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開     会 

 

○山谷畜水産安全管理課長補佐 時間も参りましたので、ただいまから農業資材審議会飼

料分科会安全性部会を開会させていただきます。 

 10 月１日に機構の改革がございまして、以前、衛生管理課が事務局を担当しておりまし

たが、その衛生管理課が２つに分かれまして、畜水産安全管理課というのが新たに当審議

会の事務局となっております。 

 

畜水産安全管理課長あいさつ 

 

○山谷畜水産安全管理課長補佐 新課長の杉浦課長からごあいさつを申し上げます。 

○杉浦畜水産安全管理課長 畜水産安全管理課長の杉浦でございます。農資材審議会飼料

分科会安全性部会の開催に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

 委員の皆様方には、本日、御多忙中にもかかわらず御出席いただきまして、ありがとう

ございます。また、日頃から飼料安全性の確保に関する諸施策の推進につきまして御助言、

御指導をいただいておりますことにつきまして、この場をかりて心から感謝申し上げます。 

 農林水産省に消費・安全局が設置されてから、この 10 月で２年と３カ月が経過いたしま

した。この間、生産段階から消費段階にわたるリスク管理を適切・迅速に実施し、国民の

健康保護を最優先とする食品安全行政に努めてまいりました。先ほど山谷補佐の方からも

説明ございましたけれども、この 10 月に、畜水産物の安全とその前提となる家畜防疫をさ

らに強化するということといたしまして、衛生管理課が畜水産安全管理課と動物衛生課に

再編されました。この飼料分科会につきましては、畜水産安全管理課で担当することにな

りましたので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 最近の飼料関係の情勢でございますけれども、昨年９月に食品安全委員会より通知のあ

りました「日本におけるＢＳＥ対策について」、中間取りまとめと言われておりますけれど

も、これを踏まえまして、食品安全委員会に飼料規制の実効性の確保の強化について、飼

料の交差汚染防止の観点から、飼料の輸入、販売、農家段階におけるチェック体制の強化

に関する諸方策につきまして諮問していたところでございますけれども、今年の５月に食

品安全委員会から答申をいただきまして、これらにつきましては、有効である、または重

要であると評価されておりまして、諮問した内容につきましては、科学的に必要性が認め
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られたところでございます。 

 国内見直しの具体的な内容といたしまして、輸入業者への飼料原材料の届出の義務化、

小売業者への飼料販売業者としての届出の義務化、農家への地方農政局、都道府県等によ

る監視指導の強化を行うことといたしまして、届出の義務化につきましては省令を改正い

たしまして、今年８月 30 日に施行されたところでございます。 

 さらに一昨年の末以降、米国におけるＢＳＥの発生に伴いまして輸入を禁止しておりま

す米国産牛肉等の食品健康影響評価につきましては、現在、食品安全委員会のプリオン専

門調査会で審議が行われているところでございますけれども、これにつきましては、米国

及びカナダにおける飼料規制についての必要な情報を提供しているところでございます。 

 また、今年３月に米国より、安全性未確認の遺伝子組換えトウモロコシ Bt10 が誤って作

付されたという情報を得ましたことから、検査体制を整備の上、我が国に輸入される米国

産飼料用トウモロコシにつきまして検査を実施しているところでございます。これまでに

12 件の Bt10 混入が認められておりまして、陽性ロットにつきましては、シップバック等

の措置をとるよう業者を指導しているところでございます。 

 Bt10 につきましては、的確な管理を行う観点から、そのリスク評価と混入基準の設定に

つきまして、農業資材審議会及び食品安全委員会に諮問しているところでございます。農

業資材審議会の組換え体委員会の進捗状況につきましては、後ほど事務局から説明させて

いただきます。 

 それから、食品衛生法に基づく食品中の残留農薬基準等のポジティブリスト化につきま

しては、厚生労働省で、食品中の農薬、飼料添加物の残留基準値を来年５月までに設定す

る予定でございます。このことを受けまして、農林水産省といたしましても、飼料中の農

薬の残留基準値の設定等を行う予定としております。そのポジティブリストの導入に対す

る飼料の対応につきましても、後ほど事務局から概要を説明させていただきます。 

 さて、本日御審議いただきます案件は２件でございます。１件目は「組換えＤＮＡ技術

応用飼料の安全性に関する確認について」、２件目は「飼料添加物の指定等について」でご

ざいます。委員の皆様方におかれましては、御審議のほどよろしくお願い申し上げまして、

私のごあいさつにかえさせていただきます。 

○山谷畜水産安全管理課長補佐 これからの議事の進行は、部会長の矢野先生にお願いし

たいと思います。 

 なお、杉浦課長は所用により退席をさせていただきます。 
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○矢野部会長 それでは、事務局から委員の出席状況について御報告をお願いします。 

○山谷畜水産安全管理課長補佐 本日、中澤委員から御欠席との通知をいただいておりま

す。 

○矢野部会長 続きまして、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。 

○山谷畜水産安全管理課長補佐 配付資料ですけど、まず、「配付資料一覧」が一番上に乗

っておりまして、資料１、議事次第になっております。資料２が出席者名簿になっており

ます。資料３が委員名簿になっております。資料４が、当審議会に対する諮問でございま

す。資料５－１が、「組換えＤＮＡ技術応用飼料の安全性確認について」という審議経過の

ペーパーでございます。資料５－２が、審議内容を示しております組換え体それぞれに係

る安全性確認（案）というものでございます。資料５－３が、グリホサート耐性ワタの安

全性確認（案）でございます。資料５－４が、農林水産省から食品安全委員会に対して意

見を聞く文書でございます。続きまして５－５が、食品影響評価の結果について食品安全

委員会から報告されているものでございます。６－１が、「グルコン酸カルシウムの新規指

定について」というもの。６－２が、飼料添加物３品目の賦形物質の追加についてでござ

います。６－３が、アスタキサンチン賦形物質の追加についてでございます。６－４が、

「プロピオン酸カルシウムの水溶液製剤の規格追加について」です。６－５が、「フィター

ゼの酵素力試験法の追加について」でございまして、その後に、資料７の「飼料添加物の

規格（案）」がそれぞれ載っております。あと、参考資料といたしまして、参考資料１が「Bt10

の安全性確認の進捗状況について」、参考資料２が「食品衛生法改正によるポジティブリス

ト制度導入に対する飼料の対応について」、参考資料３が「組換えＤＮＡ技術応用飼料及び

飼料添加物の安全性に関する確認の手続」について。最後に参考資料４といたしまして、

「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく組換えＤＮＡ技術によっ

て得られた生物の混入基準を定める件」、以上でございます。 

○矢野部会長 では、皆さんよろしいですか。もしなければ、事務局の方から出していた

だきますので。 

議   事 

（１）組換えＤＮＡ技術応用飼料の安全性に関する確認について 

 

