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○飼料検査指導班長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから「農業資材審議会

飼料分科会飼料栄養部会」を開会します。 

 開会に当たりまして、畜水産安全管理課長、池田からごあいさつ申し上げます。 

○畜水産安全管理課長 おはようございます。畜水産安全管理課長の池田でございます。

委員の皆様には、お忙しい中、また年頭早々からお集まりいただきまして、ありがとうご

ざいます。 

 本日は第２回の飼料栄養部会ということですが、先立ちまして、委員の皆様には日ごろ

から飼料の品質の向上・維持、こういったものに多大な御協力をいただくとともに、私ど

もの飼料行政に御理解と御協力をいただいていることを感謝申し上げる次第でございます。 

 本日は、飼料の公定規格の改正ということで、10品目ほど栄養成分等々について御議論

をいただく、御審議をいただくということでございますので、どうかひとつよろしくお願

いいたします。 

○飼料検査指導班長 それでは、議事進行につきましては、部会長であります寺田委員に

お願いいたします。 

○寺田部会長 寺田でございます。 

 本日の審議会は、申請していただいた案件が10件ございます。ということで、時間は本

日いっぱいかかりますけれども、皆様に御協力いただきながら、しっかりかつ円滑に運営

していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、審議に入ります前に、まず事務局から委員の出席状況をお願いいたします。 

○飼料検査指導班長 本日の出席状況について御報告いたします。豊水委員から欠席との

連絡をいただいております。また、入江委員におかれましては、所用により若干遅れると

いうことでございます。 

 飼料栄養部会委員７名中、現在で５名出席をいただいております。農業資材審議会令第

７条の規定では、過半数ということで規定がございますので、本会議は成立しております

ことを御報告いたします。 

○寺田部会長 ありがとうございます。 

 続きまして、配付資料の確認をお願いいたします。 

○飼料検査指導班長 お手元の配付資料を御確認いただきます。 

 まず、資料１、議事次第でございます。 

 資料２、出席者名簿。 

 資料３、飼料栄養部会委員名簿。 

 資料４、農業資材審議会令。 

 資料５、諮問文の写しでございます。 

 資料６、暫定値申請資料でございます。 

 資料７、暫定値に係る告示改正案ということで配付をしております。 

 また、別に暫定値申請資料の製造のフローシート、これは委員のみでございますけれど
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も、お配りをしております。お手元に配付されていない、または欠落しているものがござ

いましたら、事務局までお申し出ください。 

 以上でございます。 

○寺田部会長 タイムスケジュールは皆さんには配付されていないのですか。 

○飼料検査指導班長 それは委員のみに配付させていただいております。 

○寺田部会長 続きまして、事務局から諮問事項の説明をお願いいたします。 

○飼料検査指導班長 資料５の諮問文をごらんください。諮問文の写しでございます。読

み上げさせていただきます。 

 

２４消安第４０５２号 

平成２４年１２月５日 

農業資材審議会長 

 矢 野 秀 雄 殿 

農林水産大臣 郡司 彰 

飼料の公定規格の改正に関する諮問について 

 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。以下「法」

という。）第26条第６項の規定に基づき、飼料の公定規格の改正に係る下記事項につい

て貴審議会の意見を求める。 

記 

 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 日農林省告示第

756 号）の改正の可否について 

 １ 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の

改正 

 

○飼料検査指導班長 資料４をごらんいただきたいと思います。これは農業資材審議会令

でございますけれども、２ページ目に（部会）第六条というのがございます。これの第６

項に、「分科会は、その定めるところにより、部会の議決をもって分科会の議決とするこ

とができる」という規定がございますので、当部会の議決をもって分科会の議決として答

申をしていただく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。 

 それでは、早速審議に入りたいと思います。審議事項の１つ目は、今お話がありました

飼料の公定規格の改正ということで 10 件ございますけれども、審議の進め方といたしまし

ては、それぞれ申請者の皆さんに前に出てきていただきまして、５分～10 分の説明をお願

いする、その後、事務局のほうから暫定値案を説明いただき、そして質疑というような形

で、１件について 20 分ほどの時間をかけながら進めていきたいと考えてございます。 
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 本日は、先ほども申し上げましたように 10 件ございますので、午前中に２件、お昼休み

を挟んで８件の審議を行います。予定では、全ての説明を 15 時 50 分までに終了いたしま

して、その後、委員の間で審議内容の整理を行うようにいたします。その結果につきまし

ては、16 時半をめどに皆様にお知らせするような段取りで進めたいと考えてございます。

そういうことでよろしくお願いいたします。 

 早速ですけれども、まず、飼料用酵母（パン酵母）から始めたいと思います。それでは、

申請者の方、前にお願いいたします。 

（申請者着席） 

○寺田部会長 それでは、５分～10 分程度ということでよろしくお願いいたします。 

○申請者 オルテックジャパンの植田と申します。よろしくお願いいたします。 

 ２ページにあります名称ですけれども、こちらは「飼料用酵母（パン酵母）」となりま

す。 

 定義についてですけれども、サッカロマイセス・セルビシエを糖蜜で培養後、分離、乾

燥したものとなります。 

 製造方法についてですが、酵母を発酵タンクにて培養、分離し、乾燥粉末にしたものと

なります。 

 対象家畜は牛となります。 

 使用目的は、反すう家畜用飼料原料というふうになりまして、使用量としては 200～800

グラムとなっております。 

 一般成分値に関してですけれども、こちらは水分が 6.1、粗たん白質が 45、粗脂肪が 0.4、

可溶無窒素が 43.1、粗繊維が 0.2、粗灰分が 5.2 となります。 

 消化率、可消化成分についてですが、こちらは牛のみとなりまして、粗たん白質が 92、

粗脂肪と繊維がゼロ、NFE が 97 となりまして、TDN が 83.2 となっております。 

 あと、備考欄にあります「牛における消化率及び栄養価測定」は、別紙３のとおりとい

うふうになっております。 

 以上となります。 

○寺田部会長 では、事務局、お願いいたします。 

○事務局 畜水産安全管理課の原田でございます。私のほうから、資料６の１ページ目、

及び告示案でございます資料７につきまして御説明いたします。 

 まず、資料６の１ページ目でございますが、名称につきましては「飼料用酵母（パン酵

母）」という形にしたいと思っております。これにつきましては、既に同じ名称としまし

て飼料用酵母（パン酵母）というものが定められておりますので、この名称にしたいと考

えております。 

 組成でございますが、水分が 6.1、粗たん白質 45、粗脂肪 0.4、NFE43.1、粗繊維 0.2、

粗灰分 5.2。 

 それから、消化率及び栄養価につきましては、牛の申請でございますので牛の欄になり
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ますが、粗たん白質が 92、粗脂肪ゼロ、NFE97、粗繊維ゼロ、計算の結果、TDN が 83.2 と

なります。 

 備考欄についてですが、既にあるものと差別化を図る意味合いで今回設けておりますが、

「サッカロマイセス・セルビシエを糖蜜で培養後、微粒化したものであり、粗脂肪含量が

おおむね 0.5％のものであること。栄養価は、暫定的に定めたものである」という備考を

設けたいと考えております。 

 続きまして、資料７の告示（案）でございますが、１ページ目の一番下の欄になります

が、区分につきましては「その他」で区分したいと考えております。 

 名称につきましては、申請どおり「飼料用酵母（パン酵母）」としたいと思います。 

 それから、栄養価、消化率ともに、牛の欄で DM が 93.9、TDN が 83.2、消化率のうち粗

たん白質が 92、粗脂肪がゼロ、可溶無窒素物が 97、粗繊維がゼロで設定したいと思います。 

 備考欄につきましては、資料の６の１ページ目の備考欄と同じものを記載したいと考え

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、御質問がございまし

たらお願いいたします。 

○梶委員 資料の１ページ目で資料の１ページ目ですが、既存の飼料用酵母（パン酵母）

と比較して見ると、一番右側の TDN 含量が既存のものよりも高い理由として、各成分と消

化率を見ますと、粗脂肪は低いにもかかわらず NFE 含量が少し高くて、消化率が 88 に対し

て 97、この辺が効いている 83.2 になっていると思います。。 

 この由来ですけれども、備考欄を見ますと、糖蜜等を使って培養後、微粒化したとあり

ますので、この中にはもちろん酵母だけではなくて、例えば培養で酵母が使い切らなかっ

た糖蜜成分とか、そういう培養成分も入っているということでよろしいのでしょうか。多

分その辺が関係しているのかなと思って、この表と備考を関連づけて読んだのですけれど

も、実際はどうなのでしょうか。 

○申請者 一応製造工程を本社に確認いたしましたところ、サッカロマイセス・セルビシ

エ 1026 というものを使いまして、酵母クリームというふうになったものを使うのですけれ

ども、このときに培地などはある程度分離はするということは聞いておりますので、培地

になった糖蜜とかが全て残っているということではないようです。 

○梶委員 培地に当たるような部分は遠心分離等の過程でほぼ除かれていて、酵母ほぼそ

のものの成分としてこういう値であろうということですね。それは、既存で申請されてい

る、あるいは数値として出されているパン酵母とセルビシエまでは、属までは一緒だけれ

ども、その下に違いがあるという認識でございますか。 

○申請者 恐らくそうだと思います。 

○松井委員 １点だけお伺いします。備考欄に、「粗脂肪含量がおおむね 0.5％」となっ

ておりますが、この飼料原料自体、粗脂肪が極めて少なくて、栄養学的には全く意味がな
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いものだと思いますが、あえてここの備考欄に粗脂肪含量というのを加えた理由は、先行

