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日時：平成１６年１２月２４日 

場所：農林水産省共用会議室Ｅ、Ｆ 

 

農林水産省 
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開     会 

 

○元村飼料検査指導班長 大変お待たせいたしました。まだお二人の委員の方はお見えに

なっておりませんが、時間も参りましたので、ただいまから農業資材審議会飼料分科会家

畜栄養部会を開催させていただきます。 

 

あ い さ つ 

 

○元村飼料検査指導班長 開会に当たりまして、衛生管理課薬事・飼料安全室、境室長か

らごあいさつ申し上げます。 

○境薬事・飼料安全室長 おはようございます。薬事・飼料安全室長を務めております境

でございます。 

 農業資材審議会飼料分科会家畜栄養部会の委員各位におかれましては、年末、大変差し

迫った中で御出席賜りまして、まことにありがとうございます。きょうＪＲの方でちょっ

とトラブルがあったようでございまして、委員の方が遅れておられますけれども、とりあ

えず開催させていただきたいと思います。 

 委員の皆様方には、私ども飼料行政の円滑な推進につきまして、日ごろから種々御助言、

御指導を賜っておりますことにつきまして、この場をおかりしまして御礼を申し上げる次

第でございます｡ 

 最近の飼料行政の情勢でございますけれども、御承知のとおりＢＳＥにつきましては、

食品安全委員会におきまして、かねてから、我が国のＢＳＥが確認されて以降約３年間の

リスク管理措置につきまして検証がなされておりまして、さる 9 月 9 日に中間とりまとめ

が示されておるところでございます。これを受けまして、厚生労働省と私ども農林水産省

で、これまでのリスク管理措置を見直しをするということで、10 月 15 日付で食品安全委

員会の方に再度諮問をさせていただいております。 

 中身は４点でございまして、１つは屠畜場におけますＢＳＥ、全頭検査を行っているわ

けですけれども、その検査月齢を 21 カ月齢以上にするということと、あわせまして検査

技術の向上についての案件でございます。２つ目が屠畜場におけるＳＲＭ、特定危険部位

の除去の管理方法につきまして、より規制を強化するというものでございます。３つ目が

私どもの所管でございまして、飼料の実効性の確保のための規制強化というものでござい
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ます。４つ目がＢＳＥにつきましての調査研究の推進、この４本につきまして、現在諮問

させていただいております。 

 ３つ目の飼料に関しましては、その中で３つございまして、１つは輸入段階で、現在は

輸入飼料の種類の届け出はお願いしているわけでございますけれども、原材料については

届け出対象になってないということで、原材料につきましても届け出の対象にしまして、

水際での飼料検査所における抜き打ちの検査を行っていくということで、その中で飼料に

使ってはならないものがまじってないかどうかのチェックをさせていただくというもので

ございます。 

 ２つ目は流通段階でございまして、現在、小売専門の販売業者につきましては、都道府

県の届け出対象になっていないわけですけれども、それらにつきましても届け出対象に入

れて、都道府県によります保管状況等のチェックをさせていただくというものでございま

す。 

 ３つ目は飼養段階でございまして、現在、牛の飼養農家は 13 万戸あるわけでございま

すけれども、そこでの誤用流用防止を図る観点から、都道府県と地方農政局とが役割分担

をしながら指導監督に努めてまいるという、こういった３点につきまして諮問させていた

だいているわけでございます。 

 一昨日も、食品安全委員会プリオン専門調査会で議論がなされたわけでございますけれ

ども、この 20 カ月齢の問題につきましては大きな議論になっておりまして、引き続き議

論が続けられまして、結論は年明けという事態になっております。 

 一方で、日米の双方向から輸入牛肉の輸入再開の問題でございますが、御承知のとおり、

10 月 21 日から 23 日にかけまして日米の局長級の会合がございました｡その中で、双方向

から、早期に輸入を再開するという点では共通の認識が得られたわけでございますけれど

も、やはりまだ輸入再開に当たりましては、いろいろこなすべき条件があるということで

ございます。 

 アメリカの方からは、ＳＲＭは全頭、日本向けには除去したものからの牛肉を輸出する

というものでございますし、また、月齢につきましては、アメリカは検査を行っておらな

いわけでございまして、20 カ月齢以下の牛肉に限って輸出するという条件がございます。

しかしながら、どうやって 20カ月齢を判定するかという問題があるわけでございまして、

それにつきましては今後専門家において詰めていくことになっておりまして、先週もアメ

リカから専門家が参りまして、出生の年月日がわかっているものについての確認の方法、
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それから肉の成熟度合いを見て月齢が判定できないか、こういったことにつきまして引き

続き検討を進めていくということになっております。 

 こういった技術的な内容が合意に達しました上で、再度日米の局長級会合を開いて、あ

る程度の合意に達すれば、その内容につきまして、再度食品安全委員会に諮問させていた

だいて、評価をお願いするという段取りになっております。 

 そのほかに、この肉骨粉に関しまして、豚の肉骨粉、これは前回 9 月 10 日の本審議会

の飼料部会でも御審議いただきまして、一定のリスク管理措置を講じた上で、豚あるいは

家禽用の飼料にこの豚肉骨粉を利用することは可とされたわけでございます。あとは食品

安全委員会にリスク管理措置の中身を御報告して了解を得られれば、省令改正等の作業に

入り、豚肉骨粉の利用の解禁を進めてまいりたいというふうに考えておるところでござい

ます。 

 それから、飼料の公定規格でございますが、これは飼料安全法上、飼料の安全と品質の

確保という２本柱になっておるわけでございまして、後者の方の柱になっておるわけでご

ざいます。いろいろ飼料原料に使われるものでございますし、また近年では、食品リサイ

クル法の施行もありまして、さまざまな食品残渣等も有効利用を図られている状況でござ

いまして、こういったものにつきまして、きちっとした品質表示をしていくということが

非常に重要になっているというふうに考えておるところでございます。 

 本日御審議いただきます案件も、この公定規格にかかわりまして、４種類の飼料原料及

び１種類の飼料添加物につきまして、栄養価の設定について御審議をいただくことになっ

ております。詳細はこれから担当の方から御説明させていただきますので、よろしく御審

議いただきますようにお願い申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。 

○元村飼料検査指導班長 議事に先立ちまして、委員の異動につきまして御報告いたしま

す。臨時委員といたしまして、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構畜産草地

研究所家畜生理栄養部の松本光人部長が就任されましたことにつきまして御報告いたしま

す。 

 続きまして、委員の出欠状況について御報告申し上げます。古谷委員、大久保委員にお

かれましては、本日御都合により御欠席との御連絡をいただいております。また、武政委

員、松本委員からは、若干遅れるとの御連絡がございました。 

 本日、部会長の古谷委員、それから、部会長代理の大久保委員が御欠席でございますが、

代理といたしまして、本部会の議事を進行いただく方といたしまして、古谷委員から阿部
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委員を御指名いただいておりますので、阿部委員に本日の部会の議事をお願いいたします。

よろしくお願いいたします。 

○阿部座長 今お話がありましたように、本日のこの委員会の議事を進めさせていただく

ことになりました日本大学の阿部でございます。委員の先生方の御協力を得ながら、円滑

に議事を進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 それでは議事に入りますが、その前に配付資料の確認を事務局の方からお願いします。 

