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別紙２  

 

研究課題名①：乳児用調製乳中のクロロプロパノール類及び関連物質の高感度分析法の開

発 

経費限度額：8,700 千円（令和３年度） 

研究実施期間：令和３年度～令和４年度 

 

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等） 

クロロプロパノール類及び関連物質は、意図しないにもかかわらず、食品の製造工程で、

原料にもともと含まれる成分から生成する物質であり、3-クロロプロパン-1,2-ジオール

(3-MCPD)やそのエステル体である 3-MCPD 脂肪酸エステル類（3-MCPDE）、グリシドール脂

肪酸エステル類(GE)を含みます。3-MCPDE や GE は、主に油脂の精製工程で主に高温加熱し

た際に生成することが報告されています。 

食品を通じた 3-MCPDE/GE の摂取による人の健康への影響について、国際的なリスク評価

機関である FAO/WHO 合同食品添加物専門家委員会（JECFA）が 2016 年に評価し、精製油や

乳児用調製乳中の 3-MCPDE/GE の濃度低減のための努力を継続することを推奨しました。 

我が国の関係製造事業者は、食品中の 3-MCPDE/GE 濃度の自主的な低減に努めています。

農林水産省は、更なる低減を支援するため、国内関係団体と連携し、低減のための考え方

や有効な対策例を整理した低減対策の手引きを 2020 年 10 月に公表するとともに、さらに

効果的な低減技術の開発を推進しています。 

低減対策の導入により食品中の 3-MCPDE/GE 濃度が低減したかどうかを検証し、国産食品

の安全性の根拠データを得るためには、将来、国内で流通する食品中の 3-MCPDE 及び GE の

含有実態を把握することが必須です。また、乳児用調製乳の輸出拡大の観点からも、諸外

国における 3-MCPDE/GE の規制に対応できていることを科学的根拠に基づき証明すること

が必要です。しかし、乳児用調製乳中の 3-MCPDE 及び GE について、現在、国内外において、

十分低い濃度範囲で精確に定量することが可能で、複数試験室で妥当性が確認されている

分析法は確立していません。 

また、3-MCPDE の関連物質である 2-MCPD 脂肪酸エステル類（2-MCPDE）について、国際

的に食品中の含有実態や健康影響に関する知見の蓄積が求められている中、3-MCPDE と同

時に定量が可能であるとの報告があることから、合わせてデータを取得することが有効で

す。 

このため、国産食品の安全性向上及び事業者による効率的な品質管理に資するよう、乳

児用調製乳中の 3-MCPDE、2-MCPDE 及び GE について、十分低い濃度範囲で精確に定量でき

る高感度分析法が必要です。 

 

研究内容  

〇 乳児用調製乳中の 3-MCPDE、2-MCPDE 及び GE の総量を定量できる間接分析法の開発 

（具体的な内容） 

AOAC International の合同試験の候補となっている 2 つの分析法 1・2について、乳児

用調製乳中の 3-MCPD、3-MCPDE、2-MCPD、2-MCPDE 及び GE 濃度の精確な分析が可能か検

証します。要すれば、その方法の一部改変又は新たな分析法の開発を行い、少なくとも

単一試験室で妥当性を確認します。開発した分析法は、AOAC International3 又は EU4

が定める性能規準を満たす必要があります。 
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1 Kuhlmann J. et al. 2019. 2-Monochloropropanediol (2-MCPD), 3-Monochloropropanediol (3-MCPD), 
and Glycidol in Infant and Adult/Pediatric Nutritional Formula: Single-Laboratory Validation, 

First Action 2018.12. J. AOAC Int. 102 (4) 1205-1220 
2 Dubois M. et al. 2019. Determination of 2- and 3-MCPD as well as 2- and 3-MCPD Esters and 
Glycidyl Esters (GE) in Infant and Adult/Pediatric Nutritional Formula by Gas Chromatography 

Coupled to Mass Spectrometry Method, First Action 2018.03. J. AOAC Int. 102 (3) 903-914 
3 http://www.eoma.aoac.org/SMPR/upload/99/SMPR%202017_017.pdf 
4 https://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?qid=1577234511463&uri=CELEX:32019R2093 

 

