
 
 

飼料添加物アビラマイシンの基準・規格の改正 
 
飼料添加物については、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和 28 年

法律第 35 号）第 2 条第 3 項並びに第 3 条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき、農林水産大

臣が農業資材審議会の意見を聴いて指定し、その基準又は規格を設定している。 
平成 26 年 9 月 1 日付け 26 消安第 2580 号をもって諮問された飼料添加物アビラマイシ

ンについて、基準・規格の改正案を作成した。その概要は次のとおりである。 
 
 
1. 要望品目 

飼料添加物名 ：アビラマイシン 
用 途 ：飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進 

 
 
2. 経過 

平成 26 年 9 月 1 日  諮問 
26 年 9 月 12 日  第 15 回飼料安全部会（飼料添加物規格） 

 
 
3. 飼料安全部会の審議結果 

資料 10－2 のとおり。 
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飼料添加物アビラマイシンの概要 （基準及び規格の改正） 
 

項  目 概  要 

製品の概要 

 

 

・ アビラマイシンは、オルトソマイシン系抗生物質であり、飼料が

含有している栄養成分の有効な利用の促進を目的とした飼料添加

物として指定されている。 
 

鶏用飼料：2.5～10 g力価/t 

豚用飼料：5～40 g力価/t 

 

・ 今回の要望は、製造用原体中のアビラマイシンの収率をさらに安

定化するために、原体の製造過程でソイビーンミルランを添加す

るよう製造方法を変更するものである。 
 

ソイビーンミルランはダイズの種子を粉砕した小薄片。 

ソイビーンミルランは従前よりアビラマイシン製剤の製造過

程で賦形物質として添加されている。 

今回要望があった製造方法は、国際的に主流となっており、

既にオーストラリア等の諸外国向けの原体の製造方法として採

用されている。 

 

・ ソイビーンミルランの添加に伴い、原体中の粗脂肪や粗繊維の含

有量が増加するが、原体及び製剤中のアビラマイシンの含量（力

価）は変わらない。 
 
なお、飼料へのアビラマイシンの添加量に変更がないことから、

家畜がアビラマイシンを摂取する量は従前と変わらない。 

 

・ 本変更にあたり、アビラマイシンの飼料添加物の基準（製造の方

法）及び規格（粗脂肪や粗繊維）を改正する必要があり、飼料安

全部会（飼料添加物規格）の審議において、基準・規格の改正案

が作成された。 

 

 

日本における 

審議状況 

 

 これまでの指定状況 

H 4. 5.14 飼料添加物として指定 

     （鶏用飼料 2.5～10g力価/t、豚用飼料 10～40g力価/t） 

H20. 8.29 豚用（子豚期用）飼料への添加量を 5～40g 力価/t へ変更 

 

 製造方法の変更 

H26. 9.12 飼料安全部会（飼料添加物規格）（終了） 
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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令（昭和五十一年農林省令第三十五号）の改正案  （傍線の部分は改正案） 
 
 
 
  

改 正 案 現   行 
別表第２（第２条関係） 
１～７ 〔略〕 
８ 各飼料添加物の成分規格及び製造の方法等の基準 

（106） アビラマイシン 
ア 製造用原体 
(ア) 成分規格 
力価 ～ 窒素 〔略〕 
粗脂肪 20.0％以下 
粗繊維 20.0％以下 
力価試験 〔略〕 

(イ) 製造の方法の基準 
    Streptomyces viridochromogenes のアビラマイシン生

産菌株を好気的に培養し、培養を終了した後、必要に応じ

て凝固剤として水酸化カルシウム等を加えて固形物を分離

し、必要に応じてソイビーンミルランを入れ、分離した固

形物を乾燥して製造すること。 
 (ウ) 保存の方法の基準 〔略〕 
 
イ 製剤 
(ア)～(エ) 〔略〕 

別表第２（第２条関係） 
１～７ 〔略〕 
８ 各飼料添加物の成分規格及び製造の方法等の基準 

（106） アビラマイシン 
ア 製造用原体 
(ア) 成分規格 
力価 ～ 窒素 〔略〕 
粗脂肪 15.0％以下 
粗繊維 10.0％以下 
力価試験 〔略〕 