の商品との差別化ということで入っているのでしょうか。 

○事務局 もともと前の商品も粗脂肪自体低いのですが、比較したときに何が違うのだと

言われれば、粗脂肪の成分値が低いのと、全く消化しないということがありますので、「粗

脂肪の消化率がゼロのもの」と書くのも変な話だと思いましたので、成分量をその条件と

したいと考えているところでございます。 

○寺田部会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

○矢野委員 教えてください。この酵母はたん白源、あるいはエネルギー源、あるいは微

量成分源で何か効果がありますけれども、どこにに効果があるのですか。これは成熟した

反すう動物ですよね。 

○申請者 そうです。基本的に泌乳牛向け。 

○矢野委員 泌乳牛で。 

○申請者 主にですね。 

○矢野委員 泌乳牛にこれを与えると、乳量が増えたり、あるいは乳質が改善される、そ

ういう効果があるわけですか。 

○申請者 はい。一応たん白源として。 

○矢野委員 200～800 グラム与えてということですか。 

○申請者 はい。 

○矢野委員 たん白源として非常に良い製品ですか。 

○申請者 はい。基本的にそうです。 

○矢野委員 どうも釈然とはしないですが、ありがとうございます。 

○寺田部会長 私、さっきの梶委員の質問の続きですけれども、よくわからなかったので、

もう一回御説明いただきたいのですが、何で今回のパン酵母は NFE の消化率が高いのかと

いうところですね。どういう仮説をお持ちなのか、あるいは理論をお持ちなのか、よけれ

ば御紹介いただけませんか。 

○申請者 おのおのの数値につきまして、あらかじめ本社のほうにどういう原因でこうい

う数値が来たのか考えられるかという可能性を聞いていたのですけれども、返答がまだ返

ってきていなかった状態ですので、現在、正確なお答えがしかねる状態です。申し訳あり

ません。 

○寺田部会長 わかりました。ありがとうございました。先生方、ほかに御質問はいかが

でしょうか。 

○矢野委員 これを出されてきたというのは、前のほかのパン酵母とは違う効果があると

いうことだろうと思うんです。それで乳量だと、普通のパン酵母に比べてどのぐらい差が

あるかとか、そういうところは調べておられますか。 

○申請者 弊社内で比べた試験というのはないのですけれども、既存のパン酵母と違う点

として、ルーメンからのパイパス性が。 
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○矢野委員 パイパス性が違うのですか。 

○申請者 はい。この製品は、弊社の数値では 44％バイパスするという数字が出ています。 

○矢野委員 ほかの普通のパン酵母は何パーセントですか。 

○申請者 既存のパン酵母製品については調べてはいないのですけれども。 

○矢野委員 今回申請されたものはパイパスが 44％で、以前の普通のもう既に出ているパ

ン酵母は何パーセントですか。 

○申請者 特にパイパス率については私のほうで調べていないのですけれども、既存のパ

ン酵母はバイパスを特に目的としていないと思うんですよね。 

○矢野委員 こうして申請されたのは、ほかのものと何らかの違いがあるから出されたと

思うんですけれども、そこの点がはっきりわからないので、それでお聞きしているのです。 

 乳量であれば、本来だったら 30 ㎏のものが 30 数㎏になりますよとか、あるいは 40 ㎏の

ものが 45 ㎏になりますとか、そういうデータがあるとよく理解ができるわけです。 

○申請者 弊社で行った試験で、１日１頭 300 グラムを添加した牛で、１日の乳量が 1.5

㎏伸びたという試験結果が残っています。 

○矢野委員 そういうデータを出して説明してもらわないことには、何のためにこういう

ものを出されるのか、少なくとも私にとってはわからなかったということです。 

○寺田部会長 確かに、使用目的の説明ということではそういう情報もあればよいのです

が、今回は飼料原料ですので、添加効果という話ではありませんので、そこをよろしくお

願いいたします。 

○松井委員 という話ですけれども、１点だけ、粗たん白質のパイパス率が 40 数パーセン

トで、実際このパン酵母の中の窒素はかなり核酸が多いと思うんですね。というと、バイ

パス率が高いというのは、いいことなのか、悪いことなのか、気になります。 

○寺田部会長 もし何か情報があれば。要するに、真の消化率がどういうふうになってい

るのかというところですね。 

○申請者 済みません。そこまでの細かい資料は今持ち合わせておりません。 

○岡本委員 見かけの消化率が 92％あるので、大体こんなところかなと思います。実験デ

ータの TDN とここに書かれている TDN の違いは、水分の量で計算上こうなったということ

ですか。 

○飼料検査指導班長 消化試験をやったときの配合飼料ではなくて、その消化率を使って

資料の４ページ目の 20 点の分析成績を使って計算した結果が１ページ目の数値というこ

とになります。 

○岡本委員 わかりました。 

○梶委員 済みません。また元に戻って私からですけれども、確認です。ここで備考欄に

書いてあるサッカロマイセス・セルビシエの酵母は、系統なり何なりがあるかと思うんで

すけれども、単一のものなのですか。そこはいろいろなものが混ざっている、あるいは今

後中身としては多少変わっていく可能性があるとか、その辺はどうですか。 
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○申請者 今の段階では単一のものになりまして、特にほかに混ざっているようなことは

ありません。 

○梶委員 事務局のほうの判断にもなるんですけれども、例えばその下の情報まで備考欄

に書き加えるかどうか、それは手持ちの情報にするのか、公表まではしないのかというこ

ともあるのかもしれないのですけれども、既存のものと数値が違う理由はどこにあるかと

いうのはどうしても 後まで残ると思いますので、その辺、後ほどの議論になるのかもし

れませんけれども、ちょっと気になります。 

○事務局 全ての説明が終わった後に、委員の先生方に行っていただく審議の中での議論

になると思いますので、この場では。 

○梶委員 一応そのための材料として情報を今いただいて、単一のものであるという整理

まではしたということで。 

○寺田部会長 それでは、よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 

（申請者退席） 

○寺田部会長 それでは、次の申請に移りたいと思います。植物油ケン化物でございます。

よろしくお願いいたします。 

（申請者着席） 

○申請者 太陽油脂の石田でございます。よろしくお願いいたします。植物油ケン化物に

ついて説明させていただきます。 

 まず、１ページ目、植物油ケン化物が２例並んでいるのですが、今回暫定申請値で申請

させていただいたのは、豚用飼料ということで申請させていただいております。 

 昨年１月の審議会で申請させていただいて、３月に官報に載りましたのは２番の類似す

る飼料ということで、植物油ケン化物という牛用飼料で申請させていただいたものです。 

 ２ページ目になりますが、見ていただくとわかりますけれども、昨年、今申しました類

似するというものと中身は全く一緒でございますけれども、前回は牛用飼料ということで

申請し、今回は豚用飼料ということで、エネルギー、栄養価をオーソライズするというこ

とで今回申請させていただいております。 

 成分は、水分が 12.2、粗脂肪 72.6、粗灰分 15.0 というふうになっておりまして、製造

工程につきましては、植物油ケン化物の製造工程、別紙１－１というのがありまして、そ

こにありますように、改めて説明させていただきますけれども、植物油脂、水酸化カルシ

ウム、カラメルあるいは糖蜜、水とリパーゼ、この５種類の原料を混合槽に入れまして攪

拌し、リパーゼによる加水分解を受けた脂肪酸と、水酸化カルシウムから遊離してくるカ

ルシウムを結合させることによって脂肪酸カルシウムをつくるという工程でございます。 

 この工程は熱源というのは一切使っておりません。いわゆる常温でできるということで、

環境にはいいのではないかと思っているのですが、もともとこの脂肪酸カルシウムは、定

義にございますように、あまに油を 50％以上とそれ以外の植物油脂を 50％、そういうこと

で配合した植物油脂を使用しております。 



8 

 

