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○畜水産安全管理課課長補佐 それでは、定刻より少し早いのですが、皆さんおそろいで

すので、「第１回農業資材審議会飼料分科会飼料栄養部会（家畜飼料）」を開会いたします。 
 開会に当たりまして、畜水産安全管理課鋤柄総括補佐よりごあいさつ申し上げます。 
○畜水産安全管理課総括補佐 皆様お疲れさまでございます。私、畜水産安全管理課総括

補佐の鋤柄でございます。農業資材審議会飼料分科会飼料栄養部会の開催に当たりまして、

課長になりかわりまして一言ごあいさつを申し上げます。 
 委員の皆様方におかれましては、大変御多用中のところ御出席賜りまして、誠にありが

とうございます。また、日ごろより飼料全般に係る諸施策の推進につきまして、御指導、

御助言をいただいておりますこと、この場をおかりして心より感謝申し上げます。本年に

つきましても、是非よろしくお願いいたします。 
 さて、昨年につきましては、東日本大震災ということで、被災された皆様方には心より

お見舞いを申し上げる次第でございます。私ども農林水産省といたしましては、全力を挙

げまして被災者の皆様への御支援、それから復旧・復興に取り組んでいるところでござい

ます。震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故の対応につきまして、多くの関係者の

方々には多大な御尽力をいただきましたこと、改めましてお礼を申し上げる次第でござい

ます。 
 また、飼料を初めといたしまして、私ども畜水産安全管理課におけます薬事、牛トレサ、

獣医事、水産等々の行政の推進に当たりましても、皆様方から大変御理解、御協力を賜っ

ておるところでございます。農林水産省では、原子力発電所事故を踏まえまして、食品の

暫定規制値を超えない畜産物を生産するための目安としまして、飼料に含まれる放射性セ

シウムの暫定許容値というものを設定することで、関係県と連携して飼料中の放射性物質

の調査等々を実施しているところでございます。 
 今後も引き続き関係部局と連携しながら、飼料の汚染実態の把握、それから放射性物質

の畜産物への移行等の科学的なデータを収集いたしまして、必要に応じて暫定許容値の見

直しといったことにも取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。 
 さて、本日御審議いただきます案件でございますけれども、１つは、環境負荷低減型配

合飼料の公定規格の設定、もう一つは、小麦・玄米ジスチラーズグレイン等、５品目の可

消化養分総量及び代謝エネルギーの設定といったものを議題とさせていただいております。 
 特に、環境負荷低減型飼料につきましては、飼料中の余分な栄養成分が家畜ふん尿とし

て排出されまして、ふん尿中の窒素、リンといったものが地球温暖化とか悪臭の発生等々

の環境負荷、環境問題の原因となっていることから、余分な栄養成分を含まない環境負荷

低減型配合飼料の規格を設定しまして、これを普及することにより、飼料資源の有効活用、

それから家畜ふん尿中の窒素及びリンの排泄量の低減を図るという新しい取組み、規格と

いうことでございます。 
 委員の皆様方におかれましては、忌憚のない御意見をお聞かせいただくとともに、十分

に御審議いただきますようお願い申し上げます。 
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 以上で私からのあいさつとさせていただきます。 
○畜水産安全管理課課長補佐 それでは、議事進行につきましては、部会長の寺田委員に

お願いいたします。 
○寺田部会長 ただいま御紹介いただきました寺田でございます。委員の皆様の御協力を

いただきながら、円滑に議事を進めていきたいと考えますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 
 それでは、 初に今回、委員の変更があったということで、事務局の方から委員の紹介

と出席状況等々、よろしくお願いいたします。 
○畜水産安全管理課課長補佐 委員の変更がございました。御紹介を差し上げます。 
 23 年度に武政委員、秋葉委員、唐澤委員が御退任されました。 
 現行の委員につきましては、資料３に飼料栄養部会委員名簿を載せてございます。ごら

んいただければと思います。新たに梶委員、豊水委員、松井委員の３委員に御就任いただ

いたところでございます。 
 本日の出欠状況ですけれども、飼料栄養部会（家畜飼料）の委員７名全員出席でござい

ます。農業資材審議会令７条の規定に基づきまして、本会が成立していることを御報告い

たします。 
 以上でございます。 
○寺田部会長 ありがとうございました。それでは、引き続きまして配付資料の確認をお

願いいたします。 
○畜水産安全管理課課長補佐 配付資料の確認をさせていただきます。 
 配付資料一覧が載っているかと思いますけれども、まず資料１「議事次第」でございま

す。 
 資料２「出席者名簿」。この出席者名簿の中で、飼料栄養部会の委員に松井委員が抜けて

おりますので、御訂正をよろしくお願いいたします。 
 それから、資料３「農業資材審議会飼料栄養部会委員名簿」。 
 資料４「農業資材審議会令」。 
 資料５「諮問文（写）」。 
 資料６「環境負荷低減型配合飼料の規格の設定」。 
 資料７「環境負荷低減型配合飼料の表示事項及び表示の方法の設定」。 
 それから、資料８としまして、「飼料等原料の可消化養分総量及び代謝エネルギーの設定」。 
 それから、参考資料としまして、参考資料１「飼料の公定規格の見直し」。 
 参考資料２「環境負荷低減型配合飼料の規格設定の考え方」。 
 参考資料３「飼料の公定規格及び規格適合表示制度について」。 
 参考資料４「飼料の品質表示制度について」。 
 参考資料５「フィターゼの基準規格等について」を配付しております。 
 それから、各委員には別に、「環境負荷低減型配合飼料に係る参考文献」、それから「暫
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定値申請資料の製造フロー」等の資料をお配りしております。 
 欠落等ございましたら言っていただければと思います。 
 それから、一部資料に不備がございまして、資料６と参考資料２については、差し替え

をお配りしているかと思います。資料６、参考資料２につきましては、そちらの方を見て

いただければと思います。 
 以上でございます。 
○寺田部会長 ありがとうございました。資料の方、よろしいですか。 
 それでは、これから審議に入りたいと思います。入ります前に、皆さん、資料１「議事

次第」をちょっとごらんください。本日の議事は、（１）飼料の公定規格の改正と（２）飼

料品質表示基準の改正となってございます。ですが、（１）のア、環境負荷低減型配合飼料

の規格の設定と（２）の飼料品質表示基準の改正は関係が深いので、まずこの２項目から

始めて、その後、（１）のイの飼料等原料の可消化養分総量及び代謝エネルギーの設定の議

論という形で進めさせていただこうと思います。よろしくお願いいたします。 
 それでは、その順番でということで、まず「環境負荷低減型配合飼料の規格の設定」に

つきまして、事務局から資料６を使って御説明いただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 
○畜水産安全管理課課長補佐 資料６の説明に入る前に、参考資料１をお手元に御用意い

ただきまして、今回の飼料の公定規格の見直しの概略、全体像について簡単に御説明させ

ていただければと思います。 
 １ページをご覧いただきまして、環境負荷低減型飼料の規格設定ということで、これま

での公定規格においては、栄養成分の 小量の規格を設定しております。したがいまして、

大量の規格はございませんので、ある程度上の方には余裕を持って栄養成分を設計でき

る。余分な成分がありますと、家畜ふん尿として排泄されて、畜産環境問題の原因となる

ということに対処するということで、飼料中の窒素、リンを低減するために栄養成分の

大量の規格も設定して、 大量の規格を超えないように栄養成分を設計するということで、

環境負荷低減型飼料の普及を図っていくということでございます。 
 それから、２ページ目と３ページ目については、たん白質とリンの低減の考え方をお示

ししております。 
 たん白質については、アミノ酸のバランスを整えて、粗たん白質総量を必要量以上に含

まないこととする。 
 それから、３ページ目のリンの低減ですけれども、これは非フィチン態リンで要求量を

満たし、トータルリンの量を低減してふん尿中のリンを下げるということでございます。 
 それから、環境負荷低減型飼料の規格のイメージは、後ほど御審議いただきますので、

後ほどの審議の中でご説明申し上げます。 
 それから、５ページ、公定規格による優良飼料の推奨制度ということで、公定規格が設

定されますと、この規格に合うものについては、マルエスマークと言っておりますけれど
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も、推奨マークを付けて農家に販売することができることになっております。その公定規

格に適合しているかどうかの判定の仕方に２つの制度を設けてございます。 
 １つは、第三者機関、登録検定機関と言っておりますけれども、この登録検定機関の検

定を受けて規格に合っていることを確認します。 
 それから、下の方になりますが、登録製造業者。これは、規格に合う飼料を製造できる

能力を有するということを事前に確認して、登録した製造業者が自己認証でマルエスマー

クを付けるという形で、規格適合飼料となります。 
 それから、参考２です。今回は、規格の改正に付随しまして、表示についても見直しの

御審議をいただくこととしております。今回、粗たん白質とリンについて 大量の規格を

設定する予定としておりまして、現行の表示制度ですと 小量を表示する制度になってお

ります。ここで 大量の規格と 小量の表示にそごが生じてくるということで、表示基準

についても御審議いただくということでございます。 
 それから、 後の７ページ目、規格適合表示、これは現行のマルエス表示が左側。これ

はあくまで案でございますけれども、環境負荷低減型の規格ができた場合には、新たなマ

ークとすることを予定しております。 
 以上、概略でございます。 
 それでは、資料６を御用意いただければと思います。「環境負荷低減型配合飼料の規格の

設定」ということで、先ほども御説明したとおり、規格設定の目的でございます。家畜ふ

ん尿中に排出される窒素、リンを低減するということで、環境負荷低減型配合飼料の規格

を設定するということでございます。 
 環境負荷低減型の規格を設定する飼料の種類でございます。２に書いてございますが、

今回については、子豚用配合飼料と肉豚肥育用配合飼料について規格を設定したいと考え

ております。家きん用配合飼料についても、環境負荷低減型の技術的な部分については開

発されておるところですが、事前に配合飼料メーカーの設計担当者に確認したところ、一

定の規格を設定してしまうと、一部にしか当てはまらないという問題の指摘もあり、今回

については豚用について規格を設定することにしたいと思っております。 
 次、２ページをご覧いただきまして、規格を設定する成分でございます。 
 まず、窒素の低減という観点で、飼料中のアミノ酸のバランスを適正化して、要求量を

充足し、粗たん白質の総量を抑制する必要があるということから、粗たん白質の 大量。

それから、リジン、トレオニン並びにメチオニン及びシスチンの 小量の規格を設定する。 
 それから、リンの低減でございます。非フィチン態リンでリンの要求量を充足し、豚に

おける利用性が極めて低いフィチン態リンを抑制するとともに、カルシウムとリンの比率

を適正化する必要があることから、全リンの 大量。それから、非フィチン態リンの 小

量。これには、フィターゼ添加によるフィチン態リンの有効量も加算するということでご

ざいます。それから、リンとカルシウムの関係で、カルシウムの 小量の規格を設定する

ということでございます。 
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 それから、（３）としましてエネルギーの充足ということで、エネルギー要求量を充足す

る必要があることから、可消化養分総量（TDN）の 小量の規格を設定するということで

ございます。 
 それから、４、栄養成分量等の定義でございます。公定規格の備考には、公定規格で定

めている規格の成分について定義を定めております。今回、アミノ酸等の成分が新たに加

わるということで、この定義について、案をお示ししております。 
 ３ページをご覧いただきまして、アミノ酸の成分量の定義につきましては、アに記載し

てございます。当該配合飼料の原料別のアミノ酸の量を次式により求め、これを合算した

値とする。当該配合飼料の原料別のアミノ酸の量イコール当該原料に含まれるアミノ酸の

量、掛ける当該原料の配合割合。これを合算するということでございます。 
 それから、計算方法については、公定規格の備考の第２章に定めておりますけれども、

この定義に従いまして、①、②、③に当該配合飼料の原料の各アミノ酸の式がございます。 
 それから、（３）非フィチン態リンの成分量でございます。 
 この定義につきましては、当該配合飼料の原料別の非フィチン態リンの量を次式により