(イ) 製造の方法の基準 
    Streptomyces viridochromogenes のアビラマイシン生

産菌株を好気的に培養し、培養を終了した後、必要に応じ

て凝固剤として水酸化カルシウム等を加えて固形物を分離

し、分離した固形物を乾燥して製造すること。 
 
(ウ) 保存の方法の基準 〔略〕 
 
イ 製剤 
(ア)～(エ) 〔略〕 資
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（参考） 
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令（昭和五十一年農林省令第三十五号） 
別表第２の８ 各飼料添加物の成分規格及び製造の方法等の基準 

(106) アビラマイシン 

ア 製造用原体 

(ア) 成分規格 

力価 本品は、力価試験を行うとき、１mg 中に 100µg（力価）以上を含む。 
物理的・化学的性質 本品は、灰色～黒褐色の粉末又は粒子で、特異な臭いを有する。 
確認試験 アビラマイシン約 100mg（力価）を含む量の本品を量り、アセトン 10mL を加え、

10 分間振り混ぜた後、ろ過し、ろ液を試料溶液とする。別に、アビラマイシン約 10mg
（力価）を含む量の常用標準アビラマイシンを量り、アセトン１mL を加えて溶かし、

標準液とする。試料溶液及び標準液 10µL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用

いて調製した薄層板にスポットする。次に、酢酸エチル・シクロヘキサン・メタノール

混液（85：15：４）を展開液媒として、約 10cm 展開した後、薄層板を風乾する。これ

に硫酸・メタノール混液（１：１）を噴霧し、100℃で５分間加熱するとき、試料溶液

及び標準液から得た主なスポットの Rf 値は等しい。 
純度試験 

① pH 本品 1.0g（0.95～1.04g）に水 20mL を加え、10 分間振り混ぜた後、ろ過すると

き、ろ液の pH は、5.0～8.5 でなければならない。 
② 重金属 本品 1.0g（0.95～1.04g）を量り、重金属試験法第３法により試料溶液を調製

し、鉛標準液 3.0mL を用いて比較液を調製して重金属の試験を行うとき、試料溶液

の呈する色は、比較液の呈する色より濃くてはならない（30µg/g 以下）。 
③ ヒ素 本品 0.5g（0.45～0.54g）を量り、ヒ素試験法第３法により試料溶液を調製し、

装置Ａを用いる方法によりヒ素の試験を行うとき、吸収液の色は、標準色より濃く

てはならない（４µg/g 以下）。 
④ アビラマイシンＡの含有比率 本品 1.0g（0.95～1.04g）を量り、アセトン 100mL を

加え、１時間かき混ぜる。上澄液４mL を量り、50℃の水浴上で減圧して溶媒を留去

し、残留物にアセトニトリル５mL を加えて溶かした後、pH7.0 リン酸塩緩衝液５

mL を加える。この溶液をメンブランフィルター（0.45µm）を用いてろ過し、ろ液

を試料溶液とする。試料溶液 50µL につき、次の条件で液体クロマトグラフ法により

試験を行うとき、アビラマイシンＡの含有比率は、60％以上でなければならない。 
                                                           
                本品中のアビラマイシンＡの含有比率（％）＝   ×100 
                                                            
                  ＡT1：試料溶液のアビラマイシンＡのピーク面積 
                  ＡT：試料溶液のピーク面積の総和 

操作条件 
検出器：紫外吸光光度計（測定波長：286nm） 

ＡT1 

ＡT 
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カラム：内径 4.0～4.6mm、長さ 200～250mm のステンレス管に５µm のオクタデ

シルシリル化シリカゲルを充塡する。 
カラム温度：25℃付近の一定温度 
移動相Ａ：メタノール・pH7.0 リン酸塩緩衝液混液（11：９） 
移動相Ｂ：メタノール・pH7.0 リン酸塩緩衝液混液（４：１） 
グラジエント法：移動相Ａ及び移動相Ｂの混合比を 78：22 とし、５分間溶出した後、

30 分間の直線勾配で混合比を 35：65 まで変え、以降、その混合比を保つ。 
流量：アビラマイシンＡの保持時間が約 25 分となるように調整する。 
カラムの選定：パラオキシ安息香酸第二ブチル及びパラオキシ安息香酸ブチル５mg

