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別紙１

研究課題①：高温加熱により生成する多環芳香族炭化水素類（PAHs）を低減した調理法

の開発

経費限度額：7,600 千円（平成 26 年度）

研 究 期 間：平成 26 年度～平成 27 年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

多環芳香族炭化水素類（PAHs）は、食品を高温で加工調理した際に、食品に含まれる

成分等が化学反応を起こすことで非意図的に生成する有害化学物質です。特に脂肪を多く

含む肉類や魚類を直火加熱した際に生成しやすいことが知られています。

PAHs の一部の分子種はヒトに対して発がん性があると考えられており、食品を通じた

暴露を減らすため、食品中の PAHs をできるだけ低減する取組が世界的に進められていま

す。

国内では、調理食品中の PAHs 濃度に関する情報はほとんどありませんが、家庭等で加

熱調理される食品（直火焼きした肉類や魚類）にも PAHs が多く含まれている可能性があ

ります。一方で、肉類や魚類は重要な栄養源であり、また、食品の加熱は食中毒防止の観

点からも重要です。そこで、家庭等で加熱調理される食品について、風味や栄養特性、微

生物学的な安全性を維持しつつ、PAHs 濃度を低減することができる加熱調理条件を評価

・検証することが必要です。

研究内容

１ 家庭調理モデルの設計及び実験計画の策定

（具体的内容）

PAHs が生成しやすい加熱条件（直火加熱等）、日本人の食生活の実態（消費量や調理

方法）を考慮した上で、検証すべき調理方法（焼く、燻す、炒める、揚げる等）、調理器

具（グリル、ガスコンロ、電子レンジ等）、調理条件（加熱温度、加熱時間等）、調理品目

（肉類、魚類等）の組合せからなる家庭調理モデルを設計し、実験計画を策定します。な

お、比較のため、PAHs が生成しにくいと考えられる調理方法（茹でる、蒸す等）につい

ても家庭調理モデルに含めることとします。

２ モデル調理試験による PAHs 濃度の測定及び評価

（具体的内容）

１の実験計画に従ってモデル調理試験を実施し、調理後の食品中に含まれる PAHs 濃度

を測定し、調理方法、調理条件等の各因子が PAHs 濃度に及ぼす影響を統計学的に解析し、

評価します。あわせて、風味、食感、外観等に関する官能評価も実施します。さらに、必

要に応じて栄養学的な評価も実施します。

３ 消費者向けの助言の検討

（具体的内容）

２の評価結果に基づいて、具体的な消費者向けの助言の内容について検討します。
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達成目標（行政施策への貢献）

本研究により、消費者等への情報提供・助言の根拠となる基礎データを収集します。行

政部局が得られた成果を活用し、消費者等への情報提供・助言を行うウェブページやパン

フレット等を作成することで、より PAHs 濃度を低減した調理法の普及を図ります。

＜留意事項＞

・ 分析対象とする PAHs の分子種や家庭調理モデルの設計など、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。

・ PAHs の分析は、分析値の信頼性を保証できる試験室において、妥当性が確認された

（又は当該試験室で妥当性を確認した）分析法を用いて行うこととします。

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 消費・安全政策課

製造流通安全企画班 阪本、中村

代表：03-3502-8111（内線 4459）
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研究課題②：貝毒リスク管理措置の見直しに向けた研究