求め、これを合算し、これにフィターゼによる分解の結果生じる非フィチン態リンの量を

加算した値とするという定義にしたいと考えております。当該配合飼料の原料別の非フィ

チン態リンの量の式でございます。 
 それから、イ 計算方法を公定規格の備考に定めてございます。この定義に従いましで、

各原料の非フィチン態リンの量を全部足し上げる。それにプラス、フィターゼを添加した

ことによって生じる非フィチン態リンの成分量を足す式にしてございます。なお、非フィ

チン態リンの成分量、別表２に掲げるものについては、別表２の数字を用いて計算して、

それ以外の原料につきましては、動物質性飼料にあっては 100％、植物性飼料にあっては

30％を用いて計算するということにしております。 
 後に、フィターゼを添加したときに、分解の結果生じる非フィチン態リンの量、また

はその算出方法でございます。これについては、参考資料２をごらんください。 
 資料６の４ページの表に書いてございますとおり、現在、成分規格等省令においては３

種類のフィターゼが設定されております。フィターゼを添加したことによって、分解の結

果生じる非フィチン態リンの成分量の算出方法の考え方ですけれども、それについては参

考資料２の１ページ目の第１に記載しております。 
 フィターゼによる分解の結果生じる非フィチン態リンの成分量については、フィターゼ

の種類ごとに、飼料１㎏当たりフィチン酸分解力単位を添加したときに生じる非フィチン

態リンの量、またはその算出方法を設定する。 
 算出方法等は、飼料添加物としてフィターゼの基準・規格等を設定する際における農業

資材審議会飼料安全部会における効果に関する審議、この資料を基としまして、フィター

ゼ供給業者が推奨する添加量及び有効化するリンの成分量並びにこれらの妥当性を評価で

きるその他の知見を勘案して設定したいと考えております。 
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 傍聴者にはお配りをしておりませんけれども、フィターゼの算出方法の式の根拠となる

資料について、参考資料６をお配りしております。これについては、フィターゼを指定す

る際に、飼料安全部会で審議された効果試験等のデータ、それから供給業者から提供のあ

った文献等について整理したものでございます。 
 まず１つ目のフィターゼ（その１）ですけれども、供給メーカーＡ社としております。

Aspergillus niger 由来のフィターゼでございます。これについては、資材審の審議資料の

中で、メーカー推奨の使用量としては、500 フィチン酸分解力単位／㎏当たりということ

でございます。この審議資料の中に、豚を用いた効果試験がございます。この豚を用いた

効果試験の結果からすると、リンが対象区に対して 13.3％、消化率が向上したということ

で、それがリンとして 0.06％に相当するということでございます。 
 この 0.06 という数値については、別添１－３に付いている「ニワトリ及びブタからの環

境負荷物質の低減化に関する栄養飼料科学的研究の動向」という文献の中にも、

Aspergillus niger 由来のフィターゼの平均的なリンの有効化量は 500 単位で 0.06％とい

うことで記載されているところでございます。 
 それから、フィターゼ（その２の（１））、これはＢ社ということですけれども、こちら

については、まず、添加量については 1,500 フィチン酸分解力単位を推奨しているという

ことでございます。この審議資料の中で、メーカーの自社のフィチン酸分解力単位の試験

法による 500 単位ということですけれども、500 単位を添加したときに、対象区に対して

リンの消化率は 10.7％向上するということで、これはリンとして 0.06％に相当するという

ことでございます。 
 自社試験法による 500 単位が、成分規格等省令のフィチン酸分解力単位の試験法の 984
単位に相当するということで、これを換算しますと 1,500 単位で、およそ 0.09％のリンに

相当するということでございます。 
 それから、フィターゼ（その２の（２））、これはＣ社でございますけれども、Ｃ社につ

いては、500 フィチン酸分解力単位／㎏当たりを添加するところまでは、0.1％のリンに相

当する。それから、500 を超えて 1,000 までの単位を添加したときには、500 単位当たり

0.05％に相当するということで、メーカー推奨量にしております。 
 これについては、農業資材審議会の資料の図表等の中で、同様のデータが示されており

ますけれども、更に文献等を検索した結果、１つは、1,000 フィチン酸分解力単位を添加

したときに、0.11％のリンに相当するという文献、それから 500 単位を添加したときに

0.087 から 0.096 のリンに相当するという文献がございました。 
 以上のような参考文献を基に、資料６の４ページの表になります。 
 まず、フィターゼ（その１）については、資材審のときの豚の試験で 13.3％向上する。

これは、トータルリンでの見かけ上の消化率ですが、これを非フィチン態リンの有効化の

量に換算しますと、およそ 21％になるということで、メーカーの要望としては、フィチン

態リンの合算値に 0.2 を掛けるということで、フィターゼを添加したときに分解の結果生
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じる非フィチン態リンの量としたいということでございます。 
 それから、フィターゼ（その２の（１））につきましては、メーカー推奨量 1,500 単位

を加えたときに、0.1％を加算するということでございます。 
 それから、フィターゼ（その２の（２））については２つありまして、500 フィチン酸分

解力単位までについては、0.2×10-3、それから 500 を超えて 1,000 フィチン酸分解力単位

以下を添加した場合は、0.1＋（フィチン酸分解力単位-500）×0.1×10-3 ということで計

算するということでございます。 
 ここまでについては、以上でございます。 
○寺田部会長 とりあえず、ここまででちょっと御意見をお伺いしたいと思います。今の

御紹介いただきました内容、環境負荷低減型配合飼料の規格設定の基本的な新しい目的、

そして具体的にどういう項目について定めていくかというところですが、御意見、御質問

がございましたら、委員の先生方でどうぞよろしくお願いいたします。入江先生、どうぞ。 
○入江委員 環境負荷低減型配合飼料ということで、まずこういうことが実施されれば、

確かに窒素とかリンが減るということで、結構なことだと思います。 
 一方で、堆肥として使われる場合に、肥料の分野で養豚の堆肥で問題視されているのは、

窒素、リンは植物の栄養成分であるわけですけれども、例えば銅とか亜鉛というのは、銅

は特に抗生物質のかわりに発育促進として要求量以上に多く加えられていて、自主基準値

はあるけれども、その辺の設定が規格としては定められていない。それに、銅添加の安全

性に対して亜鉛も多く入れられていて、銅も亜鉛も糞中多い状態になっています。実際に

環境負荷低減型配合飼料が使われて、銅と亜鉛の問題はちょっと置いておいてという形で

いいのかどうか、その辺どうなのしょうか。 
○寺田部会長 功刀さん、何か。 
○畜水産安全管理課課長補佐 今、御指摘のあったとおり、銅と亜鉛について、豚用飼料

については、業界の自主規制という形で取り組まれていまして、今回の公定規格ではちょ

っとそこまで頭が回らなかったというか、この規格の中に盛り込んで、そこまでというと

ころまで考えが及ばなかったというか、実際そういうところでございます。 
○寺田部会長 入江さん。 
○入江委員 事前に資料をいただいたのですけれども、移動中に見ながら、気になった点

がそれです。 
○寺田部会長 環境負荷低減型飼料の規格については、ここで提案に至るまでにいろいろ

なところで議論があったようでございます。 
 当然、亜鉛、リンの問題といったものも、これからいろいろ議論のまな板に乗ってくる

と思うのですが、今回の提案は、とりあえずまずできるところから、従来の公定規格の考

え方、一定のレベル以上なければいけないという充足一方の考え方から、環境への配慮、

その他の要因も含んだもので新しい規格を提案していこうというところにあるのかなとい

うことで、今のお話のような御指摘は、今後の展開方向の中で更に議論していくというこ
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とで参考にさせていただければありがたいと思います。 
 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 
○豊水委員 例えば窒素の低減に関連して、私は 大量を設定したというのは非常にいい

ことだと思うのです。一方で、アミノ酸に関しまして、ここで３つ挙げられていますが、

小量が挙げられている。というと、例えばリジンを欠乏させることによって肉質の改善

ができるといった、いろいろなチャレンジがこれまでもあると思うのですね。そこに制約

がかかると思いますけれども、両方とも条件を満足するような設定の仕方もあろうかと思

います。したがって、この量に関して、そこまで十分考慮されたものであるかどうか、そ

の辺をちょっとお伺いしたいと思います。 
○畜水産安全管理課長補佐 規格設定の量については、また次の資料で御説明させていた

だきます。 
○豊水委員 基本的には、十分それは考慮されながら。さっきのアウトラインの参考資料

１が。 
○寺田部会長 というよりも、公定規格の在り方をもう少し御説明いただければいいかな

と思うのです。 
○豊水委員 そうですね。 
○畜水産安全管理課課長補佐 次で御説明差し上げますけれども、基本が公定規格につい

ては、日本標準飼料成分表、それから飼養標準を土台にしまして、ここの数値から一般的

に供給できる飼料ということで規格を設定することを基本に据えておりますので、今回の

規格についても、まずは豚の飼養標準から数値を持ってくるということで検討させていた

だいたという経緯でございます。 
○豊水委員 そこの数値をチェックしながらですね。 
 もう一つあります。豚もいろいろな品種があったりして、多様だと思うのです。同じよ

うな考え方でいくと、鶏を排除する特別の理由がないような気もするのです。あるいは、

逆に鶏をいずれそういう方向に持っていかなくてはいけないだとか、ここは完全に門前払

い的な雰囲気がしないでもないのですね。その辺、いかがですか。 
○畜水産安全管理課課長補佐 そういうことではございませんで、まずは今回、豚から環

境負荷低減型の規格設定ということでスタートさせていただいて、家畜栄養学の専門家の

先生や飼料の関係者の御意見を聞きながら、鶏についても、できれば順次今後はやってい

きたいということでございます。 
○豊水委員 そうしますと、１ページの一番下の「今回は」というところが非常に生きて

いるということですね。 
○畜水産安全管理課課長補佐 はい。 
○豊水委員 ありがとうございました。 
○寺田部会長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょう。松井先生。 
○松井委員 ２点ございます。 
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 １点は、カルシウムについてなのですけれども、ちょっとうろ覚えで申しわけないので

すが、飼料中のカルシウム量がフィターゼの生体における活性に影響を及ぼすという論文

があったと思うのです。その場合、今回はこれでよろしいかもしれませんけれども、カル

シウムの上限を決めておいた方が将来的にはいいのではないかと思います。 
 第２点ですが、別表２です。非フィチン態リンと総リンのデータがございます。これは

飼養標準か何かのデータだと思いますけれども、非フィチン態リンというのは総リンから

フィチン態リンを引いて求めていると私は理解しています。そこで、フィチン態リンの分

析法というのは公定化していないのではないかと思うのですけれども、それについていか

がでしょう。 
○畜水産安全管理課課長補佐 公定化されていないです。今回、御審議いただくアミノ酸

についても、まだ方法としても公定化がされておりませんので、今回、規格を制定できる

ということで審議いただいた後に、また御意見を伺いながら、分析法などもこういう形で

というものはお示しできるような形にしていきたいと思っております。 
○松井委員 実は、測定法によって、フィチン態リンというのはものすごく大きく変わる

のですね。そういう問題がありますので、近々の課題としてフィチン態リンの測定法も公

定化、更にこのデータをもうちょっと積み重ねを行っていただけたらありがたいと思いま

す。 
○寺田部会長 御指摘、どうもありがとうございます。ほかにございますか。よろしいで

しょうか。はい。 
○矢野委員 この規格の設定は、それでいいと思うのですけれども、先ほどの質問にも説

明があったみたいに、分析法もそうですし、それからフィチン態リンもエサによって随分

分解しやすくなるとか、あるいは水分によって違うとか、いろいろありますので、この後、

更に詳細に FAMIC なり課の方で御指導、御指示して、更に突き詰めていくといいと思い

ます。 
○寺田部会長 ありがとうございます。今までいろいろ御指摘いただきましたように、こ

の規格をつくるに当たって、まだまだ解決しなくてはいけない問題、たくさんあります。

アミノ酸にしろ、フィチン態リンにしろ、分析値がまだ十分にないという状況で、飼料成

分表を一応のデータベースとしてやっていこうということなのですが、いろいろ御指摘が

ありましたように、これをもっと有効なものにしていくためには、そのデータベースを充

実していく、あるいは公定法をきちんとしていく、あるいは影響する要因を解明していく

といった努力が、これと並行して行われねばならない。 
 是非、そういったところを進めていただきたいということでまとめていきたいと思いま

す。よろしくお願いします。はい。 
○豊水委員 済みません、１つ。ちょっとくどいようなのですけれども、 小量を設定す

るということを仮にやらなかったとした場合に、どんなことが想像できるのでしょうか。

○畜水産安全管理課課長補佐 アミノ酸とか。 
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○豊水委員 例えばアミノ酸。 大量というのは、まさに今回の目的からいくと、指定す