○矢野部会長 それでは、本日の議題３の（１）「組換えＤＮＡ技術応用飼料の安全性に関

する確認について」、今回審議される飼料３件について、一括して審議を行いたいと思いま
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す。よろしいでしょうか。 

 それでは、事務局から、概要について御説明をお願いいたします。 

○小野組換え体飼料係長 それでは、事務局から説明させていただきます。失礼ながら、

座って説明させていただきます。 

 それでは、資料５をごらんいただければと思います。今回御審議していただきます案件

は３件ございます。１つがラウンドアップ・レディー・アルファルファＪ101 系統、もう

１つがラウンドアップ・レディー・アルファルファＪ163 系統、それと除草剤グリホサー

ト耐性ワタ MON88913 系統、以上３件でございます。こちらにつきまして、資料５－２、資

料５－３に基づきまして、申請されました飼料の概要を説明させていただきます。 

 それでは、まず、資料５－２をごらんいただければと思います。まず、Ⅱ番目、「確認対

象飼料の概要」というところをごらんいただければと思います。飼料名、こちらにつきま

しては、ラウンドアップ・レディー・アルファルファＪ101 系統、ラウンドアップ・レデ

ィー・アルファルファＪ163 系統の２つでございます。性質といたしまして、除草剤グリ

ホサート耐性の性質が付与されてございます。申請者は日本モンサント株式会社、開発者

は米国のモンサント社、Forage Genetics Incorporated 社でございます。 

 それでは、Ⅲ番の「審議内容」、こちらの項目に沿って説明させていただきます。若干内

容につきまして説明を割愛させていただく部分がございますが、御了承いただければと思

います。 

 それでは、１番の「生産物の既存のものとの同等性に関する事項」でございますけれど

も、まず１番の遺伝的素材、こちらにつきましては、宿主はアルファルファを用いてござ

います。導入した遺伝子につきましては、改変 cp4 epsps 遺伝子でございます。 

 ２番の家畜等の安全な飼養経験に関する項目につきましては、アルファルファにつきま

しては、その茎葉部分が主に乳牛用の飼料として、乾燥、キューブ、ミール状、ペレット、

そういった形で利用されてございます。 

 ２ページ目につきましては飼料の構成成分、こちらにつきましては成分分析結果なんで

すけれども、記載されているとおりでございます。 

 ４番目の既存種と新品種との使用方法の相違に関する事項でございますが、実際、Ｊ101

系統、Ｊ163 系統につきましては、既存のアルファルファと違う点につきましては、本組

換えアルファルファが cp4 epsps たんぱく質の発現によりラウンドアップの影響を受けず

に生育できる、この点のみでございます。その他につきましては、既存のものと相違はご
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ざいません。 

 ２ページ目の下の方でございますが、２の「組換え体の利用目的及び利用方法に関する

事項」でございますが、Ｊ101 系統、Ｊ163 系統につきましては、グリホサート存在下でも

機能する改変 cp4 epsps たんぱく質を発現する遺伝子が導入されておりまして、実際、除

草剤のグリホサートの影響を受けずに生育することができるということで、結果としまし

て、栽培期間中に除草剤のグリホサートを散布することができるということでございます。 

 続きまして、３ページ目の３の「宿主に関する事項」でございますが、こちら、宿主は

アルファルファを用いてございます。 

 ３番目の有害生理活性物質の生産に関する項目ですけれども、実際、アルファルファに

つきましては、有害生理活性物質としましてリグニン、サポニン、Ｌ－カナバニン、そう

いった有害物質を産生することが報告されておりまして、以下、その内容につきまして記

載させていただいております。 

 ちょっと飛んで４ページ目、真ん中あたりなんですけれども、８の飼料に利用された歴

史に関する事項につきましては、実際、アルファルファにつきましては、紀元前 1400 年か

ら紀元前 1200 年のころから家畜用の飼料として利用されていたということが発見されて

ございます。日本におきましては、明治７年に北海道の方に導入されたのが始まりで、実

際普及したのは戦後のことであるということでございます。 

 11 番目の近縁種の有害生理活性物質の生産に関する事項につきましては、実際、近縁種

である他の種において、そういったものの産生が報告されていないとのことです。 

 ４番目の「ベクターに関する事項」でございますが、ベクターにつきましては、PV-MSHT4

というベクターを用いてございます。そのベクターの性質ですけれども、全長につきまし

ては 9,023bp。実際、このベクターに存在するすべての遺伝子につきましては、その由来、

機能が明らかになってございまして、既知の有害塩基配列を含んではございません。 

 ３番の薬剤耐性に関する事項ですけれども、こちらにつきましては、ベクター中にスペ

クチノマイシン、ストレプトマイシンに対する耐性を付与する aad 遺伝子というものが導

入されてございますが、aad 遺伝子はプラスミドベクターの T-DNA 領域外に存在しており

まして、アルファルファ中には導入されておりません。こちらにつきまして、サザンブロ

ット分析によって確認がなされております。 

 ちょっと飛んで、７番目の発現ベクターの宿主への挿入方法等につきましては、アグロ

バクテリウム法という方法によりましてアルファルファ中に導入してございます。 
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 ５番目の「挿入遺伝子に関する事項」でございますが、こちらにつきましては、改変 cp4 