○元村飼料検査指導班長 それでは、配付資料を確認させていただきます。 

 まず、資料１につきましては農業資材審議会飼料分科会家畜栄養部会議事次第でござい

ます｡資料２につきましては出席名簿でございますが、この資料２につきまして１点間違い

がございます。委員の方のお名前の中で３番目、大久保先生が出席者の中に入っておりま

すが、大久保先生につきましては本日御都合で御欠席ということでございます。また､唐澤

委員のお名前が抜けております。大久保先生のお名前を削っていただきまして､唐澤先生と

いうことで、大変失礼いたしました。後ほど差しかえの資料をお配りしたいと思います。

それから、資料３につきましては委員全体の名簿でございます。資料４としまして農業資

材審議会令でございます。資料５としまして飼料の公定規格の改正に関する諮問について

ということでございます。資料６につきましては枝番がございまして、６－１から６－５

ということで、それぞれの暫定値の申請という説明資料でございます。それから、資料７

といたしまして告示の改正（案）ということを入れさせていただいております。それから

最後に、番号の振られた資料ではございませんが、参考としまして、飼料の公定規格及び

規格適合表示制度につきましての説明の資料を入れさせていただいております。 

 お手元に配付されていない資料等ございましたら、お申し出いただければと思います。 

○阿部座長 皆さん資料はおそろいでしょうか。よろしいですか。 

 それでは議事に入ります。議事に入るその前に、本日の審議にかかわる諮問事項につい

て御紹介いただくところから始めたいと思います。お願いします。 

○元村飼料検査指導班長 それでは、資料の５をごらんいただきたいと思います。読み上

げさせていただきます。 

 平成 16 年 12 月 22 日付の諮問でございますが、飼料の公定規格の改正に関する諮問に

ついてということでございます。 

 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第 26 条第１項の規定に基づく飼料の

公定規格の改正に係る下記事項について、貴審議会の意見を求める。 
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 記といたしまして、法第 26 条第１項の規定に基づく飼料の公定規格の改正の可否につ

いて、具体的には、飼料の公定規格の備考の３の規定に基づく可消化養分総量等の計算方

法の別表の一部改正ということでございます。 

 

     原材料の可消化養分総量又は代謝エネルギーに関する暫定値について 

      ①ごま 

 

○阿部座長 ありがとうございました。 

 では、今のお話に基づきまして、これから、飼料の公定規格に基づいた原材料の可消化

養分総量等の暫定値を追加すること及びその他の議題について、議事次第に従って審議を

進めてまいります。 

 審議の進め方、会の運営方法ですが、まず、それぞれの素材の申請者からおおむね５分

から 10 分以内で説明をいただいて、その後事務局より暫定値の案をお話いただく。その

後に、それぞれにつきまして委員の先生から質問をいただく。５種類のものについてそれ

がすべて終わりましたならば、今度は審議に入るわけですが、その前に休息をとって、そ

して再開後、暫定値設定の可否について審議結果のとりまとめを行う、そういうことで進

めてまいりたいと思います。 

 それで、各申請者は、順番がきましたらば説明者席に御着席いただきたいと思います。 

 それでは、きょうの第１番目の案件の「ごま」について、まず最初に申請者の方から御

説明をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○中部飼料 中部飼料の川村です。よろしくお願いします。 

 それでは、ごまについて御説明いたします。資料の６－１であります。 

 この資料の次のページに、定義について記載しております。これは食用規格外ごまであ

りまして、食用ごまとして得られた原料から発生する規格外ごま、これは風力選別、ある

いは粒度が食用に適さない、そういったものを申請しております。 

 このごまの製造方法、製造工程については、次のページの別紙１に記載しております。

これについて御説明いたしますと、これはあるメーカーの製造方法なんでありますが、大

体これはほぼこれに沿っております。それで、普通は原料は袋詰めにされてくるわけなん

ですが、まず選別、これは大小異物の除去を行います。というのは、ごまの茎とか何かが

入る場合があります。次に軽い異物の除去、これは十分実が入っていないごまもこれによ
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って飛ばされていきます。それからもう一つ、比重が軽いものについてもこれを除きます。 

 そして、これを焙煎するという方法をやるわけなんですが、その後、焙煎したものにつ

いてさらに選別をかけて、ここからも飼料用のごまが出てくるわけであります。それから、

もう一回シフターにかけて粒度分布をとりまして、規格より小さいもの、あるいは大きす

ぎるものを取り除くという方法であります。 

 この工程の中で、２番、５番、８番、17 番、20 番、21 番で生じた規格外ごまを飼料と

して利用します。 

 このごまの原産地についてはかなりバラエティーに飛んでおりまして、中国だとか、ベ

トナム、一部についてはトルコと、広い範囲にわたって原料が集められて、人間の食料と

して得られた原料のうちの、先ほど言いました規格外のごまを今回飼料原料として使うと

いうことであります。 

 そして、もう一回１ページに戻っていただきたいんですが、対象家畜、何に使うかとい

いますと、これは採卵成鶏用の栄養成分として一つは使う。それからもう一つ、ゴマリグ

ナン物質がごまに含まれているんですが、この中の一種のセサミンについて、これは生体

内抗酸化作用がございまして、それを利用するということで、使うという意味があります。

ですから、２つ目的があるということであります。これは餌の成分調整用、生体内抗酸化

物質としての利用ということになるわけであります。 

 このものの使用割合なんですが、成鶏用飼料に１％から 10％ぐらい使用するというふう

に考えております。 

 成分なんでありますが、この成分については皆さんのお手元の資料の後ろの方にござい

ますが、後ろから２枚目、別紙４に、私どもの得られたごま 25 検体について分析した結

果の平均値を示しております。例えば粗たんぱく質についてみれば、平均値が 22.95 なん

でありますが、これは最大値が 25.62、最小値が 20.46、変動係数が 0.06、こういった値

であります｡それぞれの平均値についてここでは示しております。 

 次に代謝率なんでございますが、これは日本科学飼料協会の方にお願いしまして、分析

値を得ております。これでいきますと、いわゆる総エネルギーでは 6.7 メガカロリーとい

うことであります。これは 25 点の分析結果であります。 

 この資料のナンバーと別添しております別紙４の番号がちょっと違っているかと思うの

でありますが、これは順番がこういう番号です。1 番は１番でありますが、３番が抜けて

いますが、３番というのはこの別紙４の、ごめんなさい、この４というのは別紙４の３に
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匹敵します。その順番で並べてあります。 

 そして、代謝エネルギーを測定したんですが、これは科学飼料協会の方にお願いしまし

て、これは方法については、定められた方法に従って測定しております。これによります

と代謝エネルギーが 3.26 で、代謝率が 48.4％ということでありまして、これは従来のご

まかす、あるいは圧縮のごまかすの中間的な値となっております。我々は、もっと高いん

じゃないかと思っていましたが、代謝率が 48.4％で代謝エネルギーとしては 3.26 という

結果であります。この値を申請したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○阿部座長 ありがとうございました。 

 続きまして、事務局から暫定値の案について御説明をお願いします。 

○元村飼料検査指導班長 ただいまの資料６－１の 1 枚目のところでございますが、ただ

いま申請者の方から御説明ございました中身に基づきまして整理したものでございます。 

 まず、上の方に今回のデータということで、組成といたしまして水分 3.7％以下、これ

らの 25 点のサンプルからの値を写しております。それから、今回、鶏の栄養価というこ

とで、代謝率 48.4、それから代謝エネルギーが 3.25 という飼養試験の結果ということで

ございます。 

 それから、類似する飼料ということで、ごま油かすということで、これは既存の値を参

考に載せさせていただいております。 

 こういったデータに基づきまして、資料７の方でございますが、告示の改正（案）とい

たしましては、まず、ごまにつきましては穀類という項目の中に含めます。ここで 1 点、

資料の訂正をさせていただきたいんですが、栄養価（原物中）というところの鶏の欄なん

ですが、ドライマター、一番左の欄がバーになっておりますけれども、ここに 96.3 という、

先ほどの含水率から、100 から含水率を引いた数字ですが、96.3 という数字が入りますの

が間違えておりました。96.3 ということで修正いただきたいと思います。代謝エネルギー

が 3250、代謝率 48.4 という先ほどの数字でございます。 

 備考といたしまして、栄養価は暫定的に定めたものである、こういった改正ということ

の案をお示しさせていただいております。 

 以上でございます。 

○阿部座長 それでは、先生方御質問をお願いします。 

○秋葉委員 このごまは丸の粒の形状でしょうか。 

○中部飼料 粒のままです。 
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○秋葉委員 そうすると、保存性については問題ありませんか。 