研究成果の行政施策・措置への活用 

乳児用調製乳中の 3-MCPDE、2-MCPDE 及び GE について、関係事業者による低減対策の効

果を検証するため、妥当性が確認された分析法を活用して、最新の含有実態を調査します。 

 

＜留意事項＞  

・ 分析法の検証又は開発は、内部品質管理及び外部品質管理を適切に実施していること

を証明できる試験室において、農林水産省の「分析法の妥当性確認に関するガイドライ

ン」を参照しつつ、実施することとします。 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/pdf/guide_validation.pdf 

・ 対象物質は、3-MCPD、3-MCPDE、2-MCPD、2-MCPDE、GE とします。 

・ 対象マトリクスは、乳児用調製乳（粉）と乳児用調製乳（液体）の双方とします。 

・ 精確な分析が可能であるかの検証に使用する濃度既知の試料（AOAC International 又

は EU が定める性能規準に基づく定量下限付近の濃度で対象物質を含む試料を含む）は、

入手又は調製するものとします。調製する場合、マトリクスとして乳児用調製乳に類似

したものであれば可とします。 

・ 分析法を開発する場合は、特殊な機器・特殊な試薬を使用する分析法や知的所有権を

有する分析法は極力避け、可能な限り簡便で、汎用性が高く、国内外の分析機関で実施

できる分析法を開発することが望ましいです。 

・ 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の上で決定することとし、

その後も、研究の進捗状況や得られた成果を随時報告することとし、行政部局と連携し

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 食品安全政策課 

      化学物質管理班 髙岸、永井 

 代表：03-3502-8111（内線 4453） 
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研究課題名②：農業用水中に含まれる大腸菌を対象とした簡易検査法の開発 

経費限度額：1,500 千円（令和３年度） 

研究実施期間：令和３年度～令和４年度 

 

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等） 

海外では生産段階で有害微生物により汚染された生食用野菜が原因と考えられる大きな

食中毒が発生しています。国内で、このような食中毒を防止するため、コーデックス委員

会の規範も参考に、平成 23 年、「栽培から出荷までの野菜の衛生管理指針」（以下「指針」

という。）を策定し、普及してきました。 

近年、諸外国では、汚染された農業用水が原因として考えらえる野菜による食中毒が多

く発生していることから、野菜の栽培に使用する水に対して、大腸菌数等の微生物基準を

設定するなど管理を強化しています。国内においても、こうした国際的な動向等も踏まえ、

令和２年９月に取りまとめ・公表した指針（試行第２版）には、野菜の栽培に使う水に対

して、水質を評価するための大腸菌数の目安を記載しました。 

しかしながら、現状、生産者が水質検査を実施する場合には、分析機関への依頼分析が

必要となるため、生産現場において、指針に基づき、水質検査を実施し、結果に応じて対

策を実施するのは難しい状況にあります。 

（※試料発送等も含め、費用は一試料当たり 3千～4千円程度、期間は 7日間程度。） 

指針の普及に当たっては、検査の一連の操作の簡素化、迅速化・低コスト化を進め、野

菜の生産関係者が手軽に利用できる、農業用水中に含まれる大腸菌を対象とした農業用水

の簡易検査法を開発することが必要です。 

 

研究内容  

〇 農業用水中に含まれる大腸菌を対象とした簡易検査法の開発 

（具体的な内容） 

水道水の法定検査法等も参考にしつつ、①統計学的に一定の確実性が保証される検体

数、②検体に混入した土壌等の検査結果に与える影響及び③試料の保存条件をそれぞれ

検討し、野菜の生産関係者が手軽に利用できる、農業用水中に含まれる大腸菌を対象と

した農業用水の簡易・迅速・安価な検査法を開発します。 

 

研究成果の行政施策・措置への活用 

本研究を通じて開発した簡易検査法については、野菜の衛生管理指針に記載又は参考資

料等の別の資料としてまとめ、生産関係者に示すことで、生産現場における指針に基づく

水の管理を推進します。 

 

＜留意事項＞  

・ 検査手法に関しては、市販の簡易培地を用いたコロニー計数法と最確数（MNP）法につ

いて検討を行います。 

・ 開発する検査法の検査試薬等のコストは、一試料当たり千円程度を目標とします。 

・ 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等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。 
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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 