epsps 遺伝子というものが導入されております。 

 安全性に関しましては、その発現たんぱくである epsps たんぱく質というものは既に知

られておりまして、今までに家畜は、植物等からさまざまな epsps たんぱく質を摂取して

いるということでございます。 

 少し飛びまして６番目の安定性に関する事項でございますけれども、実際、アルファル

ファＪ101 系統、Ｊ163 系統に導入された遺伝子の安定性、たんぱく質の安定性につきまし

て、それぞれサザンブロット分析、ウェスタンブロット分析によって確認しておりまして、

安定的に後代に伝わっていることが確認されてございます。 

 ７番目のコピー数に関しましては、アルファルファ中に１コピー挿入遺伝子が導入され

ていることが確認されてございます。 

 ７ページ目の一番上の９番、抗生物質耐性マーカー遺伝子の安全性なんですけれども、

こちらにつきましては、先ほど申したとおり、実際、抗生物質耐性マーカー遺伝子はアル

ファルファ中には導入されていないことが確認されております。 

 また、10 番のオープンリーディングフレームの有無等につきましては、目的以外のたん

ぱく質を発現するオープンリーディングフレームは含まれていないと考察してございます。 

 続きまして、６番の「組換え体に関する事項」でございますが、遺伝子産物の毒性に関

しまして、毒素のデータベースを用いまして毒性検査を行っておりますが、実際、既知の

毒素との相同性は認められておりません。 

 下の方の３番、遺伝子産物の物理化学的処理に対する感受性に関する事項でございます

が、こちらは、人工胃液、人工腸液、加熱処理に対する感受性ということで試験してござ

います。いずれの場合にも、ここに書いてあります時間以内で検出限界以下に消滅なりし

ていることが確認されてございます。 

 ８ページ目５番、宿主との差異に関する事項でございますが、実際、遺伝子組換えのＪ

101 系統、Ｊ163 系統、それと非組換えのアルファルファを対照に用いまして分析値の比較

を行ったところ、生物学的に意味のある差は認められてはございません。 

 最後、９ページ目の 11 番、種子の製法、管理方法等につきましては、従来のアルファル

ファと同様でございます。 

 アルファルファの概要につきましては以上でございまして、続きまして、資料５－３を

ごらんいただければと思います。 
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 最初のページ、Ⅱ番、「確認対象飼料の概要」という項目がございますが、そちらの方か

ら読ませていただきます。飼料名につきましては、除草剤グリホサート耐性ワタ MON88913

系統。性質は、除草剤グリホサート耐性。申請者は日本モンサント株式会社。開発者は米

国モンサント社でございます。 

 Ⅲ番の「審議内容」につきまして、こちらの資料に沿って説明させていただきます。１

番目の「生産物の既存のものとの同等性に関する事項」でございますが、１番目の遺伝的

素材は、宿主に用いた植物はワタでございます。導入に用いました遺伝子は、改変 cp4 epsps

遺伝子でございます。 

 ２番目の家畜等の安全な飼養経験に関する事項でございますが、実際、ワタは飼料分野

では、主として油かすの形態で利用されてございます。綿実油かすは、乳牛等の配合飼料

の原料として用いられてございます。また、綿実そのものも、実際、飼料原料として利用

されることもございます。 

 続きまして、３番の飼料の構成成分等に関する事項でございますが、こちらの成分分析

につきましては、こちらの方に書いてあるとおりでございます。 

 ２ページ目の４の既存種と新品種との使用方法の相違に関する事項でございますが、

MON88913 系統、それから既存のワタとの相違につきましては、本組換えワタが cp4 epsps

たんぱく質の発現によりまして、グリホサートの影響を受けずに生育できる点のみでござ

います。この点を除きますと、既存のワタと使用方法等につきまして相違はございません。 

 ２番目の「組換え体の利用目的及び利用方法に関する事項」でございますが、こちらに

つきましては、遺伝子組換えによりましてグリホサート存在下でも機能する改変 cp4 epsps

たんぱく質が発現することから、ワタの栽培期間中でも除草剤のグリホサートを散布する

ことが可能となっております。 

 ３番の宿主に関する事項でございますが、１番につきましては、ワタは Malvales 目

Malvaceae 科ワタ属に属してございます。 

 3 番目の有害生理活性物質の生産に関する事項でございますが、実際、ワタ中にはゴシ

ポールと呼ばれるテルペノイド物質が含まれておりまして、この生理活性物質につきまし

ては、綿実を含むあらゆる植物組織の分泌器官に存在するものでございます。 

 ３ページ目に行っていただきまして、下の方、11 番目の近縁種の有害生理活性物質の生

産に関する事項につきましては、実際、ワタ属と交雑可能な近縁植物は存在せず、そうい

ったことから、近縁種の有害生理活性物質の生産には特段問題にはならないというような
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考察をしてございます。 

 ４番目の「ベクターに関する事項」でございますが、今回、MON88913 系統の作出に用い

ましたベクターは PV-GHGT35 でございます。その性質につきましては、全長が 13,741bp。

それから、このプラスミド・ベクターに存在しますすべての遺伝子につきましては、その

由来・機能が明らかになってございまして、既知の有害塩基配列は含んでございません。 

 ４ページ目でございますが、３番の薬剤耐性に関する事項ですが、プラスミド・ベクタ

ーPV-GHGT35 には、スペクチノマイシン、ストレプトマイシンに対する耐性を付与する aad

遺伝子を持ってございますが、この遺伝子につきましては、プラスミド・ベクターの T-DNA

領域外に存在していることから、ワタの MON88913 系統中には導入されていないということ

でございます。 

 ７番目の発現ベクターの宿主への挿入方法等でございますが、挿入方法につきましては、

アグロバクテリウム法によりまして、ワタのゲノム中の方に導入してございます。 

 ５番目の「挿入遺伝子に関する事項」でございますが、挿入遺伝子は改変 cp4 epsps 遺

伝子でございます。 

 安全性につきましては、発現する cp4 epsps たんぱく質ですけれども、家畜につきまし

ては、今までも植物といったものからさまざまな epsps たんぱく質を摂取しているという

経験がございます。 

 ３番目の構造に関する事項でございますが、改変 cp4 epsps 遺伝子発現カセットという

ことで２つ書いてございますが、たんぱく質の発現時期をずらすということから、２つの

遺伝子発現カセットが導入されてございます。こちらにつきましては、プロモーター、タ

ーミネーター等の構造につきまして記載されてございます。 

 ６番目の安定性に関する事項でございますが、挿入遺伝子、発現たんぱく質につきまし

ては、それぞれサザンブロット分析、ウェスタンブロット分析によりまして確認してござ

いまして、後代におきましてもそういったものが安定的に伝わっているということが確認

されてございます。コピー数につきましては、ワタゲノム中に１コピー存在することが確

認されてございます。 

 続きまして、６ページ目の 10 番ですけれども、オープンリーディングフレームの有無等

でございます。こちらにつきましては、実際、MON88913 系統中には cp4 epsps たんぱく質

を発現するオープンリーディングフレームのみが含まれており、それ以外のたんぱく質を

発現するようなオープンリーディングフレームは含まれていないと考察してございます。 
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 ６番の「組換え体に関する事項」でございますが、２番目の毒性に関しましてはデータ