○中部飼料 一度これは加熱されておりまして、それで保存性については、ほぼ問題はな

いですね。水分が非常に低いものですから、それによってかびが生えるとか何かというこ

とはありません。 

○秋葉委員 むしろ、ごまは脂肪が高いので、それが一部でも破砕されたりすると、脂肪

の酸化などが問題になると思ったんですが、それはないですか。 

○中部飼料 これはごまの中に、先ほど御説明したようにセサミンという非常に抗酸化作

用の強い物質がありまして、かなり大豆とか何かに比べて酸化されにくい性質を持ってお

ります。 

○秋葉委員 それから、代謝率が大分低いですね。これに関連して破砕したごま自体の栄

養価というのはデータを持っておられるんですか。 

○中部飼料 このようにＭＥは直接ははかっておりませんけれども、破砕しまして、ブロ

イラーの成長で見た限りでは、差がないですね。この辺がちょっと我々も理解できないと

ころなんでありますけれども。 

○秋葉委員 特に脂肪については、それほどほかの油脂源と代謝率は変わらないと思うん

ですけど。 

○中部飼料 これは直接的にＭＥを破砕してはかっていないので、何とも言えないんです

が、先ほど申し上げたように、ブロイラーの成長曲線から考えて余り差がない、破砕した

ものと破砕しないものに。 

○武政委員 ごまかすの代謝率もやはり低いんですよね。成分表にもあるんですが、ちょ

っとその原因は私もわからないんですけど。最初は私も、その形状といいますか、ありの

ままだからということかなというふうに見ていたんですが、ごまかすを見てもやはり代謝

率が低いというのは何か物理的な部分ではなくて、それ以外の部分で何かあるかなという

ふうには感じます。今回のこの数字が特異的にどうこうということではないという感じは

受けます。 

○阿部座長 ほかにいかがでしょうか。どうぞ、お願いします。 

○松本委員 ちょっと列車事故で遅れて来て申しわけございません。２枚目以降の紙の中

で粗灰分の値が、これは修正があったんでしょうか。 

○阿部座長 粗灰分、6.4。 

○松本委員 この別紙４の方の細かいデータの中では、Ａｓｈが下の方の表２のところを
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見ると、みんな 1 桁台なのに、集計した上の表だと 31 から 18 の範囲になっていまして、

これはどこかで集計ミスがあって、24.38 という数字になっているはずなんで。申請書の

一番表では 6.4 になっているのに、どこかでこの数字がおかしくなったかなと思ったんで

すが。 

○阿部座長 これはどうですか。 

○中部飼料 これはそのとおりでございまして、ちょっと修正させていただきます。 

○阿部座長 そうですね。お願いします。 

○元村飼料検査指導班長 補足でございますが、一番最後の資料の別紙４の中にございま

す元データがございまして、これを平均いたしますと、表の方の 6.4 という数字になりま

すので、この値が正しいということだと思います。 

○阿部座長 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○武政委員 これはごま以外に、何かほかのものが入る可能性はありませんか。全く規格

外のごまといいますか、例えば比重の軽い小さいものとか、というものだけでしょうか。 

○中部飼料 これは原物を見るとわかるんですが、ほとんど食用用のごまとして得られた

ものの中に、一部ごまの茎みたいなものが少し入るんです。それは除いてあるんですが、

一部そういうものが入る可能性があります。ですから、見た感じでは、ほとんど人間の食

料のごまと変わらない感じです。 

○阿部座長 ほかにいかがでしょうか。 

 ないようですので、それではどうもありがとうございました。 

 

②特ふすま（製粉歩留 70％） 

 

○阿部座長 それでは、２番目のテーマであります「特ふすま」について申請者の方、御

説明をお願いいたします。 

○日清製粉 おはようございます。日清製粉の私、天野と申します。 

○日清製粉 日清製粉の高橋と申します。 

○日清製粉 同じく、村上でございます。 

○日清製粉 具体的な製造方法等の御説明をさせていただく前に、特ふすまの一応発売と

いいますか、経緯を、簡単に一言だけ御説明させていただきます。 

 この特ふすまなるものは、平成 14 年度末、昨年の３月末をもちまして、いわゆる従来
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ございました政策ふすまの制度、専管ふすま、増産ふすまですね、こちらが終了したこと

を受けて、そのいわゆる代替飼料としてつくったものでございます。 

 御存じのとおり、政策ふすま関係というのは、ほとんどがいわゆる農家さんに袋物で流

通している単味飼料を中心にというか、大半が単味飼料だったと思いますが、行っていた

わけですが、代替飼料としての特ふすまにつきましても、それを代替ということですから

受けて、同じようなルートに流れているわけですが、一部配合等々の原料でもニーズがあ

ったりしまして、それを受けて今回の栄養、その評価というか、申請にお願いしたという

ことでございます。 

 あと具体的な製法、品質等の説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○日清製粉 それでは、お手元の資料の６－２の資料１です。申しわけございません、資

料１の前に、その前のページの申請書の方から説明させていただきます。 

 名称は「特ふすま」ということで、定義といたしまして、小麦を原料とし、製粉歩留り

で 70％小麦を採取した際の連産品ということでございます。 

 製造工程の説明をさせていただきます。次のページ、資料１でございます。 

 一般的な小麦粉製品の製造と同様になるんですが、まず、原料（小麦）とあります。国

内外の小麦粉をここでブレンドして、次の精選工程に行きますが、精選工程では、夾雑物

と言われています小麦以外の穀類、それから茎など、その他石とか鉄片など混入している

小麦以外のものを取り除きます。 

 その後、調湿工程に移ります。調湿工程では、その後の挽砕工程でひきやすいようにあ

る一定の加水、水を加えまして、約１日程度サイロで保管いたします。 

 その後、挽砕工程に移ります。挽砕工程は、ロール機と呼ばれる円筒の鉄柱を逆回転に

回している粉砕機です。その中に小麦を通すことで粒度を徐々に細かくしていきます。そ

の後、細かくなった小麦はふるい分けという工程で、シフターと呼ばれるふるい網が入っ

た機械の中で粒度別に分けられます。 

 ある一定の粒度を越えるものが、ふすまになるわけですが、ある一定の粒度以下のもの

が、小麦粉製品として７割取っております。小麦粉製品として７割取った後、残りの小麦

の成分を、特ふすまとして申請いたしております。 

 通常は２割のふすまを採取しているわけですが、その歩留りを３割上げたもので、具体

的には今までの小麦粉製品の中から、約１割程度がふすまに入っているということになり
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ます。 

