




（別紙）

（１）フィプロニル

飼料又は飼料原料 基準値（mg/kg）
（規制対象物質：フィプロニル）

改正前 改正後

牛、めん羊、山羊及びしか用飼料 0.02 削除

豚用飼料 0.02 削除

家きん及びうずら用飼料 0.01 削除

とうもろこし － 0.02

マイロ － 0.01

大麦 － 0.002

小麦 － 0.002

ライ麦 － 0.002

えん麦 － 0.002

牧草 0.2 削除

稲わら 0.2 0.2

稲発酵粗飼料 0.1 0.1

（２）クロルベンジレート

飼料又は飼料原料 基準値（mg/kg）
（規制対象物質：クロルベンジレー

ト）

改正前 改正後

とうもろこし 0.02 削除

牛、めん羊、山羊及びしか用飼料 － 0.02

豚用飼料 － 0.02

家きん及びうずら用飼料 － 0.02

牧草 － 0.02

稲わら － 0.02

稲発酵粗飼料 － 0.02

籾米 － 0.02



（３）ヘプタクロル

飼料又は飼料原料 基準値（mg/kg）
（規制対象物質：ヘプタクロル及びヘ

プタクロルエポキシド）

改正前 改正後

牛、めん羊、山羊及びしか用飼料 0.02 0.02

豚用飼料 0.02 0.02

家きん及びうずら用飼料 0.02 0.02

牧草 0.02 0.02

稲わら － 0.02

稲発酵粗飼料 － 0.02

籾米 － 0.02

（４）ペンディメタリン

飼料又は飼料原料 基準値（mg/kg）
（規制対象物質：ペンディメタリン）

改正前 改正後

牧草 15

アルファルファに限る。 150

アルファルファを除く牧草 2,000

下線部は改正部分





  
（別紙１：農薬） 

 

馬用飼料に含まれる農薬の成分である物質ついて、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関

する省令（昭和 51 年農林省令第 35 号）において次の事項を成分規格として定めること。

（下線部分は改正部分。） 
 
○飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令（昭和 51 年農林省令第 35 号） 
  別表第１（第１条関係） 
１ 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基準 
（１）飼料一般の成分規格 

ア～セ（略） 
ソ 次の表の第１欄に掲げる農薬の成分である物質は、同表第２欄に掲げる家畜等

（法第２条第１項に規定する家畜等をいう。以下同じ。）を対象とする飼料にそれ
ぞれ同表第３欄に定める量を超えて含まれてはならない。 

 

第     １     欄 第 ２ 欄 第 ３ 欄 

γ-BHC 
 
 

牛、馬、めん羊、山羊、しか 

豚 

鶏及びうずら 

0.4 mg/kg 
0.05 mg/kg 
0.05 mg/kg 

BHC（α-BHC、β-BHC、γ-BHC 及び δ-
BHC の総和をいう。） 
 

牛、馬、めん羊、山羊、しか 

豚 

鶏及びうずら 

0.005 mg/kg 
0.005 mg/kg 
0.005 mg/kg 

DDT（DDD 及び DDE を含む。） 
 
 

牛、馬、めん羊、山羊、しか 

豚 

鶏及びうずら 

0.1 mg/kg 
0.1 mg/kg 
0.1 mg/kg 

アルドリン及びディルドリン（総和をい

う。） 
 

牛、馬、めん羊、山羊、しか 

豚 

鶏及びうずら 

0.02 mg/kg 
0.02 mg/kg 
0.02 mg/kg 

エンドリン 
 
 

牛、馬、めん羊、山羊、しか 

豚 

鶏及びうずら 

0.01 mg/kg 
0.01 mg/kg 
0.01 mg/kg 

クロルベンジレート 
 
 

牛、馬、めん羊、山羊、しか 

豚 

鶏及びうずら 

0.02 mg/kg 
0.02 mg/kg 
0.02 mg/kg 

ヘプタクロル 
 
 

牛、馬、めん羊、山羊、しか 

豚 

鶏及びうずら 

0.02 mg/kg 
0.02 mg/kg 
0.02 mg/kg 

  



 
 