 これの特徴としますと、リノレン酸、α－リノレン酸を要求する、あるいは製品中にα

－リノレン酸を多く含ませるというようなことを目的としてやっておりますので、通常で

あれば、油でやればいいのですけれども、油でやりますと、なかなか酸化という問題がク

リアできない。かといって、脂肪酸カルシウムにすればできるかということになるのです

が、たまたまというか、糖蜜あるいはカラメルに、いわゆる食品添加物、食品として使え

るようなものでも抗酸化性があるということがわかり、それを使うことによって抗酸化性

についてはかなり担保がとれたということと、もう一つは脂肪酸カルシウムにすることに

よって固形になりますので、飼料に配合する場合でも、固形物同士の混合であれば、ハン

ドリングですとか、非常に作業がしやすいというようなこともございまして、これは前回

の牛の飼料も踏まえて、そういうところに特徴があると思っております。 

 簡単ですけれども、今回の植物油ケン化物の消化試験で「別紙」とあるのですが、そこ

に「パワーオメガ」という名前が出てくるのですが、これは私どもで現在取り扱っており

ます豚用の製品名としてパワーオメガというのを使っておりまして、今回の消化試験はこ

れを使っているということでございます。 

 ちなみに、牛用としての製品名は、現在は「キーオメガ」ということで取り扱っており

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、事務局からお願いいたします。 

○事務局 それでは、資料６の 11 ページ目、植物油ケン化物につきまして御説明いたしま

す。 

 今、申請者からも説明がありましたが、これは昨年、植物油ケン化物といたしまして、

牛の消化率及び栄養価の申請がございまして暫定値を定めたものに、今回は豚の消化率及

び栄養価を追加するというものであります。 

 製品としましては、名称は違うのでしょうけれども、組成は全く同じものでございます

ので、上の欄、下の欄ともに同じ成分値を記載しております。今回は豚で、粗脂肪が 74％、

TDN が 120.9 を追加するものであります。 

 備考欄につきましても、昨年定めました備考欄と全く同一のものを記載したいと考えて

おります。 

 それから、資料７でございますが、２ページ目の上から２番目でございます。原料名に

つきましては「植物油ケン化物」です。 

 区分につきましては、５の「その他」になると考えております。 

 栄養価につきましては、豚の欄で、DM が 87.8、TDN が 120.9、消化率が粗脂肪のみ 74、

残りのものは全て「－」を入れております。備考欄につきましては、資料６に記載したも

のと同じものを記載したいと考えております。 

 以上でございます。 



9 

 

○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意見をお願いい

たします。 

○岡本委員 この数字の根拠になっている分析値と消化試験ですけれども、この植物油ケ

ン化物の成分組成というのが出ていまして、供試した試料は水分が 13.3％、粗脂肪が

75.0％、粗灰分が 15.1％というふうになっていますね。これを足しますと、103・何パー

セントになってしまうんですね。小数等の丸めの結果かもわからないのですけれども、丸

めの結果としても 103％というのは違い過ぎるのかなというのが１点です。 

 それから、この試験のために分析した別表の 2-1 で、粗脂肪の 小値と 大値が 69.1

から 74.6 ということになっているのですけれども、この試験のために使われた植物油ケン

化物の成分組成で粗脂肪が 75.0 ということで、 大値を超えてしまっているんですね。こ

の辺はどういうふうにお考えでしょうか。 

○申請者 まず、分析のデータですが、私ども油脂メーカーとして、脂肪分というのはい

ろいろな形ではかっているわけです。我々はこういう数値で不思議に思うのは、我々とし

てもそう思っています。 

 その原因としまして一つ考えられるのは、脂肪分というのは、今回の場合ですと脂肪酸

カルシウムですから脂肪酸をはからなければいけないというところで、通常であれば、脂

肪酸カルシウムを分解して、それをエーテルなり何かで溶解して、分液ロート内で脂肪分

をはからなければいけないというのが我々のはかり方で、それでいきますと、理論値どお

りのものが出てくるんです。 

 別に今回の試料分析を否定するわけではございませんけれども、定められたソックスレ

ー法というのがあります。あれでやりますと、エーテルで抽出しますけれども、その場合、

先ほど説明している中で、遊離してくる脂肪酸とカルシウムがどうのこうのという話をし

たのですが、これの油脂というのはトリグリセライドから発しています。トリグリセライ

ドは当然 98％から９％のグリセリンを持っています。グリセリン自身もこの中に全部含ま

れています。ですから、同じように粗脂肪をはかる場合、ソックスレーでやる場合には、

乳鉢なりで微細に粉砕してやってはいるのですけれども、どうしても中には浸透するとい

うか、常に同じ状態で全部抽出されているというような状況にはなっていないのではない

だろうかと。 

 ですから、ここに出てきています数字は測定した実測値です。ですから、真値と言われ

ると、これは違いますねということになるかもしれませんけれども、それがこの数字にな

ってあらわれ、全体から言いますと 100 を超してしまうということが考えられるというこ

とで、先生方がおっしゃることについては何も反論する余地はございませんけれども、あ

くまでも我々がこういうふうに数字を出したのは、実測値で申請するというのが建前です

から、そういう形でさせていただきました。 

○岡本委員 そうすると、別表 2-1 の粗脂肪の分析値 20 点についても、同じようにただの

ソックスレー、粗脂肪の分析法でやったということですね。 
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○申請者 そうです。 

○岡本委員 そうすると、 大値と 小値が同じ分析法であって、その 大値を外れたと

ころで同じ分析法で。 

○申請者 そうです。 

○岡本委員 ここら辺はちょっと不思議に思います。 

○申請者 信用してもらうということですかね。栄養試験のほうの数値は日本科学飼料さ

んがはかられた数字で、我々もはかってはいるのですけれども、そこでも多少違いがござ

いますので、その辺が先ほどエーテルの問題が出ましたけれども、グリセリンも出てくれ

ば、多少のエーテルは水を吸いますので、水の部分が出てくるということで、過大に数値

が上がったのではないかというふうには考えております。 

○松井委員 この試験では、酸分解のソックスレーですよね。脂肪酸カルシウムですから、

飼料分析基準に従ってやったということですね。そして、 後、あれはたしか加熱して水

を飛ばしているのに水が入っているということが理解できないんです。 

○申請者 なぜというか、１つは結局グリセリン等に入っていますので、いわゆる分液ロ

ートでやった場合にかなり境界線が出るんですよ。エマルジョン的なもので出てくるんで

す。 

 もう一つは、リパーゼをちょろっと使っていまして、脂肪酸カルシウム、油脂をリパー

ゼ分解しますと、残念ながら完全に 100％の加水分解というのはなかなか難しくて、ほん

の少しですけれども、部分グリセリドが残るということがあったりして、芒硝なり、塩な

どを使いまして水の部分と油の部分を分けるのですが、大量にやっているわけではありま

せんので、本来であれば、もう少し例えば 100 グラムとか 200 グラムとかやれば、もう少

しばらつきは少なくなるのではないかと思いますけれども、この辺についてはおっしゃる

とおりでございまして、やはり今後は分析精度というのをもう少し考えて数値を出さなけ

ればいけないというふうには考えております。 

○寺田部会長 FAMIC のほうからは何かコメントはございますか。 

○農林水産消費安全技術センター 今回の議題の中に油さいの関係がありまして、そちら

について申請者の要望で飼料分析基準で現行法としてソックスレーの方法しかございませ

んので、今回、酸分解ジエチルエーテル法の適用拡大ということで検討させていただきま

す。それについてはおおむね良好な結果が出ているので、今回、植物油ケン化物について

はまだお聞きしていなかったものですから。従来、酸分解ジエチルエーテル法については、

牛用飼料の脂肪酸カルシウムを含むものについてはそちらのほうを適用しておりますので、

恐らくそちらのほうが適切かなと思っております。 

○寺田部会長 ほかの先生方、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。どうもありがと

うございました。 

（申請者退席） 

○寺田部会長 それでは、ちょっと時間は早いのですが、スケジュールの関係もございま
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すので、一応ここで午前の部は終わりとさせていただきまして、休憩に入りたいと思いま

す。午後の部は、予定どおり 13 時から再開させていただきますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