経費限度額：13,800 千円（平成 26 年度）

研 究 期 間：平成 26 年度～平成 28 年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

ホタテガイ等の貝類は、有毒プランクトンの発生時にその毒素を体内に蓄積し、食中毒

の原因となることがあります。貝毒による食中毒防止のため、食品衛生法に基づき貝毒の

規制値が定められており、都道府県は生産海域において貝毒発生をモニタリングし、規制

値超過が確認されれば出荷を自主規制しています。

近年、海洋環境の変化等により、例年と異なる海域や時期に貝毒発生が見られることが

あり、平成 25 年９月には、市場流通したホタテガイで規制値超過が確認・回収された事

例が発生しました。また、これまで貝毒検査はマウス試験法で行われてきましたが、下痢

性貝毒について、今後、より精度の高い機器分析法の導入が見込まれています。

貝類の安全性を向上させるためには、貝毒発生に関する科学的知見を踏まえつつ、新た

な分析法を活用して、貝毒発生のモニタリング方法を改善するなど、貝毒のリスク管理措

置を見直す必要があります。

研究内容

１ 貝毒の蓄積動態の解明

（具体的内容）

麻痺性及び下痢性貝毒を対象として、これまでの科学的知見を収集・整理するととも

に、複数の都道府県の沿岸域においてフィールド調査を実施し、貝類中の毒量と有毒プ

ランクトン密度との相関関係、貝類体内での貝毒の分布や消長、同一海域における個体

ごとの毒量のバラツキ、海洋環境が有毒プランクトンの発生に与える影響等について科

学的データを収集し、統計学的手法を用いて解析します。

２ 貝毒リスク管理措置の検討

（具体的内容）

１で得られた科学的知見をもとに、実行可能性を考慮しつつ、以下の項目を含むリス

ク管理措置を検討します。

(1) モニタリング方法

・ 海域の区分及び調査地点

・ 対象種（貝類及び有毒プランクトンの種類）

・ 時期及び頻度

・ サンプリング方法

・ 簡易分析法の活用（スクリーニング値の検討を含む。）

(2) 出荷規制の解除要件の検討

(3) 有毒部位の除去の効果の確認
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達成目標（行政施策への貢献）

得られた科学的知見に基づいて、貝毒のリスク管理措置をガイドライン等として取りま

とめ、都道府県への情報提供及び指導に活用します。

＜留意事項＞

・ 本研究課題の実施には、複数の都道府県沿岸域の調査フィールドを確保する必要があ

りますが、調査フィールドの確保は研究機関自身で行ってください。

・ 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

なります。

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 畜水産安全管理課 水産安全室

水産安全班 坂本、松島

代表：03-3502-8111（内線 4540）
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研究課題③：より効率的な土壌浄化を可能にするカドミウム高吸収稲品種の選抜と栽培技

術の確立

経費限度額：9,700 千円（平成 26 年度）

研 究 期 間：平成 26 年度～平成 28 年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

水田で栽培されるコメや転作作物（大豆、麦等）中のカドミウム（Cd）濃度低減技術

として、Cd 吸収量が大きい水稲品種を用いて水田土壌を低コストに浄化する植物浄化技

術が、土壌中の Cd 濃度が高い地域を中心に導入が進められています。

しかし、現在用いられている品種は、①風雨により倒伏・脱粒が発生しやすい、②生育

が低温の影響を受けやすいため、栽培時の気象条件等によりその Cd 吸収量が低下しやす

く、安定しないという課題があります。

また、大豆や麦等の転作作物は、生産段階における有効な Cd 低減技術が乏しい状況に

あります。他方、大豆や麦等についても各品目からの Cd 曝露状況に応じて、基準値の設

定が今後検討される予定があり、これら品目についても有効な Cd 低減技術を早期に導入

・普及することが必要です。

このため、水田で生産される農作物中の有効な Cd 低減技術として、植物浄化技術をよ

り安定して高い効果が得られる土壌浄化技術とするために、現行の利用品種の課題を解決

し、かつ、各地域において安定して高い Cd 吸収量が得られる品種を選抜するとともに、

その栽培方法を確立する必要があります。

研究内容

１ 現行の Cd 高吸収稲品種の易脱粒性、易倒伏性という課題を解決し、かつ、安定して

高い Cd 吸収量が期待される品種の選抜

（具体的内容）

難脱粒性及び耐倒伏性を有し、かつ、Cd 吸収量が現在植物浄化に利用されている長

香穀及び IR8 と同等以上の品種を選抜します。

２ 地域の土壌条件、気象条件に応じた栽培特性、品種特性の解明及び栽培マニュアルの

作成

（具体的内容）

１で選抜した品種について、水田での栽培試験を行い、気象条件や土壌条件に対する

栽培特性及び品種特性を評価します。その結果をもとに、当該品種において安定して高

い Cd 吸収量を得るための栽培マニュアルを作成します。

達成目標（行政施策への貢献）

・ 水田で栽培される大豆、麦等の転作作物中の Cd 濃度を効果的に減少させることによ

り、食品に由来する国民の Cd 摂取量を低減します。

・ 植物浄化技術の効果が安定的に高まることで、対策期間の短縮や、これまで客土によ

らざるを得なかった要対策水田の一部を同技術で対応することが可能となり、土壌浄化
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対策全体としてのコスト低減が図られるとともに、効率的な対策の普及拡大が見込まれ