（別紙２：飼料添加物） 

 

馬用飼料に用いる飼料添加物について、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する

省令（昭和 51 年農林省令第 35 号）において次の事項を製造の方法の基準として定

めること。（該当部分抜粋。下線部分は改正部分。） 

 
○飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令（昭和 51 年農林省令第 35 号） 
別表第１（第１条関係） 
１ 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基準 
（２）飼料一般の製造の方法の基準 
 ア～ウ（略） 
エ ギ酸は、牛、馬、豚、鶏及びうずらを対象とする飼料（飼料を製造するた

めの原料又は材料を含む。）以外の飼料に用いてはならない。 
オ～カ（略） 
キ 次の表の左欄に掲げる飼料添加物は、同表の右欄に掲げる対象飼料（飼料

を製造するための原料又は材料を含む。）以外の飼料に用いてはならない。 

飼料添加物名 対象飼料 

クロストリジウム ブチリカム（その１） 牛用、馬用、豚用、鶏用及びうずら用 

バチルス サブチルス（その１） 牛用、馬用、豚用、鶏用及びうずら用 

バチルス サブチルス（その２） 牛用、馬用、豚用、鶏用及びうずら用 

バチルス サブチルス（その３） 牛用、馬用、豚用、鶏用及びうずら用 

ラクトバチルス アシドフィルス（その３） 牛用及び馬用 

ラクトバチルス アシドフィルス（その５） 牛用、馬用及び豚用 

 

ク～コ（略） 
サ グルコン酸カルシウムは、牛、めん羊、山羊及びしか（以下「牛等」とい

う。）並びに馬を対象とする飼料（飼料を製造するための原料又は材料を含

む。）以外の飼料に用いてはならない。 

 
以下 （略） 



  
馬用飼料に含むことができる動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料

ついて、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令（昭和 51 年農林省令第 35 号）に

おいて次の事項を成分規格及び製造の方法等の基準として定めること。（下線部分は改正

部分。） 
 
○飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令（昭和 51 年農林省令第 35 号） 
  別表第１（第１条関係） 
 ２ 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の成分規格及び製造の

方法等の基準 
  （１）動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の成分規格 

家畜等を対象とする飼料は、動物由来たん白質（ほ乳動物由来たん白質（ほ乳

動物に由来するたん白質をいい、乳及び乳製品を除く。以下同じ。）、家きん由来

たん白質（家きんに由来するたん白質をいい、卵及び卵製品を除く。以下同じ。）

又は魚介類由来たん白質（魚介類に由来するたん白質をいう。以下同じ。）をい

う。以下同じ。）を含んではならない。ただし、次の表の第１欄に掲げる家畜等を

対象とする飼料は、それぞれ同表の第２欄に掲げる動物由来たん白質を含むこと

ができる。 
第１欄 第２欄 

牛等 （略） 

馬、豚、鶏又はうずら  ア 確認済ゼラチン等  
イ 豚（いのししを含む。以下この表において同じ。）又は馬に由来す

る血粉又は血しようたん白であつて、これら以外のたん白質の製造工程

と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣

の確認を受けたもの（以下「確認済豚血粉等」という。）  
ウ 豚に由来する肉骨粉、加水分解たん白又は蒸製骨粉であつて、これ

ら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造され

たことについて農林水産大臣の確認を受けたもの（以下「確認済豚肉骨

粉等」という。）  
エ 豚及び家きんに由来する原料を製造工程の原料投入口で混合して製

造された肉骨粉、加水分解たん白、蒸製骨粉、血粉又は血しようたん白

であつて、豚及び家きん以外の動物に由来するたん白質の製造工程と完

全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確

認を受けたもの（以下「確認済原料混合肉骨粉等」という。）  
オ 家きん由来たん白質のうち、チキンミール、フェザーミール、血粉

又は血しようたん白であつて、これら以外のたん白質の製造工程と完全

に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認

を受けたもの（以下「確認済チキンミール等」という。）  
カ 家きん由来たん白質のうち、加水分解たん白又は蒸製骨粉であつ

て、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程において

製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの（以下「確認

済家きん加水分解たん白等」という。） 
キ 魚介類由来たん白質であつて、ほ乳動物由来たん白質及び家きん由

来たん白質（確認済ゼラチン等を除く。）の製造工程と完全に分離され

た工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたも

の（以下「確認済魚介類由来たん白質」という。） 
ク 食品廃棄物等（食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平