ベース検索をしてございまして、既知毒素との相同性は認められてございません。 

 それから、遺伝子産物の物理化学的処理に対する感受性に関する事項でございますが、

こちらは人工胃液、人工腸液、加熱処理に対する感受性につきまして試験してございます

が、こちらに書かれているような時間内で検出限界以下に消失していることが確認されて

ございます。 

 ７ページ目、５番の宿主との差異に関する事項でございますが、MON88913 系統と既存の

ワタ等の分析結果を比較した結果、生物学的に意味のある差異は認められてございません。 

 最後、11 番目の種子の製法及び管理方法等につきましては、MON88913 系統の種子等の製

法等につきましては、既存のワタと同じということでございます。 

 長くなりましたが、以上、概要の説明ということでございます。 

○矢野部会長 ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、組換え体委員会の審議をしていただきました渋谷委員の方から

ご説明をお願いします。 

○渋谷（直）委員 それでは、御説明をさせていただきます。 

 農業資材審議会飼料分科会安全性部会組換え体委員会における審議経過を報告いたしま

すが、資料５－１をごらんください。ラウンドアップ・レディー・アルファルファＪ101

系統、ラウンドアップ・レディー・アルファルファＪ163 系統及び除草剤グリホサート耐

性ワタ MON88913 系統につきまして、組換え体委員会におきまして、申請者から提出されま

した資料をもとに、確認手続に沿って検討を行いまました。 

 まず、確認手続１の（１）遺伝的素材、（２）家畜等の安全な飼養経験、（３）飼料の構

成成分等、（４）既存種と新品種との使用方法の相違に関する資料をもとに審議を行いまし

て、当該品目の飼料としての安全性を評価するために、既存の飼料を比較対照として用い

る方法が適用できると判断いたしました。 

 このことから、確認手続２から６に規定する各項目について、確認手続に沿って審議を

行いましたところ、アルファルファについては、有害生理活性物質としてサポニン、カナ

バニンに関するデータ、ワタについては、人工胃腸液による消化性試験における酵素活性

に関するデータ等について追加データの提出を求めましたが、提出された資料に特に問題

となる点はないことから、確認手続第３条第１項による確認を行って差し支えないと判断

いたしました。 
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 以上が組換え体委員会の審議の結果でございます。 

○矢野部会長 どうもありがとうございます。 

 それでは、ただいまの事務局並びに渋谷委員からの御説明に対して、御質問、御意見等

ございましたらお願いいたします。 

 どうぞ。 

○渡部委員 資料５－２に書いてある事項についての質問ですがよろしいでしょうか。 

○矢野部会長 はい。 

○渡部委員 12 行目にＪ101 とＪ163 のアルファルファですが、両系統の違いはどこにあ

るのでしょうか。 

○小野組換え体飼料係長 事務局の方から御説明させていただきます。今回、Ｊ101 系統、

Ｊ163 系統ということで２系統申請されてございます。申請者側の商品化の目的なんです

けれども、最終的にＪ101 系統、Ｊ163 系統をかけ合わせた品種、こちらを商業栽培品種と

して商品化するとの予定でございます。そのために、２つの系統を安全性確認するために

申請がなされてきたということでございます。 

○渡部委員 冒頭で申し上げるのを忘れていましたが、今回、資料を事前にいただくこと

ができ、非常に役に立ちましたのでまずは御礼申し上げます。 

 今のお答えはよくわかりましたが、101 系統と 163 系統の本質的な違いはどこにあるの

ですか。 

○小野組換え体飼料係長 実際、導入した遺伝子、発現たんぱく質につきましては同じも

のでございます。ただ、最終的にアルファルファを商品化するときに、発現たんぱく質な

り遺伝子なりの純度を高めるということから、そういった交配を繰り返していくという形

をとっているということなんですけれども、アルファルファにつきましては、もともと持

っている性質として自殖弱勢という性質がございまして、どんどんかけ合わせているうち

に、劣化といいますか、そういった形になっていきますので、違う系統を途中でかけて作

出をしなくてはいけないと。そういった意味で、違う系統をつくってかけ合わせて、最終

的にそういったものが商品栽培化される、そういうふうに聞いております。 

○渡部委員 これは、遺伝子をロットが違う系統に入れて、それをもう一度かけ合わせた

とおっしゃっておりますが、既に遺伝子導入されたのをかけ合わせて使っているというこ

とですか。 

○小野組換え体飼料係長 はい、最終的に 101 と 163。 
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○渡部委員 そのときの変化は、ないのですか。 

○小野組換え体飼料係長 こちら、かけ合わせ品種につきましても、また別途なんですけ

れども、性質の変化とかそういったものを組換え体委員会の方で確認していただいていま

す。 

○渡部委員 わかりました。 

 もう１つ質問してよろしいでしょうか。 

○矢野部会長 どうぞ。 

○渡部委員 ワタもアルファルファもそうですが、アルファルファの方で８ページ目の

311、「外国における認可等に関する事項」で、これは御説明いただかなかったのですが、

ＦＤＡでは認可されているのですが、ＵＳＤＡとカナダのＣＦＩＡは申請を行っていると

いう記述にとどまっていますが、後者については認可されるとかいった状況はいかがなも

のでしょうか。 

○小野組換え体飼料係長 ちょっと最新の情報はこちらの方には記載してなくて、申請段

階といいますか、その時点での情報を記載してございます。 

○渡部委員 素人でよくわからないのですが、米国農務省やカナダ食品検査局がまだ認可

してない状態で日本が認めるということは、あるのでしょうか。 

○小野組換え体飼料係長 申請者側の話なんですけれども、大体各国それぞれ同時に申請

するような形で進めているというふうには聞いてございます。 

○渡部委員 そうすると、場合によっては、アメリカとかカナダで認められなくても、日

本の方が先に認められるということがあり得るということでしょうか。 

○小野組換え体飼料係長 基本的に、それぞれ各国の評価ということになると思います。 

○渡部委員 わかりました、ありがとうございました。 

○矢野部会長 ほかにございますか。 

 どうぞ。 

○荒川委員 アルファルファも、それからワタもそうですけれども、実際に、例えば遺伝

子組換えが行われてないアルファルファと今回のこの申請のあったものと、例えば種子が

まざってしまったときに、それを識別する遺伝学的な識別方法といいますか、そういう試

験法。例えばどういうＰＣＲを使って、どういう条件でやれば、そのものであるかないか

を識別できるか、そういう試験法の手法は確立されているんでしょうか。 

○小野組換え体飼料係長 申請時に、そういう特に系統特異的な分析法といったものにつ
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きましても、確立され次第、こちらの方に提出するようにといった形で申請者側にも伝え