ます。

＜留意事項＞

・ 研究内容の１で実施する品種選抜は、DNA マーカーを用いるなど効率的な選抜を行

うことが望まれます。

・ 研究内容の２で実施する栽培試験は、気象や土壌条件が異なる複数の地域で実施する

ことが必要です。その際に以下の地域を含めることが望まれます。

① 耐倒伏性や脱粒性を評価する観点から、台風常襲地域である四国又は九州地域

② 低温に対する特性を評価する観点から、北海道又は東北地域

③ 地域の慣行方法で水稲を栽培した結果、Cd 濃度が 0.4 mg/kg を超えるコメが生産

されたことがあるほ場、またはその可能性が高いほ場

・ 一定の信頼性を持って品種間における Cd 吸収能等の差異を統計解析する必要がある

ことから、十分な検体数（反復数）を確保することが必要です。

・ 植物体及び土壌中 Cd 濃度の分析を行う際には、妥当性が確認された分析法が存在す

る場合はその方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。

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

土壌汚染防止班 青木、栗山

代表：03-3502-8111（内線 4507）
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研究課題④：畜産農場における食中毒菌汚染低減に向けた野生動物の侵入防止策及び衛生

害虫のまん延防止策の確立

経費限度額：11,000 千円（平成 26 年度）

研 究 期 間：平成 26 年度～平成 28 年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

安全な畜産物を安定供給するためには、畜産農場において、家畜疾病を予防するだけで

なく、人に食中毒を引き起こす食中毒菌の低減対策を行うことが必要です。食中毒菌の畜

産農場への侵入及び農場内伝播には野生動物や衛生害虫が関与しています。例えば、スズ

メ等の野鳥のサルモネラ感染、ガイマイゴミムシダマシ等の甲虫のカンピロバクター感染

が知られています。また、野生動物や衛生害虫が家畜損耗性疾患の原因微生物（病原性大

腸菌、コクシジウム等）に感染していることもあります。このため、畜産農場では、防鳥

ネットを設置したり、殺虫剤の散布、糞尿の定期的な除去を行っていますが、適正管理の

不備（ネット等の破損、糞尿の堆積等）により、侵入防止やまん延防止ができていない農

場が存在します。

そこで、野生動物及び衛生害虫の食中毒菌並びに家畜損耗性疾患の原因微生物の感染状

況を明らかにするとともに、実行可能な野生動物の侵入防止策及び衛生害虫まん延防止策

を確立します。また、これらの対策を導入することによる食中毒菌の汚染低減効果、家畜

の消耗性疾患等の発生低減効果及び収益向上の可能性について研究します。さらに、畜産

農場が積極的に野生動物の侵入防止策及び衛生害虫のまん延防止策を実施するように誘導

するための方策についても検討を行います。

研究内容

１ 畜産農場（肉用鶏、豚等）における野生動物（イノシシ、カラス、スズメ等）及び衛

生害虫（ハエ、甲虫等）の食中毒菌等（カンピロバクター、サルモネラ、病原性大腸菌

等）の感染状況の把握並びに畜産農場における衛生管理実施状況との関連性調査

（具体的内容）

畜産農場周辺及び畜産農場内で野生動物及び衛生害虫を捕獲し、食中毒菌等の感染状

況を調査するとともに、畜産農場における衛生管理実施状況との関連性について統計解

析する。

２ 野生動物の侵入防止策及び衛生害虫のまん延防止策の有効性の検討

（具体的内容）

上記調査から、食中毒菌等の感染率が高く、防止策の導入効果が期待される野生動

物及び衛生害虫と畜種を選定し、防鳥ネット等の防止設備の維持管理方法、衛生害虫

のまん延を防止するための糞尿処理の方法（昆虫成長抑制剤、生菌剤の散布、水分調

整等）や殺鼠・殺虫剤の散布方法に関し、具体的な実施・管理方法とその効果につい

てデータに基づいた検討を行う。
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３ 侵入・まん延防止策の適切な実施にかかるコストと家畜の消耗性疾患等の発生低減等