べき点だと思います。ところが、 小量というのを、例えばいろいろな形で工夫すること

によって、ぎりぎりの線まで持っていけるだとか。さっき言いましたように、いろいろな

技術的なことができれば、ミニマムサイズでやるにこしたことはないと思います。そこで

わざわざ設定しなければいけない。 
 ないと、逆に非常に大きな問題が出てくるのだったら、私は大いに必要だと思うのです

が。先ほど寺田さんがおっしゃられたところの基本的な考え方として、私はちょっと議論

しておく必要があるかなと思います。これに従って、今からずっと動いていくわけですか

ら。 
○畜水産安全管理課課長補佐 基本的には、飼養標準の御検討があって改訂がされれば、

当然、公定規格も順次、その時点で見直しをしていくということは考えております。 
○豊水委員 しかし、この公定規格というのは、飼養標準を満たしていなくてはいけない

ということではないのですね。少なくとも環境低減型である飼料のタイプであって、目的

をきちっと達している。例えば非常にリジンの利用性の高い豚がいたとしますね。公定の

中に入っているから入れざるを得ないという、ばかなこともあり得るわけですね。 
○畜水産安全管理課課長補佐 基本的にこの公定規格というのは任意の規格でございます

ので、例えば平均からかなり外れてしまって、高度な管理ができている農場とかで当ては

まらないところは、逆にマルエスマークを取らないという選択も企業としてあると思いま

す。 
○寺田部会長 要するに公定規格というのは、取らねばならないというシステムではない

のですよ。 
○豊水委員 ええ。だけれども、マルエスを取ってプライドを持ってやっていくというた

めのものですね。 
○畜水産安全管理課課長補佐 そういうことです。 
○豊水委員 ですから、そういう選択もあり得るというのは、ちょっと私、わからない部

分があります。 
○寺田部会長 公定規格という中で、一般的に環境負荷低減を配慮した規格としては、こ

ういったものがある。この規格に沿って配合設計をし、販売をされる方は、きちんとチェ

ックシステムを使って、それを確認して保証します。ですが、公的な保証は必要なくて、

ブランドをつくる、あるいはセールスポイントとしてリジンを規格よりも下げて、そのマ

イナスをクリアーする形で販売しますよという場合は、それはそれで何の問題もないとい

うこと。 
 一つの基準と言いますか、こういう在り方がありますというのを公的に示すというのが、

この公定規格と理解していただければ、これに沿って設計していただくところはどんどん

利用してください。これに沿いつつ、飼養標準あるいは独自の研究成果に基づいて発展さ

せようとする方は、それでやっていただければいいという考え方です。 
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○豊水委員 ちょっと違う視点からなのですけれども、例えばミマニムサイズをきちんと

担保しないでやると、動物がえらく小さくなって、利用性が悪くなって、それで環境負荷

をむしろかけていくのだと。だから、ある程度の要求量はきちんと担保されなくてはいけ

ないといった指針だとすれば、私は受け入れるべきだと思いますけれども、そういうロジ

ックが裏側にあるという理解でよろしいですか。 
○岡本委員 １つ足すわけでしょう。今までは今までですね。そして、それに１つ、こう

いうものを増やすという。 
○畜水産安全管理課課長補佐 はい。今までの公定規格というのは、飼養標準に必ずしも

合致した形で改正できていない部分があるのですけれども、一般の配合飼料の公定規格と

いうのがあって、それとは別に環境負荷低減型の配合飼料を今回、豚について設定すると

いうことなのです。ですから、先ほど言われたような飼料であれば、従来の公定規格の中

では、当然マルエスが付くようなエサになります。 
○豊水委員 わかりました。今までの公定規格では、もともと余裕を持ってという考え方

が中にあったと。マージナルなレベルを今回、設定する。ありがとうございました。 
○梶委員 豊水委員が 初におっしゃった、例えばリジンなりを要求量より少し少な目、

0.7 掛けぐらいだと、発育はちょっと悪いかどうかぐらいで、例えば脂肪が筋肉間に入っ

ていくということで、豚肉でも霜降りのような形になるという成果がございます。 
 ただ、要求量よりも少し少な目にやりますと、実験的には、逆にアミノ酸のバランスが

崩れた場合には、特に窒素の尿中への排泄量が増えるという、今回の考え方と逆の結果が

そこに入り込むということがほぼ間違いないことだと思いますので、そういうロジックが

ありますという意味でおっしゃるとおりのロジックが、その点についてだけはほぼ間違い

なくあると思いますので、そこだけ補足させていただきます。 
○豊水委員 ありがとうございます。よくわかりました。 
○寺田部会長 それでは、説明を先に進めさせていただきたいと思います。今の資料６の

４まで御意見をいただいたということにさせていただきまして、５、６、その続きをお願

いいたします。 
○畜水産安全管理課課長補佐 ５ページの５番、栄養成分量等の規格値については、参考

資料２で御説明申し上げます。参考資料２は差し替えになっていますので、左肩に差し替

えと書いてある方を見ていただければと思います。一番後ろのページに、４ページ、５ペ

ージをＡ４横で比較して見られるような形の表にしてございますので、そちらを見ていた

だければと思います。 
 左側表１が、現行の豚の飼養標準の養分要求量を掲載したものです。一番上が 30～50
㎏、それから 50～70 ㎏、一番下に 70～115 ㎏ということで、飼養標準の数字を引っ張っ

てきております。真ん中、50～70 と 70～115 の間のところに、30～50、50～70 の平均値

を記載してございます。 
 それから、それに対して、５ページの表２に環境負荷低減型配合飼料の公定規格の案を
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お示ししているところです。 
 まず、成分量の 大量、粗たん白質とリン、子豚育成用の配合飼料については、飼養標

準では 30～50、50～70 と２つに分かれておりますけれども、30～50 が成分的に要求量が

高いということになっておりますので、子豚育成用については 30～70 ㎏までの豚が対象

になるということで、これについては 30～50 の要求量を採用して、粗たん白質 15.5、リ

ンはカルシウムの要求量になりますけれども、0.6 という案にしております。 
 それから、肉豚肥育用の配合飼料については、70～115 ということで、飼養標準の体重

と一致しておりますので、そのまま 13.0 と 0.5 を持ってきております。 
 それから、成分量の 小量、カルシウムとアミノ酸、それから非フィチン態リンについ

ては、子豚育成用については、飼養標準が 30～50、50～70 と分かれておりますので、こ

この表２にお示しの３案が考えられます。まず、30～50 を採用する、それから 50～70 を

採用する、それから 30～50 と 50～70 の要求量の平均値を採用するという３案が考えられ

るということでございます。肉豚肥育用配合飼料については、飼養標準と同じですので、

同じ数値を採用ということでございます。 
 子豚育成用配合飼料の成分量の 小量が３案あるということで、これらについては配合

飼料メーカー等に事前に案を示して意見を聴取したところ、いずれのメーカーにおいても

一番低い案の２が、配合飼料を設計するときには品質とコストということで設計していく

という関係で、高い数値の規格が設定されると設計上の妨げになる、つくりづらくなると

いう御意見もあり、一番低い案の２ということでどうかということでございます。 
 それから、肉豚肥育用については１つの案ということなので、このままです。 
 それから、可消化養分総量の 小量ですけれども、子豚期については、そのまま飼養標

準の 75 を案としております。 
 それから、肉豚肥育用配合飼料については、飼養標準では 75 ということだったのです

けれども、配合飼料メーカーに事前にヒアリングをしたところでは、飼養標準においても

厚脂の対策の検討が必要だという記載がありまして、実際の配合飼料メーカーでも TDN
を 73 から 74 程度まで若干下げてつくっているというところが結構多くございました。そ

の実態を考えますと、生産性が低下しないということの確認が十分とれれば、実際に配合

飼料メーカーで設計として採用されている 73 という案でいいのではないかということで、

案をお示ししております。 
 それから、配合飼料の備考になりますけれども、表２の一番下に注書きをしてございま

す。カルシウムとリンの量の問題ですけれども、これは従前の豚用の規格と同様に、カル

シウムの重量がリンの重量を超える量とするということにしております。 
 それから、今回、アミノ酸の 小量を新たに設定するということで、メチオニンとシス

チンの関係で、配合飼料中のメチオニンの重量は、メチオニン及びシチスンの重量の半分

を超えるものであることということで、メチオニンで半分は満たさなければいけないとい

うことの注書きを加えるような案にしてございます。 
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 以上でございます。 
○寺田部会長 ありがとうございます。具体的な値の設定の仕方について、幾つかの案を

示していただきましたが、どの案にするかというのは、また後の議論もあるのですが、こ

の場で御意見、御質問等ございましたら、よろしくお願いしたいと思います。はい。 
○梶委員 表２の注２ですけれども、この文章は上の表２の数字に対してだけ言っている

と判断していいのですか。もう一つの考え方としては、実際に配合した配合飼料の中の半

分以上はメチオニンじゃないといけないみたいな。それは、例えば案の２だとすれば、メ

チオニン、シスチンが 0.44 ですね。この表の中だけのことだと私は理解して、この注を読

みたいのですけれども、もう一つ、これだけを読むと違う考え方がありますよという意味

で、そのどっちですかということで伺うのですね。 
 私が意図してほしい読み方は、案の２の 0.44 であれば、0.22 あるいは 0.22 よりわずか

ばかりでもいいですから、多いようなメチオニンが含まれていれば、これはいわゆる要求

量を満たすので、それで安全かなと。その場合は、メチオニンが例えば 0.24 含まれれば、

シスチンは残りの 0.20 あれば、合計でも満たすわけですね。今の逆を言います。メチオニ

ンが 0.2 しかなくて、シチスンが 0.24。 
 これは合計したら 0.44 になるのですけれども、その場合はシスチンは要求量の半分しか、

含硫アミノ酸全体のメチオニン＋シスチン全体の半分しか、シスチンは要求量を保証する

ような力はないというのは世界的に認められていることですので、この中ではそういう言

い方の注だととらえていいのですか。もう一つの違う考え方は、配合してしまったエサの

中の、必ず半分以上はメチオニンじゃなければだめと。これだと、話がちょっと違ってき

てしまうので、そういうことではなくて、表の数字に対してだけの注ですね。 
○畜水産安全管理課課長補佐 この規格ができたときに、メチオニン及びシスチンは配合

設計をして、全部足し上げて計算したときに 0.44 以上なければいけないということ。更に、

計算した数値のうちの実際に計算した合計値の半分以上がメチオニンであればいいという

審査になるということです。この 0.44 に対する半分ではなくて、実際の計算したメチオニ

ンとシスチンの合計量のメチオニンの計算値が半分以上になっているということなのです。 
○梶委員 そうであれば、一般的に要求量は満たされるので、より安全な言い方ではあり

ます。 
○畜水産安全管理課課長補佐 ここの表現は、一応そういうつもりで書いております。 
○梶委員 わかりました。 
○寺田部会長 ほかに御意見、御質問、ございませんか。よろしいでしょうか。 
 それでは、こういった考え方を反映させてということで、また説明をお願いします。 
○畜水産安全管理課課長補佐 それでは、次に資料７をお手元に御用意願います。これに

ついては、環境負荷低減型の配合資料の表示事項、表示の方法の設定ということでござい

ます。 
 １ページ目の１番 現行の配合飼料の品質表示ということで、ここに①から⑧まで書い
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てございますけれども、粗繊維・粗灰分が 大量、それ以外の主要な栄養成分については

小量を表示してくださいということで、法令の基準になっております。 
 次のページをご覧いただきまして、それを表でわかりやすくしたものを載せてございま

す。端的に言ってしまいますと、今回、環境負荷低減型配合飼料の規格については、粗た

ん白質とリンを 大量の規格値を設けるということになると、既存の配合飼料の規格値で

すと、 小量という形で、すべて矢印の向きが合った形になっておりますけれども、今回

の環境負荷低減型配合飼料の規格値は、粗たん白質とリンで矢印が逆になるということで、

これは一方で 大の規格を満たしながら、 小量の表示をしなければいけないということ

で、配合飼料の製造が非常にできにくくなる。 
 しかも、環境負荷低減型の趣旨からすると、 小量を表示するということは、一方でア

ミノ酸のバランスであるとか非フィチンリン要求量を充足することが確認されております

ので、 小量を表示することの意味は余りないということでございます。したがいまして、

環境負荷低減型配合飼料に限っては、粗たん白質とリンについては 大量を表示していた

だくということで、表示基準を改正してはどうかという案でございます。 
 実際の案については、３ページに環境負荷低減型配合飼料の表示基準（案）ということ

でお示ししておりますけれども、粗たん白質とリンについては、成分量の 大量を表示す

るということで、表示基準の見直しを行いたいということでございます。 
 以上でございます。 
○寺田部会長 ありがとうございました。先ほど御紹介がありました参考資料２の表２の

案を、こういう形で示していくという御説明でございます。この点につきまして何か御質

問ございますか。 
○梶委員 済みません、先ほどは議論がかみ合わずに、私がちょっと勘違いした決着を言

ってしまいました。 
 恐らく資料６の５ページの案の表が、数字が一つずつしか出ていないので、もう一度済

みません、戻りますが。子豚育成用配合飼料のメチオニン及びシスチンの 小量は 0.44
を保証しなさいということに対する注２の話に、もう一回申しわけないですが、戻させて

