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 別紙１  
 
研究課題名①：堆肥中のクロピラリドによる生育障害を防ぐための技術開発 

経 費 限 度 額：10,000 千円（平成 31 年度） 

研究実施期間：平成 31 年度～平成 32 年度 

 

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等） 
 
クロピラリドは、国内では農薬としての登録はありませんが、米国、豪州、カナダ等飼

料の輸出国で幅広く使用されている除草剤の成分であり、輸入粗飼料や、食料として輸入

された麦を精麦した際に発生するふすまに残留し、それを給与された家畜の排せつ物に移

行します。それを堆肥化し、園芸作物に施用した場合、残留したクロピラリドにより葉の

カップリング等の生育障害が生じる事例が全国的に発生しており、2018 年 7 月現在で全国

65 件の報告がありました。 

堆肥は施用方法等により土壌に均一に散布されないため、クロピラリド含有量の基準値

を設定して管理することは困難です。また、堆肥は園芸作物のほ場管理における土づくり

に必要不可欠あることから、堆肥の管理手法を確立することが急務となっています。 

これまで感受性の高い 30 品目（品種）について、生育障害が発生し始める土壌中のクロ

ピラリド濃度を確認していますが、他にも生産現場で生育障害が発生している主要園芸作

物（セリ科ニンジン等）があることから、これらの作物についても、生育障害が発生し始

める土壌中のクロピラリド濃度を明らかにするとともに、的確な診断に向けて症状を類型

化する必要があります。 

  

研究内容  
 
１ 生育障害が発生しない堆肥の施用量の目安や施用方法の解明 

（具体的内容） 

以下の研究を実施します。 

（１）堆肥中に含まれるクロピラリドのロット内差及びロット間差の調査 

（２）土壌種ごとのクロピラリド濃度分布特性の解明 

（３）堆肥中の濃度分布、散布ムラの程度（消費・安全局農産安全管理課が実施する 

 平成 31 年度委託事業において解明。）、作物種及び品種ごとの生育障害が発生し 

 始める土壌中クロピラリド濃度等をパラメータとする堆肥施用量の推計方法の確 

 立 

 

２ 生育障害が発生し始める土壌中クロピラリド濃度の解明及び生育障害の症状に関する

品目（品種）ごとの類型化 

（具体的内容） 

生育障害が発生し始める土壌中クロピラリド濃度が明らかになっている 30 品目（品

種）以外でも生育障害が発生していることから、生育障害が発生する品目（品種）につ

いて、クロピラリドの生育障害が発生し始める土壌中クロピラリド濃度を解明します。 

また、生育障害の症状は作物種・品種によって異なっており、生産現場において、ク

ロピラリドが原因である生育障害を発生初期に的確に把握することは極めて困難な状況

です。このため、生産現場において的確な診断に活用できるよう、生育障害の症状を品

目（品種）ごとに類型化します。 
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達成目標（行政施策への貢献） 

本研究成果を活用して、堆肥中のクロピラリドによる生育障害を防ぐための堆肥の施用

方法及び土壌の管理手法を確立します。 

 

＜留意事項＞  
 
・研究内容全体について 

 ―クロピラリド濃度の分析にあたっては、農研機構が開発した「牛ふん堆肥中クロピラ

リドの高感度分析法(参考法)」を使用してください。 

・研究内容の１について 

 ―堆肥生産業者が生産する堆肥中のクロピラリド濃度のロット内差及びロット間差を解

明する研究については、堆肥の製造工程や地域等を考慮して全国７か所程度の堆肥生

産施設を選定し、調査することとします。 

―そのほか、研究内容の方針や詳細については、採択後に行政部局と十分相談の上で決

定します。 

 ―散布ムラの程度の解明については、農産安全管理課が平成 31 年度に行う委託事業の結

果を提供するので、これを基にすることとします。 

・研究内容の２について 

 ―実際に試験を行う主要園芸品目（品種）の選定については、行政部局と十分相談の上

で決定します。 

 ―そのほか、研究内容の方針や詳細については、採択後に行政部局と十分相談の上で決

定します。 

 

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 

      肥料企画班 野島、大倉 

 代表：03-3502-8111（内線 4508） 
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研究課題名②：インターフェロンγアッセイを用いた牛結核病の診断法の導入 