てありますし、そういったデータがそろえば、業者の方から随時提出していただくという

体制をとってございます。 

○渋谷（直）委員 こういう安全性の審査は、さきほどのナンバーのついているものもそ

うですけれど、全部イベンドごとにやることになっていますので、逆にそのイベンドごと

に特定できるような周辺領域の配列も含めて提出させるので、イベンドごとに見分けがつ

くような配列情報があるのが前提になっています。ですから、その領域を使えば、イベン

トごとにきちんとＰＣＲで確認できるという情報があることが前提で、それを提出させて

いるということです。ですので、可能でございます。 

○荒川委員 先ほどの御質問で、101 系統と 163 系統ははっきりキャラクタライズがまだ

済んでないというような御回答でしたので、その点を質問させていただいた。 

○渋谷（直）委員 キャラクタライズが済んでないのではなくて、今御説明しましたけれ

ども、イベンドごとのそれぞれの導入された遺伝子の両側の、植物側の配列情報まで入っ

ていますので、そこでそれぞれのイベントごとの特定がちゃんとできるように、そういう

キャラクタライズはできているということでございます。 

○荒川委員 ラウンドアップ耐性の遺伝子の周辺については、キャラクタライズされてい

て、その他のホールゲノムについては、要するに野生型と同じであるということでよろし

いわけですね。 

○渋谷（直）委員 いろいろな成分や何かで、有害物質も含めた比較をすべてしたときに、

そういったもので、野生型の範疇とずれてないと、特段の変化が見られないということで

すね。ただ、ホールゲノムに関しては、解析が終わっている植物はまだシロイヌナズナと

かイネぐらいしかございませんので、そこのところは、ちょっとホールゲノムのシーケン

スという意味ではまだということです。 

○矢野部会長 よろしゅうございますか。 

 ほかに。 

 どうぞ。 

○小西委員 確認の御質問を１つさせていただきたいんですが、もう既にアルファルファ

でもワタでも、組換え体委員会で飼料としての安全性を確認されているということで、そ

の資料の中でもう既にあると思うんですが、畜産物への移行とか牛のルーメン中の細菌へ

の遺伝子の移行というのは、安全性が確認されたと考えてよろしいのでしょうか。 
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○渋谷（直）委員 この点に関しましては、農水省の委託でも過去にかなりの数のいろん

な試験をやっておりまして、これまでのところ相当大規模な試験をやっていますけれども、

そういった移行が起こるというデータは一つも出ておりません。そういうことの前提でや

っております。 

○矢野部会長 よろしいですか。 

 それでは、いろんな御意見が出ましたけれども、以上３つの組換えＤＮＡ技術応用飼料

の安全性の確認ということで審議しました結果、可ということでよろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

○矢野部会長 ありがとうございます。 

 それでは、「組換えＤＮＡ技術応用飼料の安全性確認について」は、審議した結果、可と

するということで飼料分科会に報告することといたします。 

 

（２）飼料添加物の指定等について 

 

○矢野部会長 続きまして、本日の議題３（２）の「飼料添加物の指定等について」です。

飼料添加物の指定が１件、規格の改正が４件ございます。 

 それでは、飼料添加物の指定及び規格の改正について、事務局から概要について説明を

お願いします。 

○西留飼料添加物係長 飼料添加物の指定などについて説明させていただきます。差しさ

わりなければ着席した状態で説明を行いたいと思いますので、失礼いたします。 

 では、資料６－１からごらんください。グルコン酸カルシウムは、現在、飼料添加物と

して指定されておりません。今回、牛へのカルシウムの補給を目的として新規の指定の申

請がありまして、ページ１から９の有効性、安定性及び安全性に関して資料の提出がなさ

れました。これをもとに飼料添加物効果安全性委員会が平成 16 年 10 月４日に行われ、ま

た、飼料添加物規格委員会が平成 17 年３月 14 日に行われて、両委員会とも若干の資料修

正の上、了承されました。 

 次に、資料６－２をごらんください。資料６－２ですが、資料の中の一部に守秘義務が

あるために、今回、傍聴されていらっしゃる方々に配付した資料についてはマスキングが

行われておりますので、御了承ください。 

 現在、アスタキサンチン、カンタキサンチン、酢酸 dl-α-トコフェロールの賦形物質と
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して使用されているものの中に、ブタ由来のゼラチンを使用しております。今回、植物由

来のリグノスルホン酸ナトリウムとリグノスルホン酸カルシウムをブタ由来のゼラチンの

かわりに賦形物質として利用するという申請がありまして、資料６－２のページ 1 から 11

の有効成分の効果及び安定性に関する資料が提出されました。 

 これについて、飼料添加物効果安全性委員会において平成16年 10月４日に審議を行い、

飼料添加物規格委員会については、平成 17 年３月 14 日に審議を行いました。規格委員会

においてリグノスルホン酸塩の飼料としての使用経験がないことから、新たに賦形物質と

して基準を設定することで了承されました。この新たに賦形物質の基準を設けたものにつ

いては、資料７のページ３を参照ください。 

 早いようですが、続きまして資料６－３をごらんください。先ほど御説明した賦形物質

とは異なるんですが、アスタキサンチンの賦形物質として濃縮大豆たんぱくについて、規

格追加の申請がありました。これについて、資料６－３のページ１／６から６／６に有効

成分の効果及び安定性に関する資料が提出されました。 

 この濃縮大豆たんぱくについてなんですが、これまでに飼料の原料として使用された経

験があることから、安全性に関する資料は添付しておりません。この申請については、飼

料添加物効果安全性委員会を平成 16 年 10 月４日に行い、飼料添加物規格委員会について

は平成 17 年３月 14 日に行って、効果安全性と規格両委員会とも、若干の資料修正の上、

了承されました。 

 次に、資料６－４をごらんください。従来より、飼料の品質低下防止を目的として、飼

料添加物として主にサイレージに使用されているものです。従来のものは粒状、粒剤を使

用規定としているんですが、今回申請のあったものは、粉末剤を水に溶かした製剤でして、

これについて規格の追加について申請がありました。資料６－４のページ１から２に、効

果及び安定性に関する資料があります。 

 これについて、飼料添加物効果安全性委員会が平成 16 年 10 月４日に行われ、飼料添加

物の規格委員会が平成 17 年３月 14 日に行われました。効果安全性委員会において若干の

資料の修正を行ったのと、規格委員会において、水で希釈する製剤であるということから、

最小有効量を定めることで、この案については了承されました。 

 最後に、資料６－５をごらんください。現在、国内では、フィターゼの力価試験法は１

つの方法のみが指定されております。世界的に汎用されている試験法、ＡＯＡＣ法を応用

した改良法について申請がありまして、資料６－５のページ５から７と、もう１つありま
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して、その２の⑵の分がページ 10 からに当たりますが、これらが提出された資料なんです

