
平成２５年度レギュラトリーサイエンス新技術開発事業 事後評価結果 
 

課題 
番号 試験研究課題名 実施研究機関 実施

期間 研究概要 評価所見 総括

評価

2302 採卵鶏農場にお

け る サ ル モ ネ ラ

汚染低減技術の

確立 

（一財）生物科

学安全研究所 
H23
～

H25 

（背景・目的） 
サルモネラによる食中毒の発生は、1990 年代後半に大きく増加し、ピーク時に

は年間 800 件、患者数 1 万人超にのぼった。このため、農林水産省と厚生労働省

は、行政において鶏卵の農場段階及び加工・流通段階における各種ガイドライン

を策定・普及した。 
ガイドライン等によりサルモネラ食中毒の発生は、件数及び患者数ともに減少

傾向であるが、依然として細菌性食中毒ではカンピロバクターによる食中毒の次

に多い状況。 
このため、現在実施されている衛生管理対策やサルモネラワクチン接種等につ

いて、その汚染低減効果や免疫持続期間等を検証するとともに、誘導換羽等によ

るサルモネラ汚染の影響を検証する等により、各種ガイドラインの改訂に資する。

 
（研究項目） 
①サルモネラワクチンの免疫持続期間等の有効性評価 
②誘導換羽によるサルモネラ感染憎悪作用に対するワクチンと換羽代替飼料

（市販飼料）の効果 
③採卵鶏農場におけるサルモネラ低減対策 
④鶏舎構造、飼育密度等の生産方式の相違がサルモネラ汚染低減に及ぼす影

響 
 

・サルモネラ・エンテリティディスの陽性農場が見つからず、計画していた研究が一

部実施できなかったものの、行政との連携により、適切に研究計画を見直し、サル

モネラ汚染低減対策の検討に資する有益な情報を得ることができたことは高く評価

できる。 

 

・各種ガイドラインに掲載できるデータが得られるなど当初の目標は達成されてい

る。 

 

・農場レベルでのワクチンの有効性、誘導換羽試験、鶏舎生産方式など、農場現場

でのサルモネラ低減対策の課題の目標は達成できていると評価できる。 A 

2303 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 

「有毒藻類培

養による貝毒

標準品製造技

術」共同研究

機関 
 
（独）水産総合

研究センター 
 
（ 株 ）ト ロ ピカ

ルテクノセンタ

ー 

H23
～

H25 

（背景・目的） 
貝毒の検査については、動物愛護等の観点から国際的に従来のマウス法から

機器分析法へ移行してきているが、機器分析には貝毒の標準品が必要。 
標準品を安定供給するためには、毒化した二枚貝からの分離精製では対応で

きず、貝毒原因プランクトンの培養等により、効率的に標準品を製造することが必

要。 
このため、貝毒原因プランクトンを大量培養し、主要な下痢性・脂溶性貝毒及び

麻痺性貝毒の標準品を大量かつ安定的に製造する技術を開発し、機器分析法の

導入に資する。 
 
（研究項目） 
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 
②貝毒標準物質の抽出・精製技術の開発 
③二枚貝代謝物質の精製技術の開発 
 

・本研究によって、有毒藻類の培養を通じて大量生産し抽出する技術が開発され、

貝毒標準品の供給体制が整備されたと評価できる。なかでも下痢性貝毒の生産に

関 し て 、 実 際 の 現 場 海 域 で 下 痢 性 貝 毒 を 引 き 起 こ し て い る プ ラ ン ク ト ン の

Dinophysis 属の種は培養が極めて困難なものであり、その達成は目標以上と評価

できる。 
 
・貝毒の製造のための原料の供給と製造技術に関して、 適化を目指して細かな条

件の検討が行われ、製造技術の確立に至っている。短期的かつ意欲的に多くの種

類の実験や検証がされており、事業として大きな成果が得られている。 
 
・今後、世界的に貝毒の機器分析の移行が進み、貝毒標準品の需要は高まると考

えられる。貝毒標準品を安定的に製造し供給するため、藻類培養により毒成分を製

造できる技術が開発された意義は大きい。ただし、プランクトンを貝類に給餌して貝

類代謝物を製造する手法については、実用面で疑問が残る。 
 また、今後、民間への技術の普及、コスト面も含めた製造技術の実用化が期待さ

れる。 
 

A 



課題 
番号 試験研究課題名 実施研究機関 実施

期間 研究概要 評価所見 総括

評価

2304 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 

（独）農研機構

（動物衛生研

究所） 
 
（公）大阪市立

大学 
 
日本獣医生命

科学大学 
 
ｴﾑ・ｱｰﾙ・ｱｲ 
ﾘｻｰﾁｱｿｼｴｲﾂ

（株） 

H23
～

H25 

（背景・目的） 
平成22年4 月、宮崎県で口蹄疫が発生し、約29 万頭の家畜が殺処分された。

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

ことが重要。 
このため、宮崎県での口蹄疫発生事例を用いて、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。 
 