成12年法律第116号）第２条第２項に規定する食品廃棄物等をいう。養

（別紙３：動物由来たん白質等） 



  
殖水産動物の項において同じ。）に含まれる動物由来たん白質であつ

て、農林水産大臣が指定するもの 
養殖水産動物 

（略） 

蜜蜂 
（略） 

（２）～（４）（略） 
（５）動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の表示の基準 

ア及びイ （略） 
ウ 確認済牛血粉等、確認済牛肉骨粉等又は（２）のウの確認を受けた工程で製造さ

れた養殖水産動物を対象とする飼料には、次の文字を表示しなければならない。 
使用上及び保存上の注意 
１ この飼料は、牛、めん羊、山羊、しか、馬、豚、鶏及びうずらには使用しな

いこと（牛、めん羊、山羊、しか、馬、豚、鶏又はうずらに使用した場合は処

罰の対象となるので注意すること。）。 
２ この飼料は、牛、めん羊、山羊、しか、馬、豚、鶏及びうずらを対象とする

飼料（飼料を製造するための原料又は材料を含む。）に混入しないよう保存す

ること。飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令（昭和 51 年農林省令

第 35 号） 
  別表第１（第１条関係） 
 
（２）～（４）（略） 
（５）動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の表示の基準 

ア及びイ （略） 
ウ 確認済牛血粉等、確認済牛肉骨粉等又は（２）のウの確認を受けた工程で製造された養殖水

産動物を対象とする飼料には、次の文字を表示しなければならない。 
使用上及び保存上の注意 
１ この飼料は、牛、めん羊、山羊、しか、馬、豚、鶏及びうずらには使用しないこと（牛、

めん羊、山羊、しか、馬、豚、鶏又はうずらに使用した場合は処罰の対象となるので注意す

ること。）。 
２ この飼料は、牛、めん羊、山羊、しか、馬、豚、鶏及びうずらを対象とする飼料（飼料を

製造するための原料又は材料を含む。）に混入しないよう保存すること。 



  
馬用飼料に含むことができる動物性油脂又は動物性油脂を原料とする飼料について、飼料

及び飼料添加物の成分規格等に関する省令（昭和 51 年農林省令第 35 号）における次の

事項のうち、家畜等に馬を含めることとして成分規格及び製造の方法等の基準を定めるこ

と。（下線部分は改正部分。） 
 
○飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令（昭和 51 年農林省令第 35 号） 
  別表第１（第１条関係） 
 ５ 動物性油脂又は動物性油脂を原料とする飼料の成分規格及び製造の方法等の基準 

（１） 動物性油脂及び動物性油脂を原料とする飼料の成分規格 
ア動物性油脂（獣畜、鳥類又は魚介類を原料として製造された油脂をいい、魚介類の

みを原料としてほ乳動物由来たん白質及び家きん由来たん白質（確認済ゼラチン等

を除く。）の製造工程と完全に分離された工程において製造されたものを除く。以

下同じ。）の不溶性不純物の含有量は、0.15%以下でなければならない。この場合

の不溶性不純物の試験法は、次のとおりとする。 
イ及びウ （略） 
エ 家畜等（牛等を除く。）を対象とする飼料は、動物性油脂（確認済動物性油脂及

び特定動物性油脂を除く。）を含んではならない。 

（２） 動物性油脂又は動物性油脂を原料とする飼料の製造の方法の基準 
ア及びイ （略） 
ウ 動物性油脂（確認済動物性油脂及び特定動物性油脂を除く。）は、家畜等（牛等