が、これをもとに検討を行いました。 

 この改正については、平成 17 年３月 14 日に飼料添加物規格委員会のみの審議を行いま

した。若干資料の修正を行った上で、了承されました。 

 早いようですが、以上をもって飼料添加物の指定等における説明とさせていただきたい

と思います。 

○矢野部会長 どうもありがとうございました。 

 では、続きまして、飼料添加物効果安全性委員会での審議について、荒川委員の方から

御説明をお願いいたします。 

○荒川委員 それでは、御報告をさせていただきます。農業資材審議会飼料分科会安全性

部会飼料添加物効果安全性委員会においての審議経過を御報告いたします。 

 グルコン酸カルシウム、アスタキサンチン、カンタキサンチン、酢酸 dl-α-トコフェロ

ール賦形物質、リグノスルホン酸ナトリウム、リグノスルホン酸カルシウム、アスタキサ

ンチンの賦形物質(濃縮大豆たんぱく)、プロピオン酸カルシウム水溶液及びフィターゼの

酵素力試験法につきましては、飼料添加物効果性安全委員会におきまして、申請者から提

出されました資料をもとに検討いたしました。 

 グルコン酸カルシウムについては、既存の乳酸カルシウムと比較しまして同等程度のカ

ルシウム吸収効果が認められると判断いたしました。 

 安全性については、各種毒性試験、飼養試験の成績等から、問題はないと判断いたしま

した。 

 アスタキサンチン、カンタキサンチン、酢酸 dl-α-トコフェロール賦形物質、リグノス

ルホン酸ナトリウム、リグノスルホン酸カルシウムにつきましては、従来の賦形物質であ

るゼラチンと比較して、アスタキサンチン、カンタキサンチンについて、試験動物（ニジ

マス）の死亡例、増体重量に有意な差は認められず、効果に差は認められませんでした。

また、酢酸 dl-α-トコフェロールについては、ＡＵＣ値に有意な差は認められませんでし

た。 

 これらのことから、従来のものと比べて効果に差がないと判断いたしました。 

 安全性については、毒性試験等から、安全性に特に問題はないと判断いたしました。 

 アスタキサンチンの賦形物質（濃縮大豆たんぱく質）については、飼料として「飼料の

公定規格」に定められているものでありまして、アスタキサンチン製剤の定量に影響を及
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ぼさないことを確認し、経時的変化においても安定と考えられました。 

 これらのことから、効果と安全性に問題はないと判断いたしました。 

 プロピオン酸カルシウムの水溶液製剤については、無処理サイレージ区とプロピオン酸

カルシウム水溶液を噴霧したサイレージ区の酵母菌数と糸状菌数を比較いたしましたとこ

ろ、無処理サイレージ区では糸状菌数は増殖し、プロピオン酸カルシウム水溶液を噴霧し

たサイレージ区では、酵母菌数の増殖または糸状菌数の増殖の抑制が確認され、水溶液で

の噴霧効果があると判断されました。 

 安全性については、粉末におけるプロピオン酸カルシウムが農林水産大臣の指定した飼

料添加物であり、経時的変化における試験において安全性が確認されたことから、安全性

に問題はないと判断されました。 

 以上が飼料添加物効果安全性委員会の審議の結果でございます。 

○矢野部会長 ありがとうございます。 

 それでは、続けて飼料添加物規格委員会での審議について、前田委員の方から御報告を

お願いします。 

○前田委員 先ほど事務局から御説明ありましたように、本年の３月に開かれました農業

資材審議会飼料分科会安全性部会飼料添加物規格委員会における審議経過を報告いたしま

す。 

 グルコン酸カルシウム、アスタキサンチン、カンタキサンチン、酢酸 dl-α-トコフェロ

ール賦形物質（リグノスルホン酸ナトリウム、リグノスルホン酸カルシウム）、アスキサン

チンの賦形物質（濃縮大豆たんぱく）、プロピオン酸カルシウムの水溶液製剤、フィターゼ

の酵素力試験法につきましては、飼料添加物規格委員会におきまして、申請者から提出さ

れました資料をもとに、飼料添加物の評価基準及びその試験方法に沿って検討を行いまし

た結果、ただいま事務局から説明のありました内容での成分規格等案の設定について妥当

であると判断いたしました。 

 以上が飼料添加物規格委員会の審議の結果でございます。 

○矢野部会長 どうもありがとうございます。 

 それでは、御質問、御意見等ございましたらお願いいたします。 

 どうぞ。 

○児玉委員 資料６－４のプロピオン酸カルシウムの資料の２ページの下の方に「製剤の

安定性」がありますけれども、３カ月で基準を満たしていた、その次に「試験は継続中」
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とありまして、製剤の安定性はいつまで見なきゃいけないか、規格があるのかどうか。そ

れから、その試験継続中の結果がわかったのかどうか、その２点をお聞きしたいんですが。 

○西留飼料添加物係長 この件についてですが、現在、実際に試験は終わっているとお聞

きしております。実際に行った検査は２年間のデータがあって、最近終わったんですが、

その試験の結果、経時的変化における安定性に問題はないと申請者からは確認をしており

ます。 

○児玉委員 規格としては、２年間は経時的変化を見なきゃいけないんですね。 

○矢野部会長 その安定性の基準というのは、どのくらいの期間というのはありますかと

いう御質問だと思いますけど。 

○西留飼料添加物係長 一応２年間、試験を行うことになっております。申請の段階でま

だ試験をしておりましたので、提出していただいたこの資料の（５）の経時的変化におい

ては、このような書き方をしておりました。最近、試験の方が終わりましたので、一通り

まとめたデータについては、後日、提出がある予定です。 

○児玉委員 はい、わかりました。 

○矢野部会長 ほかにございますか。よろしいですか。 

 それでは、飼料添加物の指定及び規格の改正については、審議した結果、可とするとい

うことで飼料分科会に報告することといたします。どうもありがとうございました。 

 

（３）その他 

 