（研究項目） 
①口蹄疫の伝播リスクの解明 
②口蹄疫の防疫措置に関する評価・検討 

・平成 22 年の宮崎県での口蹄疫発生事例について、疫学的な研究が行われ、発生

農場間の疫学的関連性の解明等、多くの行政上有用な知見が得られている。また、

口蹄疫に関するリスクプロファイルや国内のリスクマップが作成されるなど、行政上

有用なツールが作成されており、研究目標は十分に達成されたと評価できる。 
 
・世界の中でも、口蹄疫ウイルス O 型（SEA トポタイプ）の発生を受けその根絶に成

功した事例は平成 22 年の日本での発生のみ。このため、発生後もワクチンを継続

接種している国や複数の血清型が混在する国では決して得られない多くの疫学的

知見が純粋に得られており、その意味でも本成果中の解析結果やシミュレーション

の精度は高く、総合的にみて我が国における口蹄疫防疫の指針として行政をはじめ

関係者が活用できるものと高く評価できる。 
 

A 

2307 ヨーネ病の早期

診断技術の開発

と実用化に関す

る研究 

（独）農研機構

（動物衛生研

究所） 
 

H23
～

H25 

（背景・目的） 
ヨーネ病の診断法は、現在主に細菌検査法（分離培養法）と血清学的検査法

（ELISA 法）により実施されている。 
しかしながら、分離培養法は検査に時間がかかり、また、ELISA 法は感染後期

にしか抗体が検出されない、非特異反応が起こるなどの問題がある。 
このため、分離培養法については、それに代わる迅速な早期診断法として遺伝

子検査法を確立し、また、ELISA 法については、遺伝子組換え抗原を用いて、特

異性が高く、かつ高感度な血清学的検査法を開発する。 
 
（研究項目） 
①リアルタイム PCR 検査と他の検査方法との比較・検討 
②DNA 抽出における多検体処理及び迅速化の検討 
③遺伝子組換え抗原を用いた ELISA 法の開発 
 

・リアルタイム PCR 法は、実施期間中の早い時期に薬事法に基づく承認を受け、家

畜伝染病予防法に基づく公定検査手法として現場活用された。また、液体培地によ

る培養より分離培養法の培養期間が短縮している。さらに、遺伝子組換え抗原を用

いて特異性が高い ELISA 抗体検出法を開発しており、これらは国の撲滅対象疾病

である本病の対策を強力に推進する技術基盤として高く評価できる。  
 
・DNA抽出における多検体処理法については、本病の診断の難しさにより遅れが生

じたが、重要な基礎的な知見が得られているため、今後の研究進展に期待したい。 
 
 
 

A 

2308 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 

（国）岡山大学 
 
（独）農研機構

（九州沖縄農

業研究ｾﾝﾀｰ） 
 
沖縄県農業研

究ｾﾝﾀｰ 
 
鹿児島県農業

開発総合ｾﾝﾀ

ｰ 

H23
～

H25 

（背景・目的） 
南西諸島は、サツマイモ等の重要害虫であるイモゾウムシやアリモドキゾウム

シが発生しているため、サツマイモ等を本土に持ち込むことが制限されている。 
アリモドキゾウムシについては、種特異的な誘引物質を利用したトラップと不妊

虫放飼法を組み合わせた根絶方法が確立されているが、イモゾウムシについて

は、有効な誘引物質がないため、有効な根絶方法が確立されていない状況。 
このため、光（LED）を利用したイモゾウムシの有効な誘引方法を開発して、誘

引されたイモゾウムシを捕獲する方法を併せて探索して光トラップを開発するとと

もに、それらを活用した防除モデルを策定する。                    
 
（研究項目） 
①光トラップの開発                                       
②光トラップの有効性の検証                                
③光トラップを活用した防除モデルの策定 
                       