 それでは、成分の関係について御報告させていただきます。分析に供しました試料は 21

件、製粉歩留り３割でとったふすまを分析に供しております。 

 水分、灰分､粗たんぱく、脂肪につきましては、弊社の分析室で分析したデータでござい

まして、粗繊維につきましては、社団法人日本科学飼料協会さんで分析していただいた結

果を示しております。 

 また、消化率及び栄養価の部分につきましても、同様に科学飼料協会さんの方で検定し

ていただいた結果を示させていただいております。 

 水分、灰分、粗たんぱく、脂肪等、従来のふすまと特殊ふすま、専管ふすま、増産ふす

まとのほぼ中間、そのふすまの歩留り的にもほぼ中間でございますので、栄養価的にもほ

ぼ中間的な結果が出ていると思います。 

 以上でございます。 

○阿部座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、事務局の方からお願いします。 

○元村飼料検査指導班長 資料６－２の１枚目の方をごらんいただきたいと思います。 

 まず、申請者からの名称は「特ふすま」ということで、歩留り 70 ということでござい

ますが、ただいま御説明がありました原物中の組成の数字が上の表に、これは 21 点の平

均の値です。それから、消化率及び栄養価のところにつきましては、牛ということで消化

率の４つの数字、これは先ほどの消化試験のデータですが、一番右端のＴＤＮの値なんで

すけれども、これは 70.0 ということで、２枚目の右下の数字と違っておりますが、これは

消化試験の求めた消化率を、左側のそれぞれの原物中の 21 点の平均の組成に掛けまして、

再計算しましたＴＤＮをこちらの方へ載せております。 

 それで、類似する原料としては、ふすま、それから、ふすまの専管ふすま、増産ふすま

というものの値を参考ということで下の表に示させていただいております。なお、この下

の方のふすまについては歩留り 60％のものです。 

 こういったものに基づきまして、資料７の方でございますけれども、告示改正（案）と

いうことで、区分としては２のそうこう類という中に入ります。名称で原料名でございま

すけれども、特ふすまの「特」という言葉は、特別という意味になります。物としてはふ

すまですので、「ふすま」という名前にしております。 

 先ほど来の栄養価なり消化率の値を載せまして、備考欄に、製粉歩留り 70％のふすまで
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ある。栄養価は暫定的に定めたものである、ということを書かせていただきたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○阿部座長 ありがとうございました。 

 それでは、御質問、御意見等いただければと思います。お願いいたします。 

○武政委員 １つはたんぱくなんですが、これは例えば 14 とか 18 というのがありますけ

れども、この例えば 18、19、20 のサンプルのような、何かこれは特別、通常このくらい

の変動というのはございますか。 

○日清製粉 基本的に今日本で使っている小麦は、アメリカ、カナダ、オーストラリア、

あと国産のもので、硬質小麦、軟質小麦、多様にわたっておりまして、基本的に使用して

いる原料に由来して、たんぱくの方がこの程度変動してくるということになっております。

それは今までのふすまにつきましても同様のことでございます。 

○阿部座長 ほかにいかがでしょうか。 

 よろしいですか。特にありませんか。 

 それでは、ほかに御質問もないようですので、どうもありがとうございました。 

 

③高湿加熱大豆油かす 

 

○阿部座長 それでは、その次に参ります。今度は３番目の案件で、「高湿加熱大豆油かす」

です。まず最初に、申請者の方から御説明をお願いします。 

○伊藤忠商事 申請いたしました伊藤忠商事の宇津野と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○伊藤忠商事 伊藤忠商事の石丸でございます。よろしくお願いいたします。 

○伊藤忠商事 それでは、私どもが申請いたしました高湿加熱処理大豆油かすの御説明を

申し上げます。 

 まず、定義づけについてですけれども、大豆かすに対して加湿と温度を加えたものとい

うことでございまして、基本的に製造工程につきましては、３番目のページにございます

高たんぱく大豆かすに大豆皮を混合しながら、そこに加湿と加熱を加えたものでございま

す。ここで言う高たんぱく大豆かすというのは、従来あります脱皮大豆油かすと基本的に

は同義でございまして、大豆かすの製造工程上で、大豆皮を取り除いて、それを戻さない
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前の部分のところでございます。 

 実際の加熱と加湿の割合については、大豆皮、脱皮油かすの割合が大体 100 に対して、

皮を３から６％程度添加しまして、戻しまして、それから 30 から 40％程度の加水を加え

た上で、93 度以上の温度で３時間程度加熱処理したというものでございます。 

 あと数値につきましては、その次の次のページにございますが、原材料の一般成分分析

事例という形で 20 検体分析したのがございまして、こちらは、明記はしてないんですが、

日本科学飼料協会さんの方で、公定法に基づいて分析していただいた数値でございます。 

 それから、また消化率及び栄養価の測定ということで、これも科学飼料協会さんの方に

お願いして、分析していただいた試験結果でございます。こちらの方にアミックスという

ふうに書いてありますけれども、こちらは私どもの商品名でございまして、申請のところ

につきましては、「高湿加熱処理大豆かす」という名称で申請させていただければと考えて

おります。 

 あと数値、基本的にこちらも乳牛用で考えておりまして、こちらの方で消化率、日本科

学飼料協会さんの試験に基づいて消化率を計算した数字を添付させていただいております。 

 とりあえず以上です。 

○阿部座長 それでは、事務局の方からお願いします。 

○元村飼料検査指導班長 それでは、資料６－３の 1 枚目のところを見ていただきたいと

思います。 

 まず、申請者の方からの名称としましては、「高湿加熱処理大豆油かす」ということでご

ざいます。組成という部分につきましては、ただいまのデータなんですが、水分と粗たん

ぱく質につきまして、若干２枚目の方と 0.1 ずつずれております。これは実は有効数字の

処理の仕方の問題でございまして、データをいただきましたものを、うちの方では一定の

少数以下の 1 桁の数字で再計算するという有効数字のルールがございまして、そのやり方

で、0.1 ずつずれてきておるということでございます。 

 それから、消化率及び栄養価ということでございますが、牛ということでございます。

消化率の試験のデータからの消化率、それから、その消化率を先ほどの組成の方に掛けま

した、再計算しましたＴＤＮということで、ＴＤＮ値を示させていただいております。 

 それから、類似する既存のものということで、下に大豆油かす、大豆油かすの脱皮大豆

油かす、加糖加熱処理大豆油かすというものを参考に載せさせていただいております。 

 こういったものに基づきまして、資料７の方でございますが、植物性油かす類というも
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のの中に入れさせていただいております。原料面につきましては、申請者の方からは、高

湿ということがございましたが、そういう名称ですと、通常の値があって、これに比べて

どれだけ高いとかということになってくると思いますので、こちらでは「加湿加熱処理大

豆油かす」というような名称にさせていただいております。 

 それから、今の数値を転記いたしまして、備考欄のところに、脱皮大豆油かす 100 に対

し大豆皮３から６の割合で混合し、33 から 40％加水した上で 93 度以上で３時間程度加熱

処理したものであること。栄養価は暫定的に定めたものである、ということを書かせてい

ただいております。 

 以上でございます。 

○阿部座長 ありがとうございました。 

 それでは、御質問、御意見等お願いします。 

 いわゆるこれは脱皮ですよね。普通の大豆というのは、皮の割合というのは、重量比で

言うとどのくらいですか。この場合では３から６％ですけど、もとのというか、ホールの

場合はどのくらいなんですか。 

○伊藤忠商事 基本的には大体同じ形だと思いまして、例えば大豆かす、丸大豆からつく

った大豆かす、いわゆる日本で言うロープロの大豆かすの場合でも、たんぱくの割合は大

体 44 から 45％程度になりますので、それが大体基本的に皮を戻している。こちらの方も

分析値の方で、脱皮した大豆かすの状態ですと 47.5 ぐらいのたんぱくに対して、実質に皮

を戻した後の分析値は 45％前後でございますので、通常のやつと基本的に皮とかすの割合

とかが変わっているということもございませんし、大豆に対しての、大豆から発生される

皮の大部分の量をこちらの方に戻していると。 

○阿部座長 比率から言うとそういうことになりますね。その場合に変わったことが一つ

あって、繊維の消化率がすごく高いですね。これはどういうふうに考えればいいんですか。 

○伊藤忠商事 一番違うのは、通常の大豆かすが搾油した中で、それから脱皮大豆、皮を

取り除いて圧ぺんして、圧搾、抽出して、その後に皮を戻してたんぱくの調整とかするわ

けですが、こちらの場合は、まず脱皮した大豆かすをつくって、その後の工程で皮を戻し

ながらそこで加湿加熱処理して、そこでメーラード反応を起こして、たんぱくの消化率な

どを高めていく、そういうやり方、ここが一番の違いでございまして、そこの細かいとこ

ろが、加水量が 33 から 40％程度とか、加熱時間が 93 度以上で３時間程度とかいろいろ

細かく決められておりまして、こちらの方はアメリカの方で特許をとられた製法で、特許
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を取得しているのは、私どもの本商品の調達先でございますアグプロセシング社というと