（休 憩） 

○寺田部会長 それでは、午後の部を再開させていただきます。 

 初に、北海道バイオエタノールさんから４件申請がございますけれども、１件ずつや

っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（申請者着席） 

○申請者 北海道バイオエタノールの五十嵐と申します。よろしくお願いいたします。 

 まず、小麦の DDG ですけれども、これは以前、２年ぐらい前に実際にもう飼料登録をさ

れているものです。ただ、そのときの DDG の生産方法というのですか、乾燥機の能力が極

めて少なかったということで、当時は 15％ぐらいの水分だったのですけれども、現状、今

は５％前後という形になっています。それで、水分がかなり違うものですから、再度、確

認のための申請ということで審査いただきたいと思っております。それで、小麦の DDG と

小麦を原料としたエタノールを生産しているのですけれども、そのときの副産物の乾燥品

という形になります。 

 それで、お手元に工程の資料が配布されていると思うんですけれども、バイオエタノー

ル製造工程、小麦という形になっておりますが、このフロー図で説明したいのですけれど

も、小麦１日大体 130 トンぐらい処理します。 

 そして、この 130 トンの処理に、まずα－アミラーゼという酵素を添加いたしまして、

原料の混合タンクに送られます。あと、ここの原料の混合タンクの中では、またセルラー

ゼという粘度を調整する酵素を加えます。そこで、小麦のでんぷんの部分を液化いたしま

す。 

 あと、液化された小麦ですけれども、これにさらに酵素、プロテアーゼとグルコアミラ

ーゼを加えて、完全に糖化するという形になります。 

 そこで、酵母を発酵槽に入れまして、同時糖化発酵という形で糖化と発酵を同時に行う

というような形になっています。 

 その後、もろみ塔に送られます。もろみ塔に送られたもろみ液については、蒸留分離と

いう形でエタノールと残渣に分けます。分けられたエタノールについては濃縮等、脱水膜

を通して濃度的には 99.5％以上の製品という形になります。 

 一方、残渣については水分を結構含んでいるものですから、スクリューデカンターとい

うデカンターで固液分離いたします。固液分離された残渣については乾燥のほうに回るの

ですけれども、分離液についてはもう一度遠心分離機という分離機で固液分離をいたしま

す。 

 そして、分離された残渣については、これも乾燥のほうに行くのですけれども、あと分

離された分離液については、蒸留廃液という形で嫌気の排水処理を行っております。この
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嫌気の排水処理を行ってバイオガスを回収して、あとは処理液については好気処理を行い

まして放流している。あと、バイオガスについては、製造工程内の燃料に一部を補てんす

るという形で、トータルの３割から４割ぐらいはバイオガスで燃料として補てんされてい

ます。 

 それで、残渣については、乾燥機、ドラムドライヤーと STD という２種類の乾燥機があ

るのですけれども、２年前の飼料登録のときはドラムドライヤー一本しかなかったのです。

それで、どうしても固分の処理の能力が上がらなくて、水分も高いという形で、隣の STD

というスチームチューブドライヤーというドライヤーですけれども、これを増設したとい

う形で、２つの乾燥機で乾燥して、DDG という形で製品化しています。 

 その製品量としては、小麦 130 トン処理すると、１日当たり約 30 トンぐらいの DDG がで

きるという形になります。この DDG をもとに、日本科学飼料協会さんのほうに飼料登録に

伴うそれぞれの分析、あるいは給餌試験をやっていただいて、今回の申請という形になっ

ております。 

○寺田部会長 それでは、事務局のほうから暫定値案をお願いいたします。 

○事務局 資料６の 19 ページでございます。小麦ジスチラーズグレインでございますが、

名称につきましては申請どおり、「小麦ジスチラーズグレイン」としたいと考えておりま

す。 

 上段と下段にそれぞれ小麦ジスチラーズグレインというものがございますが、先ほど説

明がありましたとおり、２年前に下段の部分は申請があったものでございます。 

 大きく違うところが水分で、前回は 15.1％でありましたのが今回は 4.8％。それと、NFE

が前回 28.8％であったものが今回は 42％と、大きく異なっております。 

 この結果といたしまして、組成は水分 4.8、粗たん白質 35.3、粗脂肪 4.7、NFE42、粗繊

維 9.9、粗灰分 3.2、消化率は、牛の申請でございましたので、粗たん白質が 83、粗脂肪

81、NFE73、粗繊維 55、TDN につきましては 74 という形でございます。 

 備考欄につきましては、「小麦を原料とした燃料用アルコールの副産物であって、乾燥

したものであること」、ここまでは前回と同じでございますが、前回のはもう既に日本標

準飼料成分表に記載されておりまして、「暫定的に定めたものである。」という言葉は外

れておりますが、今回、数値を多分置きかえるという形になると思いますので、「暫定的

に定めたものである」というものを追加したいと考えております。 

 それから、資料７の暫定値案でございますが、１ページ目の上から２番目でございます。

分類といたしましては、２のそうこう類に分類したいと考えております。名称は「小麦ジ

スチラーズグレイン」であります。 

 数値につきましては、牛の欄で、栄養価が DM95.2、TDN74、消化率が粗たん白質 83、粗

脂肪 81、可溶無窒素物 73、粗繊維 55 で、備考欄につきましては資料６の 19 ページに記載

しております備考欄と同じものでございます。 

 仮にこれが認められた場合には、前回認められていた数値を今回の数値に置きかえる形
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で変更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、先生方、御意見がございましたらお

願いいたします。 

○入江委員 水分が前回は 15％で今回は 4.8 ということで、新しい乾燥方式を入れられた

ということですけれども、前回はちょっと高目なんですよね。配合飼料なんかの一般風乾

物に比べると高目で、今回は前回の３分の１ぐらいまで下げたという理由についてお聞か

せ願います。 

○申請者 副産物の乾燥工程は小麦だけではないのですけれども、全体に、今回 130 トン

処理のときのフローを書かせていただいたのですけれども、実際にドラムドライヤー１個

だと 30 トンぐらいしか処理できなかったんです。そういうことにもかなり影響していたと

いうことで、どうしても乾燥機を増強しなければエタノールの製造量の確保ができなかっ

たということで、どうしても増設しなければなりませんでした。 

○入江委員 それで、スチームチューブドライヤーを入れられて、通常だと 10％ぐらいで

いいのかなと思うんですけれども、５％までというのは、そのあたりはどうなんですか。 

○申請者 一応８％以下を目標にはしているのですけれども、水分調整というのは結構難

しい、コントロールがなかなかできない部分なのです。だから、結構なりゆきの水分で５％

前後ということで、実際は８％ぐらいまで上げたいのですけれども、それの微調整が難し

いということです。 

○岡本委員 消化率のところですけれども、前回の粗たん白質、粗脂肪、NFE、粗繊維、TDN

の消化率と今回の消化率を比べてみますと、たん白質、粗脂肪、粗繊維と非常に類似して

おります。大きく異なっているのが NFE です。この消化率については水分は関係ないと思

いますので、なぜ今回 NFE の消化率が大きく向上したのか、何か思い当たるところがあり

ますでしょうか。 

○申請者 実は、製造工程の中でデカンターをスクリューデカンターと遠心分離機の２台

通るのですけれども、その遠心分離機も増強しているのです。それで、固液分離の割合が

以前から見たらかなりよくなっているということぐらいしか考えられないのですけれども、

固液分離した分離液については排水処理しているものですから、DDG 側に行くにはかなり

たん白質を濃縮できるんですね。従来の DDGS は蒸留残渣を全て乾燥しているものですけれ

ども、我々は DDG ということで、分離した分離水はみんな排水処理しているものですから、

DDGS と比べるとたん白の濃縮度合いが高い。イコール、固形物の濃縮度合いが高いので、

粗灰分的なものはみんな分離液側に流れていくので、そういうことになるのかなと。難し

いですけれども、有機分の割合が多いからかなと思っているんですけれども、違いますか

ね。 

○岡本委員 たん白質の組成を見ますと、前回は水分が 15.1％で、たん白質が 37％ですね。

これが今回は水分が５％弱で、粗たん白質の含量が 35％ですね。濃縮されていると言えな
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いじゃないですか。 

