信頼性を保証できる試験室において、

妥当性を確認した分析法を用いることとします。
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（※）Thomas Wenzl, Vasilios Samaras, Anupam Giri, Gerhard Buttinger, Lubomir Karasek, Zuzana

Zelinkova, 2015. Development and validation of analytical methods for the analysis of 3-MCPD

(both in free and ester form) and glycidyl esters in various food matrices and performance of an

ad-hoc survey on specific food groups in support to a scientific opinion on comprehensive risk

assessment on the presence of 3-MCPD and glycidyl esters in food. EFSAsupporting publication

2015: EN-779, 78 pp.

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 食品安全政策課

リスク管理企画班 阪本

リスク管理専門官 髙岸

代表：03-3502-8111（内線 4453）
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研究課題名②：麻痺性貝毒の機器分析法の高度化及びスクリーニング法の開発

経 費 限度 額：10,000 千円（平成 29 年度）

研究実施期間：平成 29 年度～平成 31 年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

有毒プランクトンが発生すると、それを摂食したホタテガイなどの二枚貝類が毒化し、

食中毒の原因となることがあります。このため、我が国では、食品衛生法に基づき、麻痺

性貝毒及び下痢性貝毒の規制値を定めるとともに、生産段階については、農林水産省が貝

毒モニタリングや出荷自主規制に関する通知を発出し、各都道府県が生産監視体制を構築

し、食品安全を確保してきたところです。

従来、貝毒の検査については、マウス試験法で実施されてきましたが、国際的にはより

高感度・高精度な機器分析法の導入が進められており、我が国においても、平成 27 年に

下痢性貝毒の公定法が機器分析法となりました。麻痺性貝毒についても、機器分析法を用

いた検査法を検討する必要があります。

また、麻痺性貝毒をより迅速・簡便に検出するためには、簡易分析法等による実用的な

スクリーニング法の導入が求められています。

研究内容

１ 機器分析法を用いた麻痺性貝毒検査法の高度化

（具体的内容）

LC-MS/MS 等の機器分析による検査法について、妥当性確認試験や前処理法等の改良を

行い、国内の二枚貝類特有の毒成分を検出するための検査法を検討します。※

また、改良された検査法については、妥当性確認試験結果や従来の検査法との比較結

果などを付して、検査機関が参考にできるマニュアルを作成します。

※機器分析を用いた検査法の検討例

○ LC-MS/MS 法（M.J. Boundy, et al., 2015, Development of a sensitive and selective liquid

chromatography–mass spectrometry method for high throughput analysis of paralytic shellfish toxins using

graphitised carbon solid phase extraction, J. Chromatogr. A, Volume 1387, 1-12）の複数試験室間妥当性確

認試験への参加

○蛍光 HPLC 法（Oshima, 1995, Postcolumn Derivatization Liquid Chromatographic Method for Paralytic

Shellfish Toxin, Journal Of AOAC International Vol.78, No.2, 528-532）の前処理法等の改良

２ 簡易分析法を用いた麻痺性貝毒スクリーニング法の開発

（具体的内容）

低コストで迅速に結果が得られる麻痺性貝毒簡易分析キットを開発します。

これを用いて、複数の海域で採取された毒化二枚貝類を分析し、キットの反応性や精

度についてのデータを収集し、必要に応じて分析キットの改良を図ります。

また、キットによる分析データと機器分析による分析データを比較するとともに、海

域ごとのスクリーニングレベルの設定方法等についてのデータを蓄積し、スクリーニン

グ法によるモニタリングに関するマニュアルを作成します。
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達成目標（行政施策への貢献）

麻痺性貝毒の機器分析法及びスクリーニング法について、関連データを付した検査マニ

ュアルを作成し、都道府県への情報提供や指導に活用します。

＜留意事項＞

研究内容の詳細については、採択後に行政部局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行政部局と随時連携して研究を進めることとしま

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 畜水産安全管理課 水産安全室

水産安全班 高山、飯岡

代表：03-3502-8111（内線 4540）



*1 Kempf, Michael, et al. "Pyrrolizidine alkaloids in honey: Risk analysis by gas chromatography ‐ mass spectrometry." Molecular nutrition &
food research 52.10 (2008): 1193-1200.

*2 Cramer, Luise, et al. "Pyrrolizidine alkaloids in the food chain: development, validation, and application of a new HPLC-ESI-MS/MS sum
parameter method." Journal of agricultural and food chemistry 61.47 (2013): 11382-11391.