○矢野部会長 それでは、「その他」ということですが、何かございますか。 

○山谷畜水産安全管理課長補佐 事務局から報告事項ということで、２点ほど報告をさせ

ていただきます。 

 まず１点は、参考資料１をごらんいただきたいんですけれども、Bt10 の安全性確認の進

捗状況についてということで御説明させていただきます。まず、背景でございますが、我

が国において安全性を確認されておりません組換えＤＮＡ技術によってつくられましたト

ウモロコシ、いわゆる Bt10 と言っておりますが、これが米国において誤って販売されまし

て、2001 年から 2004 年の間に米国におけるトウモロコシ、栽培面積といたしまして 0.01％

に相当するものが栽培されたと報告されております。 

 このことから農林水産省といたしましては、当面のリスク管理措置を講じるとともに、
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食品安全委員会と農業資材審議会に Bt10 のフル評価及びリスク管理措置に関する評価を

依頼したところでございます。 

 当面のリスク管理措置といたしまして、Bt10 の混入の可能性が否定できない米国産トウ

モロコシにつきまして、肥飼料検査所における輸入の際の Bt10 の混入検査及び陽性品の排

除、飼料用トウモロコシの輸入業者に対しまして、米国において Bt10 の混入検査を行うこ

とと、陽性品を我が国へ輸出をしないように要請をしております。 

 Bt10 のフル評価及びリスク管理措置の評価依頼ということで、現在、食品安全委員会と

農業資材審議会に Bt10 のフル評価を依頼するとともに、現在輸入されている米国産飼料用

トウモロコシに Bt10 が混入したとしても、家畜に由来する畜産物の安全性に問題を生じな

い範囲を定めることにより、Bt10 のリスクの程度に応じたリスク管理措置の設定について

評価を依頼しているところでございます。 

 その Bt10 のフル評価及びリスク管理措置の審議状況でございますが、Bt10 のフル評価

につきましては、Bt10 に係る家畜への影響に関するフル評価については農業資材審議会、

ヒトへの影響に関するフル評価につきましては食品安全委員会で検討していただいており

ます。 

 農業資材審議会に関しましては、現時点では、フル評価に必要な資料が一部不足してい

ることから、このデータの提出を待って審議を継続することとしております。 

 リスク管理措置につきましては、農業資材審議会は、家畜に対して顕著なリスクを有す

るとする明確な根拠のないこと及び我が国の飼料の安定的供給の必要性にかんがみ、フル

評価が終了するまでの暫定的な措置を設けることが適当と考えているが、さらなるデータ

の提出を待って審議を継続することとしております。 

 実際の資料の提出状況は、裏の方でございますが、別紙のような状況でございます。 

 以上でございます。 

○矢野部会長 ただいまの Bt10 についての御説明につきまして、御質問、御意見等ござい

ましたらお願いいたします。ございますか。 

 鋭意御検討中ということですが、よろしいですか。 

 それでは、Bt10 の安全性確認の進捗状況につきまして、検討案について了承されたとい

うことでよろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

○矢野部会長 ありがとうございます。 
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 それでは、Bt10 の審議については、引き続き組換え体委員会において検討することとい

たします。 

 その後、事務局の方お願いします。 

○古川飼料衛生係長 食品衛生法が 18 年５月までに改正されることによりまして、ポジテ

ィブリスト制度が導入されることとしておりまして、飼料の方に対する規制について対応

をとる必要が生じてきましたので、それの概要について御説明をさせていただきたいと思

います。差し支えがなければ、座って説明させていただきます。 

 参考資料２、１枚めくっていただいて１ページ目を見ていただきたいと思うんですが、

こちらは厚生労働省の方のホームページの方から取り寄せたものでありますが、平成 18

年５月 29 日を超えない日までには、従来、ヒトには影響を及ぼさない量を定めた基準値や

暫定的な基準値を定めたもの、また、ヒトに全く影響を及ぼさないというものが確認され

たもの以外については残留してはならないというような形で、従来でしたら、基準が定め

られたもの以外のものについては特段規制等はなかったんですが、この制度が導入される

ことによりまして、幅広いものについて規制がかかります。 

 具体的には、その対象となるものといいますのが、農薬、動物用医薬品、あと飼料添加

物となっておりまして、我々飼料に関係するものといいますと、農薬と飼料添加物が該当

いたします。飼料添加物の方といたしましては、現在、成分規格等省令において適正な基

準を定めておりまして、その基準に基づいて使用をされたものにつきましては、このポジ

ティブリスト制度においても特段食品衛生法に及ぼすようなことはございません。しかし

ながら、農薬の方につきましては、すべての農薬について現在基準等を設定しておりませ

んので、まだちょっと畜産物に残留するリスクが高い農薬等についての規制が必要となり

ますので、そこの部分の検討を考えております。 

 イメージ図でありますが、５ページ目の方を見ていただきたいと思います。黄色い部分

がポジティブリスト制度の簡単な説明なんですが、従来ですと、畜産物等については特段、

今まで幅広い農薬についての規制等はなかったんですが、そのポジティブリスト制度導入

によりまして、鶏やブタや牛等さまざまな家畜についての畜産物に対しても残留の基準値

等が設定されるようになります。その畜産物に残留する農薬の原因といいますのは、ほと

んどが飼料を通じて脂肪や内臓等に残留することが主原因とされております。 

 ということは、川上に当たる飼料について対策をとることが食品の安全性確保の上で重

要となりますので、それについて飼料の方としても対応したいと考えております。 
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 下の方の緑の囲みのところを見ていただきたいんですが、「農林水産省」と書いてある部

分ですが、農薬につきましては、科学的知見に基づき飼料中の残留基準値を設定するとい

うことになっております。科学的知見といいますと、具体的に言いますと、実際、農薬を

含ませた飼料を家畜に食べさせて、それによってどのぐらい残留するか。その飼料中に含

まれる農薬の量と家畜に残留する量についてデータをとりまして、その結果に基づいて、

飼料の方の規制はどの程度まで規制を行えば食品衛生法を遵守できるかというようなこと

を検討することとしております。 

 飼料添加物につきましては、現段階におきましては、暫定基準におきましては、特段、

成分規格等省令に基づいて家畜に使用している限りは問題ございませんが、将来的、万が

一、ＡＤＩの方を厚生労働省の方で再評価するに当たって厳しい残留基準をとられた等に

おきましては、こちらの成分規格等省令についても再度検討する必要がありますので、こ

のようなコメントを書かせていただいております。 

 今後の予定ですが、６ページ目の方を見ていただきたいんですが、農薬の基準の設定に

当たっては、以下の項目について実施する予定となっております。そのうち赤い部分を見

ていただきたいんですが、農業資材審議会において諮問・審議等を行う段取りをお願いし

たいと思っております。具体的には、家畜飼養委員会、安全性部会を経て、飼料分科会に

おいて審議・諮問等をお願いしたいと考えております。 

 以上、概略ですが、ポジティブリスト制度導入に対する飼料の対応について終了させて

いただきます。 

○矢野部会長 ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見等ございましたらお願い

いたします。 

 どうぞ。 

○小西委員 この今後の予定のタイムリミットというのは、大体どのくらいですか。 

○古川飼料衛生係長 タイムリミットいいますと、農業資材審議会の方のタイムリミット

でしょうか、それとも…… 

○小西委員 基準化まで。 

○古川飼料衛生係長 やはり厚生労働省の方で実施する５月までの期間に合わせまして、

我々の方としても対応したいと考えております。 

○矢野部会長 来年５月ですね。 

○古川飼料衛生係長 はい。 
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○矢野部会長 ほかにございますか。 