○申請者 逆ですね。 

○寺田部会長 加えてお聞きしたいのですが、逆に粗脂肪が減って、NFE が大幅に増えて

いるという成分変化があるのですけれども、単に乾燥だけが違いますという御説明ではわ

かりにくいなと思ったのですが、この成分の変化についても、製造工程の変化と、先ほど

分離機のお話がありましたが、もし原料のほうの扱い等々であれば御紹介いただけないで

しょうか。 

○申請者 原料自体が規格外の小麦ということで、その年によって小麦の中のでんぷん質

が大きく違っているんです。例えば、２年前の規格外の小麦のでんぷん値というのは 58％

ぐらいあったのですけれども、現在は 55％ぐらいで、３％ぐらい差があるんですね。この

辺に何か起因する部分もあるのかもしれないです。一応、規格外小麦、等級的にはＢの２

という、ある程度粒形でそろったものはいただいてはいるのですけれども、中身はやはり

かなりでんぷん質が違うところはあります。 

○寺田部会長 よろしいでしょうか。ほかに御質問がございましたら。 

○矢野委員 酵素は申請したものと同じなんですか。 

○申請者 酵素は全く変わっておりません。 

○寺田部会長 私からもう１点。ドライヤーを追加したということですが、熱処理の条件

は全体としてどういうふうに変わったか。温度、時間、そこら辺を教えてください。 

○申請者 温度は７キロ蒸気を使っていますので、130 度ぐらいの熱ですけれども、ドラ

ムドライヤーというのがドライヤーとの接触時間が極めて短いんですね。10 秒～30 秒ぐら

い、一瞬で乾燥させる方式ですけれども、STD、スチームチューブドライヤーというのは、

恐らくドライヤーの中でチューブと接触している時間は 30 分以上あるんです。その辺が大

きな違いなのかもしれないです。 

 だから、でき上がった色は、STD で熱との接触時間が多いものですから、色はちょっと

茶色になっているし、ドラムドライヤーは割と白っぽい色をしています。 

○寺田部会長 それでは、ほかにいかがでしょうか。何か御質問がございましたら。よろ

しいですか。ありがとうございました。 

 それでは、次の精白米・小麦・糖液 DDG に移りたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

○申請者 ④です。これについては、精白米と小麦と糖液、割合的にはおおむね２対１対

１での混合液でエタノールをつくったときの残渣の乾燥品です。 

 工程的には、先ほどと同じように、ちょっと説明したいのですけれども、これは糖液と

書いてあるのですけれども、黒砂糖の液が約 17 トン。お砂糖当たり 17 トンという形にな

っています。だから、黒糖が 17 トン、お米が 46 トン、麦が 19 トンという割合で、原料の

混合タンクに混合されます。あと、米と規格外小麦には、前回と同じようにそれぞれα－

アミラーゼという酵素をお米当たり 0.15％、麦当たりだと 0.05％添加しています。糖液に
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ついては酵素は一切添加しておりません。これは混合タンクの中で混ぜられまして、やは

り同じようにセルラーゼを小麦の原料当たり 0.02％ぐらい添加していきます。 

 あと、前回の小麦と違っているのは、発酵助剤とあるのですけれども、燐安と、CSL、コ

ーンスティープリカーという発酵補助剤ですけれども、これについては黒糖当たりだと燐

安は１トン当たり 1.6 ㎏、お米だと１トン当たり 0.5 ㎏、あと CSL については、砂糖１ト

ン当たり１㎏、お米については１トン当たり５㎏を添加しております。 

 その後、酵素、プロテアーゼ、アミラーゼは同じという形で、同じように発酵槽で同時

糖化発酵を行いまして、もろみ塔で蒸留分離、エタノールと残渣に分離いたします。 

 あと、分離された液についてはスクリューデカンター、遠心分離機でそれぞれ固液分離

されまして、残渣については今回は STD だけで乾燥するという形になります。麦の処理が

20 トンぐらいで極めて少ないので、ドラムドライヤーを回す必要がないという形で、STD

のみの乾燥という形になります。 

 それで、この混合比率で出てくる DDG の生産量については、１日当たり 9.6 トンという

形になっております。この DDG を飼料登録用にそれぞれ分析して結果が出ています。 

○寺田部会長 それでは、事務局のほうからお願いいたします。 

○事務局 資料６の 28 ページでございます。精白米・小麦・糖液ジスチラーズグレインで

ございますが、名称といたしましては「精白米・小麦・黒糖液ジスチラーズグレイン」と

いう形で、糖液の由来が黒糖であるということをここで明示したいと考えております。 

 組成につきましては、水分 3.5、粗たん白質 55.5、粗脂肪 5.9、NFE26.5、粗繊維 5.6、

粗灰分が 3.1 であります。 

 消化率及び栄養価につきましては、牛の申請でございますので牛の欄でございますが、

粗たん白質 62、粗脂肪 86、NFE73、粗繊維 68、TDN が 69 でございます。 

 備考といたしまして、「精白米・小麦及び黒糖液をおおむね２：１：１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。」としております。 

 あと、類似するものとしまして、昨年あたり申請がございました精白米・小麦ジスチラ

ーズグレインでありますとか、原料が違うのですけれども、一応参考として、てん菜糖液

ジスチラーズグレインを載せてございます。 

 それから、資料７でございますが、１ページ目の４番目でございます。分類といたしま

しては、２のそうこう類でございます。名称は、先ほど申しました「精白米・小麦・黒糖

液ジスチラーズグレイン」でございます。栄養価及び消化率につきましては、牛の欄で、

DM が 96.5、TDN が 69、粗たん白質が 62、粗脂肪が 86、可溶無窒素物が 73、粗繊維が 68

でございます。 

 備考欄につきましては、先ほどの資料６の備考に記載しているものと同じものを記載し

たいと考えております。 

 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、御意見、御質問等がございましたら、

お願いいたします。 

○矢野委員 水分 3.5％というのは、部屋に置いておくと、水分はもっと増えてくるとい

うことは考えられませんか。 

○申請者 ほかの試験というのは特に実験はしていなかったのですけれども、分析室にビ

ニールに包んで置いておいたものを１か月後、２か月後にはかったことはあるのだけれど

も、水分はほとんど変わっていなかった。 

○矢野委員 実際に市販するような場合、そういう状態で業者に出すんですか。 

○申請者 フレコンに詰めているのですけれども、今はフレコンに詰めたものを大きなサ

イロに入れて、恐らく１週間ぐらいで配合飼料の原料として使われています。 

○矢野委員 それで、水分 3.5％で大丈夫だというお考えですか。 

○申請者 それは大丈夫です。ちょっと確認する必要はあるかもしれないのですけれども。 

○矢野委員 変わってきますからね。 

○申請者 今後確認させてください。 

○寺田部会長 水分の問題なのですけれども、貯蔵中の変化も気になるのですが、先ほど

の件でも８％を目標にして５％になっているというお話だったんですよね。そうすると、

将来的には８％に動いていくのか、製造工程を考えると、今の品質ということで、この精

白米・小麦・黒糖あれば 3.5％、先ほどのものであれば４％ちょっとということでやって

いかれるのかというあたりを教えてください。 

○申請者 先ほどもお話ししたのですけれども、水分調整というのはかなり難しいです。

特に、STD の運転というのは、乾燥したものを半分は頭のほうに戻して、入りの水分を 50％

ぐらいに調整する必要があるのですね。その辺の調整というのがかなり難しいということ

で、恐らく安全を見て、現状の５％ぐらいの水分でいきたいなと思っています。 

○入江委員 水分の関連なのですけれども、やはりかなり乾燥されていて、先ほどもそう

ですけれども、ちょっと褐色化しているということで、やや乾燥し過ぎの感があって、今

回もたん白質の消化率が低いのは乾燥し過ぎなのかなという気がしますので、そのあたり

は検討されたほうがいいのかなと思います。水分の乾燥方式ですね。 

○申請者 そうですね。先ほど、半分はまたこういうリサイクルというか、そういうよう

な設備なものですから、確かにチューブとの接触時間の関係でたん白というのは変質する。

それも、なるべく滞留をとらせないような形で考えていきたいと思います。 

○寺田部会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。それでは、御質問がないよう

ですので、次に行きたいと思います。 

 それでは、玄米 DDG をお願いいたします。 

○申請者 玄米 DDG につきましては、国内の備蓄米を原料としてエタノールを生産したと

きの副産物という形になっております。 

 それで、同じように製造工程を添付していますので、これについてもほぼ同じような工
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程ですけれども、玄米を粉砕するときにアミラーゼを米当たり 0.15％添加いたします。そ