ころで、アメリカの方で特許をとってございます。 

○阿部座長 つまり、その調製の過程で繊維が、ファイバーが何らかの変数、構造的な変

化を受けて、その結果がこういうふうに繊維の消化率が 100 ですよね、というふうになっ

たと考えるんですか。 

○伊藤忠商事 そうですね。 

○伊藤忠商事 これはちょっとメーカーの方に確認しないとわからないんですけれども、

製造の工程でスチームをかけていますので、それによって適当な水分が含まれていること

が、その消化率を高めている要因じゃないかなというふうに聞いたことがございますけれ

ども。 

○阿部座長 それから、暫定値そのものには直接関係ないんですが、93 度ですか、それを

かけているということで、通常の大豆かすと比べて、これは対象が乳牛ですよね。乳牛の

ルーメンの中のたんぱく質の分解性とか非分解性、その割合は変わりありますか、今まで

と。もしもやっておられたら。 

○伊藤忠商事 そうです、それが目的で。 

○阿部座長 低くなるわけですか。 

○伊藤忠商事 そうです、透過性が高くなると。 

○阿部座長 これについていかがでしょうか。 

○秋葉委員 単純な質問なんですが、どうして脱皮大豆に、さらに最後に皮を加えるんで

すか。 

○伊藤忠商事 ここの皮の部分にございますよね、以前ありました加糖加熱処理大豆かす

と理屈的には似ている形になるんですけれども、加糖加熱処理大豆かすが去年あったかと

思うんですが、そちらの方はコーンシロップを添加してそこの糖分を利用しているわけで

ございますが、私どもは皮の糖分を利用して、そこでメーラード反応を起こす。そういう

ところで皮が非常に重要な役割を果たすものでございます。 

○秋葉委員 皮の糖分ですか。 

○伊藤忠商事 皮の中に含まれています糖アルデヒドという物質を糖分として期待して、

それとたんぱくを結合させてメーラード反応させるというところが、みそとなっていると

いうふうに聞いております。 

○阿部座長 この場合に大豆皮を使う、これは向こうの方の製品ということだから、国内
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でつくるということではないんですね。 

○伊藤忠商事 アメリカの方でネブラスカにございますＡＧＰ社というところの工場で製

造されたものを、私どもが輸入して国内で販売するということです。 

○阿部座長 ほかにいかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、どうもありがとうございました。 

 

④脂肪酸カルシウム 

 

○阿部座長 それでは、4 番目であります「脂肪酸カルシウム」の件でありますが、まず

最初に申請者の方から御説明をお願いします。 

○ニチユソリューション ニチユソリューションの境田と深山です。よろしくお願いしま

す。 

 では、申請書に基づいて説明させていただきます。２枚目でございます。 

 名称は「脂肪酸カルシウム」ということで、既にバイパスメートエルという名称で販売

を始めております。 

 脂肪酸カルシウム、従来ありました、告示されておりますパーム油とか大豆油由来のも

のと違いまして、大豆油と菜種由来の脂肪酸カルシウムを４対６、もしくは７対３の間で

混合しまして、それとカルシウムと反応させたものです。 

 製造方法につきましては、３枚目の製造フローですが、水と生石灰又は消石灰を混合し

て、脂肪酸と瞬時に混合して反応させる。水と生石灰又は消石灰、この反応の熱を利用し

て、脂肪酸との反応を促進するという形をとっております。反応が終わったものを、冷却、

乾燥して粉砕するというものです。 

 脂肪酸カルシウム、パーム油とか、今まで大豆を出しておりますけれども、それと基本

的には製造方法は変わっておりません。 

 一般成分の分析が 4 枚目にありますけれども、水分、粗脂肪、粗灰分、それぞれ平均値

が、水分が 3.5、粗脂肪が 84.2、粗灰分が 22.8 ということで、標準偏差が水分が 0.2、粗

脂肪が 0.8、粗灰分が 0.3 という結果になっております。 

 消化率及び栄養価の測定については､日本科学飼料協会さんにお願いして、出しておりま

す。ＴＤＮが 179.4、消化率が 96 ということで、これで申請をさせていただきたいという

ことです。 
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 説明は以上です。 

○阿部座長 それでは、事務局の方お願いします。 

○元村飼料検査指導班長 では、資料６－４の 1 ページ目の方をごらんいただきたいと思

います。脂肪酸カルシウムということで、水分以下、組成がこちらにございますとおりで

ございます。 

 それから、消化率及び栄養価につきましては、牛ということでございます。その中の粗

脂肪につきましては、先ほどの消化率、申請者の方からお話のありました消化率でござい

ます。 

 組成の欄の 20 点の値に、粗脂肪に再度この消化率を掛けまして、求めましたＴＤＮが

181.9 ということでございます。 

 類似のものとしまして、下の方にいずれも脂肪酸カルシウムですが、備考欄をごらんい

ただきますと、パーム油のものですとか、米油、大豆油、やし油の混合、あるいは米油の

高沸点のもの、大豆油のもの、こういったものにつきまして従来の別表に値が定められた

ものがございますので、参考につけさせていただいております。 

 それから、告示の改正（案）ということで資料７の方でございます。５のその他という

ところに入ります。脂肪酸カルシウムということでございます、先ほどの６－４の資料の

データをここに転記いたしまして、備考欄といたしまして、大豆油の脂肪酸と菜種油の脂

肪酸を４対６ないし７対３で混合した、ヨウ素価 100 以上の脂肪酸であること、栄養価は

暫定的に定めたものである、ということを書かせていただいております。 

 以上です。 

○阿部座長 ありがとうございました。 

 それでは、御質問、御意見等お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。どうぞ。 

○唐澤委員 この消石灰、あるいは生石灰を加えてということで、分析値で最終的に粗脂

肪に対して粗灰分が 22～23％あるわけですけれども、この反応をしなくてどういう形でこ

のものが存在するんでしょうか。この適正な割合といいますか、量的な比率というのは、

この加える、これはどういうことで決められていらっしゃるわけですか。 

○ニチユソリューション 脂肪酸カルシウムは、脂肪酸と理論的には脂肪酸２モルに対し

て水酸カルシウムのあれが 1 モル、そういう比率で、いわゆる化学反応でつくりますので、

それで石灰中のカルシウム分とかその辺をメーカーの方からいただきまして、それで反応

は決めているということです。 



 

 - 19 -  

○唐澤委員 わかりました。それはそうだと思うんですが、最終的にその形というのは、

この製品としては、そういう形に理論どおりなっているということですね。 

○ニチユソリューション そうです。反応の仕組みに付随してついている、カルシウムが

脂肪酸と結合しているわけです。 

○唐澤委員 それを確かめる方法なり何なりで確認をされているわけですか。 

○ニチユソリューション そうです。 

○阿部座長 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○秋葉委員 大豆油と菜種油 4 対 6 から７対３と書いてありますが、これは脂肪酸組成を

そろえるために書いているんですか。 

○ニチユソリューション それもありますし、原料の入手が非常にその間で、食用からき

ますので、多少ずれるということでの幅を見ています。その歯止めとして、ヨウ素だとい

うことで我々使う脂肪酸を限定させてもらっている。 

○秋葉委員 さっき言われた脂肪酸とカルシウムのモル比をそろえるためにというわけで

はないんですか。 

○ニチユソリューション いや、そういうことではないです。入手した脂肪酸の中和化と

か、そういう原料の分析から仕込みは決まってまいりますから。 

○阿部座長 よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、特にございませんようですので、どうもありがとうございました。 