      安全企画班 三木、飯嶌 

 代表：03-3502-8111（内線 4521） 
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研究課題名③：牛伝染性リンパ腫の伝播リスクの高い牛を摘発するための多検体処理診断

法の開発 

経費限度額：7,604 千円（令和３年度） 

研究実施期間：令和３年度～令和４年度 

 

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等） 

「牛白血病に関する衛生対策ガイドライン」を策定し５年が経過しますが、牛伝染性リ

ンパ腫の国内での発生報告件数は増加しています。原因としては、ガイドラインで規定さ

れている農場内の感染拡大防止対策や農場への侵入防止対策の普及が十分ではないためと

考えられます。 

農場内の感染拡大防止対策や清浄化にあたっては、牛伝染性リンパ腫ウイルスの感染牛

と非感染牛を識別することが重要ですが、現行法であるリアルタイム PCR 法等は、検査検

体数が限られること、検査コストが高いことなどから、現場での利用が進んでいない状況

です。さらに、農場内清浄化のための感染牛の更新を進めるにあたって、ウイルスを伝播

させるリスクの高い牛（ハイリスク牛）の目安が明確ではないため、更新の優先順位付け

が困難という現場の声があります。 

このため、検査手技の簡便化・多検体化を目的に、牛伝染性リンパ腫ウイルスのコピー

数を測定する手法及びハイリスク牛を判断できる基準値の設定が必要です。 

 

研究内容  

１．低コストかつ多検体処理が可能な検査法の開発 

（具体的な内容） 

前処理や抽出工程の不要な全血等を材料に多検体プレート（96 穴プレート等を想定）

で牛伝染性リンパ腫ウイルスのコピー数を測定することにより、多検体処理を可能とし、

１検体あたりのコストを低くする検査手法を開発します。 

 

２．開発した検査法を既存検査法と比較・検証し、ハイリスク牛の判断基準の設定の検討 

（具体的な内容） 

１で開発した検査法と現行の診断方法のリアルタイム PCR 法の判定方法及び判断基準

と比較し、ハイリスク牛の判断基準の設定を検討します。 

 

３．検討したハイリスク牛判断基準を活用し、実農場において、清浄化対策の検査法とし

ての有効性を確認 

（具体的な内容） 

  本手法を利用し、陰性牛の導入による積極的更新なども含めた清浄化対策の有効性を

確認します。（想定：畜産試験場、農協、都道府県等） 

 

研究成果の行政施策・措置への活用 

・ 得られた成果は、「牛白血病に関する衛生対策ガイドライン」の改定を含めた牛伝染

性リンパ腫対策の普及を推進します。 

・ また、牛伝染性リンパ腫の浸潤農場において、ハイリスク牛と判断された牛から、優

先順位を付けた上で、家畜衛生対策事業（仮・清浄化対策モデル事業新設）での早期更
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新を推進します。 

 

＜留意事項＞  

・ 実施主体は、牛伝染性リンパ腫の検査手法に精通していること。 

・ 実用可能な検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。 

・ 研究に当たっては、その進捗状況や得られた成果等を動物衛生課に逐次報告し、同課

と協力して研究を進めること。 

 

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 

      防疫企画班 青山、岩田 

 代表：03-3502-8111（内線 8592） 
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研究課題名④：畜産物を探知するためのにおいセンサーの評価 

経費限度額：3,000 千円（令和３年度） 

研究実施期間：令和３年度 

 

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等） 

アフリカ豚熱をはじめとする家畜の伝染性疾病の国内への侵入を防止するためには、限

られた資源を最大限に活用し、効率的かつ効果的な検査を実施することが重要であり、こ

れまで家畜防疫官の増員、動植物検疫探知犬の増頭や家畜伝染病予防法の改正により、水

際検疫体制の強化に努めてきたところです。 

また、諸外国に対しては、日本への畜産物の持込みが禁止されている旨、現地語で広報

を実施していますが、申告せずに畜産物を不正に持ち込もうとする者が後を絶たないため、

いかにしてこのような者を摘発し、検査を受けさせるかが課題です。 

このため、不正持込みに対処するため多様な方法を整備しておく必要があることから、

肉等の畜産物を探知するための機器の開発が望まれており、様々な分野で開発が進むにお

いセンサーを探知方法の１つとして導入できるかを評価し、その成果を活用して効率的か

つ効果的に水際検疫を実施する体制を構築する必要があります。 

 