 ちょっと私の方から。農薬も、海外からの輸入飼料となると、日本では使われてないよ

うなものも含まれると思うんですが、その辺の対応はどうされるんですか。 

○古川飼料衛生係長 詳細につきましては、局の幹部の方に詳細な説明をしていなので、

あくまでも案というあれだけですが、飼料の割合といいますのは、大部分が輸入飼料にな

っておりますので、輸入飼料の方の使用実態等を考慮して基準等を検討したいと考えてお

ります。国内のものにつきましては、原則なんですが、ほとんど飼料中には残留しない状

態で家畜等に給与するような形の制度になっておりますので、まずは畜産物に残留するリ

スクが高い農薬、すなわち海外の使用実態が高い農薬について検討を考えております。 

○矢野部会長 ほかによろしゅうございますか。 

 どうぞ。 

○荒川委員 こういうポジティブリストをつくられて制度が運用された場合、実際に流通

している飼料について具体的に試験を、例えば収去検査のようなこととか、そういうよう

なことはされるんですか。それから、される場合、どこがそれを実施されるんでしょうか。 

○古川飼料衛生係長 現在におきましても、省令ではないんですが、有害物質の指導基準

ということで通知のレベルなんですが、そのような基準を定めておりまして、それの遵守

の確認といいますのが、独立行政法人肥飼料検査所の方が主に配合飼料のメーカー等に立

入検査を行いまして、その際に収去したものについて分析等を行っております。 

○矢野部会長 よろしいですか。ほかにございますか。 

 どうぞ。 

○渋谷（直）委員 こういうポジティブリスト化の中で、除草剤なんかの扱いはどういう

ふうになるんでしょうか。というのは、ちょっと気になっているのは、きょうもありまし

たけど、除草剤耐性の組換え体というのがどんどんふえていて、そうすると、今まで使え

なかった除草剤が使えるので、その残留が気になって、そのチェックも委員会でやってい

ますけれども、そちらの方ももしこういうのに載ってくるとなると、専ら米国等でつくら

れているので、結構複雑な問題が出るのかなという気がしたんですが。 

○古川飼料衛生係長 例えばグリホサート等の問題かと思うんですが、逆に米国等におき

ましても、そういう正しい農薬を使った場合によることを想定して、どのくらい残留する

かというふうに基準値を定めておるんですが、そこら辺の正しい使い方をした場合であれ

ば、畜産物等には問題ないというふうな科学的データも得られておると思いますので、我々



 2 2

の方としましても、あくまでも畜産物の残留等に影響を及ぼさない量というふうな基準で

検討したいと思っております。具体的にグリホサートにつきましても、こちらの方でも動

物の家畜を用いた移行試験も行っております。 

○矢野部会長 よろしゅうございますか。 

○荒川委員 もう１点いいですか。 

○矢野部会長 どうぞ。 

○荒川委員 この基準値が策定されたときに、それは相手の国から輸出される時点で適用

されるのか、日本へ輸入されて陸揚げされてから適用されるんですか。 

○古川飼料衛生係長 飼料安全法の制度上、国内法となっておりますので、日本のものと

なった段階における基準となります。 

○荒川委員 そうすると、輸出国側にその基準を求めるということは、基本的にはないわ

けですね。輸出する側の業者とか事前に…… 

○古川飼料衛生係長 その際、６ページ目の「今後の予定」のところの一番下の部分の行

なんですが、「ＳＰＳ協定に基づくＷＴＯ通報」ということで、ＷＴＯに加盟した国に対し

て、日本としてはこのような基準で行いますので御了知くださいというふうなこと。もち

ろんその際に、このような基準で科学的根拠があるのか等、異議等があったときは、その

ようなコメントをいただくような制度になっておりますので、事前に諸外国に対して周知

した上でこの制度が施行されることになると思います。 

○山谷畜水産安全管理課長補佐 輸入審査につきましては、当然基準が設定された時点で、

基準を守るようにという指導と申しますか、そういうことをさせていただいて、当然輸入

業者を指導すれば、輸出業者に対してもそういうことは行き届くと思っております。 

○矢野部会長 よろしいですか。 

 それでは、委員の方々から種々の御意見が出ましたが、「食品衛生法改正によるポジティ

ブリスト制度の導入に対する飼料の対応について（案）」については、了承されたというこ

とでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○矢野部会長 それでは、「食品衛生法改正によるポジティブリスト制度の導入に対する飼

料の対応について（案）」については、事務局案に沿って、今後審議を進めることといたし

ます。 

 以上で本日予定していた議題は終了いたしました。 
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その他 

 

○矢野部会長 それでは、本日の議事要旨の取り扱いにつきまして、事務局から御説明を

お願いいたします。 

○山谷畜水産安全管理課長補佐 議事要旨の取り扱いでございますが、従前は、この場で

議事要旨を了承していただくような形をとっておりましたが、今回からは、議事要旨を事

務局で作成して、委員の先生の確認をしていただいた後に農林水産省のホームページに掲

載するという方法に改めたいと思いますので、御了承いただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 どうぞ。 

○渡部委員 組換えＤＮＡの方は予め資料をいただきましたが、飼料添加物の方はいただ

いていませんでした。 

○山谷畜水産安全管理課長補佐 ちょっと間に合わなかったということで、今後はできる

だけ事前送付をさせていただくようにしたいと思います。 

○渡部委員 なかなか資料の内容を理解するのが難しいので、お忙しいこととは存じます

が、できれば事前送付して頂けるようよろしくお願いします。 

○山谷畜水産安全管理課長補佐 そういうふうにさせていただきます。 

○矢野部会長 事務局の方もたくさん仕事があって、ぎりぎりまで資料整理ということが

あるんですが、できるだけそうして委員の先生方にお配りしていただくとありがたい。 

 それでは、これで本日の安全性部会を閉会いたします。どうも御協力ありがとうござい

した。 

 

閉     会 