を除く。）を対象とする飼料に用いてはならない。 

（３） 動物性油脂及び動物性油脂を原料とする飼料の使用の方法の基準 
ア （略） 
イ 動物性油脂（確認済動物性油脂及び特定動物性油脂を除く。）を含む飼料は、家

畜等（牛等を除く。）に対し使用してはならない。 

（４） 動物性油脂及び動物性油脂を原料とする飼料の保存の方法の基準 
ア～イ （略） 
ウ 動物性油脂（確認済動物性油脂及び特定動物性油脂を除く。）を含む飼料は、家

畜等（牛等を除く。）を対象とする飼料（飼料を製造するための原料又は材料を含

む。）に混入しないように保存しなければならない。 

（５） 動物性油脂又は動物性油脂を原料とする飼料の表示の基準 
ア 動物性油脂又は動物性油脂を原料とする飼料には、次に掲げる事項を表示しな

ければならない。 
（ア） 飼料の名称 
（イ） 製造（輸入）年月 
（ウ） 製造（輸入）業者の氏名又は名称及び住所 
（エ） 製造事業場の名称及び所在地（輸入に係るものにあつては、輸入先国名） 
イ 動物性油脂又は動物性油脂を原料とする粉末油脂（油脂をカゼイン等でコーテ

ィングし、粉末にしたものをいう。）には、動物性油脂中の不溶性不純物の含有量

を表示しなければならない。 
ウ 確認済動物性油脂を含む飼料には、確認済動物性油脂を含む飼料である旨を表

示しなければならない。 
エ 確認済動物性油脂（反すう動物由来動物性油脂を含むものに限る。）又は特定動

物性油脂を含む飼料には、対象家畜等を表示しなければならない。 
オ （略） 

（別紙４：動物性油脂等） 





別記 

L-メチオニンについて、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令（昭和 51 年農林

省令第 35 号）において次の事項を製造の方法等の基準及び成分の規格として定めるこ

と。（下線部分が改正部分。）

１．各飼料添加物の成分規格及び製造の方法等の基準

L-メチオニン

ア 製造用原体

(ｱ) 成分規格

含量  本品は、105°C で 4 時間乾燥した後、定量するとき、L-メチオニン（C5H11NO2S）

98.5%以上を含む。 

物理的・化学的性質

① 本品は、白色～淡黄色の結晶又は結晶性の粉末である。

② 本品は、水にやや溶けやすく、エタノール又はエーテルにほとんど溶けない。

③ 本品は、希塩酸又は 1 mol/L 水酸化ナトリウム試液に溶ける。

④ 本品の水溶液（1→100）の pH は、5.2～6.1 である。

確認試験 DL-メチオニン製造用原体の確認試験を準用する。 

純度試験  

① 比旋光度 本品を 105°C で 4 時間乾燥し、その約 1 g を 0.01 g の桁まで量り、

その数値を記録し、6 mol/L 塩酸試液に溶かし、50 mL とし、必要ならばろ過し、

この溶液の旋光度を測定するとき、[α]D
25
＝＋21.1～＋25.1°でなければならない。 

② 溶状 DL-メチオニン製造用原体の純度試験①を準用する。

③ 塩化物 DL-メチオニン製造用原体の純度試験②を準用する（0.20%以下）。

④ 硫酸塩 DL-メチオニン製造用原体の純度試験③を準用する（0.30%以下）。

⑤ 鉛 本品 0.5 g（0.45～0.54 g）を量り、鉛試験法（原子吸光光度法第１法）によ

り鉛の試験を行うとき、その量は、20 μg/g以下でなければならない。 

⑥ ヒ素 DL-メチオニン製造用原体の純度試験⑤を準用する（2 μg/g以下）。

乾燥減量 0.5%以下（1 g, 105°C, 4 時間） 

強熱残分 0.5%以下（1 g） 

定量法 本品を 105°C で 4 時間乾燥し、その約 0.3 g を 0.001 g の桁まで量り、その数



  値を記録し、共栓フラスコに入れ、水 100 mL、リン酸一水素カリウム 5 g（4.5～5.4  

g）、リン酸二水素カリウム 2 g（1.5～2.4 g）及びヨウ化カリウム 2 g（1.5～2.4 g）

を加え、振り混ぜて溶かす。これに 0.05 mol/L ヨウ素溶液 50 mL を全量ピペットを

用いて加え、密栓し、よく振り混ぜ、30 分間放置した後、過量のヨウ素を 0.1 mol/L

チオ硫酸ナトリウム溶液で滴定する（指示薬 デンプン試液 1 mL）。同様の方法で

空試験を行う。 

  0.05 mol/L ヨウ素溶液 1 mL＝7.461 mgC5H11NO2S  

 