 

⑤２－デアミノ－２－ヒドロキシメチオニン 

 

○阿部座長 それでは、次は飼料添加物の方にまいりたいと思います。「２－デアミノ－２

－ヒドロキシメチオニン」について、まず申請者から御説明をお願いします。 

○物産バイオテック 申請者の物産バイオテック株式会社の鈴木と申します。 

○物産バイオテック 同じく、野口と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元の資料６－５に沿って説明させていただきます。 

 まず、本申請の背景についてですけれども、液体メチオニン源であります２－デアミノ

－２－ヒドロキシメチオニン、以後「メチオニン水酸化体」と呼びます。は、既に 10 数

年以上前に日本の飼料添加物として指定されております。 

 一方、現在まで実際の販売には至っておりませんでしたが、今般、製造業者であります
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ノーバス社が日本に進出したことを受けまして、ノーバス社が実際の業務を行うまでの間、

同社の 65％の株式を保有します三井物産株式会社と物産バイオテック株式会社との間で

取り交わしました業務委託契約によって、当社が今回の申請を行うものです。 

 今回の申請は、２ページ目にあります申請書に示しますように、メチオニン水酸化体の

栄養価の設定を申請するものです。メチオニン水酸化体は窒素を含まないことから、栄養

価の設定は実質的にＭＥ、あるいはＴＤＮのエネルギー価の設定が主要なポイントとなり

ます。 

 無窒素化合物であることから、理論的にはＤＬ－メチオニン、以後「ＤＬＭ」と呼びま

す｡よりも高いエネルギー価となるはずですが、ノーバス社としましては、別紙に示します

ように原物ベースでＤＬＭに対して、少なくとも 88％以上のエネルギー値が設定されるべ

きと考えております。 

 エネルギー値が設定されないと、例えばブロイラー飼料に 0.25％のＤＬＭを添加する場

合、これをメチオニン水酸化体に転換すると、飼料の額面のエネルギー値が１キログラム

当たり 12.3 キロカロリー低下し、飼料の価値がトン当たり約 60 円から 120 円低下して見

られることになります。 

 飼料のエネルギー値を保証して販売する我が国では、この事実はメチオニン水酸化体の

普及を抑制する一要因となります。また、今回の申請は、飼料メーカーよりの要望でもあ

ります。 

 メチオニン水酸化体の生物有効性について二、三例を挙げますと、４ページから５ペー

ジに示しました参考１のＮＲＣ、スワインにおいて、等モルベースでＤＬＭと同等である

ということが示されております。 

 次に、6 ページ以降の参考２では、この報告は比較的最近行われましたブロイラーを

6000 羽用いた大規模試験で、メチオニン結合条件下において、有効率が等モルベースでＤ

ＬＭと同等であることが報告されております。 

 次に、11 ページに示しました参考３ですけれども、これはメチオニン欠乏条件下でのブ

ロイラーと豚の窒素バランスに関する報告なんですけれども、同じく両者が等モルベース

で、同等の有効率であることを示しています。 

 メチオニン水酸化体のＤＬＭに対する有効性をめぐって、ノーバス社とデグサ社で論争

があります。ノーバス社は、等モルベースでは有効率は等価であるとし、原物ベースでＤ

ＬＭの少なくとも 88％の有効率を示すと主張しています。一方、デグサ社は、有効率が
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65％であると発表しています。 

○物産バイオテック それでは、引き続いて説明を続けます。 

 2000 年 9 月に、オランダの中央畜産局（ＣＶＢ）は多くの文献を調査して、メチオニ

ン水酸化体の生物有効性をＤＬＭと比較して評価する作業を開始しました。このため、個

別にノーバス社とデグサ社に協力を依頼しました。しかし、この評価法はノーバス社の納

得できない手法でした。しかも評価レポートが、ノーバス社との約束に反して非公式に外

部に漏らされたとのことです。 

 マル秘のレポートが外部に漏らされ、出回ったため、これにノーバス社が反論したもの

が、ページの 12 に示されております参考４です。この和文の方は、ノーバス社の反論文

を和訳したものですけれども、一緒にあります英文は、この原文そのものではないんです

けれども、関連の英文資料です。和文のみでは理解しにくい箇所がありますので、参考の

ため添付しました。両方あわせて読んで理解しやすいというところがあるので、添付しま

した。 

 この反論の要点ですけれども、この反論の要点は、このＣＶＢのスタディーが採用論文、

あるいは採用データの取捨選択の不適切、及び不適切な数式モデルの当てはめ等です｡中で

も、それぞれ代謝の異なるメチオニン水酸化体とＤＬＭを同じモデルに当てはめたことが

大きな誤りを生み出したと、ノーバス社は主張しております。放射性同位元素でラベルし

たメチオニン水酸化体とＤＬＭを投与した研究では、メチオニン水酸化体はアルファケト

メチオニンを経由して急速にＬ－メチオニンに転換され、肝臓あるいは血しょうたんぱく

に取り込まれるのに対し、ＤＬＭ中のＤ－メチオニン、これも同じくアルファＫＥＴＯ－

メチオニンを経由してエルターに転換されるんですが、この転換が非常に遅い。そのため

に血中に蓄積される傾向があります。このことがメチオニン水酸化体がＤＬＭと異なり過

剰な害が出にくい理由であり、投与量が比較的多い領域で、メチオニン水酸化体がＤＬＭ

よりすぐれた結果が得られる理由であると考察しています。したがって、このようなこと

を無視して、数式モデルに当てはめることは誤りであるというのがノーバス社の主張の要

点です。 

 これの 15 ページを見ていただきたいんですが、ここに図がありますけれども、上の図

は同じ数式モデルにプラトーを合わせた場合の数式モデルです。下の図では、これは２つ

の違った曲線であるとして考えた場合です。添加量の多いところで、しかも、この添加量

の多いところが、実際にコマーシャルに使う添加量に近い。そういうところでこのような
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差が出てくるんだというのが、ノーバス社の主張です。 

 一方、デクサ社は独自に対象となる文献を絞り、ＣＶＢと同じ手法で有効率を 65％とし

ました。このデグサ社の評価には、参考５を見ていただきたいんですが、そこに書いてあ

るような幾つか、等モルで行っていないというノーバス社から見た不合理な点が指摘して

あります。 

 それから、そこに添付してあります文献リストは、それだけの文献がデグサ社のスタデ

ィーから抜けている、そういう主張をしております。 

 次に参考６ですけれども、参考６に示してありますが、デグサ社との紛争はドイツにお

いて裁判で争われた結果、最終的にノーバス社側に有利な判断が、2003 年８月５日に確定

しました。この判断によってデグサ社は、ＤＬＭに比べてメチオニン水酸化体の有効性が

65％であるとのパンフレットの配布、あるいはデグサ社のインターネットのウエブサイト

に発表された資料を使用することは、以後禁止されたということです。 

 以上のような紛争がありましたけれども、メチオニン水酸化体の価値は最終的に顧客が

判断することになり、現在、北米のメチオニンソースの約 90％、ヨーロッパでも約 50％

のメチオニン水酸化体が使用されています。このうちの大体 80％がノーバス社の水酸化メ

チオニン、すなわちアリメットだそうです。 

 我が国の飼料産業は、液状の添加物を使用するという点で、これは液状の酵素であると

か、それからバイオアドのようなギサンを使うとか、あるいは今回のメチオニンの液体メ

チオニンであるとか、塩化コリンであると、こういうものを使うという点で大きく欧米に

遅れをとっています。 

 今回のメチオニン水酸化体の普及がその遅れを取り戻す好機となる可能性があり、その

ために、適切な栄養価の設定が重要な要件になると思われます。 

 以上です。 

○阿部座長 ありがとうございました。 

 それでは、事務局からお願いします。 

○元村飼料検査指導班長 それでは、資料６－５の１枚目のページをごらんいただきたい

と思います。ここには申請者の方からのデータではなしに、類似する飼料の既存の値とい

うことで、ＤＬ－メチオニンについて、今現状でどういう値になっているかということを

参考で載せさせていただいております。 

 ＤＬ－メチオニンにつきましては、昭和 51 年にこの別表の方に載っているわけですけ
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れども、備考欄にございますように、粗たんぱく質、窒素に 6.25 を掛けました計算値が粗