・光トラップの開発では研究目標に近い研究の進捗であったが、研究目標の成果は

得られていない。今後、今回作成した光トラップの現場での検証を積み重ねることに

より、イモゾウムシの生態解明が進み、 終目標である「発生密度の推定」「防除モ

デルの策定」に結びつくことを期待したい。 
 
・当初の目標である光トラップの実用化という成果は得られなかったものの、天候不

順による実験の遅延が生じた中にあって、３年間の限られた期間中、本研究を通じ

て今後の防除技術の高度化に資する基礎的な知見が数多く得られており、今後の

防除対策に資する一定の成果が得られている。 
 
・実用的な光トラップの開発と防除モデルの策定という当初の目標から判断すると目

標の達成は不十分であった。当初実験室レベルで予測していた効果が野外の栽培

現場でほとんど実用性を示さなかったことは残念な結果であった。イモゾウムシの生

態解明という基本的に立ち返った取組みを含めて総合的なリスク管理を推進しなけ

ればならないという方向が見いだされた点では研究としての意義が認められる。 
 

C 



課題 
番号 試験研究課題名 実施研究機関 実施

期間 研究概要 評価所見 総括

評価

2309 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 

（独）農研機構

（花き研究所） 
H23
～

H25 

（背景・目的） 
我が国で未発生のウイロイド病害のトマト退緑萎縮ウイロイド（TCDVd）が平成

18 年広島県内において、また、ポテトスピンドルチューバーウイロイド（PSTVd）が

平成 20 年福島県内において確認された。 
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を中

心として様々な植物に感染し、海外から輸入された農作物の種苗類を介して国内

に侵入したと疑われている。 
このため、ウイロイド感染リスクが高い種苗のリスト及び科学的に裏付けされた

検疫措置を確立し、輸入農作物種苗を介した新規ウイロイド病害の侵入防止に資

する。 
 
（研究項目） 
①侵入リスクが高いウイロイドの各種植物における感染性評価と輸入種苗を介し

た侵入危惧植物のリスト化 
②ウイロイド検定マニュアル等の開発と検疫措置への貢献 
                       

・対象とした４種のポスピウイロイドは近年世界各地で発生報告があり、国内への侵

入が懸念される状況であるが、本研究で得られた感受性宿主、潜在性宿主、種子

伝染などに関する情報は侵入リスク管理のための重要な資料であり、現場（生産、

流通、検査機関）での活用が期待される。 
 
・当初の目的が十分に達成されたこと、「侵入警戒を要するポスピウイロイド対策ハ

ンドブック」は植物検疫の現場で十分活用できることから、本研究は予想以上の成

果をあげたと判断される。 
 
・得られた成果をもとに、各ウイロイドの検出方法だけではなく、ウイロイドの概要や

宿主植物について総合的に記載したマニュアルを作成していることは高く評価でき

る。本マニュアルについては、今後、植物検疫行政のみならず、生産現場での活用

等についても期待できる成果であると考える。 

A 

2401 加工、調理及び

保管過程におけ

るコメ中のヒ素の

化学形態別濃度

の動態解析 

（独）農研機構

（食品総合研

究所） 

H24
～

H25 

（背景・目的） 
 日本人が農産物から摂取するヒ素の比較的多くがコメ由来。また、Codex 委員

会において、コメ中ヒ素に関する汚染防止・低減のための実施規範作成や 大基

準値策定について検討が進められているところ。コメ中ヒ素に係るリスク管理措置

の検討や摂取量の評価に当たって、国内産米中ヒ素の加工、調理及び保管過程

における化学形態別の濃度変化を把握することが必要。 

 本研究では、国内産米の加工、調理及び保管に伴う含有ヒ素濃度の変動を化

学形態別に解析し、加工係数の算出等を行う。 

 

（研究項目） 

①コメの加工に伴うヒ素濃度の変動の解析 

②コメの調理に伴うヒ素濃度の変動の解析 

③コメの保管に伴うヒ素濃度の変動の解析 

                       

・当初目標を達成し、Codex 委員会食品汚染物質部会においてもデータが活用さ

れ、十分な成果があがっている。洗米によるヒ素濃度の減少は重要な結果である

が、現場での活用やコーデックス委員会での議論には、水道水や井戸水（ヒ素不含

有）の試験があればなおよかった。 
 
・国内におけるコメからの化学形態別ヒ素の経口摂取量の推定や、コメ中のヒ素に

対するリスク管理措置を検討するために十分な結果が得られている。また、精度管

理についても的確に実施されている。 
 
・コメ中の総ヒ素及び化学形態別ヒ素に係る加工（玄米から精米及び無洗米への加

工）、調理（洗米、炊飯）、貯蔵による濃度変化を解明し、十分目標を達成している。 

A 



課題 
番号 試験研究課題名 実施研究機関 実施

期間 研究概要 評価所見 総括

評価

2405 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 

（独）農研機構

（動物衛生研

究所） 
 
（地独）北海道

立総合研究機

構 

H24
～

H25 

（背景・目的） 
 口蹄疫は感染力が極めて強く迅速な発見が鍵となるので、平成 22 年の発生で

は一部の疑い事例で臨床症状の診断を実施したが、口蹄疫はウイルス株により

臨床症状が異なるとの指摘がある。このため、血清型等の異なるウイルスを牛に

感染させ臨床症状の知見を集積するとともに、これまでに国内外で確認された口

蹄疫の臨床症状と併せて画像等を整理する。また、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。 
 加えて、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が、