して、それぞれ米についてもやはり発酵助剤が必要になるということで、燐安と CSL を添

加しております。 

 あと、酵素については、米だけなのでグルコアミラーゼだけ、あとプロテアーゼ、セル

ラーゼは特に添加する必要はないということで、酵素についてはアミラーゼ関係、α－ア

ミラーゼとグルコアミラーゼのみという形になります。 

 やはり発酵槽で同時糖化発酵させまして、もろみ塔に送られまして、もろみ塔で蒸留分

離、エタノールと残渣に分ける。 

 あと、残渣については、やはりスクリューデカンター、遠心分離機で固液分離します。

分離液については排水処理。分離残渣については、これも STD のみの乾燥という形になり

ます。 

 それで、１日玄米 109 トンぐらい処理できるのですけれども、DDG が 14.5 トンぐらい生

産されます。この DDG を飼料登録向けに分析しております。 

○寺田部会長 事務局からお願いします。 

○事務局 資料６の 37 ページでございます。玄米ジスチラーズグレインでございますが、

名称につきましては「玄米ジスチラーズグレイン」のままにしたい考えております。 

 組成につきましては、水分が 2.9、粗たん白質 53.5、粗脂肪 9.9、NFE23.3、粗繊維 7.1、

粗灰分 3.2 でございます。 

 消化率及び栄養価につきましては、牛の申請でございますので、牛の欄でございますが、

粗たん白質が 74、粗脂肪 85、NFE79、粗繊維 44、TDN は 80.1 でございます。 

 備考欄でございますが、「玄米を原料とした燃料用アルコールの副産物であって、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」でございます。 

 あと、類似するものといたしまして、原料であります玄米の栄養価、玄米ジスチラーズ

グレインソリュブルの栄養価と、前と同じバイオエタノールのほうから申請がございまし

た小麦・玄米ジスチラーズグレインの栄養価を載せております。 

 それから、資料７の暫定値案でございますが、１ページ目の一番上でございます。分類

は２のそうこう類でございます。名称は「玄米ジスチラーズグレイン」でございます。 

 栄養価及び消化率につきましては、牛の欄で、DM が 97.1、TDN が 80.1、粗たん白質が

74、粗脂肪が 85、可溶無窒素物が 79、粗繊維が 44 でございます。 

 備考欄は、資料６に記載してあるものと同じでございます。 

 以上でございます。 

○寺田部会長 ありがとうございました。それでは、先生方、何か御質問、御意見がござ

いましたらお願いいたします。 

○矢野委員 これも前と同じように水分はかなり低いので、空気を遮断したような形で流

通されると考えていいのですか。 

○申請者 フレコン詰めなんですね。だから、大気とは直接。ビニール袋の空気の入りは
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あると思うんですけれども、これも含めて、先ほど全ての製品、供試の水分を見てみたい

と思っています。 

○矢野委員 日にちを追ってね。普通、流通するような場合の日にちを勘案して、どのぐ

らいまで水分が変わるか、変わらないか、見ていったほうがいいと思います。 

 それと、これはジスチラーズグレインで、㎏当たりの価格はどのぐらいになるのですか。 

○申請者 価格ですか。なかなか難しいんですけれども。私どもはホクレンさんというと

ころに売って、彼らは彼らでまた売っている。 

○矢野委員 余り高いと、実際に使われなくなる。そうすると、こういう申請をしてもむ

だかなと思ったりするので、質問をしました。 

○申請者 今、㎏ 30 円前後。 

○矢野委員 それなら安い。 

○寺田部会長 ほかに御質問は。 

○松井委員 １点確認したいのですけれども、糖化のところで、セルラーゼ、ヘミセルラ

ーゼは使っていないですね。 

○申請者 使っていません。 

○松井委員 この表がちょっと間違っていますので。 

○申請者 玄米は使っていません。 

○寺田部会長 このフローチャートに入っていますので。 

○申請者 済みません。それは間違いです。 

○寺田部会長 ほかに何か。よろしいですか。 

 私、これは単なる興味としてお伺いしたいのですけれども、DDG をつくるときに、玄米

を使うのと精白米を使う、あるいは精白米といろいろな物を混ぜて使う、いろいろなやり

方をされておられるのですが、それぞれの製造上の特徴というのはどういうことになって

くるのでしょうか。 

○申請者 エタノールサイドで考えると、例えば精白米だとでんぷん値が 76％ぐらいある

んですね。かなり純度が高い。あと、液化液のときの粘りだとか、残渣の量とか、それと

一番いいのは糖液 100％の運転が一番いいのですけれども、なかなかそうはいかない。次

に何がいいかというと、やはり精白米ですね。これの 100％運転が一番いいのですけれど

も、どうしても精白米自体、原料が MA 米なものですから、我々はもともとてん菜の糖液と

規格外の小麦を原料にした実証事業の工場ですから、なかなか糖液がなくて、実際に困っ

て初めて去年 MA 米を糖液が回復するまで何とか手当しましょうということでいただいて

いるんです。 

 だから、今あるのは本当に規格外の小麦だけですけれども、今は規格外小麦 100％運転

しているのですけれども、でんぷん値が 55 ぐらいしかないんですね。そして、残渣もすご

く多く出るんですね。残渣がすごく多くなると、乾燥にかかる燃料、すごい化石燃料、バ

イオエタノールをつくっていて化石燃料をどうしても使わなければならないということで、
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規格外小麦はやはり一番厄介なんです。 

 例えば、去年お米と麦の比率をお米が５で麦が１でずっとつくらせてもらったのですけ

れども、そのときの製造工程、エネルギーの関係、生産状態を含めると、極めて良好な状

態です。 

 だから、麦があっててん菜の糖液がないときは、お米がたくさんあれば、１対５、お米

５に対して麦１となると、麦の中のたんぱくが結構発酵助剤的な働きがあるんですね。だ

から、これはブレンドで運転するのが一番効率のいい運転という形になります。だから、

私の中ではお米５、小麦１と。糖液だと、糖液５、小麦１という形の運転が一番エタノー

ルの生産はやりやすいという形になります。 

○寺田部会長 ありがとうございました。ほかに御質問はございますか。 

○矢野委員 玄米ですから、えさの中のリンとか、高くなることはないですか。含量を調

べておられますか。 

○申請者 小麦が 0.7 ぐらいウエートパーセントがあるのですけれども、玄米になると

0.94 ぐらいです。 

○矢野委員 余りたくさんやると、尿結石みたいなのが出てきますからね。20％、まあま

あというふうに思います。 

○寺田部会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。どうもありがとうござい

ました。 

 それでは、玄米の DDG の議論はこのぐらいにいたしまして、精白米・小麦 DDG に移りた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

○申請者 精白米・小麦 DDG ですけれども、精白米２に対して小麦１の割合、量的には 68

トンの米に対して麦が 36 トンという形の割合でつくった DDG です。 

 それで、やはり同じように、酵素についてはアミラーゼ、セルラーゼ、麦を使っていま

すので、プロテアーゼも、全て酵素を従来と同じように使っております。そして、小麦の

量を 36 トンぐらい処理しているものですから、やはりドラムドライヤーと STD の両方を運

転するような形になっています。 

 それで、先ほどの割合でいくと、DDG が１日当たり約 15.7 トンできています。去年申請

したのが５対１ですけれども、ちょっと割合が変わるだけで、５対１になるとドラムドラ

イヤーを回さなくて済むんです。今回２対１なので、ドラムドライヤーを回しているとい

う形になっています。 

 以上です。 

○寺田部会長 それでは、事務局のほうからお願いいたします。 

○事務局 資料６の 46 ページでございます。精白米・小麦ジスチラーズグレインでござい

ます。名称については、申請の名称のままというふうに考えております。 

 組成につきましては、水分 5.1、粗たん白質 48.7、粗脂肪 4.5、NFE32.1、粗繊維 6.1、

粗灰分 3.5。これも牛の申請でございますので、消化率及び栄養価につきましては、牛の
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欄の粗たん白質 72、粗脂肪 75、NFE78、粗繊維 49、TDN は 70.7 でございます。 

 備考欄でございますが、「精白米と小麦をおおよそ２：１の割合で混合し、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」でございます。 