たんぱく質ということで載せられておりまして、牛につきましては、消化率の欄を見てい

ただきまして、粗たんぱく質が消化率 100％ということでの計算値のＴＤＮということが

載っております。それから、鶏につきまして代謝率 86.8、ＭＥは 4.92 という値が、昭和

51 年の時点で定められております。 

 それで資料の７の方をごらんいただきたいんですが、資料７の３ページ目ごらんいただ

きたいと思います。若干そもそもの話から御説明させていただきますが、２－デアミノ－

２－ヒドロキシメチオニンにつきましては、飼料の栄養成分の補給に供するという目的で、

平成３年に飼料添加物としての指定がなされております。 

 １枚めくっていただきました参考１のところに、飼料安全法の成分規格等省令の別表の

各条の中から、この２－デアミノ－２－ヒドロキシメチオニンにつきましての規定部分を

抜き出しております。こういった規格のものにつきまして、平成３年に飼料添加物として

の指定があるわけでございます。 

 このものにつきましては、生体内でメチオニンに転換されることによりまして、メチオ

ニンの代替物として作用するということが知られておりまして、これにつきましては参考

２、この資料の６ページ目のところに、これは畜産の研究にございます記事から抜いたも

のでございますが、ＨＭＢというのがヒドロキシメチオニンでございますが、これのＬ型

のもの、Ｄ型のもの、それぞれが酵素の作用を受けまして、中間にＫＥＴＯ－メチオニン

という形を経まして、Ｌ－メチオニンに変えられる。 

 同じように、右側の方からＤ－メチオニンということがございますが、ＤＬ－メチオニ

ンの中のＤ－メチオニンにつきましても、中間にＫＥＴＯ－メチオニンを介しまして、Ｌ

－メチオニンという形への転換が行われるというようなことでございます。 

 ３ページに戻っていただきまして、３ページの２でございますが、現在、ＤＬ－メチオ

ニンについては、先ほど御説明いたしましたように、窒素含有量の 6.25 倍を粗たんぱく含

量としまして、消化率で 100 ということによります理論値についての飼料の公定規格、こ

れが公定規格の別表に掲載されているわけですが、２－デアミノ－２－ヒドロキシメチオ

ニンにつきましては、栄養価の設定ということがなされておりません。 

 ３というところで、これをどうやって求めるかということにつきましては、消化試験等

により求めるということはなかなか難しいということかと思います。本品につきましてＤ

Ｌ－メチオニンへの代替効果の研究例に基づきまして、代替効率を掛けて求めるというこ
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とができないだろうか。 

 そういう代替効率を掛けて求めるとした場合、４にございますような注を別表につける

のが適当であろうということでございます。注としては、２－デアミノ－２－ヒドロキシ

メチオニンの栄養価については、ＤＬ－メチオニンの値に一定の値を掛けて求めた値を適

用してよい。この値につきましては、今申請者の方から、88％というようなことでの御報

告があったわけでございます。 

 戻っていただきまして、資料７の告示改正（案）でございます。この中で、表の中に実

際は入れておりませんが、注ということで、２－デアミノ－２－ヒドロキシメチオニン（含

水率 10.0～12.5％）の栄養価（原物中のＴＤＮ及びＭＥ）については、ＤＬ－メチオニン

の値に、ここに一定の値を入れまして、を掛けて求めた値を適用してよいということ、こ

れを告示改正（案）としまして提案させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○阿部座長 ありがとうございました。 

 それでは、御質問、御意見等お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○松本委員 資料７の後ろの方についている資料は、多分先ほどの説明の中で裁判の紛争

相手となったデグサ社が出しているパンフレットの資料だと思うんですけれども、彼らの

方は 65 というような値で平均値を丸めていると思うんですが、このＤＨＭについては、

最近も数多く鶏、豚等について論文が報告されているわけですけれども、それが今回申請

の、エネルギーということではなくてアミノ酸の代替効果ということだと思うんですが、

それをながめてみると、65 というのはちょっと低目かなという感じは、私自身いろいろ見

てそんな感じは持っているんですけれども、それが 100 なのか、80 なのか、そこら辺は

ちょっと即断しかねる部分があるんですけどね。 

○阿部座長 ほかにいかがですか。 

 申請のあったところ、もとの国においては、最初にちょっとお話がありましたけれども、

いわゆるエネルギー価ということについての議論だとか、データだとか、そういうことに

ついては全くされていないし、そこら辺のデータもないという、そういうことですね。 

○物産バイオテック ただ、ノーバス社はそれなりのエネルギー値は持っているんですが、

日本の実情と大分離れているので、参考にしていいのかどうかわからないものですから、

特に出しませんでした。 

○阿部座長 事務局への質問で、私がこういうことを質問することがちょっと勉強してい
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ないなということになるかもしれませんが、いわゆるこれは対象としては、範疇としては

飼料添加物ですね。飼料添加物の審査というのは、こういう栄養価の問題もあるけれども、

そういことばかりではなくて、きょうこの文書にあるようないわゆる飼養成績というか、

生物的なバリューはどのくらいあるかだとか、それから、それは動物、家畜の健康にとっ

て問題はないのかとか、そういったようなことがあったように記憶しているんですが、そ

こら辺はどう整理すればいいんでしょうか。ちょっと御説明いただければと思うんですが。 

 例えば、飼料添加剤で生菌剤というのがありますね。その場合には、例えば何々の乳酸

菌のだとか、ビフィズス菌のといった場合の飼料添加物の場合については、こういうよう

な評価項目というのは確かになかった、むしろ先ほど言ったようなことがあるわけだと思

うんですが、そこら辺頭の整理のためにちょっとお聞かせ願えればと思います。 

○元村飼料検査指導班長 飼料添加物についての栄養価ということ以外の面での評価とい

うことにつきましては、効果の面と安全性の面とこの両面の方からの評価ということをし

ております。ただ、効果という部分につきましても、栄養価という意味で、幾らになって

いるかという形での値を求めるまでのそういった試験成績ということは求めておりません

ので、ここで公定規格の別表に、代謝エネルギーなりＴＤＭとして幾らになるかという、

そこまでのデータにつながるようなデータにはなっておりません。 

○阿部座長 ほかにいかがでしょうか。 

○松本委員 エネルギー価という表現でここに載せるのであれば、逆にメチオニンに対し

てどのくらいの効果はあるのかということにはならないような気もして、100％吸収とい

うメチオニン製剤ですね、これは仮定を置いているわけですから、これがもし 100％吸収

されるということが前提になれば、エネルギーとして純粋に評価するのであれば、0.65 だ

とか 0.88 を掛けるという必要はないようにも思えるんですが、そこら辺はどんなものなん

でしょうか、というのが私の率直なあれなんですけれども。申請者の方で何かお考えがあ

れば教えていただきたいことでございます。 

○物産バイオテック 私どもとしては、これは窒素が入っていないために、たんぱくの表

示ができないという不利なことが逆にあるわけですね。ところが、窒素がないために、今

度は尿中に出てくる不完全燃焼の窒素化合物はないですから、代謝エネルギーはＤＬＭに

対して高くなるわけですね。それでバランスがとれるはずだと思うんですが、当面そこま

でのあれは私どもは特に言ってなくて、88％以上で御判断いただきたいというのがとりあ

えずの主張なんです。もし理論的にこれはもっとそれ以上のエネルギー値が設定されると
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いうなら、それはそれの方が多分正しいことなんだろうと思うんですけれども。 