ください。 
 メチオニン及びシスチンは、どちらもイオウを含んでいる含硫アミノ酸ということで、

含硫アミノ酸全体の、0.44 は要求量の数字です。豚が必要とするエサ中の濃度の数字です

が、それは含硫アミノ酸全体の合計で 0.44 ということです。ただし、例えばエサの中に本

当にぴったり 0.44 しか含硫アミノ酸がないとした場合には、その中身が問題になる。つま

り、メチオニンは必須アミノ酸、これはえさから食べないと体で合成できません。シスチ

ンは、メチオニンからつくれますという関係が実はあって、この要求量ぴったりのときに

メチオニンが半分以上あれば問題ないですけれども、半分はメチオニンでないと、ちゃん

とした発育ができないという要求量の現象がございます。 
 それは、具体的に数字で言うと、0.44 のうち 0.22 がメチオニン、残りの 0.22 がシスチ
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ンの場合はちゃんと育ちます。それから、合計は 0.44 ですが、メチオニンが 0.20、シス

チンが 0.24 の場合には、実はメチオニンが足りていないということになって、若干の発育

不良が起こるということになります。今回は、その細かい話だけじゃなくて、窒素をいか

に低減するかという中で、発育もちゃんと保証しようということで、 小値の設定だと思

います。 
 勿論、そこまでぴったりぎりぎりの 0.44 という配合設計は、実際には行われないと思い

ます。というのは、リジンが 初に制限になるので、メチオニンとシスチンは少し余裕が

あるような配合設計になると思います。 
 ですので、ここで注２をもうちょっとかみ砕いた数字を交えながらの言い方にしますと、

子豚育成用飼料では、メチオニンを 0.22 以上含んでいるということ。それから、メチオニ

ンとシスチンの合計が 0.44 以上であること。ですから、メチオニンが 0.22、かつ含硫ア

ミノ酸全体で 0.44、それだけあれば、栄養学的に要求量の考え方からは一定の正常な成長

が保証できる数字であるということです。ですから、例えばそれを超えていれば、シスチ

ンよりメチオニンが多かろうが、それはちゃんと育つということです。 
 ただし、多ければ多いほど、窒素の尿中への排泄は勿論増えてしまいますけれども、そ

れはなるべく低く、ぎりぎりに持っていくという場合にのみ、メチオニンの 低量という

ものをピン留めしておかないといけないのかなと。それが 小量の考え方だろうというこ

とであります。ですから、配合した後には、メチオニンよりシスチンが多くても、今言っ

た状況を満たしていれば、それは発育に影響はないだろうということです。 
 ですから、私が言いたかったのは、この注のこのままの文章は、この数字に対してだけ

意味をしているのですね。だから、間違いないように書くなら、もう一度繰り返しますが、

「注２ この子豚育成用に対しては、メチオニンが 0.22 以上含まれる。かつ、メチオニン

とシチスン合計の含硫アミノ酸としては 0.44 以上含まれればいい」という意味です。 
○畜水産安全管理課課長補佐 わかりました。そうすると、この表現だとだめなわけです

ね。 
○梶委員 この表現だととり方が。配合後のことを言っているのかなと。 
○畜水産安全管理課課長補佐 メチオニンが 0.22 で、シチスンが 0.23 でもいいわけです

ね。 
○梶委員 勿論そうです。栄養学的にはそれで問題ないです。この文章は、だったらメチ

オニンが負けているから、結晶のメチオニンを足さなければいけないのかという話になっ

てしまいますので、配合後の話です。この表の数字、 小値の定義としてですね。 
○畜水産安全管理課課長補佐 規格の中に括弧書きとかで、メチオニンの 小量を入れる

というのが一番わかりやすいということですね。0.22 と 0.17 を例えば括弧書きで入れて、

メチオニンの 小量として。 
○梶委員 はい。合計は 0.44 と 0.34。それがよろしいかと思います。 
○畜水産安全管理課課長補佐 わかりました。 
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○寺田部会長 ありがとうございました。ほかにお気付きの点がございましたら。よろし

いでしょうか。 
○畜水産安全管理課課長補佐 済みません、説明を１つ忘れているのがありました。申し

わけございません。ちょっと説明を飛ばしてしまいまして、資料６の６ページです。今回、

環境負荷低減型の配合飼料の規格の設定について御審議いただいて、規格ができた後の話

です。 
 （１）アミノ酸に係る暫定値申請制度の導入ということで、先ほどもアミノ酸もフィタ

ーゼについても、分析法の公定化であるとかデータの充実ということで、委員から御指摘

をいただいているところですけれども、アミノ酸については、特に業界からも要望が強く

ございます。この環境負荷低減型配合飼料の規格を設定した以降については、各飼料原料

のアミノ酸について、後段に御審議いただく TDN と同様の暫定値申請制度をつくりまし

て、アミノ酸のデータをこの部会で御審議いただいて公定規格を改正する。更には、暫定

的に定めたものについて、 終的には日本標準飼料成分表に収載していただくという手続

で進めさせていただければどうかと考えております。 
 それから、（２）飼養標準等の改訂に伴う規格値等の見直しということで、環境負荷低減

型の公定規格については、飼養標準等を基に設定するということで、今後、飼養標準の見

直しが行われたときには、当部会で御審議いただいて公定規格の見直しも行うということ

で整理したいと思っております。 
 それから、フィターゼによる分解の結果生じる非フィチン態リンの算出方法等の見直し

ということですけれども、こちらについては飼料添加物としての審議ということがござい

ますので、もしフィターゼの算出方法が変わるといった改正がある場合には、まず資材審

の飼料安全部会で効果に関する審議をしていただいて、その審議結果を踏まえて、この部

会で更に御審議いただいて算出方法の見直しを行うという手続で進めたいと考えておりま

す。 
 以上でございます。 
○寺田部会長 ありがとうございました。今後の扱いにつきまして、６ページの６に示さ

れたような形で対応していきたいということですが、何か御意見、御質問、ございました

ら。当然、先ほど松井先生からお話がありました非フィチン態リンの公定法ができたら、

またそれも踏まえて見直しを行うということも出てきますね。 
○畜水産安全管理課課長補佐 そうです。 
○寺田部会長 では、特にないようでしたら、この辺で今までの議論の整理をちょっとさ

せていただきたいと思います。 
 議論の整理ですが、委員の方で 20 分ほどいただきまして整理させていただきたいと思

いますので、その間、傍聴の皆さんは別室で休憩していただくことにさせていただきたい

と思います。審議の方が終わりましたら、また御案内させていただくということで、どう

ぞよろしくお願いいたします。 
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○畜水産安全管理課課長補佐 それでは、恐縮ですけれども、傍聴者の方、別室を用意し

てございますので、そちらの方に移動をよろしくお願いします。 

 
（休憩） 

 
 
○寺田部会長 それでは、審議を再開したいと思います。 
 初に、環境負荷低減型配合飼料の規格の設定及び飼料品質表示基準の改正に関わる審

議結果を御報告いたします。 
 まず、環境負荷低減型配合飼料の規格の設定については、基本的には提案いただきまし

た案で了承するということにさせていただきたいと思います。ただし、先ほど議論があり

ましたメチオニンの要求量の記載については、もう一度検討していただくということを条

件とさせていただきたいと思いますが、委員の先生方、それでよろしいでしょうか。 
（「異議なし」と声あり） 

○寺田部会長 ありがとうございます。 
 ２点目、飼料の品質表示基準の改正に関してですが、こちらにつきましては事務局の提

案どおりで了承するということでよろしいでしょうか。 
（「異議なし」と声あり） 

○寺田部会長 では、そういう扱いとさせていただきます。 
 それでは、続きまして、議事次第の２つ目、「飼料等原料の可消化養分総量及び代謝エネ

ルギーの設定」についての検討に入りたいと思います。それぞれの申請につきまして、ま

ず申請者から５分程度の説明を簡単にしていただき、それから質疑等々、トータルで 20
分程度を１品目に充てたいと考えておりますので、御協力をよろしくお願いいたします。 
 それでは、 初に「小麦・玄米ジスチラーズグレイン」について、申請者の方、前にど

うぞお越しください。 
○申請者 北海道バイオエタノールの宮部と申します。よろしくお願いします。今回、ま

ず小麦・玄米ジスチラーズグレインの暫定値申請ということで、１ページ目の備考欄に「小

麦と玄米をおおむね６：４で混合し、燃料用アルコールとして発酵蒸留した副産物を乾燥

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。」という形になります。 
 それで、製造工程に関してですが、先生方には製造工程図があるかと思います。基本的

には、規格外小麦と玄米を混合しまして、その混合したものを酵素剤といったものをもろ

もろ添加して発酵させていきます。発酵させた中でもろみ塔を経て、そこからエタノール

を蒸留して、残ったものをスクリューデカンターと竪型遠心分離で分離させていきます。 
 その分離させた液と、スクリューデカンターだけを通ったものを合わせて、スチームチ

ューブドライヤーという機械にかけまして、そこで加熱して乾燥させていきます。その乾

燥してできたものが小麦・玄米 DDG になります。あとは、分離液については排水処理と
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いう形になっております。 
 あと、戻りまして、２ページ目の申請書ですが、水分が 4.5、粗たん白質 38.3、粗脂肪

6.7、可溶無窒素物 36.9、粗繊維 11 の粗灰分 2.7 という形で、あとは給与飼料中おおむね

20％までの配合という形になっております。 
 以降のページにつきましては、分析結果報告書ということで、日本科学飼料協会さんで

やりました分析結果と、消化率といった試験の結果になります。 
 簡単ですが、以上が小麦・玄米 DDG の概要になります。 
○寺田部会長 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いたします。 
○畜水産安全管理課指導係長 畜水産安全管理課の原田でございます。私の方から、小麦・

玄米ジスチラーズグレインにつきまして、資料８の１ページ目と、資料９－２「暫定値に

係る告示改正（案）」につきまして御説明いたします。 
 資料８の１ページ目でございますが、先ほど申請者の方からもございましたとおり、名

称につきましては、小麦・玄米ジスチラーズグレインにしたいと思っております。これは、

備考欄にもありますとおり、小麦が６、玄米４という形で、配合割合の多い小麦を頭に持

ってきております。 
 組成につきましては、水分 4.5、粗たん白質 38.3、粗脂肪 6.7、NFE36.9、粗繊維 11、
粗灰分 2.7。 
 消化率及び栄養化でございますが、牛の申請でございますので、牛の欄になりますが、

粗たん白質が 69、粗脂肪 81、NFE68、粗繊維 43、TDN が 68.5 でございます。 
 これを踏まえまして、資料９－２でございますが、告示改正（案）といたしまして、こ

の小麦・玄米ジスチラーズグレインにつきましては、２のそうこう類に分類するのが適当

ではないかと考えております。 
 それから、栄養価でございますが、DM は 95.5、TDN は 68.5、消化率は、先ほど申し

ましたとおりでございます。 
 備考欄につきましては、「小麦と玄米をおおむね６：４で混合し、燃料用アルコールとし

て発酵蒸留した副産物を乾燥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。」

という条件を付けたいと考えております。 
 以上でございます。 
○寺田部会長 ありがとうございました。それでは、今の御説明に対しまして、委員の先

生方から御質問がございましたら、どうぞお願いいたします。 
 それでは、私から１点お伺いしたいのですが、規格外小麦と玄米の混合割合６対４とい

うことなのですが、これは動くことは余りあり得ないですか。 
○申請者 基本的には、おおむねこの６対４という形でやっています。 
○寺田部会長 これが動いた場合、成分比はかなり動いてしまう。提出いただいた資料の

分析結果がございますね。ここで 20 点示していただいているのですが、大体これは６対

４でどのぐらいのレンジなのかなと思ったのですが。 
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○申請者 前後するとしても、そんなに大幅に振れるようなものではないです。 
○豊水委員 私も同じように気になったのですけれども、 初、スタートはそれでやられ

るとしても、実際問題、もう少し増やす、あるいは原料が足りないということで、それぞ

れ場合によっては単独でつくるということもあり得るような気がするのですが、それは何

か根拠があって、この比率になったのでしょうか。 
○申請者 この比率と言いますのは、今回、サンプル例をとった実績が小麦と玄米、６対

４という形になったということです。 
○矢野委員 実績というのはどういうことですか。小麦と玄米を６対４で混ぜたものでつ

くりますよということですね。 
○申請者 はい。 
○矢野委員 小麦は、産地がいろいろ出てきますね。国内産もあれば外国産も、それはど

うなのですか。 
○申請者 小麦に関しては、道内産のものになります。 
○矢野委員 北海道でつくった小麦ですか。 
○申請者 そうです。 
○矢野委員 これがカナダとか北米でつくったら、成分が違ってくるでしょう。 
○申請者 海外になってくると、また変わってはくると思うのですが、こちらでは基本的