制定から数年を経過していることから、必要に応じて指針への反映を行うため、

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する。 
 
（研究項目） 
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 
②家畜の伝染性疾病の診断手法の高度化に関する研究 
                       

・得られた成果は、病性鑑定指針に追記されるなど既に口蹄疫をはじめとする家畜

疾病の国家防疫に寄与しており、全体として目標を達成したものと評価できる。ワク

チンの効果的接種法については、既に国の事業として行われた「口蹄疫ワクチン食

の安全検証事業（平成 24 年度）」における人への健康影響評価も参考しながら活用

されたい。なお、映像資料などは、家畜防疫上貴重な映像資料等であるため、恒久

的に保管が図られるよう特段の配慮を強く希望する。 
 
・本事業の目的は全て達成され、口蹄疫や口蹄疫類似疾病の臨床症状の写真・動

画、病性鑑定指針の改定案、ワクチンの効果的接種に係る新たな知見等、現場で

活用可能な大変有益な成果を得ている。 

A 

2406 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 

（国）東京大学

大学院農学生

命科学研究科 

H24
～

H25 

（背景・目的） 
 近年、アジア熱帯地域から侵入した病原体による感染症で牛の異常産が増加し

ており、その防圧にはワクチンの開発が必要だが、牛の妊娠牛を用いた感染及び

効果試験は、場所や供試牛の制約が多い状況。 

 本研究では、山羊等を用いた病原体の感染試験及びワクチンの効果試験を行

い、代替動物を用いたワクチン有効性確認試験プロトコールを開発する。 

 

（研究項目） 

①代替動物を用いた感染試験系モデルの確立 

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 

                       

・アカバネ病生ワクチンで事前免疫したシバヤギは、野外株の攻撃に対して、胎盤

感染及び胎児感染のいずれも阻止せず、シバヤギを代替動物として本病ワクチン

の有効性の評価に用いることはできなかった。しかし、攻撃ウイルスの病原性の確

認に加え、real-time PCR や免疫組織化学染色等の検出系を駆使し、シバヤギでの

胎盤感染と胎児感染の有無を新しい技術で検証した成果には新規性があり、結果

として代替困難と判明したものの、その成果は科学的に検証されたものとして、行政

施策にも活用しうるものと判断する。 
 
・妊娠牛の適当な代替動物が見つからなかったため、研究成果を直接動物用ワクチ

ンの開発に活用できなかったことは残念な結果であった。しかし、予算執行は適切

に行われており、研究の過程で得られた情報は、今後の同様の研究や動物用ワク

チンメーカーの試験方法の開発に活用できる有益なものであった。 
 

B 

2504 死亡牛 BSE サー

ベイランスのデー

タ解析及び新た

なサーベイランス

計画の検討 

（独）農研機構

（動物衛生研

究所） 

H25 （背景・目的） 
死亡牛の BSE サーベイランスについては、現在、24 か月齢以上のものについ

て検査を実施しているところであるが、平成 25 年 5 月に、OIE（国際獣疫事務局）

により日本の BSE のステータスが「無視できる BSE リスク」の国として認定された

ことを受け、我が国における新たな死亡牛 BSE 検査のあり方について検討してい

るところ。 
 このため、これまでに行った BSE サーベイランスのデータ解析を行うとともに、

新たな BSE 検査計画のシミュレーションを行うことにより、本検査計画の検討に資

する。 
 
（研究項目） 
①新たな死亡牛の BSE 検査計画のシミュレーション 
②新たなデータベースシステムの設計 
 

・本研究により、死亡牛の BSE 検査対象月齢基準の見直しの検討を行う上で、重要

な知見を得ることができている。また、具体的に検査対象月齢等の見直しに必要と

なるシステムが開発されており、研究の目標は十分に達成された評価できる。 
 
・疾病管理対象となるリスクには、侵入等による「新規発生リスク」と侵入後の発生に

伴う「残存リスク」（いずれはリスクが無視できるほど小さくなる牛群）がある。この研

究は残存リスクにウェイトを置いているようである。その意味において研究目標は達

成されたものと考えられる。 
A 

 



 
＜総括評価の説明＞ 

A：目標以上の成果をあげた。 

B：概ね目標を達成した。 

C：目標の達成は不十分であった。 