○阿部座長 ほかに委員の先生方からはございませんか。よろしいですか。 

 それでは、どうもありがとうございました。 

 

そ の 他 

 

○阿部座長 それでは、５件の案件についての御説明と質疑は終わりましたけど、その他

ということで事務局の方から何かございますか。 

○元村飼料検査指導班長 それでは、資料７の方の２枚目のとのころでございますが、今

回５品目以外の点で、1 点公定規格の別表の改正ということで御提案させていただきたい

と思います。 

 先ほど、品目の中でふすまの御説明が一つありましたが、それともかかわってくるとこ

ろでございます。現在の公定規格の別表の中で、そうこう類の中で、ふすまとしまして専

管ふすま、増産ふすまというものについての値が掲載されておりますが、こういった政策

ふすまにつきましては制度的になくなっておりますので、表現といたしまして、従来の原

料名のところを、そういった専管ふすま、増産ふすまということを削除いたしまして、備

考欄にその時点での製粉歩留りであります 60％ということを明記しました改正をしたい

ということでございます。左の方の改正案でありますように、原料名のところにふすま、

備考としまして製粉歩留り 60％のふすまであること、というようなことにしたいというこ

との提案をさせていただいております。 

 以上でございます。 

○阿部座長 ありがとうございました。 

 今は制度的に専管ふすま、増産ふすまという、いわゆる特殊ふすまがなくなったけれど

も、実態としてはまだこれはあるんですよね。40％のものがあるから、だから残さなけれ

ばいけない。その残すに当たっては、備考の方にその部分の名称を移すということですが、

何か御意見等ございましたら。 

 よろしゅうございますか。特にないですか。 

 それでは第１段階はこれで終了ということで、ただいまから今までの討議事項の整理の

ために、今 12 時５分前ですから、12 時 10 分ぐらいまでの間休憩といたしたいと思いま

す。それで休憩中は、申請者または傍聴者の皆さんはこの部屋から退室をお願いしたい、
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廊下でお待ちくださいということで、どうぞよろしくお願いいたします。 

○元村飼料検査指導班長 ちょっと一言、休憩時間は 12 時 10 分めどということでござい

ますが、こちらの中での整理が終わりまして、再開のときにはまた声をかけさせていただ

きますので、それまでの間、退室をお願いしたいと思います。 

〔申請者退室〕 

〔申請者入室〕 

○阿部座長 お約束の時間が過ぎてしまって申しわけありませんでしたが、審議を再開い

たします。 

 それでは、１件 1 件につきまして、審議の今の内容を事務局の方から整理いただいて、

それを受けて委員の先生方の御判断をいただくということで進めてまいりたいと思います

が、よろしいですか。 

 それでは最初に、ごまです。お願いします。 

○元村飼料検査指導班長 ごまにつきましては、備考欄に、これは食用のごまそのもので

はございませんので、そのことがはっきりわかるように、食用ごまの製造工程におけるふ

るい分け及び風力選別等により得られた軽比重ごまであること、この旨を備考欄に追加い

たしまして、ということにしたいということでございます。 

○阿部座長 備考欄に今の内容を付加して、そしてそれで可とするということでよろしゅ

うございますか。 

 それでは、ありがとうございました。 

 その次に、ふすまに参ります。お願いします。 

○元村飼料検査指導班長 ふすまにつきましては、原案どおりということでございます。 

○阿部座長 その次が、加湿加熱大豆油かすについてお願いします。 

○元村飼料検査指導班長 加湿加熱大豆油かすにつきましては、備考欄に製造の条件が細

かく書かれておりますが、この製品の栄養価なりの担保の上で、どういった条件、この中

の条件の中でどの部分が重要なものであるかということにつきまして、申請者の方から再

度資料の提出をいただいた上で、備考欄の記述につきまして修正の上、この数値につきま

しては可とするということを検討いただきたいと思います。 

○阿部座長 備考欄を修正した上でこれを可とするということでよろしゅうございますか。 

 その次が、脂肪酸カルシウムです。 

○元村飼料検査指導班長 脂肪酸カルシウムにつきましては、備考欄の中で、ヨウ素価 100
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以上のという記述ですが、これにつきまして削除の上、数値につきましては可ということ

をお願いしたいと思います。 

○阿部座長 既存の製品についての内容横並びということも含めて、今のような備考の書

き方で、そして可とするということでよろしゅうございますか。 

 その次が飼料添加物ですが、２－デアミノ－２－ヒドロキシメチオニンについてお願い

します。 

○元村飼料検査指導班長 このものにつきましては、申請者の方からの申請の中では、ア

ミノ酸としての効果というような観点からの代替性というような面でのお話、御説明が中

心だったわけですが、今回いただきました資料だけでは、栄養価という代謝エネルギーな

りＴＤＮなりの検討という上では、これだけでは結論が出せないと思われますので、エネ

ルギーに関する追加資料ということをいただきまして、継続審議ということをお願いした

いと思います。 

○阿部座長 今のような内容についての追加資料をいただいて、そしてまた再度検討する

ということにしたいということでよろしゅうございますか。 

 以上、５件については、当委員会としては今お話したようなそういう判断を下したいと

いうふうに思います。 

 事務局からほかにはございませんか。 

○元村飼料検査指導班長 最後に、資料７の２ページ目のところにございますふすまの規

格でございますが、これにつきましては、当方からの提案のとおりということでよろしい

でしょうか。 

○阿部座長 今までの括弧書きの名称を備考の方に移すという、そういう形で書き改める

ということでよろしゅうございますね。 

 ほかにはございませんか。 

○元村飼料検査指導班長 議題ということでは特にございません。 

○阿部座長 それでは最後になりますが、本日の議事要旨について配付いただいて、それ

を読み上げていただきたいと思います。お願いします。 

○元村飼料検査指導班長 お手元に配付されましたものにつきまして読み上げさせていた

だきます。 

 第４回農業資材審議会飼料分科会家畜栄養部会議事要旨（案）でございます。 

 日時及び場所。日時、平成 16 年 12 月 24 日、10 時 30 分から 12 時 30 分までというこ
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とでございます。場所は農林水産省共用会議室ＥＦ。 

 出席委員、敬称は略させていただきますが、秋葉征夫、阿部亮、唐澤豊、武政正明、松

本光人。 

 会議の概要でございます。 

 １、原材料の可消化養分総量又は代謝エネルギーに関する暫定値について 

 ①ごま、②ふすま、③加湿加熱大豆油かす、④脂肪酸カルシウム、⑤２－デアミノ－２

－ヒドロキシメチオニン 

 以上の５品目について、審議が行われた結果、①～④を新たに飼料の公定規格の備考の

３の規定に基づく可消化養分総量の計算方法の別表に暫定的に定めることについて、追加

要求資料を確認等の上、可とすることとされた。 

 また、⑤の可消化養分総量及び代謝エネルギーについて、引き続き審議することとされ

た。 

 ２といたしまして、その他ということで、飼料の公定規格の備考の３の規定に基づく可

消化養分総量等の計算方法の別表について、ふすま（専管ふすま、増産ふすま）の原料名

及び備考欄を改正することについて審議が行われた結果、別表の改正について可とするこ

ととされた。 

 以上でございます。 

○阿部座長 こういった内容で特に異議ございますか。よろしいですか。 

 それでは、本日予定していた議事はこれですべて終わりましたので、終了いたしたいと

思います。きょうはどうもありがとうございました。 

 

閉     会 