*3 Nerin, C., J. Cacho, and A. Garnica. "Indirect determination of pyrrolizidine alkaloids by flame atomic absorption spectrometry." Analytical
letters 22.15 (1989): 3041-3055.
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研究課題名③：食品中のピロリジジンアルカロイド類を網羅的に検出できる分析法の開発

経 費 限度 額：8,163 千円（平成 29 年度）

研究実施期間：平成 29 年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

ピロリジジンアルカロイド類（PA）は、ピロリジジン環構造を持つアルカロイド類の

総称で、非常に多くの種類（約 600 種）があり、キク科、ムラサキ科等の植物に含まれる

天然毒素として知られています。海外では PA を含む食品の摂取による深刻な健康被害（主

に肝疾患）が多数報告されており、2015 年には FAO/WHO 合同食品添加物専門家会合に

よるリスク評価が行われ、コーデックス委員会がリスク管理措置の検討を行っています。

しかし、現時点では、国産の農畜産物やその加工品に含まれる PA の種類についての十

分な知見が得られていません。PA 含有が未知の食品を対象に PA を定量するためには、

あらかじめ多くの種類の分析用 PA 標準試薬を用意する必要があるほか、入手可能な標準

試薬がない場合には新規開発が必要となるなど、分析には大きなコストがかかります。

また、PA の種類毎の毒性の強さについても十分な知見がないことから、健康被害の発

生を未然に防ぐためには、分析用標準試薬が入手可能で定量可能な PA だけでなく、食品

に含まれる PA の総量を把握した上で、PA の総量をできる限り低減する必要があります。

海外においては、PA の存在を確認したり、PA の総量を推定したりする方法として、

多種類の PA 標準試薬が入手できない場合でも PA の基本骨格に着目して定量を行う間接

的な分析法などが複数報告されています。そのような分析法が、我が国で流通する農畜産

物やその加工品に含まれる PA の分析にも適用できるかどうか、また、実用的で有効な方

法なのかどうかは明らかではありません。

そこで、我が国で流通する農畜産物及びその加工品に含まれる PA の含有実態を把握し、

リスク管理措置の必要性を検討するため、上記の間接的な分析法の検証・改良等により、

幅広い種類の PA を検出・定量できる分析法を開発します。

研究内容

・農畜産物及び加工食品に含まれる PA を網羅的に検出できる分析法の開発

（具体的内容）

農畜産物及びその加工品に含まれる幅広い種類の PA を、一般的な分析機関が所有す

る汎用性のある分析機器等を用いて、できる限り低コストで定量できる分析法を開発し

ます。本研究は 1年間という短期間で行うため、海外で報告された既存の分析法の改良、

検証等を中心に実施します。例えば、GC-MS 又は LC-MS/MS を用いて PA 濃度をレトロ

ネシン等量として間接的に推定する方法(Kempf ea al., 2008, Cramer et al., 2013)
*1*2
、

原子吸光法を用いて間接的に PA 濃度を推定する方法（Nerin et al., 1989）
*3
、TLC と

Mattocks 試薬（エールリッヒ試薬の 1 種）による発色反応で PA 濃度を推定する方法



*4 Mattocks, A. R., Jukes Rebekah, and Brown Janet. "Simple procedures for preparing putative toxic metabolites of pyrrolizidine alkaloids."
Toxicon 27.5 (1989): 561-567.
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（Mattocks, 1986）*4 等が検討対象となります。

分析法の測定対象とする PA には、1,2-不飽和型 PA であるヘリオトリジン型、レトロ

ネシン型、オトネシン型の 3 種類の基本骨格を有する PA を必ず含むこととします。ま

た、ヘリオトリジン型、レトロネシン型の PA については、N-オキシド体の測定につい

ても検討します。

分析法の妥当性の確認・検証は、農林水産省がサーベイランスの対象としている又は

サーベイランスの対象とすることを検討している、フキ（Petasites japonicus）の葉柄・

花茎、蜂蜜（例えば Echium 属を蜜源とするもの）、ハーブティ・野草茶（キク科やムラ

サキ科の植物、例えば Echinacea purpurea や Borago officinalis を含むもの）の３種類の

マトリックスについて実施します。

開発した分析法については、既報の LC-MS/MS による個別分子種ごとの直接定量法（例

えば BfR-PA-Honey-1.0/2013、BfR-PA-Tea-2.0/2014）等との比較を行い、前述のマトリ

ックス中の PA 分析に適用する上での各分析法の利点、欠点、課題等を整理します。

達成目標（行政施策への貢献）

・本研究成果を活用して、国産農畜産物及びその加工品に含まれる PA の含有実態調査(調

査対象食品等を絞り込むためのスクリーニング調査を含む。)を実施します。

・本研究成果による含有実態調査の結果から、食品由来の PA の経口摂取量を推定します。

・経口摂取量の推定結果から必要な場合には、本研究成果を活用し、農畜産物やその加工

品中の PA 汚染を防止・低減する技術を開発します。

＜留意事項＞

・既存の分析法について文献調査や予備検討を実施した上で、農林水産省担当者と協議の

上で、本研究での検討対象とする分析法の優先順位等を決定します。

・測定対象となる PA やマトリックスごとに別々の方法を採用する必要がある場合には、

複数の分析法を開発します。

・食品中の PA の分析法は、世界中で開発が行われています。研究実施期間中に、新たに

前述のマトリックスに適用できる又は適用できる可能性が高い分析法が発表された場合

には、農林水産省担当者と協議の上、必要に応じて検討対象とします。

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 農産安全管理課

生産安全班 漆山

消費・安全局 食品安全政策課

リスク管理専門官 小田

消費・安全局 畜水産安全管理課

生産安全班 請川

代表：03-3502-8111（内線 4507）
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研究課題名④：アルボウイルス感染症の発生予察調査手法の開発
経費限度額：8,000 千円（平成 29 年度）
研究実施期間：平成 29 年度～平成 31 年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）
家畜の異常産等を引き起こす節足動物媒介性ウイルス感染症（アルボウイルス感染症）