(ｲ)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 

L-メチオニン製造用原体の成分規格を準用する。 

 

(ｲ) 保存の方法の基準 

L-メチオニン製造用原体の保存の方法の基準を準用する。 

 

 

２．飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基準 

飼料一般の表示の基準（下線部が改正箇所） 

飼料添加物名 名称 

L-アスコルビン酸 ビタミン C 

（略） （略） 

DL-メチオニン メチオニン 

L-メチオニン 

メナジオン亜硫酸水素ジメチルピリミジノール 

（略） 

リン酸二水素ナトリウム（結晶） 

メチオニン 

ビタミン K3 

（略） 

リン酸二水素ナトリウム 

  





別記 

飼料添加物アルカリ性プロテアーゼ（その３）を含む飼料について、飼料及び飼料添加物
の成分規格等に関する省令（昭和 51 年農林省令第 35 号）において次の事項を製造の方
法の基準として定めること（下線部が改正部分）。 

飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基準 
飼料一般の製造の方法の基準 
アルカリ性プロテアーゼ（その３）は、豚及び 鶏を対象とする飼料（飼料を製造する

ための原料または材料を含む。）以外の飼料に用いてはならない。 







- 1 - 
 

別紙 
 
ムラミダーゼについて、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令（昭和 51 年

農林省令第 35 号）において次の事項を製造の方法等の基準及び成分の規格として定

めること（下線部が改正部分）。 
 

１．飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基準 
 飼料一般の製造の方法の基準 

ムラミダーゼは、ブロイラーを対象とする飼料（飼料を製造するための原料又

は材料を含む。）以外の飼料に用いてはならない。 
 
 
２．飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基準 
飼料一般の表示の基準 

飼料添加物名 名称 
L-アスコルビン酸 ビタミン C 

（略） （略） 
ムラミダーゼ 

（略） 
リン酸二水素ナトリウム（結晶） 

ペプチドグリカン分解酵素 
（略） 

リン酸二水素ナトリウム 
 

 
３．各飼料添加物の成分規格及び製造の方法等の基準 
ムラミダーゼ 
 
ア  製造用原体 
(ｱ) 成分規格 

酵素力単位  本品は、酵素力試験を行うとき、1 g 中に 30,000 ペプチドグリカ

ン分解力単位以上を含む。 
物理的・化学的性質   
① 本品は、淡褐色～濃褐色の液体である。 
② 本品の水溶液又は水懸濁液（1→100）の pH は、3.0～5.0 である。 
③ 本品は、pH 4.0～7.5 において最大の酵素活性を有する。 

純度試験   
①  鉛 本品 0.5 g（0.45～0.54 g）を量り、鉛試験法（原子吸光光度法第１

法）により鉛の試験を行うとき、その量は、20 μg/g 以下でなければなら

ない。 
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②  ヒ素  本品 1.0 g（0.95～1.04 g）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（2 μg/g 以下）。 
③  抗菌活性  本品 1 g（0.5～1.4 g）を量り、Micrococcus luteus ATCC  