研究内容  

〇 肉製品のにおいパターンの判別とその評価 

（具体的な内容） 

様々な分野で開発が進むにおいセンサーを用いて、ソーセージ、ハムなどの肉製品の

臭いパターンを解析するとともに、それらを容器に入れた状態で肉製品のにおいを判別

することが可能かを評価します。 

 

研究成果の行政施策・措置への活用 

においセンサーが肉製品のにおいを探知可能であることが証明された場合には、本課題

での知見を水際対策のさらなる強化に向けたより効率的な検査法の一つとなりうるにおい

探知機の開発に活用します。 

 

＜留意事項＞  

・ においパターンの解析に使用するサンプルは、国内市販品及び実際の輸入禁止品の肉

製品とします。 

・ 容器は、実際の不正持込みを想定し、一次容器にパッケージ等による包装、二次容器

にスーツケース、段ボール等を使用します。 

・ 輸入禁止品は動物検疫所の施設内において、病原体が散逸しないよう取り扱う必要が

あるため、輸入禁止品の肉製品については、行政部局と調整の上、解析することとしま

す。 

・ 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。 
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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 

      検疫業務班 坂本、渡邉 

 代表：03-3502-8111（内線 4584） 
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研究課題名⑤：栽培用種苗中の未承認遺伝子組換え体の迅速検査法の開発 

経費限度額：6,300 千円（令和３年度） 

研究実施期間：令和３年度～令和４年度 

 

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等） 

海外では新たな遺伝子組換え作物の開発が進展しており、中には日本で未承認遺伝子組

換え作物もあります。万が一、我が国に輸入する栽培用種苗に未承認遺伝子組換え体が混

入した場合、我が国の生物多様性や、農業生産・食料供給に悪影響が生じ、重大な経済的

・社会的な混乱をもたらす可能性があります。 

このような状況のなかで、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の

確保に関する法律」（以下「カルタヘナ法」という。）に基づき、農林水産省では、未承

認遺伝子組換え作物種苗の検査法を開発するとともに、栽培用種苗の輸入時検査を行って

います。しかし、今後は未承認組換え体が混入する可能性があると考えられる作物種が増

えることにより検査体制がひっ迫することが予想されます。 

以上のような状況から、現在行っているリアルタイム PCR 法に代わる迅速な検査法の開

発が必要です。特に、海外で遺伝子組換え作物が栽培される動きがあり、我が国への輸入

実績がある作物であるケンタッキーブルーグラス、トールフェスク、ペポカボチャ、パパ

イヤ及びワタの５作物については、未承認遺伝子組換え体が混入する可能性があると考え

られることから迅速な検査法の開発が重要です。 

 

研究内容  

１．現行の DNA 抽出法と比較し、より迅速な抽出方法の開発 

（具体的な内容） 

対象作物の種苗の特性に応じた粉砕方法・DNA 抽出方法を検討し、現在、主に使用し

ている DNA 抽出キットに比べ、より短時間で抽出可能な方法を検討します。得られた DNA

抽出物について、作業の簡便さ等を含め、現行の方法と比較検証することとします。 

 

２．現行の検査法（リアルタイム PCR 法）と比較し、より迅速な検査法の開発 

（具体的内容） 

各対象作物の内在性遺伝子と開発や承認等された品種に導入されている組換え遺伝子

について、現行のリアルタイム PCR 法で用いられている遺伝子配列を参考として、より

迅速な遺伝子検出法を開発します。迅速な遺伝子検出法としては LAMP（Loop-mediated 

isothermal amplification）法等を想定します。 

１の方法で得られた DNA 抽出物を用い、開発した迅速検査法の最適な条件を検証しま

す。 

 