に国産のものだけ使っていますので。 
○矢野委員 その前提で申請されている。 
○申請者 はい。 
○寺田部会長 ほかにいかがでしょうか。 
 もう一点、教えていただきたいのですけれども、水分含量が 4.5％ですね。これは当然

ドライヤーで乾燥させるので、こんな水分になるだろうと思うのですけれども、実際に流

通の段階では、もっと吸湿するということは余り考えられないですか。 
○申請者 昨年も１回話があったのですが、８％水分を目指して運転しようと思っている

のですが、工程のもろもろの事情がありまして、その辺の水分調整がうまく行っていない

状況です。 
○寺田部会長 ここでは 4.5％なのですけれども、出荷するときは８％ぐらいということ。 
○申請者 それを目指すという形になります。 
○申請者 出荷するときも 4.5％ですね。 
○矢野委員 これを飼料庫に置いて１か月、２か月ぐらいで使うものですね。そのときに

4.5％が保持できるかどうかが疑問なのです。普通、室温で置いていると、もっと上がって

くる。だから、4.5％で申請して、この数値でいいものですかと、私はそれに疑問を持った

のです。 
○申請者 営業倉庫に私ども、お願いしているのですけれども、水分を心配するのは、我々

は高い方が怖いのです。高く出すと、かびとかの問題がありますから、水分はできるだけ
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低い方が当然よろしいかと思います。今おっしゃられるとおり、倉庫で長期保管しますと、

どうしても水分を吸ってしまって吸湿してという話になりますけれども、今まで我々がや

った経験の中では、そういった問題は出ておりません。ただ、それが 4.5 で出したのが、

終出荷でどのぐらいになったかというのは、実測はしておりません。 
○矢野委員 今までどうでしたか。こういう低い水分のもので申請して数値を出しました

か。 
○畜水産安全管理課指導係長 昨年、やはり北海道バイオエタノールさんから申請があっ

たもので、水分が大体このぐらいでした。そのときには８％を本来は目指すものなのです

けれども、ちょっと機械の調整上、こういう低い値しか出せないというお話でした。その

ときの御指摘は、実際にこれが流通するようになって高い水分値、例えば８％とか 10％に

なったときに、栄養価はどう変わるのか、それはもう一度出しなさいという御指摘をいた

だいております。 
 これも、正直、私が聞いているところでは、まだ機械の入れ換えみたいなものがあるよ

うなお話もありますので、生産段階から製品として安定したものが出荷されるようになっ

たら、20 ロットがいいのか、10 ロットがいいのかわからないのですけれども、もう一度

値を提出していただいて、再度、栄養価の御審議いただく必要があるのかと思っておりま

す。 
○矢野委員 そう思います。日本科学飼料協会に分析を頼まれたとおっしゃっていました

けれども、そこで半月なり１か月、２か月置いて、そのときの成分を普通は出して申請し

てくるものと思っていたのですが、やや低い状態のままで、ちょっと違和感がありました。 
○寺田部会長 ここの場は質問、意見ということで、結論はまた後で議論させていただこ

うと思います。ほかに御質問ございますか。よろしいでしょうか。 
 それでは、次の「精白米・小麦ジスチラーズグレイン」。 
○申請者 続きまして、精白米・小麦ジスチラーズグレインの暫定値申請ということで、

10 ページ目をごらんください。当初、次のページで、小麦・精米ジスチラーズグレインと

いうことでやっているのですが、10 ページの申請資料では「精白米・小麦」ということで、

割合の多い方の名前が先になっております。 
 備考としまして、「精白米と小麦をおおむね５：１で混合し、燃料用アルコールとして発

酵蒸留した副産物であって、乾燥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」となります。 
 工程につきましては、こちらも同じく先生方のお手元に工程フロー図がありますが、基

本的には先ほどの小麦・玄米 DDG と同様になります。 
 それで、あちこち飛んで申しわけありませんが、11 ページ目の申請書で、水分が 5.8、
粗たん白質が 62.6、粗脂肪が 3.4、NFE が 22.3、粗繊維 3.6、粗灰分 2.3 という形になっ

ております。この粗たん白質がかなり高い。また 10 ページに戻っていただきますと、小

麦ジスチラーズグレインといったものと比べてかなり高く出ておりますが、こちらは備考
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欄にもあるとおり、精白米の割合が多くなったことによって、この粗たん白質が大きく出

ていると考えられます。 
 あと、12 ページ以降につきましては、同じく日本科学飼料協会さんでやりました分析結

果という形になります。 
 こちらも同じく、簡単ではありますが、以上です。 
○寺田部会長 ありがとうございました。それでは、事務局の方から暫定値案の説明をお

願いします。 
○畜水産安全管理課指導係長 まず、資料８の 10 ページと資料９－２で御説明いたしま

す。 
 資料８の 11 ページで、申請者からは「小麦・精米ジスチラーズグレイン」とございま

したが、公定規格上、精米のところは精白米という言葉がございます。あと、配合割合の

多い精白米を頭に持ってきまして、「精白米・小麦ジスチラーズグレイン」という名称とさ

せていただきたいと思います。 
 組成につきましては、水分が 5.8、粗たん白質 62.6、粗脂肪 3.4、NFE22.3、粗繊維 3.6、
粗灰分 2.3。 
 この原料につきましても、牛で申請がございますので、消化率及び栄養価につきまして

は牛の欄になります。粗たん白質 68、粗脂肪 79、NFE82、粗繊維 61、TDN68.4 でござ

います。 
 資料９－２でございますが、上から２つ目の精白米・小麦ジスチラーズグレインでござ

いますが、これも２のそうこう類に分類したいと考えてございます。 
 栄養価につきましては、牛で DM94.2、TDN68.4、粗たん白質 68、粗脂肪 70、可溶性

無窒素物 82、粗繊維が 61 でございます。 
 備考欄には、「精白米と小麦をおおむね５：１で混合し、燃料用アルコールとして発酵蒸

留した副産物を乾燥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

とを条件としたいと考えております。 
 以上でございます。 
○寺田部会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方から御質問がございま

したらお願いいたします。どうぞ。 
○豊水委員 ここでおおむね５対１という表記をされているのですが、このおおむねとい

うのは大体どのくらいを考えておられますか。つまり、精白米の量が動くことによって、

成分も相当変化すると考えられるのです。さっきの話で、粗たん白質量、窒素が高いです

ね。 
○申請者 先ほどと同じく、どのぐらい範囲でという。 
○豊水委員 おおむねというのは、どのぐらいのことをおおむねと。 
○申請者 これも同じく、５対１からはそう大きく離れない範囲で。 
○豊水委員 その範囲を聞いています。 



 22

○申請者 基本的には、米が 100 トン前後で小麦が 20 トンぐらいが目安です。 
○豊水委員 ５倍ぐらいですね。６倍は、それに当たらないということですね。あるいは、

４倍もそれは当たらないということですね。 
○申請者 我々の経験では、精白米と小麦のブレンドは１対５が製造効率が一番高いとい

う条件でやっております。原料的にも今、回答しましたように、この場合だと麦で１日 22
～23 トン、玄米で 92～93 トンと、５倍量ぐらい。 
○豊水委員 つくられるときの都合というか、それから出てくる数値というのはよくわか

るのですけれども、実際に飼料として使う場合に、暫定値といえども、おおよそというの

が許容範囲の中にあるのかどうかというのは知っておく必要があるということなのですね。

そこでおおむねという言葉をあえて使われていますので、１割程度のことを考えられてい

るのか、５％ぐらいのことを考えているのか、そのばらつきのことを申し上げています。 
○申請者 そういう意味では、１割程度を見ておけばよろしいのかなと思います。 
○寺田部会長 どうぞ。 
○松井委員 精白米の含量が高いと、粗たん白質が上がるという御説明でしたけれども、

ちょっと私、そこが理解できないので、もう一度説明していただけますか。精白米の方が、

原料としては CP が低いですね。 
○申請者 私個人的には、原料のでん粉値を単純比較しますと、今年の小麦だと 55％ぐら

いなのです。精白米だとそれが 76％になっているのです。この違いで、こういった粗たん

白質が高くなってくるのかなという思いでいたのですか。 
○岡本委員 これはアルコール発酵させていますね。したがって、この粗たん白質の中に

は、もともと原料に含まれていたたん白質以外に、例えば酵母なら酵母、窒素源として何

か加えているのかどうかわかりませんが、微生物のたん白質がかなり含まれているという

ことですね。結局、もともと小麦とか精白米由来のたん白質がいっぱいあるということじ

ゃなくて、アルコールの製造工程でそういうことが起こったということでしょうか。もと

もと米の中に、たん白質がそんなにたくさんあるとは思いにくいのですけれどもね。 
○申請者 実際、米と小麦でやるときに、酵素剤の量は多くなっていますので、それもあ

るかと思います。 
○松井委員 酵素剤ですか。そんな CP を変えるような酵素剤の量ではないと思うのです

けれどもね。 
○寺田部会長 ちなみに、このサンプル 20 件ありますけれども、これで使っている米の

品種はいろいろなのですか。 
○申請者 はい。 
○寺田部会長 ８月 27 日から９月１日の間でいろいろな品種を使っておられるのかどう

か。 
○申請者 ここで使っている精白米は、いわゆる MA 米でございまして、この試験結果で

は、タイとかベトナム産のうるち以外にもち米も入っていますね。 
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○寺田部会長 わかりました。ほかにいかがでしょう。 
○矢野委員 出荷するときは、普通の飼料用の袋、あるいはバルクで出されるのですか。

それとも、密閉したような形で出されるのですか。いや、私は水分にこだわっているので

す。 
○申請者 フレコン袋で出しています。 
○矢野委員 フレコン袋というのはバルクですね。 
○申請者 バルクです。 
○寺田部会長 この水分値も先ほどのものと同じように、機械の調整の過程で、まだ変わ

る可能性はあるという理解でよろしいですか。 
○申請者 そう考えていただいて構いません。 
○寺田部会長 ほかに御質問、よろしいですか。それでは、質問がないようですので、説

明、どうもありがとうございました。 
 それでは、次の申請、「えんどうたん白」に移りたいと思います。前にお願いいたします。

それでは、説明をよろしくお願いいたします。 
○申請者 バイエル薬品の岡部と申します。よろしくお願いいたします。お手元の資料８

の 20 ページにございます申請書のとおり、ピープロテイン、えんどう豆たん白の栄養価

を申請させていただきました。 
 定義といたしましては、粉砕しました黄色えんどう豆からでん粉を製造する際に得られ

る残渣を乾燥した粉末状の飼料ということで、製造方法につきましては、先生方にはお手

元に飼料工程図が配られておると思います。 
 そちらを参考にしていただきまして、完熟したえんどう豆を用いまして、まずそれを洗

浄、粉砕して粉にしたものを水と混合しましてスラリーをつくり、そこからまず、でん粉

を分離します。そのでん粉の残渣液を静置しまして、固形物と液体に分離して、その固形

物の方にたん白が集約されたものを熱風乾燥して粉砕し、包装した形で、動物用のたん白

源飼料としまして用いるということで、乾燥して粉末状にした製品ということでございま

す。 
 使用対象家畜としましては、ほ乳期の子豚を対象として、配合量は３～８％を目標とす

る。 
 成分量に関しましては、水分 7.4％、粗たん白質 79.9％、粗脂肪 4.2％、可溶無窒素物

4.4％、粗繊維 0.8％、粗灰分 3.4％、総エネルギー量が１㎏当たり 5,100kcal になってお

ります。 
 消化率につきましては、日本科学飼料協会様の方で豚を用いた給与試験を行っていただ

いた結果に基づき、豚で CP92、粗脂肪 20、繊維 37、NFE89、TDN79.6 という結果にな

っております。 
 以上です。 
○寺田部会長 ありがとうございました。それでは、事務局、お願いいたします。 
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○畜水産安全管理課指導係長 資料８の 19 ページ目と、資料９－２で御説明いたします。 
 まず、名称でございますが、19 ページの下の欄に類似する飼料の既存のものを書いてご

ざいますが、別表上ピーという飼料名はございません。これはえんどうという名称で、記

載されておりますので、名称は「えんどうたん白」という形にしたいと思います。これに

類似する飼料としましては、ポテトプロテインでございます馬鈴しょたん白というものが

既に申請がございますので、これと名称は同じにしたいと思っております。 
 組成でございますが、水分 7.4、粗たん白質 79.9、粗脂肪 4.2、NFE4.4、粗繊維 0.8、
粗灰分 3.4。消化率及び栄養価につきましては、豚の申請でございますので、豚の欄には、