による収益の比較及び畜産農場が防止策の適切な実施・維持を選択する要因の解析

（具体的内容）

複数の畜産農場において、侵入・まん延防止策の効果を検証するとともに、適切な実

施により得られる収益向上（死廃率の低減、治療等に要するコストの削減、増体率の向

上等）について解析する。また、畜産農場が積極的に防止策を実施・維持するための方

策について検討する。

達成目標（行政施策への貢献）

食中毒菌、家畜消耗性疾患の原因となる有害微生物等の定性的及び定量的変化並びに収

益の変動を明らかにし、生産者が積極的に防止策を実施・維持する環境を整備する。

得られたデータ、データによって導かれた対策及び具体的な管理方法を、生産衛生管理

ハンドブック等に掲載するなど、農場管理獣医師、生産者等の畜産関係者と共有し、防止

策の適切な実施・維持を促す。

＜留意事項＞

本研究は、複数の畜産農場の協力を得て、野生動物、衛生害虫、環境材料を採取し、食

中毒菌等の検査を行う必要がある。さらに、研究期間中に、複数の農場において、防止策

を導入し、実施状況を適切に管理した上で、収益向上を含めた導入効果について検証する

必要がある。

また、農場周辺での野生動物（ネズミ、カラス、スズメ等）の捕獲には、都道府県知事

の許可が必要である。

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 消費・安全政策課

危害要因情報班 佐々木

代表：03-3502-8111（内線 4457）
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研究課題⑤：簡便かつ頻回採取が可能な検体を用いた家畜疾病の検査方法の開発

経費限度額：13,700 千円（平成 26 年度）

研 究 期 間：平成 26 年度～平成 28 年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

家畜伝染病等を早期に摘発し、そのまん延防止を図るためには、サーベイランスの頻度

を増やすことで摘発率を高めることが効果的です。

しかしながら、サーベイランスの検体として血液（血清）を採取する際、獣医師・農家

の労力及び金銭的コストの負担、家畜へのストレス等による生産性低下等の問題があり、

サーベイランスの頻度を増やす場合には、これらの問題を改善することが切望されていま

す。

そこで、

① 血液（血清）を検体とする検査方法（エライザ法）について、乳汁、唾液、糞便等

の採取が簡便な材料を検体とすることの可能性を検証し、

② さらに、その実用化のため、薬事法上の承認に必要なデータを収集する必要があり

ます。

研究内容

１ 既存の診断薬を用いた新たな検査方法の検証

（具体的内容）

ブルセラ病、牛白血病、ヨーネ病、オーエスキー病等の血液（血清）を検体とする既

存の検査方法（エライザ法）について、乳汁、唾液、糞便など、採取が簡便な材料を検

体とすることの可能性を検証します。

２ 新たな検査方法に関するデータの収集

（具体的内容）

実験感染畜又は野外感染畜を対象として、乳汁等の簡便に採取可能な検体について、

感度・特異度等を調査し、検体として血清を用いた場合との比較を目的とするためのデ

ータを収集します。

乳汁等を用いる検査の実用化に当たって必要な薬事法上の承認に必要となるデータを

収集します。

達成目標（行政施策への貢献）

農場におけるブルセラ病、牛白血病、ヨーネ病、オーエスキー病等の清浄性及び感染状

況を早期かつ省力的に確認可能な検査体制の検討に供します。

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 家畜防疫対策室

防疫企画班 嶋﨑、中村

代表：03-3502-8111（内線 4582）
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研究課題⑥：馬の伝染性疾病の迅速検査法の開発