9341 及び Escherichia coli ATCC 27166 について抗菌活性試験法により

試験を行うとき、抗菌活性を示してはならない。 
   強熱残分 5.0%以下（1 g） 

酵素力試験 ペプチドグリカン分解力試験法により試験を行う。 
(ｲ) 製造の方法の基準 

Trichoderma reesei に属する菌株を宿主としたムラミダーゼ生産組換え体を

培養し、培養を終了した後、培養物をろ過し、又は水で抽出した後ろ過して

菌体を除去し、さらに、ろ液を濃縮して製造すること。 
(ｳ) 保存の方法の基準 

遮光した密閉容器に保存すること。 
(ｴ) 表示の基準 

本品の直接の容器又は直接の被包に、最大の酵素活性を示す pH 値（小数点

以下第１位まで）を記載すること。 
 
イ  製剤（その１） 
(ｱ) 成分規格 

本品は、ムラミダーゼ製造用原体に、必要に応じて硫酸ナトリウムを加え、

さらに、賦形物質を混和した小片、粉末又は粒子である。 
    酵素力単位 本品は、酵素力試験を行うとき、表示ペプチドグリカン分解力単

位の 85～170%を含む。 
    酵素力試験 ペプチドグリカン分解力試験法により試験を行う。 
(ｲ) 保存の方法の基準 

ムラミダーゼ製造用原体の保存の方法の基準を準用する。 
(ｳ) 表示の基準 

ムラミダーゼ製造用原体の表示の基準を準用する。 
 

ウ  製剤（その２ 液状） 
(ｱ) 成分規格 

本品は、ムラミダーゼ製造用原体にソルビトールを混和した水溶性液状物で

ある。 
酵素力単位 本品は、酵素力試験を行うとき、表示ペプチドグリカン分解力単

位の 85～170%を含む。 
 酵素力試験 ペプチドグリカン分解力試験法により試験を行う。 
(ｲ) 保存の方法の基準 

ムラミダーゼ製造用原体の保存の方法の基準を準用する。 
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(ｳ) 表示の基準 
ムラミダーゼ製造用原体の表示の基準を準用する。 

 
 
４．飼料添加物一般の試験法 
（14）酵素力試験 
ペプチドグリカン分解力試験法 
  ペプチドグリカン分解力試験法は、蛍光標識ペプチドグリカンにムラミダーゼ

が作用するときに、加水分解に伴って増加する蛍光強度により、飼料添加物中の

ムラミダーゼの量を測定する方法であり、その単位は、ペプチドグリカン分解力

単位で示す。 
  1 ペプチドグリカン分解力単位は、ムラミダーゼがフルオレセイン標識ペプチ

ドグリカンに pH 6.0、30°C で作用するとき、1 分間に 0.06 nmol のフルオレセイ

ンイソチオシアナート（アイソマーI）に相当する蛍光強度を増加させる酵素量に

相当する。 
 希釈液 
  リン酸一水素ナトリウム・二水和物 22.5 g（22.45～22.54 g）及びクエン酸

7.74 g（7.735～7.744 g）を量り、1 L の全量フラスコに入れ、800 mL の水を加

え、溶解するまで攪拌した後、トリトン X-100 試液 1 mL を加え、0.05 mol/L 水

酸化ナトリウム試液又は 0.1 mol/L 塩酸試液を用いて pH を 5.9～6.1 に調整す

る。更に水を標線まで加える。 
 基質溶液の調製 

0.5 mg/mL フルオレセイン標識ペプチドグリカン試液 100 μL に 1,900 μL の希

釈液を加え混合する。用時調製する。 
 操作法 

試験を行うために必要な量の試料を有効数字３桁まで量り、その数値を記録

し、1 mL 当たりの濃度が 0.01～0.03 ペプチドグリカン分解力単位となるように

希釈液を加え、45～90 分間かき混ぜて得られた液を試料溶液とする。  
標準液 A～G 及び試料溶液を 50 μL ずつマイクロプレート（黒色）に分注し、

使用しない隣接ウェルには希釈液を 100 μL 分注する。標準液 A～G 及び試料溶液

の入ったウェルに基質溶液を速やかに 50 μL ずつ分注し、直ちに励起波長 485 
nm、蛍光波長 528 nm 及び温度 30°C に設定した蛍光マイクロプレートリーダー