については、平成 10 年以降、その流行を予察するため、都道府県の協力の下、アカバネ
病、チュウザン病、アイノウイルス感染症、イバラキ病及び牛流行熱の全国的な検査を実
施しているところです。

このような中、平成 27 年には鹿児島県において同県では昭和 63 年以来となる牛流行熱
の発生が確認されるなど、病原体を媒介する節足動物の生息域や生息時期の変化により、
病原体の多様化も含めアルボウイルス感染症の発生状況が変化してきていることが懸念さ
れています。

このため、発生状況の変化等に対応した的確なアルボウイルス感染症の発生予察調査手
法を早急に開発するとともに、調査結果を迅速に生産現場で活用できる体制を構築しなけ
ればならない状況にあります。

研究内容
１．発生予察調査手法の開発
（具体的内容）

アルボウイルス感染症の病原体の動きを把握し、早期に流行を捉えるため、検査対象
家畜、検査手法及び検査間隔等の都道府県段階における発生予察調査の具体的な方法を
開発します。

２．都道府県からのデータの収集方法及び分析方法の開発
（具体的内容）

上記１で開発する発生予察調査により都道府県が実施した結果について、迅速かつ効
率的にそのデータを収集する方法を開発するとともに、農林水産省の担当部局等におい
て、収集されたデータを迅速かつ効率的に分析する方法を開発します。

３．都道府県への分析結果のフィードバック手法の開発
（具体的内容）

上記２で開発する分析方法に基づく結果について、現場での活用を念頭に、都道府県
に迅速かつ効率的にフィードバックする手法を開発します。

達成目標（行政施策への貢献）
本研究成果をもとに、アルボウイルス感染症の発生予察調査に関するガイドラインを策

定し、新たな発生予察体制を確立します。

＜留意事項＞
・ 実施主体は、アルボウイルス感染症の流行動態に精通していること。
・ 実現可能性のある発生予察調査手法を開発するため、都道府県等関係者の意見を聴き

ながら、研究を進めること。
・ 研究内容の２及び３の開発に当たって、データベースシステムを構築する場合には、

そのランニングコストは要しない又は最低限のものとすること。

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 木下
代表：03-3502-8111（内線 4582）
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研究課題名⑤：クロバネキノコバエ科の一種の総合的防除体系の確立と実証
経 費 限度 額：8,000 千円（平成 29 年度）
研究実施期間：平成 29 年度～平成 31 年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

埼玉県北部のねぎやにんじんの産地では、平成 26 年より、クロバネキノコバエ科の一
種による甚大な被害が発生し、これらの作物の栽培が困難な事例も認められています。

仮に本種によるねぎ、にんじんへの被害が他の地域に拡大した場合は、農業生産収益を
大きく減少させるおそれがあります。また、本種は国内未記録種である可能性が高く、生
態や防除方法が不明であり、現在のところ、有効な防除方法が確立されていません。

このため、本種に対する総合的な防除体系を確立し、生産現場に普及することで、本種
のまん延を防止するとともに生産現場における被害を最小に抑える必要があります。

研究内容

１．モニタリング調査手法の開発
（具体的内容）

本種の誘引物質、好的な環境条件を解明するとともに、DNA バーコーディング等の
遺伝子情報を利用した簡易的同定技術を開発し、速やかに本種の発生・分布状況を把握
する手法を開発します。

２．本種のまん延防止に資する各種防除技術の開発
（具体的内容）

①本種への防除効果の高い薬剤（BT 剤、線虫剤等）の選定、②本種の土着天敵と天
敵温存植物（インセクタリープランツ）等の選定、③本種の発生源となる可能性のある
植物残渣の処理方法、本種の生息場所である可能性がある土壌の消毒方法の開発。

３．ねぎ及びにんじんを対象とした総合的防除基準等の作成
（具体的内容）

上記２で開発する各種防除技術を用いて、輪作体系も含めた生産地域の実態に応じた
ねぎ及びにんじんを対象とした総合的防除基準等を作成します。

達成目標（行政施策への貢献）

クロバネキノコバエ科の一種については、平成 28 年 7 月、「重要病害虫発生時対応基本
指針」に基づき、当面の防除指導を行っています。本研究成果を用いて防除指導の内容を
より充実した内容に更新します。

＜留意事項＞
・ 研究に当たっては、その進捗状況や得られた成果等を植物防疫課に逐一報告しつつ、

同課と協力して研究を進めること。
・ 本種の発生地域における個人情報の保護については、厳に注意すること。

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 植物防疫課
国内検疫班 田中、住田

代表：03-3502-8111（内線 4564）