粗たん白質 92、粗脂肪 20、NFE89、粗繊維 37、TDN79.6 でございます。 
 それから、資料９－２の３番目でございますが、えんどうたん白。この分類につきまし

ては、植物性油かす類という区分に分類したいと思っております。 
 栄養価は、DM が 92.7、TDN が 79.6。消化率が、92、20、89、37 で、それぞれござい

ます。 
 備考欄でございますが、「黄色えんどう豆でん粉廃液から分離したものであって、粗たん

白質含量がおおむね 80％のものであること。栄養価は暫定的に定めたものである。」とい

うことを条件としたいと考えております。 
 以上でございます。 
○寺田部会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方から御質問がございま

したらお願いいたします。どうぞ。 
○松井委員 マメ科たん白質ですから、多分えんどうも大豆と一緒でトリプシインヒビタ

ーが入っていると思います。量はかなり少ないかもしれませんけれども、特にたん白核も

濃縮していますので、ここでは 120℃蒸煮とありますが、多分それ用なのかなと思うので

すが、もしトリプシインヒビターの活性をお調べでしたらお教え願いたいのですが。 
○申請者 ２～2.5TIU です。 
○松井委員 わかりました。 
○寺田部会長 ほかにいかがでしょうか。 
○松井委員 それと、直接には関係ないですが、前半に環境にやさしいエサの話が出まし

たけれども、今後、えんどうたん白を豚に使っていくのでしたら、アミノ酸組成とか、多

分フィチン酸も少ないような気がしますので、御検討した方がいいのかなと思います。ち

ょっと余計ですか。済みません。 
○寺田部会長 ほかにいかがでしょうか。 
○豊水委員 これはもう少しエサの中に入れたら、どんなことが起こるのですか。考えら

れている想定は、３～８と。例えば 14 とか、もっと入れる試験はされていますか。 
○申請者 海外等の動物試験では、20％程度まで配合したデータなどがございますが、特

にそれで問題があるということではありませんけれども、経済的な面とかトータルの栄養

成分として、同じように調整したものであれば、20％程度使っても実際に動物には大きな
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影響はないということは確認しております。 
○豊水委員 コスト面から上限があるということですね 
○申請者 はい。 
○寺田部会長 ありがとうございます。 
 あと、これは黄色えんどう豆からですけれども、黄色えんどう豆と、ほかのえんどう豆

では違ってくるのですか。 
○申請者 基本的には、学術的な品種としては、普通グリーンピースと呼ばれるものと格

段変わるものではないのですが、完熟させた状態で黄色くなるまで、それで採ってつくる

というところで、黄色えんどう豆と、メーカーの方では完熟までというところで呼んでい

ると聞いております。 
○寺田部会長 ありがとうございます。 
 ほかにいかがでしょう。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。 
 その次ですが、エの「植物油ケン化物」の暫定値申請について、よろしくお願いいたし

ます。時間が早過ぎましたか。 
○畜水産安全管理課指導係長 指定した時間がもうちょっと遅いものですから。 
○寺田部会長 わかりました。それでは、順番を変更させていただいて、オの「中鎖脂肪

酸カルシウム」の暫定値申請をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
○申請者 私どもは、油化産業株式会社の、隣におるのが石田、私が山田と申します。よ

ろしくお願いいたします。今回は、「中鎖脂肪酸カルウシウム」ということで暫定値申請を

させていただきたく、資料を御用意いたしました。 
 資料８の 37 ページから、まずご覧いただきたいと思います。 
 定義としまして、植物油から精製した中鎖脂肪酸とカルシウムが化学的に結合したもの

で、状態的には白色から淡褐色の粉末ないし粒状、わずかに特有のにおいを有するという

ことになっております。 
 製造方法は、植物油から精製中鎖脂肪酸と石灰を２軸式エクストルーダーという機械を

用いまして反応させて、脂肪酸カルシウムを生成いたします。それを後工程で粉砕して製

品としております。 
 対象家畜は、今回、牛で消化率を求めさせていただきましたので、牛ということです。

配合飼料に 0.1～５％配合する。 
 委員の先生方の資料の中には、当社の製造フローと中鎖脂肪酸の中身についての資料を

入れさせていただいております。中身の資料ですけれども、当社のノウハウと言いますか、

企業秘密に関することですので、公開審議の場で、内容の数字の取り扱いについては御留

意いただきたいとお願いする次第でございます。 
 成分量ですけれども、水分 3.7％、粗脂肪 77.1％、粗灰分 31.9％、総エネルギーは日本

科学飼料協会さんの方で分析していただきました 6.78Mcal／kg になります。 
 消化率試験ですけれども、これも日本科学飼料協会さんの方で試験していただきました
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結果、粗脂肪の消化率は 98％、脂肪酸カルシウムですので、脂肪以外の成分、CP とか粗

繊維は含まれていませんので、この辺は分析しておりません。TDN が 170.0％という結果

になっております。 
 以上、簡単ですが、説明を終わらせていただきます。 
○寺田部会長 ありがとうございます。それでは、事務局からお願いいたします。 
○畜水産安全管理課指導係長 資料８の 36 ページ目でございますが、名称につきまして

は、申請どおり中鎖脂肪酸カルシウムという形にしたいと思います。脂肪酸カルシウムに

つきましては、ほかにも類似する飼料といたしまして、脂肪酸カルシウムが３つほどあり

ます。備考欄のところで比較していただきたいのですが、原料がすべて異なるものであり

ますので、今回、新しく暫定値を定めたいと考えております。 
 組成といたしましては、水分 3.7、粗脂肪 77.1、粗灰分 31.9。  
 消化率及び栄養価につきましては、牛で申請がございますので、牛の欄でございますが、

粗脂肪 98、TDN が 170 でございます。 
 それから、資料９－２でございますが、下から２つ目の中鎖脂肪酸カルシウムでござい

ます。これにつきましては、その他の区分にしたいと思っております。 
 栄養価でございますが、DM が 96.3、TDN が 170。  
 消化率につきましては、粗脂肪が 77.1 で、残りにつきましてはハイフンの表示をしたい

と考えております。 
 それから、備考の欄でございますが、「植物油から精製した中鎖脂肪酸であること。栄養

価は暫定的に定めたものである。」という条件を付けたいと思っております。 
 以上でございます。 
○寺田部会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方から御質問がございま

したらお願いいたします。どうぞ。 
○松井委員 この表からすると、中鎖脂肪酸であることが非常に特徴的なものなのですが、

実際、精製というのはコスト的にもかなり問題があると思うのですけれども、長鎖脂肪酸

はとりあえず入っていないですか。 
○申請者 はい。 
○松井委員 わかりました。 
○寺田部会長 ほかにいかがでしょうか。 
○矢野委員 牛だけに限定されているというのは、どういうことですか。ほかにも豚でも

使えそうなものだけれども。 
○申請者 いえ、豚、鶏でそれぞれ申請を出す予定で準備は進めていたのですけれども、

資料が間に合わなかったということです。 
○入江委員 一般成分量は間違いないですか。合計が 100 を超えてしまう。 
○申請者 他の飼料成分表に載っている脂肪酸カルシウムも、すべて同様に足して 100 に

はならないのですけれども、原因の一つは、飼料分析基準に準じている方法、要するに
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550℃で２時間という方法でやると、脂肪酸カルシウム中のカルシウムが炭酸カルシウム

の形で出てきてしまうので、炭酸分だけどうしても重量が増えてしまうという現象が生じ

てしまって、このような形になっていると判断しています。 
○寺田部会長 37 ページの今のところなのですけれども、酸分解ジエチルエーテル法を準

用したとあるのですけれども、準用というのは一部修正してやったという意味合いなので

すか。 
○申請者 当研究室で一番きちんと計量できる方法という意味ではありますけれども、内

容的には飼料分析基準とほぼ変わらない方法だと思います。申しわけありません。これは、

当社も何回か申請を出させて入れていただいている中で、そのまま使っているということ

です。 
○矢野委員 これはずっと置いていても、成分的には変化しない。 
○申請者 成分的には変化しないです。 
○寺田部会長 ほかに先生方、いかがでしょう。よろしいでしょうか。では、特にないよ

うですので、どうもありがとうございました。 
 次に、「パルプ」に行きたいと思います。よろしくお願いいたします。 
○申請者 日本製紙の山下と申します。隣には、研究を委託いたしました日本大学生物資

源科学部の梶川准教授です。よろしくお願いいたします。 
 名称は木材クラフトパルプといたしました。 
 定義としましては、木材からクラフト法で作成したセルロースを主成分とするパルプで

す。 
 製造方法に関しましては、お手元に製造図がお配りされていると思いますので、そちら

を見ていただきたいと思います。 
 原料としましては、木材のチップです。主に輸入のユーカリやアカシアなどを使ってお

すが、国内材を使う場合もあります。こういったものを大体３㎝ぐらいのチップにいたし

まして、それに水酸化ナトリウム、硫化ナトリウムといった薬剤を加えまして、150℃で

２時間ほど処理いたします。そうしますとリグニンが可溶化いたしますので、そのリグニ

ンと薬剤を取り除いてパルプの方を抜き出しまして洗浄、図ではウォッシャー・ブロータ

ンクとありますけれども、そちらに入れて、洗浄水を入れて置換・洗浄。 
 その後、ノッターとありますが、節を取り除く操作。後は、混じり混んでいる砂とかを

取り除く操作などを行います。そういった精製設備の中には必ず洗浄水が入りますので、

何段にもわたって水で洗う形になりまして、リグニンを取り除きます。 
 そして、クラフトパルプというのはどうしても色が付いているものですから、白い紙に

するには漂白しなければいけないのですけれども、その一番 初の段階といたしまして、

酸素を入れてリグニンを取り除くような操作をいたします。実際、白い紙にする場合には、

その後何段かの漂白工程を経て製紙工程へと行くわけですけれども、一部、薄茶色ぐらい

の色の段階で取り出しまして洗浄・脱水、シート化します。それでパルプにするわけです
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けれども、それを今回、飼料として申請させていただきました。その段階になりますと、

炭水化物が 97％以上ということになっております。 
 使用対象家畜ですけれども、セルロースが主原料ですので、牛用の飼料ということです。 
 配合割合は、牛用の飼料として 大 40％程度の使用としておりますが、これは飼養試験

のときの配合率でありまして、実際には 20％ぐらいかなと考えております。 
 成分量は、水分が 47.1、粗たん白質が 0.2、粗脂肪が 0.2、可溶無窒素物分が 8.6、粗繊

維が 43.5、粗灰分が 0.5、総エネルギーは計算して出しましたもので 2.53 となっておりま

す。 
 消化率に関しましては、CP がゼロとなっていますが、これはもともとたん白質がほと

んど入っていないものですから、マイナスの数字が出てしまいまして、ゼロにしなさいと

いう御指導でゼロになっております。脂肪が 100％、粗繊維が 97％、可溶無窒素分が 93％
で、繊維と可溶無窒素物の消化率が 90％を超えて、非常に高いというのが特徴になってお

ります。TDN は 50.6％です。 
 次は、一般成分表で 20 サンプルの一般分析値です。 
 その次は、消化率の測定レポートになっております。一般成分と消化率に関しましては、

日本大学で測定した結果になっております。 
 以上です。 
○寺田部会長 ありがとうございました。それでは、事務局から暫定値の案をお願いいた

します。 
○畜水産安全管理課指導係長 資料８の 44 ページ目でございますが、まず申請者からの

名称は「木材クラフトパルプ」でございますが、工程比較上、他に類似するものがないこ

とと、端的に物をあらわすことを従来からの方針でやっておりますので、名称といたしま

しては「パルプ」としてはどうかと考えております。 
 組成といたしましては、水分 47.1、粗たん白質 0.2、粗脂肪 0.2、NFE8.6、粗繊維 43.5、
粗灰分 0.5。申請家畜は牛でございますので、消化率及び栄養価は牛の欄でございますが、

粗たん白質ゼロ、粗脂肪 100、NFE93、粗繊維 97、TDN は 50.6 でございます。 
 それから、資料９－２の一番 後の欄でございますが、区分といたしましては、その他

に区分したいと考えております。 
 栄養価は、DM が 52.9、TDN が 50.6。消化率は、粗たん白質がゼロ、粗脂肪 100、可

溶性無窒素物が 93、粗繊維が 97 でございます。 
 備考欄といたしまして、「木材チップをクラフト法で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。」ということを条件としたいと考えております。 
 以上でございます。 
○寺田部会長 ありがとうございました。それでは、御質問、よろしくお願いいたします。

はい。 
○入江委員 申請の名称は木材クラフトパルプで、改正案はパルプにしているのですけれ
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ども、木材あるいはクラフト法、別の方法でもエサになり得るパルプがあるよとか、ある