を用いて、測定間隔 1 分で 30 分間測定する。  
 

1 g 中のペプチドグリカン分解力単位＝ 
 

F：検量線から求めたペプチドグリカン分解力単位 
V：調製した試料溶液量 
Z：試料溶液の希釈倍率 

F×V×Z 

W 



- 4 - 
 

W：試料採取量（g）  
検量線の作成 

70,000 ペプチドグリカン分解力単位に相当するムラミダーゼを量り、適量の希

釈液を加え、45～90 分間よくかき混ぜて溶かし、100 mL の全量フラスコに入

れ、更に希釈液を標線まで加えて 100 mL とする。この液 50 μL を 100 mL の全

量フラスコにとり、希釈液を標線まで加えて 100 mL とし、標準原液とする。こ

の液を下表に従い、希釈液にて希釈し、標準液 A～G とする。 
 

標準液 希釈倍率 標準原液量 
（μL） 

希釈液量 
（μL） 

ペプチドグリカン分
解力単位/mL 

A 40 倍 30 1,170 0.0088 
B 30 倍 40 1,160 0.012 
C 24 倍 50 1,150 0.015 
D 20 倍 60 1,140 0.018 
E 15 倍 80 1,120 0.023 
F 12 倍 100 1,100 0.029 
G 10 倍 120 1,080 0.035 

 
標準液 A～G の 0～30 分までの測定値から 1 分間あたりのそれぞれの蛍光強度

増加量（傾き）を算出する。算出した傾きを縦軸に、各標準液の 1 mL 中のペプ

チドグリカン分解力単位を横軸にとり、検量線を作成する。 
 

５．飼料添加物一般の試験法並びに各飼料添加物の成分規格及び製造方法等の基準

に用いる標準品、試薬・試液、容量分析法標準液、標準液、色の比較液、計量器・

用器、ろ紙、滅菌法及びベルトラン糖類定量表の規定 
 

試薬・試液 
 

トリトン X-100  C14H22O(C2H4O)n〔オクチルフェノールエトキシレート〕  
トリトン X-100 試液 トリトン X-100 25 g（24.5～25.4 g）に水を加えて溶かし

250 mL とする。 
フルオレセインイソチオシアナート（アイソマーⅠ） C21H11NO5S 黄橙色の粉

末である。 
フルオレセイン標識ペプチドグリカン試液、0.5 mg/mL Micrococcus 

lysodeikticus 由来のペプチドグリカンを以下の操作により蛍光物質であるフルオ

レセインイソチオシアナート（アイソマーI）で標識したもの。 
ペプチドグリカン 100 mg（99.5～100.4 mg）を量り、炭酸水素ナトリウム緩

衝液（pH 9.3）35 mL を加え、よく振り混ぜて懸濁液とする。この懸濁液をフル

オレセインイソチオシアナート（アイソマーI）800 mg（799.5～800.4 mg）に加

え、更に懸濁液の入っていた容器を炭酸水素ナトリウム緩衝液（pH 9.3）10 mL
で洗浄した後、フルオレセインイソチオシアナート（アイソマーI）に加える。毎
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分 700 回転、37°C で 4 時間振り混ぜた後、1,500 × g で 20 分間遠心分離し、上澄

液を捨てる。次に、この残留物に炭酸水素ナトリウム緩衝液（pH 9.3）35 mL を

加えてよく振り混ぜた後、1,500 × g で 20 分間遠心分離し、上澄液を捨てる。こ

の操作を更に 1 回繰り返す。次に、この残留物に水 35 mL を加えてよく振り混ぜ

た後、1,500 × g で 20 分間遠心分離し、上澄液を捨てる。この操作を更に 1 回繰

り返す。次に、この残留物にアセトン 35 mL を加えてよく振り混ぜた後、1,500 
× g で 20 分間遠心分離し、上澄液を捨てる。この操作を更に 1 回繰り返す。さら

に、この残留物にエタノール 35 mL を加えてよく振り混ぜた後、1,500 × g で 20
分間遠心分離し、上澄液を捨てる。この操作を更に 1 回繰り返した後、凍結乾燥

し、-20°C で保存する。 
ペプチドグリカン 細菌などの細胞壁に存在する多糖類である。ただし、

Micrococcus lysodeikticus 由来のものを用いる。 
炭酸水素ナトリウム緩衝液（pH 9.3） 炭酸水素ナトリウム 21.0 g（20.95～21.04 

g）に水を加えて溶かし、1 mol/L 塩酸試液で pH 9.3 に調整した後、更に水を加

えて 500 mL とする。 
リン酸一水素ナトリウム・二水和物 Na2HPO4·2H2O 
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