 類似するものといたしまして、昨年申請がございました精白米・小麦ジスチラーズグレ

インが精白米と小麦をおおむね５対１で混合したものでございます。それと、小麦ジスチ

ラーズグレインを載せてございます。 

 続きまして、資料７でございます。上から３番目になりますが、分類といたしましては

２のそうこう類でございます。名称は「精白米・小麦ジスチラーズグレイン」。栄養価及

び消化率につきましては、牛の欄で、DM が 94.9、TDN が 70.7、粗たん白質 72、粗脂肪 75、

可溶無窒素物 78、粗繊維 49 でございます。 

 備考欄につきましては、資料６に記載しましたものと全く同じでございます。 

 以上でございます。 

○寺田部会長 ありがとうございました。それでは、先生方、御意見、御質問がございま

したらお願いいたします。 

○矢野委員 これは数値の差替えですか。別のものですか。 

○事務局 これは配合割合が異なりますので、新規に追加することを考えております。 

○矢野委員 名前は同じでいいのですか。 

○事務局 名前は同じで、一応備考欄で配合割合５対１と２対１というところで区別する

のかなと考えております。 

○矢野委員 煩雑ではないですか。普通見て、同じ名前のもので、備考欄を見なければ区

別できないというのは。 

○事務局 食品副産物は、同じ名称が５つ並んでいますが、全て備考欄で区別する形にな

りますので、それと同じに考えております。 

○矢野委員 精白米・小麦ジスチラーズグレイン１とか２とか、見たときにすぐわかるか

らよいと思いますが。 

○飼料検査指導班長 一方で、配合飼料を原料に使ったときに、１、２と分けてしまうと、

例えば１を使って次に２に変えるときに表示を全部変えたりということが出てきてしまい

ますので、名称はなるべく同じものは１つにまとめておいたほうが配合飼料メーカーが表

示を切りかえたりしなくて済む。 

○矢野委員 ２対１と５対１が混同することはないですか。 

○飼料検査指導班長 製造段階で、今回のものと前回のもので、配合設計の段階では栄養

価はきちっと別に数字は出していただくということです。 

○寺田部会長 表示に関しては、後ほどまた議論させていただくことにしたいと思います。 

○梶委員 少し細かい話になるのですけれども、資料の 54 ページに消化率の付表４がござ

います。私のほうの質問はこの消化試験の結果についてですけれども、個体番号５という
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のが特に NFE の消化率が低いんですね。棄却検定して引っかかるかどうかわからないので

すけれども、引っかからないのですかね。この個体がかなり低いでしょう。 

 実は、先ほども気になっていたのですが、36 ページに同じように付表４があって、この

個体番号５というのが同じ動物かどうかわからないのですけれども、これもやはり数字が

低かったんですね。 

 このときは、多分棄却検定してもはねられないのかなと思ったのですけれども、次のこ

っちのほうが差が大きいかなと思いましたので、若干気になりますね。この５というのは、

少なくとも同じ個体なんですか。これは科学飼料協会さんに聞かないとわからないかもし

れないのですけれども。 

○科学飼料協会 生データをつけ合わせないとわからないんですけれども、恐らく同じだ

と思います。棄却は全部棄却検定をかけていますので、今回のものも棄却は引っかからな

いです。 

○梶委員 わかりました。ありがとうございます。であれば、こういうことが起こるとい

うことで、その範囲内の平均値と標準偏差ということで、申請書を書かれたということで

確認させていただきました。ありがとうございます。 

○寺田部会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、北海道バイオエタノールさんの申請の議論はここまでとしたいと思います。

どうもありがとうございました。 

（申請者退席） 

○寺田部会長 ちょっと早く進み過ぎてはいるのですが、来ておられたらどんどんやると

いうことでよろしいですかね。 

 その次に三井造船さん、よろしいでしょうか。大麦焼酎粕をお願いいたします。 

（申請者着席） 

○申請者 三井造船のエンジニアリング事業本部、西岡と申します。きょうはよろしくお

願いいたします。 

 私どもの申請は、お手元にあります、名称として「大麦焼酎粕（濃縮）」で、「大麦焼

酎粕を固液分離し、その液体部分を加熱濃縮したもの」という定義にしております。 

 製造方法及び製造工程ですけれども、大麦焼酎製造時に排出されます焼酎粕を横型のス

クリューデカンター、いわゆる遠心分離機で固形分離した液分を減圧下で加熱濃縮して生

産します。これは、 後に簡単に工程図を御説明させていただきます。 

 今回の対象家畜は、牛用の飼料です。使用割合は、牛用飼料として乾物で 10％程度使用

ということで考えております。 

 それで、20 ロットの分析で平均値を次の５番に書いておりまして、水分が 56.8、粗たん

白質 17.3、粗脂肪 1.4、可溶無窒素物が 21.6、粗繊維 0.4、粗灰分が 2.6 というような成

分になります。 

 消化率、これは九州沖縄農業研究センターさんにやっていただいたのですが、牛で CP
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が 80、脂肪が 66、繊維が 75、NFE が 95、TDN が 36.7 という結果になっております。 

 特殊成分はございません。備考も特にありません。 

 後に、製造工程のフローシート、工程図がついているかと思うんですが、簡単に説明

させていただきます。一応わかりやすく１日 100 トン処理する場合のバランスを書いてお

ります。まず、大麦焼酎粕 100 トンを遠心分離機で固液分離します。約 20％の 20 トンが

脱水ケーキとして固形分にされます。これを加熱乾燥しまして、約 4.5 トンの粉末の乾燥

品として飼料原料となります。 

 遠心分離で分離されました液分ですけれども、これが約８割の 80 トン出てきます。これ

を今回申請しております濃縮液にするために濃縮機にかけます。濃縮の温度は 80 度以下で

運転しております。圧力は水銀柱で言いますと大体 350 ミリ、 大ではそんなものです。

キロパスカルでは、ここに書いております 47 キロパスカルから 10 キロパスカルというと

ころで運転しております。 

 それで、 終的に 45℃ぐらいの濃縮液として１日 14 トンぐらい出てくるというような

バランスになります。この濃縮液を今回申請させていただいております。 

 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、事務局のほうから暫定値案をお願い

いたします。 

○事務局 資料６の 55 ページでございます。名称につきましては、申請は「大麦焼酎粕（濃

縮）」でございましたが、これまで大麦焼酎粕として申請のあったものは全て固液分離し

た固分を乾燥したものでございますので、液分を濃縮したものというのは今回初めてのも

のでございます。 

 暫定値申請でございますとか、飼料標準成分表なんかを見ますと、この液分を濃縮した

ものとして参考になるものとすれば、下の類似する飼料の既存の暫定値の欄の一番下でご

ざいますが、グルタミン酸発酵副産液というものがございます。これはグルタミン酸発酵

残渣の液分を濃縮したものでございます。 

 ということから、今回申請がありました大麦焼酎粕（濃縮）につきましては、名称を「大

麦しょうちゅう副産液（濃縮）」というふうにするのが適当ではないかと考えてございま

す。 

 組成につきましては、水分が 56.8、粗たん白質 17.3、粗脂肪 1.4、NFE21.6、粗繊維 0.4、

粗灰分 2.6 でございます。 

 消化率及び栄養価でございますが、牛の申請でございますので、牛の欄の粗たん白質 80、

粗脂肪 66、NFE95、粗繊維 75、TDN が 36.7 でございます。 

 備考欄といたしまして、大麦焼酎粕と区別を図るため、「固液分離し、液分を減圧下で

加熱濃縮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。」ということを記

載したいと考えてございます。 

 それから、資料７の暫定値案でございますが、１ページ目の下から２つ目でございます。
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区分は５のその他でございます。名称は「大麦しょうちゅう副産液（濃縮）」でございま

す。栄養価及び消化率につきましては、牛の欄の DM43.2、TDN36.7、粗たん白質 80、粗脂

肪 66、可溶無窒素物 95、粗繊維 75 でございます。備考欄につきましては、資料６と同じ

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。それでは、先生方、御意見、御質問がございま

した、どうぞよろしくお願いいたします。 

○入江委員 焼酎粕濃縮液ということで、かなり色が黒くてどろっとしたものだと思うん

ですけれども、具体的な保存方法とか給与方法について、参考までに聞かせてください。 

○申請者 では、保存方法につきましては、私のほうから御説明させていただきます。 

 通常、水分が 60％以下にまで濃縮をしますと、pH が大体 3.8～４ぐらいの間で、しかも

クエン酸が結構入っているものですから、非常に雑菌が入りにくい環境になっておりまし

て、それの水分値だと、通常は常温でといいますか、プラントのタンク内で保存しまして、

約３か月ぐらいは十分使用に耐える。したがって、保存は特に冷蔵したり、密閉したりと

いうことはしておりません。 

 給餌についてお願いします。 

○申請者 給餌についてでございますけれども、形状がどちらかといえば液体に近いので、

何かに混ぜる、TMR という方法が一番給与しやすいかと考えております。 

 使用量につきましては、56 ページに書いてありますとおり、牛用飼料として乾物で 10％

程度。 

 この理由でございますけれども、食べる分には 20％程度を混合しても問題ないのですが、

泌乳牛としては 20％まで上げますと牛乳中ににおいがつくということで、安全を見て 10％

に抑えております。肉牛に関しても、現在行っている試験などから考えて、安全面を見ま

して 10％なら問題ないということで、この割合で考えております。 

○岡本委員 今の点ですけれども、使用量ですね。牛用飼料として乾物で 10％程度使用と

いうことですけれども、牛のえさの乾物にこの物をこの現物のまま 10％なのか、これも乾

物ベースで 10％なのか。乾物ベースにすると、水分含量が約半分ですので、混ぜる割合が

２倍近くまで上がると思うんですけれども、どっちなのでしょうか。 

○申請者 乾物で 10％程度です。 

○矢野委員 一般論で申し訳ないのですが、九州は焼酎をたくさんつくっていますね。麦

焼酎もたくさんあると思うのですが、今までこういう濃縮液はどうしておられたのですか。 

○申請者 濃縮液は、芋、麦、米、黒糖がございますけれども、九州内では、私どもは大

体 10 設備ぐらいのプラントに納めさせていただいていまして、米、麦、芋全部やっており

ます。 

 濃縮液としては水分を 60％ぐらいまでに落としまして、それで例えば配合飼料に糖蜜の

ような感じで数パーセント添加する、もしくは今、神谷の方から説明がありましたサイレ
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ージの飼料に混ぜるという形で使われているのが多いです。 