いは木材以外のパルプ原料、ビートパルプは別だと思いますけれども、そういうことはな

いのでしょうか。クラフトという名称について、ちょっとお聞きしたいのです。 
○申請者 木材クラフトという理由になりますけれども、暫定値申請資料の下の方にもあ

りますけれども、今までのものですと、単純に蒸煮して繊維の結合を緩めただけで、リグ

ニンがほとんど残っているパルプで、実際には牛にとっても余り消化できないということ

で、栄養にはならないわけですけれども、クラフトパルプの場合ですとリグニンが取り除

かれていますので、セルロースという形でほぼ完全に消化できるということで申請させて

いただきました。 
 稲わらとかでも、同じような処理をすればリグニンが取り除かれますので、消化率の高

い飼料になりますし、ほかの亜硫酸法などでもリグニンを取り除くということは同じこと

になりますので、同様の良質な炭水化物源になると思いますけれども、クラフト法の場合

は非常に普及している方法ですし、製法としても安定しておりますということでさせてい

ただきました。 
○申請者 補足しますと、動物実験をやる前に、広葉樹、針葉樹、いろいろなパターンで

スクリーニングをしています。具体的には In situ 法と言って、ルーメンの中にバックに

入れて消化率をはかるというやり方をすると、まず成分自体は NFE と粗繊維の炭水化物

の区分に分かれるのですけれども、パルプはほぼ炭水化物。なおかつ、その消化率も 90％
行くという形ですので、ほとんどリグニンが取り除かれた消化性の高い繊維になるものと

考えています。 
○岡本委員 イネ科の例えばわらとか、豆がらとか何かに含まれるリグニンも、こういう

ふうにすれば取り除くことができるのでしょうけれども、イネ科のリグニンとマメ科のリ

グニンは全然違うのですね。トータルのリグニンと、酸性デタージェントリグニンとある

のですけれども、そういう差のところが大きく違っているのですけれども、これは徹底的

にリグニンを取り除いた、成分的にはほぼセルロースに近いものだと見ていいのでしょう

か。 
○申請者 実は、炭水化物は NFE と粗繊維で、公定法でやりなさいということです。デ

タージェントでもはかっています。NDF がほぼ 100％。具体的には、この場合は 100.3％
です。ということは、ほとんど繊維成分。しかも、可溶性の糖類みたいなものはほとんど

入っていない。セルロース、リグニン、それからヘミセルロースのどれか。 
 なおかつ、ここで見ると、NFE が 8.6 で粗繊維が 43.5。粗繊維というのは、基本的に

は結晶性のセルロースですので、もしもリグニンが残っていたとしても、NFE の区分に入

ってきます。ところが、もしもリグニンが残っているということになると、NFE の消化率

は 93％になっています。こんなに高くないわけですね。 
○岡本委員 下がりますね。 
○申請者 ということは、ここの部分は多分セルロースの結晶化されていない部分がほと
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んどである。あるいは、リグニンももしも残っていたとしても、ほとんどフェニルプロパ

ンの基礎単位になっていて、消化を阻害するような形には残っていないと考えています。 
○岡本委員 あとは水分ですね。水分が相当高いのですけれども、このまま出荷されると

いうことですか。 
○申請者 今のところ、そのまま出荷するということになります。今後のこととしまして、

やはり水分の問題、保存性とか取り扱いの問題とかありますので、10％ぐらいに落とすよ

うな設備を付けたいなと思っているのですけれども、今のところ、まだそこまでは検討が

進んでおりませんので、今回は 50％で出させていただきました。 
○岡本委員 純粋の繊維成分だけなので、ある程度水分が高くても変腐とか腐敗とか、そ

っちの方向にはほとんど。 
○申請者 余り長期の保存はしたことがないので、よくわかりませんけれども、セルロー

ス純度が高いということなのでしょうか。１か月や２か月はかびが生えたりも、意外にし

ないですね。あと、においがするということもなくて、結構保存性は高いと思います。 
○岡本委員 用途としては、当然、牛のエサなのでしょうけれども、40％ぐらいまでとい

う話なので、例えば混合飼料とか、そういうものの原料としてお考えなのですか。 
○申請者 後々はそちらの方に考えたいと思っております。 
○松井委員 粗繊維の消化率 97％というのが気になるのですけれども、純粋なセルロース

では、このくらいの消化率になるのですか。 
○申請者 純粋というのは、どの程度の純粋か。要するに、結晶性の高いものという意味

の話ですけれども、消化する時間あるいはラグタイムというのはずれますけれども、 終

的にはほぼ 100％です。 
○松井委員 あと、形状に工夫なさっているか、どういう形状なのか。工夫なさっている

わけですね。 
○申請者 はい、考えております。 
○松井委員 あと、気になりますのは、こういうパルプの場合、再生物が入ってくる可能

性があるのですが、そういうものの利用ははここでは考えない。 
○申請者 この場合はチップだけですので、いわゆる再生紙、新聞の古紙といったものと

はラインがシャットアウトされていますので、全く別物です。 
○豊水委員 申請書の中に書いてある製造方法及び工程とありますが、１行目に洗浄・除

去すると書いてありますね。これは何を洗浄・除去するのですか。 
○申請者 リグニンと製造過程で使っています薬液ですね。アルカリを入れておりますの

で、そういったものを洗浄・除去です。 
○豊水委員 リグニンを除去する。 
 もう一つの質問、加えたものは硫化ナトリウム。これは、 終産物には 0.02％と書いて

ありますけれども、この場合、洗浄・除去するというところで、ほとんどが外に出ていっ

てしまうという理解でよろしいですか。 
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○申請者 はい、そのとおりです。 
○豊水委員 生産物にはほとんど入ってこない。 
○申請者 ほとんど残っていません。 
○豊水委員 ちなみに、それは 初に加えられたパーセンテージでいくと、何％ぐらいが

ここに残っていることになりますか。 
○申請者 １％ですね。 
○矢野委員 材料が輸入ユーカリ、アカシアということなのですけれども、何とか法とい

うのは、ほかの材料もいろいろできるのですか。 
○申請者 クラフト法というのは、割合とどのような樹木でも同じようにできるというこ

とです。 
○矢野委員 今回申請しているのは、ユーカリとアカシアですね。 
○申請者 あとは、国内材でも使えます。 
○矢野委員 そうすると、材料が違うと若干成分が変わってくるのではないですか。 
○申請者 強いアルカリで 150℃、２時間と申しましたけれども、長時間処理いたします

ので、セルロースとヘミセルロースしか残らないということで、ほとんど成分としては変

わらないものだと思っております。 
○矢野委員 特にユーカリ、アカシアということで特定する必要はないということですか。 
○申請者 はい。 
○寺田部会長 150℃、２時間というときに、圧力もかけているわけですか。何気圧ぐら

いかけていますか。 
○申請者 申しわけありません、ちょっと。 
○寺田部会長 わかりました。 
○梶委員 この製品の pH はどのぐらいですか。 
○申請者 ｐＨ試験紙でいいかげんにはかったので、申しわけないですが、８～９ぐらい

で、ほとんど刺激を感じない弱アリカリという状況だと思います。 
○矢野委員 嗜好性はいいですか。 
○申請者 乾物で 25％加えて、牛で問題なく食べています。 
○寺田部会長 先ほど消化率が 100％近いという話で、ポテンシャルはそうだと思うので

すけれども、通過速度なり滞留時間なり、この実験のときは、はかっておられますか。 
○申請者 例えばでん粉、トウモロコシと比較すると、実は消化速度はほとんど変わらな

いです。ただ、ラグタイムが大体４時間出てくる。このパルプ、単なるエネルギー飼料と

しては、トウモロコシなどの方がずっと安いのですけれども、例えば半分置き換えようと

いうことになると、発酵のピークがちょっと分散されて飼料になりにくいのかなという感

じはあると思います。 
 ただ、当然のことながら、乾乳牛と子？乳牛、通過速度が違いますので、例えばどれだ

け TDN が低減するのかということになると、ちょっとそこまでは試験はしていません。 
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○豊水委員 梶川先生も寺田先生も、昔、パルプの処理をしてエサにするというのを随分

長い間、畜産試験場でやっておられました。そのときの試験というのは、リグニンが残っ

ていたのですか。 
○申請者 そうです。しかも、リグニンもフェニルプロパンのところにメトキシ基がどう

いうふうに入るかによって、切れるか切れないかという差があります。だから、ここの 44
ページのブナとスギの TDN が、片や 26.6 で、水分はちょっと違うのですね。片や５％と

いうのは、その切れ方の違いなのです。ところが、この製紙会社さんでやっているのはそ

ういうものじゃなくて、紙自体、ほとんどセルロースですので、もっと徹底的に薬品を使

ってやる形になっています。 
○寺田部会長 そろそろよろしいでしょうか。それでは、どうもありがとうございました。 
 それでは、次ですが、２つ戻っていただきまして、「植物油ケン化物」について申請者か

ら御説明をお願いいたします。説明を５分程度でお願いいたします。 
○申請者 植物油ケン化物を申請させていただきましたけれども、この定義としましては、

油脂中のアマニを 50％以上含む植物油脂を使って、水酸化カルシウムでケン化したものと

いうことでございます。 
 製造方法及び製造工程については、簡単には３番に書いてありますとおり、植物油、水

酸化カルシウム、カラメル（糖蜜）、水、リパーゼ、これらのものを混合しますと、反応し

まして固化します。それを粉砕して充てんしたものが製品になります。 
 対象家畜は牛で、脂肪の供給を目的としております。使用割合は、通常５％以下と想定

しております。 
 製造方法ですが、植物油は、この中で我々が想定しているのは、一般の大豆、ナタネ、

コーンを主として、それからパーム油などを想定したものを植物油脂と称しております。 
 水酸化カルシウムは、一般的に食品添加物で使われているものです。 
 カラメルについては、酸化防止剤として使うのですが、通常、市販されているものでは

なくて、ブドウ糖とアルカリを配合しまして、ある一定条件で加熱することによって製造

されたカラメルを使用します。と同時に、糖蜜も配合し、嗜好性の改善ということで使用

しております。 
 それにプラス、水とリパーゼ。リパーゼは、耐熱性がありますアルカリリパーゼ。起源

はシュードモナスのリパーゼを使っておるようです。 
 これらを混合して攪拌しますと、植物油がリパーゼによって加水分解を受けて脂肪にな

る。一方、水酸化カルシウムは水の中で乖離しますので、カルシウムのイオンが遊離して

くる。その加水分解されて生成してくる脂肪酸のイオンとカルシウムのイオンが即時に結

合して、脂肪酸カルシウムができるというスキームになっております。これらをある一定

時間、常温で固化させますと脂肪酸カルシウムができる。 
 この植物油ケン化物の中には、配合したものすべてがそのまま残存する。つまり、植物

油の中のグリセリン及びカラメル、それから遊離してくる水、そういうものがすべて含ま
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れた形のものを粉砕して充てんするということですので、ここからバイプロとして何か出

てくるということはありません。 
 ということで、これについて消化試験を行ったところ、TDN150 ということで算出され

ておりまして、成分については理論上とほとんど変わりませんで、水分が平均で 12.2、粗

脂肪が 72.6、NFE が 0.8、粗灰分が 15 という成分になっております。 
 以上、簡単ですけれども、これについての説明を終わります。 
○寺田部会長 ありがとうございます。それでは、事務局から暫定値案をお願いいたしま

す。 
○畜水産安全管理課指導係長 資料８の 28 ページ目でございます。 
 名称といたしましては、植物油ケン化物としたいと思います。 
 組成につきましては、水分が 12.2、粗たん白質ゼロ、粗脂肪が 72.6、NFE が 0.8、粗繊

維が 0.0、粗灰分が 15。消化率及び栄養化につきましては、牛で申請がありましたので、

牛の欄でございますが、粗脂肪が 92、TDN につきましては 150.3 でございます。 
 資料９－２の４番目、植物油ケン化物でございますが、区分はその他に区分したいと考

えております。 
 栄養価につきましては、牛で DM が 87.8、TDN が 150.3。消化率につきましては、粗

脂肪のみで 92 でございます。 
 備考でございますが、水酸化カルシウムで植物油、これにつきましては、申請者の定義

のところにもございますが、アマニ油を 50％以上含む植物油に限定するということ。その

植物油をケン化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にし

たいと考えております。 
 以上でございます。 
○寺田部会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方から御質問がございま