（4.5～5.4mg）ずつをアセトニトリル 50mL に溶かし、水を加えて 100mL とす

る。この溶液 10µL につき、移動相Ａ及び移動相Ｂの混合比を 78：22 とし、上記

の条件で操作するとき、パラオキシ安息香酸第二ブチル、パラオキシ安息香酸ブ

チルの順に溶出し、その分離度が 3.0 以上のものを用いる。 
面積測定範囲：アビラマイシンＡの保持時間の約２倍の範囲 

乾燥減量 10.0％以下（１g，減圧，100℃，３時間） 
強熱残分 70.0％以下（１g） 
窒素 6.0％以下（ケルダール法） 
粗脂肪 15.0％以下 
粗繊維 10.0％以下 
力価試験 

寒天平板（単層） 試験菌を混和した４号培地 10mL（内径 100mm のペトリ皿にあって

は 11mL）を用いる。 
      試験菌 Micrococcus luteus ATCC 10240 を用いる。 
      常用標準希釈液の調製 試験を行うために必要な量の常用標準品を有効数字３桁まで量

り、その数値を記録し、アセトンを加えて溶かし、１mL 当たりの濃度が約１mg
（力価）となるよう、更にアセトンを加え、正確に一定容量とし、希釈原液とす

る。試験を行うために必要な量の希釈原液を全量ピペットを用いて量り、１mL
当たりの濃度が２µg（力価）及び 0.5µg（力価）となるよう、アセトン・７号緩

衝液混液（１：４）を加え、正確に希釈し、高濃度常用標準希釈液及び低濃度常

用標準希釈液を調製する。 
       試料溶液の調製 試験を行うために必要な量の本品を有効数字３桁まで量り、その数値

を記録し、その約 10 倍量の７号緩衝液を全量ピペットを用いて加え、軽く振り

混ぜる。次に、７号緩衝液の４倍量のアセトンを全量ピペットを用いて加え、20
分間かき混ぜ、ろ過又は遠心分離し、試料原液とする。試験を行うために必要な

量の試料原液を全量ピペットを用いて量り、１mL 当たりの濃度（推定値）がそ

れぞれ２µg（力価）及び 0.5µg（力価）となるよう、アセトン・７号緩衝液混液

（１：４）を加え、正確に希釈し、高濃度試料溶液及び低濃度試料溶液を調製す

る。 
(イ) 製造の方法の基準 
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Streptomyces viridochromogenes のアビラマイシン生産菌株を好気的に培養し、培養を

終了した後、必要に応じて凝固剤として水酸化カルシウム等を加えて固形物を分離し、分

離した固形物を乾燥して製造すること。 
(ウ) 保存の方法の基準 

密閉容器に保存すること。 
 

イ 製 剤 

(ア) 成分規格 

本品は、アビラマイシン製造用原体に、賦形物質を混合した粉末又は粒子である。 
力価 本品は、力価試験を行うとき、表示力価の 85～125％を含む。 
物理的・化学的性質 

   ① 本品は、淡橙黄色～褐色又は黒褐色の粉末又は粒子で、特異な臭いを有する。 
   ② 本品は、2.00mm の標準網ふるいを通過する。 
   ③ 本品は、発かびを認めない。 
  確認試験 アビラマイシン製造用原体の確認試験を準用する。 
  乾燥減量 10.0％以下（１g，減圧，100℃，３時間） 
  力価試験 

   寒天平板（単層） アビラマイシン製造用原体の規定を準用する。 
試験菌 アビラマイシン製造用原体の規定を準用する。 

    常用標準希釈液の調製 アビラマイシン製造用原体の規定を準用する。 
    試料溶液の調製 本品の表示力価に従い、試験を行うために必要な量を有効数字３桁ま

で量り、その数値を記録し、その約 10 倍量の７号緩衝液を全量ピペットを用い

て加え、軽く振り混ぜる。次に、７号緩衝液の４倍量のアセトンを全量ピペット

を用いて加え、20 分間かき混ぜ、以下アビラマイシン製造用原体の規定を準用

する。 
(イ) 製造の方法の基準 

アビラマイシン製造用原体に、賦形物質を混和し、製造すること。 
(ウ) 保存の方法の基準 

アビラマイシン製造用原体の保存の方法の基準を準用する。 
(エ) 表示の基準 

本品の直接の容器又は直接の被包に、次の文字を記載すること。 
有効期間 製造の翌月から２年 
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