経費限度額：6,886 千円（平成 31 年度） 

研究実施期間：平成 31 年度 

 

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等） 

 

我が国における牛の結核病については、家畜伝染病予防法（以下「法」という。）に基

づきサーベイランスを実施しており、近年、本病の発生は確認されておらず、現在、全国

で清浄性確認サーベイランスを実施しているところです。 

しかし、本病の診断は法で規定するツベルクリン検査により行っていますが、スクリー

ニング検査と確定検査が同一の検査方法であるため、繰り返し検査による免疫不応答性が

あると考えられます。また、現行の検査スキームでは、最終判定まで 60 日間を要し、そ

の間の農場の負担が増すほか、複数回、農場に立入るため、より効率的かつ迅速な検査が

求められています。一方、欧米諸国の中には、ツベルクリン検査をスクリーニングとして

位置付け、より迅速かつ２回の農場訪問により本病を診断する方法として、インターフェ

ロンγ（IFN-γ）アッセイを導入している国があります。これを踏まえ、我が国における

本病のサーベイランスを効率的に継続するに当たり、既に海外での活用実績のある IFN-γ

アッセイを導入し、国内の新たな検査体系を構築することが求められています。 

 

研究内容  
 
１ IFN-γアッセイを用いた新たな検査体制の確立 

  IFN-γアッセイを用いた検査の前処理を都道府県の家畜保健衛生所において実施する

ことを想定し、前処理の手法・体制の確立、精度の確認体制を整えます。 

 

２ 牛体内での反応性の確認 

これまで、国内で流行した病原株に感染した牛が、当該検査体制で確実に反応するか

を確認するとともに、ヨーネ病等の結核病以外の抗酸菌による非特異反応の有無等につ

いて確認します。 

 

３ 検査マニュアルの作成 

都道府県の家畜保健衛生所における検査マニュアル、確定検査実施機関における検査

作業マニュアルを作成します。 

 

達成目標（行政施策への貢献） 
 
平成 33 年度から本病のサーベイランスに IFN-γアッセイを導入するため、平成 32 年

度中に当該検査法を家畜伝染病予防法施行規則で規定する確定診断法の一つして位置付け

ます。 
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＜留意事項＞  
 
・実施主体は、牛結核病の検査手法に精通し、法第 46 条の５に基づく家畜伝染病病原体の

所持の許可を受けていることとします。 

・実用可能な検査手法を開発するため、都道府県等の関係者の意見を聴きながら、研究を

進めることとします。 

・実験感染牛の飼養等に当たっては、関係法令を遵守することとします。 

 

また、本検査法については、家畜伝染病予防法施行規則の改正を行うこととしています。

このため、平成 31 年度中に研究成果を得る必要があります。 

 

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 動物衛生課 

     防疫企画班 伴、本間 

 代表：03-3502-8111（内線：4582） 
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研究課題名③：イノシシにおける豚コレラウイルスの動態解明及び伝播リスクの検証 

経費限度額：6,000 千円（平成 31 年度） 

研究実施期間：平成 31 年度 

 

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等） 

 

平成 30 年 9 月、我が国において、26 年振りに豚コレラが発生し、養豚農場における発

生の他、イノシシにおいても豚コレラの陽性事例が確認されました。本事例では、豚では

解剖検査で明確に病変が確認されたのに対し、イノシシでは明確な病変がみられた個体が

少なかったことが確認されました。また、過去の国内の豚コレラの発生事例において、イ

ノシシの陽性事例はほとんど確認されておらず、イノシシにおける豚コレラウイルスの病

原性、ウイルス排泄量、排泄部位等不明な点が多い状況です。 

このため、イノシシにおける対策期間の設定や対策する地域の範囲等についての検討が

困難な状況にあり、最終的に、豚の効果的な防疫対策に支障を来すことが懸念されていま

す。 

さらに、野生イノシシに対するワクチンの使用の検討に当たっても、イノシシにおける

ウイルス動態の把握が重要になります。 

  

研究内容  
 
１ イノシシ及び豚における豚コレラウイルスの感染試験 

  平成 30 年度に岐阜県で発生した豚コレラの原因ウイルスを用いて、イノシシ及び豚に

対し感染試験を実施し、それぞれの臨床症状、ウイルス排泄及び抗体応答等を確認しま

す。 

 