３．現在の検査法（リアルタイム PCR）との同等性についての評価 

（具体的内容） 

各対象作物について、１及び２で検討した方法と、現在、使用している手法が、性能

規準（検出下限、精度、真度等）や特異性について同等であるかを検証します。 

また、粉砕から検出までにかかる作業手順や所要時間等の比較検証を行います。 

 

４．輸入時検査のスクリーニング検査として導入するにあたっての実行可能性の検討 

（具体的内容） 
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１～３の結果をもとに現場への導入に当たって、どのような形でのスクリーニング検

査が実行可能か作業時間や検査効率、検出能力を考慮し検証します。 

 

研究成果の行政施策・措置への活用 

研究を通じて開発した迅速な検査法について、現在、カルタヘナ法に基づき行っている

輸入時の検査に導入します。 

 

＜留意事項＞  

研究内容の詳細については、採択後に農産安全管理課と十分に相談することとし、その

後も、その進捗状況や得られた成果等を同課に随時報告し、同課と協力し研究を進めるこ

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 農産安全管理課 

      組換え体企画班 中村、吉持 

 代表：03-3502-8111（内線 4510） 
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研究課題名⑥：被覆を必要とする農薬の使用時におけるリスク低減に関する研究 

経費限度額：4,000 千円（令和３年度） 

研究実施期間：令和３年度～令和４年度 

 

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等） 

クロルピクリン剤については、土壌病害虫を防除する上で有効な農薬であり、国内各地

で使用されていますが、刺激性があることから、使用に際して被覆を行うことが求められ

ています。しかしながら、農薬使用時に適切な被覆が行われなかったこと等を原因とする

クロルピクリン剤による事故が、毎年報告されています。 

日本では、ほ場が住宅地近辺に存在することも多く、これらの地域では農業者自身だけ

でなく、周辺住民に被害が生じることがないよう、同剤の使用時に被覆を適切に行うこと

が極めて重要です。 

クロルピクリン剤の使用によるリスクをさらに低減する対策を検討し、また、適切な取

扱いの指導や規制の検討を進めるため、被覆資材の種類や環境条件によるクロルピクリン

剤の揮散防止効果等の科学的知見を収集する必要があります。 

 

研究内容  

１．農業被覆資材の厚さ及び材質の揮散防止効果等への影響に関する研究 

（具体的な内容） 

ほ場（及び試験室内）において、土壌くん蒸消毒用フィルム（慣行の農業用ポリエチ

レンフィルム、ガスバリア―性フィルム）等、市販されている複数の被覆に用いられる

資材を用いて、資材の厚さや材質によるクロルピクリン剤の揮散防止効果等への影響を

把握し、２の成果と併せて、同剤の使用時におけるリスク低減策を示します。 

 

２．環境条件（土壌の種類、温度等）の揮散防止効果等への影響に関する研究 

（具体的内容） 

土壌や温度が異なる複数のほ場において、被覆資材を用いて、環境条件によるクロル

ピクリン剤の揮散防止効果等への影響を把握し、１の成果と併せて、同剤の使用時にお

けるリスク低減策を示します。 

土壌については、透過性が高いとされる砂質土壌や利用割合が高い黒ボク土を含めて

実施します。また、温度等については、季節性変化が把握できるよう、同じ地域で夏季

と冬季など異なる季節での研究を実施します。 

 

３．被覆に係るコストと収量増加等のベネフィットの定量的な比較 

（具体的な内容） 

  １、２の研究においては、農作物の収量等への影響の把握も行い、得られた結果等か

ら、被覆の有無や内容によるコストの変化とそれによる収量の変化等を定量的に比較す

ることで、被覆による経済的効果を示します。 

 

研究成果の行政施策・措置への活用 

・ クロルピクリン剤の被覆に関する適正な取扱いの指導や規制の検討に活用します。 

・ 土壌くん蒸剤の使用者に対する暴露等の評価への活用を検討します。 
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＜留意事項＞  

・ 研究の方針や詳細については、採択後に農産安全管理課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農産安全管理課に随時報告す

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。 

・ 試験研究の実施にあたっては、農薬取締法、毒物及び劇物取締法等の各種法令及び関

連通知に基づき、適切な管理のもと実施してください。 

 

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 

      農薬指導班 濵砂、光嵜 

 代表：03-3502-8111（内線 4500） 
 