したら、お願いいたします。はい、お願いします。 
○松井委員 アマニですから、かなり不飽和脂肪酸が多いと思うのですが、酸化防止剤と

してカラメルを添加していらっしゃいますが、実際、過酸化物が例えば何日間か置いてで

きていないというデータはお持ちですか。保存性は大丈夫ですか。 
○申請者 正直言いまして、これを市販するに当たって非常に苦労したわけですけれども、

実はカラメルというよりは、一般的に加添物というのは酸化防止効果があるということで

当初使用しました。しかし、市場に売られているカラメルというのは色素を求められると

いうことで、色素で規格が設けられているということがありまして、調べてみますと抗酸

化能力について非常にばらつきがある。ということで、先ほど説明の中にありましたよう

に、ブドウ糖及びアルカリの配合、加熱温度、時間というものを決めました。そうします

と、一定の抗酸化力を持ったものができることがわかりました。 
 ただし、これを脂肪酸カルシウムに配合したときに、どのぐらいの抗酸化力があるか。

我々油脂メーカーから言いますと、例えば BHA、BHT という非常に強烈な抗酸化剤、あ
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るいは飼料で使われている TBHQ。そういう酸化防止剤に比べると、どちらかというとカ

ラメルの効力というのは、一般的にビタミンＥぐらいという差があるのです。 
 残念ながら、脂肪酸カルシウムについて、多価不飽和脂肪酸を使った場合の抗酸化剤の

選択をした場合に、今、申し上げました合成の酸化防止剤、いわゆる脂溶性の酸化防止剤

は全く効果がないということがわかりました。一番発現、抗酸化力の効果があったのが水

溶性ということがわかりまして、その中でもビタミンＣとかはあるのですけれども、はる

かにカラメルの方が抗酸化力がある。 
 ただし、その流通過程で、今 40℃ぐらいを想定した形で保存試験をしてみますと、例え

ば容器を開けたまま、オープンの状態で、この品物を置いた場合に、製造後の過酸化物価

は１時間 0．幾つというオーダーですけれども、３週間ぐらいしますと、多分御存じだと

思いますけれども、アマニのこういうものは乾性油でして、即座に酸化されて重合してし

まうということで、過酸化物を追うよりは、いわゆるリノレン酸の減りぐあいを追った方

が非常に正確に出ます。 
 過酸化物は、はかっていきますと、せいぜい 10 か 20 という数字が出てくるだけであっ

て、それと同時に、リノレン酸の減少のどあいを追っていきますと、オリジンで 57～58％
のリノレン酸があるのですが、40℃ぐらいで置いておきますと、空気中で３週間から４週

間で 50％に落ちます。だけれども、それ以上置きますと、全体が重合して固化するという

ことで、製品としてもエサとしても使えなくなります。 
 現実には使うための制限というのは限られてくるのですが、幸いなことに、配合飼料の

中に先ほどの５％という形で入れて分析してみますと、飼料会社で製造されて農家でお使

いになったときに、一月も二月もオープンな状態では多分ないと思いますので、十分それ

に耐えるぐらい、半年ぐらいのデータがあるのですが、それは OK です。 
 そういう面から言えば、実際には多分 OK なのですけれども、流通のことを考えまして、

我々が製品化しようとしているものは、酸素と光を遮断したような袋でやっております。

ただし、余り大きな袋ではそれがありませんから、現状では 20 ㎏の袋になります。例え

ば非常にマス的な形になってたくさん使った場合に、フレコンなどをお使いになって流通

する場合については、もう一度それに対する対応の仕方については考えようと思っていま

すけれども、現状では袋の状態で置いておくのであれば、１年、２年でも酸素もありませ

んし、光も透過しませんので、十分流通できます。現状はそういう形です。 
○寺田部会長 ほかにいかがでしょう。どうぞ。 
○豊水委員 カルシウムの利用性などは調べられていませんか。 
○申請者 卵の卵殻強化でかなり前から、一部それで使われているケースも、どちらかと

いうとリノレンの供給源として使っている部分の方が圧倒的だと思いますけれども、そう

いう効果は確認されています。 
○豊水委員 対象は牛だけにとどまらずに、家きんということは考えられなかったのです

か。 
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○申請者 類似商品でアマニだけの脂肪酸カルシウムケン化物は、鶏用として使われてい

るケースがあります。 
○豊水委員 もう一つ、材料の油のソースはどこからでしょうか。 
○申請者 我々ですと、製油メーカーさんから購入しておりますけれども、大もとでいけ

ば、食品で食用油脂として使っている原料をそのまま使っています。 
○豊水委員 そうすると、ここでチェックしない金属のたぐいのものはほとんど入ってい

ないという理解でよろしいですね。 
○申請者 はい。 
○豊水委員 わかりました。ありがとうございます。 
○矢野委員 形状はどんなものですか。固形ですか。 
○申請者 粉状です。脂肪酸カルシウムというのは、融点がそんなにはっきり出てこない

のですが、100℃前後なのです。固まったときには非常にかたい状態になりまして、それ

を粉砕するだけですから。 
○矢野委員 今、御説明のあった酸素、光をシャッターすると、20 ㎏で入れていると１年

は十分ですよと、それは私も理解できるのです。そうすると、あとは配合飼料メーカーが

えさと混ぜて、それで比較的早く販売してくださいという注意書きみたいなものをやられ

るのですか。 
○申請者 今、それほど販路を広く持っているわけじゃなくて、相手と相対でやっている

ということがありますので、そういう面では、今のところそういうものについて問題が生

じていることはないです。ただ、一般的に不特定多数にぱっと流れたときに、どういう使

われ方をするかといった場合には、先ほどの油の安定性の問題も絡みますけれども、配合

飼料の中に使われる添加量が５％以下であれば、かなり軽減された形で環境が緩和されま

すので、我々が想像したより。 
 つまり、酸化というのは逐次反応ですから、そういうものが固まっていれば、酸化とい

うのは速く進む、律速するのですが、配合飼料を見ると割合うまくとめられて、思ったほ

ど上がらないということで、現状の飼料の流れている状況を考えれば、そんなに大きな問

題はないと思います。もし、幸いにも不特定多数に出て、取り扱いについて、ある程度制

限を加えなければいけない事態になれば、それは考えたいと思っています。 
○松井委員 確認したいのですけれども、今おっしゃっていたのは、飼料に混ぜたら安定

するという話で、そのデータはお持ちですね。 
○申請者 データはあります。これもリノレン酸で追っています。 
○寺田部会長 ほかにいかがでしょう。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。 
 一応、ここで質疑、すべて終了いたしましたので、審議内容を整理するために 20 分ほ

ど時間をいただきたいと思います。 
 それでは、また傍聴者の方を御案内ください。 
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（休憩） 

 
 

 
○寺田部会長 どうもお待たせしました。それでは、暫定値に係る審議結果について御報

告と確認をさせていただきたいと思います。 
 資料９－２で説明させていただきますが、 初に小麦・玄米ジスチラーズグレインにつ

きましては、水分について、また変更があった場合、その段階で御相談いただくというこ

とで、これはこのまま案としたいと考えております。委員の皆さん、よろしいでしょうか。 
（「異議なし」と声あり） 

○寺田部会長 ２番目でございます。精白米・小麦ジスチラーズグレインにつきましては、

製品の粗たん白質含量が大変高いというところが議論になりまして、その原因が何である

のか、資料を準備していただき、それに基づきまして再度検討させていただくということ

にさせていただきたいと思います。委員の皆さん、よろしいでしょうか。 
（「異議なし」と声あり） 

○寺田部会長 では、そういうことでお願いします。 
 次ですが、えんどうたん白でございますが、これにつきましては、備考欄の黄色えんど

う豆のところを、むしろ完熟えんどう豆ということで、熟期を明記する形にさせていただ

きたいと思います。先生方、よろしいでしょうか。 
（「異議なし」と声あり） 

○寺田部会長 その次ですが、植物用ケン化物、それから中鎖脂肪酸カルシウム、この２

件につきましては、そのまま了承することにさせていただきたいと思います。特段の変更

はございません。 
 ただ、資料に中鎖脂肪酸カルシウムについては、粗脂肪の消化率が 77.1 となっておりま

すが、これはミスプリで、98 ということでございます。修正をお願いいたします。この２

件、よろしいでしょうか。 
（「異議なし」と声あり） 

○寺田部会長 後ですが、パルプについてですけれども、これにつきましては、原料名

について若干議論をさせていただきました。パルプだけでは物を同定できないかなという

ことで、申請者から提案がありました木材クラフトパルプという形で原材料名を表示させ

ていただきたいと思っております。よろしいでしょうか。 
（「異議なし」と声あり） 

○寺田部会長 では、そういった形で改正することを審議結果とさせていただきます。ど

うもありがとうございました。 
 それでは、これで審議終了でございますので、事務局から答申（案）について御説明を
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お願いいたします。 
○畜水産安全管理課課長補佐 それでは、事務局から、すべての審議を終了したというこ

とで、答申文について読み上げをさせていただきます。 

 
   農林水産大臣 鹿野 道彦 宛て 
                        農業資材審議会会長 矢野 秀雄  

 
飼料公定規格の改正に関する諮問について（答申） 

   平成 23 年 12 月 26 日付け 23 消安第 4736 号をもって諮問のあった標記の件につい 
  いて、下記のとおり答申する。 

記 
   １ 法第 26 条第１項の規定に基づく飼料の公定規格（昭和 51 年７月 24 日農林省 
     令告示第 956 号）の改正の可否について 
    （１）環境負荷低減型配合飼料の規格については、メチオニンの 小量の規格を 
       追加する修正を加えた上、規格を設定すること（別記１）は、適当と認め 
       る。 
 ということで、別記１には、先ほどの資料の差し替えをしました資料９－１が添付され

ることになります。 
 それから、 
    （２）飼料の公定規格の備考の３の規定による可消化養分総量等の計算方法の別 
      表を改正すること（別記２）は、適当と認める。 
 ということで、これにつきましては、先ほどの審議結果に基づきまして、皆さんのお手

元の資料ですと、資料９－２になりますけれども、これの２つ目、精白米・小麦ジスチラ

ーズグレインについては、追加資料を確認するということで継続審議になっておりますの

で、これは削除。 
 それから、えんどうたん白の備考のところの「黄色」が「完熟」に修正。 
 それから、一番下の「パルプ」については「木材クラフトパルプ」ということで修正を

したものを別記として添付いたします。 
 それから、 
   ２ 法第 32 条第１項の規定に基づく飼料品質表示基準（昭和 51 年７月 24 日農林 
     省告示第 760 号）の改正の可否について 
    （１）環境負荷低減型配合飼料の基準を設定すること（別記３）は、適当と認め 
       る。 
 別記３としましては、先ほどお配りしております資料９－３を別記３として添付するこ

とになります。 
 以上でございます。 
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○寺田部会長 ありがとうございました。それでは、この答申を本日付で農林水産大臣に

答申することにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 
○畜水産安全管理課課長補佐 長時間御審議いただきまして、ありがとうございました。

本日、答申いただきましたので、一部、継続審議ということで、また追加で御審議いただ

く事項もございますけれども、答申いただいた事項につきましては、今後、パブリックコ

メントとか行政上の必要な手続を経まして、法令改正の手続を進めてまいりたいと思いま

す。ありがとうございました。 
○申請者 １つ、質問いいですか。 
○畜水産安全管理課課長補佐 はい。 
○申請者 精白米・小麦ジスチラーズグレインですけれども、粗たん白質の問題で今回、

削除された。これは、来年、また１年間、投げられて審議という形になるのですか。 
○畜水産安全管理課課長補佐 継続審議ですので、追加資料を御提出いただいて、どうい

う形にするのかですけれども、資料を早く出していただければ持ち回り審議か、もしくは

次回の審議会でもう一度審議していただいて、答申いただくという形になります。 
○申請者 次回の審議は、恐らく来年。 
○畜水産安全管理課課長補佐 年に２回ですけれども、資料を早く提出していただければ、

持ち回り審議ということもできます。 
○申請者 そういうこともできるのですか。わかりました。 
○寺田部会長 それでは、議事ですが、 後にその他という項目があったのですけれども、

これは何かありますか。もういいですね。わかりました。 
 それでは、以上で本日の議題はすべて終了でございます。 後に、この議事録の扱いを

一言お願いいたします。 
○畜水産安全管理課課長補佐 議事録につきましては、事務局で整理しまして、各委員に

御確認いただいた上で農水省のホームページに掲載することにしております。 
 それから、本日、傍聴者にお配りしていない、審議に使用しました文献と各社の個別デ

ータについては公開できませんけれども、文献等で審議に使ったものについては、あわせ

てホームページの方にも掲載したいと思いますので、そちらの方を御確認いただければと

思います。 
 以上でございます。 
○寺田部会長 それでは、以上をもちまして本日の飼料栄養部会、閉会とさせていただき

たいと思います。御協力、どうもありがとうございました。 