達成目標（行政施策への貢献） 
 
 イノシシに対するウイルスの病原性、感染イノシシにおけるウイルスの排泄量及びウイ

ルスの排泄部位等について明らかにし、豚での効果的な防疫対策の確立を目指します。 

 

＜留意事項＞  
 
・実施主体は、豚コレラの検査手法に精通し、家畜伝染病予防法第 46 条の５に基づく家畜

伝染病病原体の所持の許可を受けていることとします。 

・実験感染豚及び野生イノシシの飼養等に当たっては、関係法令を遵守し、動物福祉及び

安全な動物の取扱いに留意することとします。 

 

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 動物衛生課 

       防疫企画班 伴、本間 

 代表：03-3502-8111（内線 4582） 
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研究課題名④：Xylella fastidiosa の宿主範囲及び検定方法に関する研究 
経費限度額：7,000 千円（平成 31 年度） 

研究実施期間：平成 31 年度～平成 33 年度 

 

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等） 
   
Xylella fastidiosa は、台湾、トルコ、イタリア、米国、アルゼンチン等で発生してい

る難培養性の病原菌です。本病菌は、ブドウ、カンキツ、モモ、オリーブなどの果樹類を

はじめとして多くの植物種において、葉枯れ、枝枯れ等の症状を引き起こし、収量低下や

枯死といった大きな被害を与えており、世界的に未発生地域への侵入が警戒されています。 

本病菌に関しては、植物防疫法により、発生地域の輸出国に対して輸出前の宿主植物の

検定を要求していますが、近年の各国の研究で、本病菌の宿主範囲の異なる亜種の存在や

新たな宿主植物の発見報告が相次いでおり、その侵入の危険性が高まっています。 

このため本研究課題では、本病菌の我が国への侵入防止及び国内発生時の迅速かつ的確

な防除の実施の観点から、品目ごとの輸入量や国内生産量等を考慮した宿主範囲の調査研

究、そして、ＰＣＲ阻害物質及び多検体検定に対応した簡易かつ迅速な検定方法を開発す

る必要があります。 

 

研究内容  
 
１ 宿主範囲の調査研究 

（具体的内容） 

  Xylella fastidiosa の各亜種の感染植物等を入手して接種源とし、宿主として未報告

の植物に接種して、宿主範囲の調査を行います。 

  接種試験に用いる植物は、近年の輸入量や国内での生産量、分布状況等を考慮して選

定します。 
 
２ 遺伝子情報に基づく Xylella fastidiosa の迅速な検出・同定技術とそのためのデータ

ベースの開発 

（具体的内容） 

  Xylella fastidiosa の亜種ごとの病原性や宿主範囲、媒介昆虫などの生物的情報及び

遺伝子情報の解析を行い、それら情報をデータベース化して迅速な検出・同定技術の開

発を行います。 

  また、検出・同定技術の開発に当たっては、多種の植物、多検体検定に対応可能であ

るとともに、何れの検定実施場所でも対応できるように、できるだけ簡易な方法を開発

します。 

 

達成目標（行政施策への貢献） 
 
・ 新たに明らかになった Xylella fastidiosa の宿主植物について、植物防疫法施行規則

（昭和 25 年６月 30 日農林省令第 73 号）の別表２の２（一定の基準を満たす場合を除

き輸入の禁止とする対象）に反映します。 

・ 開発された検定方法について、植物防疫所や行政機関等で利用可能なマニュアルを作成

し、Xylella fastidiosa の我が国への侵入防止と万が一侵入した場合のまん延防止に

資します。 
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＜留意事項＞  
 
・ 本病菌は我が国で侵入を警戒する重要病原菌であるとともに媒介虫の存在も知られて

おり、慎重な取り扱いが必要なことから、接種試験は陰圧・閉鎖系温室内で行うことと

します。 

・ Xylella fastidiosa 及びその感染植物は、植物法において輸入禁止されていることか

ら、本事業実施者は農林水産大臣から許可を受けて輸入することができる者（その要件

を有する者）であることとします。 

・ 研究内容の詳細については、採択後に植物防疫課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同課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 植物防疫課 

       企画班 石川、辻 

 代表：03-3502-8111（内線 4567） 
 