経費限度額：4,900 千円（平成 26 年度）

研 究 期 間：平成 26 年度～平成 28 年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

現在、海外から輸入される馬については、家畜伝染病予防法に基づき、動物検疫所にお

いて 10 日間係留し、馬の監視伝染病を対象として臨床検査、精密検査等を行っています。

馬ピロプラズマ病の精密検査については、輸入検疫中に血液塗抹鏡検及び間接 ELISA

を用い、これらの手法により感染を否定できないものについては、補体結合反応（CF)や

間接蛍光抗体法（IFA）を用いています。しかしながら、CF 及び IFA は、多検体処理が

難しく検査に多大な時間を要すること、検査に熟練した検査官が判定を行う必要があるこ

と、診断薬の供給を海外に依存していることなどの問題があります。

このため、多頭数の馬術競技出場馬の輸入が想定される 2020 年東京オリンピックにお

いて円滑な実施を図るために、多検体処理が可能で、感度・特異度が高く、国内で診断薬

の自給が可能な馬ピロプラズマ病の検査方法を確立することが必要です。

研究内容

１ 国際標準となっている馬ピロプラズマ病競合 ELISA 用キットの開発

（具体的内容）

感度・特異度が高く、OIE により推奨されている検査方法である馬ピロプラズマ病競

合 ELISA 用キットを開発します。

２ 馬ピロプラズマ病用キットの性能評価

（具体的内容）

本キット及び現行の輸入検疫で使用されている検査方法の性能を比較した上で、本キ

ットについて、確定診断の検査方法として妥当か、性能評価を行います。

達成目標（行政施策への貢献）

馬ピロプラズマ病競合 ELISA 用キットについて、馬ピロプラズマ病の確定診断の検査

方法として、導入することにより、2020 年東京オリンピック開催に向け、迅速かつ的確

な馬に係る輸入検疫体制の整備に貢献します。

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 国際衛生対策室

リスク分析班 吉戸、唯野

代表：03-3502-8111（内線 4584）
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研究課題⑦：シミュレーションモデルを活用した無人ヘリコプターのよりきめ細かい散布

手法の検討

経費限度額：14,300 千円（平成 26 年度）

研 究 期 間：平成 26 年度～平成 27 年度

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等）

攻めの農林水産業実現のための規制改革要望で、無人ヘリコプターの総重量規制緩和が

要望されています。規制所管の経済産業省も、当該規制緩和を行うための作業を進めてお

り、今後、様々な散布装置等を搭載した 100 kg を超える多種多様な機体を生産現場で活

用することが見込まれるところです。

無人ヘリコプターでの空中散布は、2012 年で機体数は 2,500 機程度であるほか、散布

面積も延べ 100 万㌶を超え、事故の発生防止のためには、これまでの散布に対する指導を

更にきめ細かく行う必要があります。

研究内容

空中散布の農薬等の飛散シミュレーションモデルが開発されつつあり、これらモデルを

活用し、様々な機体、散布装置、散布方法及び地域の生産条件（散布条件、気象条件、地

形等）を考慮したシミュレーションを行い、防除対象とする農作物への農薬投下量や、農

作物への農薬飛散量等を把握することにより、きめ細かな散布の技術指針の作成に必要な

データの収集を行います。

具体的なデータ収集は、モデルによる農薬飛散分布の推測値及びほ場試験の実測値を比

較することでモデルを補正し、その結果を用いて適切な飛行高度、速度及び飛行間隔等の

至適値を提案します。

達成目標（行政施策への貢献）

本研究で得られたデータ等を、よりきめ細かな散布の技術指針や空中散布実施者向けの

安全対策マニュアル等の作成に活用し、空中散布実施者への情報提供、指導に活用します。

＜留意事項＞

○ 実施主体は､以下の条件を満たす必要があります。

・ 大気中の農薬飛散分布の解析に必要な流体力学や統計解析手法に関する高い専門性が

求められるため、それらの知識を有すること。

・ 農薬の大気中の動態に関する論文又は報告書作成の実績があること。

・ 無人ヘリコプターによる空中散布の実施に関する国の通知等に精通していること。

・ 無人ヘリコプターによる農薬飛散分布のほ場試験を適切に実施し実測値を収集できる

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

防除班 阿部、吉田

代表：03-3502-8111（内線 4562）