○矢野委員 今までも使われていたけれども、改めてこういう形で暫定値を求めたいとい

うことですか。 

○申請者 はい。今まで栄養価ゼロということで評価されているものですから、ちゃんと

した形でということで。 

○寺田部会長 水分含量を 60％程度に落とせば保存性もいいので、そのあたりで飼料化を

狙うというふうな理解でよろしいでしょうか。と言いますのは、水分のレンジが大変広い

ものですから、ちょっと気になるもので。 

○申請者 そうです。水分が少ないほどいいかもしれませんけれども、運転コストもかか

りますので、流通、経済性、運転コスト、あと保存性を考えますと、水分を 60％以下にし

ておけば十分使用に耐えるということで考えております。 

○寺田部会長 もう１点、先ほどの矢野先生からの御質問で、大麦のほか、米、サツマイ

モ、黒糖といろいろあるというお話でしたが、それぞれ栄養価は違ってくるということで

考えておられますか。 

○申請者 試験場のほうでは、米、麦、甘薯、それぞれの濃縮液について実際に栄養価を

測定しておりますけれども、やはりそれぞれ異なった栄養価であるということは明らかに

なっております。 

○申請者 一つ要望で申し訳ないのですけれども、よろしいでしょうか。要望といいます

か、名称ですけれども、先ほど「大麦しょうちゅう副産液」ということでお書きいただい

たのですけれども、これは焼酎の副産液ではなくて、焼酎粕というイメージがないと、焼

酎の副産物ではわかりにくいかなという感じがしまして、できれば「大麦しょうちゅう粕

（濃縮）」として、確かに今度は濃縮で、今まで乾燥とか原液だったものですから、多少

製造方法は違いますけれども、今までほとんど九州内では、例えば芋焼酎粕、米焼酎粕の

濃縮液ということで皆さん理解されているものですから、できれば「大麦しょうちゅう粕

（濃縮）」という形にしていただければわかりやすいかなと思うんですけれども、これは

特にこれでなければいけないということではなくて、あくまで私の個人的な見解です。 

○矢野委員 私は「しょうちゅう粕濃縮液」でどうかなと思っています。そうすると、「（濃

縮）」も要らずに、そのままわかるかなと。これも後から検討するみたいなので審議は不

要です。 

○寺田部会長 しかし、焼酎粕と濃縮液では成分組成は、内容は随分違いますよね。 

○申請者 焼酎粕というのは原液のことでしょうか。 

○寺田部会長 乾燥している焼酎粕。 

○申請者 乾燥品とは大分違います。 

○寺田部会長 わかりました。そのあたりはまた後で審議させていただきます。ほかに御

質問はございませんか。よろしいですか。 

 では、どうもありがとうございました。 
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（申請者退席） 

○寺田部会長 日清丸紅さんは来ておられますか。よろしいですか。よければ説明をお願

いいたします。 

（申請者着席） 

○寺田部会長 まず、大豆油さいのほうからお願いいたします。 

○申請者 大豆油さいの申請についてですけれども、まず、１番目の名称ですけれども、

名称としては「大豆油さい」という名前で申請しております。 

 定義ですけれども、食用の大豆油の精製工程に発生する大豆油の副産物、いわゆる油さ

いと言われるものです。 

 ３番目の製造方法、製造工程ですけれども、別紙１にあります大豆油の精製工程の図で、

脱ガムした後の大豆原油がございますが、この大豆原油をさらに脱酸していく工程がござ

います。この脱酸工程から出てくる大豆ソーダ油さいで、これに硫酸を添加して中和した

ものを１度大豆油の中和ソーダ油さいタンクに入れまして、乾燥する工程と、大豆油をそ

のまま混合する工程に分かれます。 

 乾燥工程については、大豆中和ソーダ油さいを乾燥機で乾燥させて、水分をほとんど含

まない状態にしたものと、先ほど工程図で説明いたしました大豆油用中和ソーダ油さいタ

ンクの水分が 50％ぐらい含まれるものをスタティックミキサーと呼ばれるもので、ほぼ等

量になるように添加し、本日申請いたします大豆油さいという形の製品になります。 

 この乾燥したものについては、非常に粘性が強いので、生の油さいと混ぜることによっ

て流動性が非常によくなって、飼料工場での使い勝手がよくなるという意味合いがあって、

生の油さいと乾燥したものを混合する形をとっております。 

 ４番目の対象家畜ですけれども、使用目的としては、採卵成鶏用の飼料、またはブロイ

ラー用の飼料に 0.1％～６％まで使用することを考えております。 

 ５番目の成分量につきましてですが、一般成分の分析は、弊社の総合研究所にて分析し

た数値を記載しておりまして、水分は 15.5％、粗脂肪は 0.6％、酸分解ジエチルエーテル

抽出法での粗脂肪として 64.6％、可溶無窒素物として 3.4％、繊維質は０％、粗灰分は

15.9％とあります。参考値としてですが、ジエチルエーテル抽出法での粗脂肪としては

59.3％、可溶無窒素物としては 8.8％になっております。総エネルギーとしては、

6.22Mcal/kg ということになっておりまして、総エネルギーにつきましては日本食品分析

センターさんでのポンプカロリーメーターによって測定したものでございます。 

 消化率に関しては、日本科学飼料協会さんにて鶏の代謝率を調べていただいた結果、代

謝率として 86％ですので、20 点のサンプルの総エネルギーから算出したエネルギー量とし

て、ME は 5.3 Mcal/kg となると思われます。 

 特殊成分については特にございませんが、一応ナトリウムと pH、キサントフィルを別紙

３の 20 点のサンプルとして分析しております。 

○申請者 同じく日清丸紅飼料の竹林といいます。私のほうからは、今回申請をさせてい
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ただく成分について、粗脂肪の成分ですけれども、酸分解ジエチルエーテル抽出法で粗脂

肪を測定したいという相談をさせていただきまして、その件について、お手元の資料の製

造フロー図の次に表があるのですけれども、その表をごらんいただきながら説明させてい

ただきます。 

 先ほど、製造フロー図の説明の中でもありましたが、油さい、なたね油さいも同じなん

ですけれども、これは遊離脂肪酸を苛性ソーダで析出させて、それで抽出するという工程

が含まれますから、その成分としては主にトリグリセライド、それから遊離脂肪酸、それ

と脂肪酸ナトリウムというふうに考えております。 

 現在、こういうものはソックスレー抽出法という分析法が公定法なんですけれども、我々

のほうでは、３種類の方法で粗脂肪の分析法について検討いたしました。その表に書いて

ある一番上のエーテル可溶分という方法ですけれども、これは以前、なたね油さいの鶏の

ME を申請させていただいたことがあるのですけれども、そのときの粗脂肪の分析法として

採用していた方法になります。 

 これは試料をジエチルエーテルで溶解して、液液抽出で溶媒層を抽出するという方法で、

油さいの場合は境界線がはっきりしないためにエタノールを加える、それから 10％の塩化

ナトリウムを加えて抽出を行っておりました。 

 この方法でやりますと、脂肪酸ナトリウムの抽出の状況としては、エタノールに溶解し

た一部の脂肪酸ナトリウムが溶媒層、ジエチルエーテル層ですね、そちらのほうにナトリ

ウム塩の形で抽出されているというふうに考えております。 

 この方法で回収した粗脂肪の灰分を定量したところ、そのときの油さいの場合は５％程

度のアッシュが含まれているということが後ほどわかりました。そのときは、このアッシ

ュを引かないと、組成分のトータルが 100％を超えてしまうということもありまして、や

はり粗脂肪の中に灰分が含まれている、ですからエーテル可溶分という分析法としては、

粗脂肪の分析には不適当だというふうに考えました。 

 それから、ソックスレーと酸分解法についても同じく検討していまして、ソックスレー

の場合は公定法なんですけれども、この場合は高級の脂肪酸ナトリウムがジエチルエーテ

ル層に溶解してしまって、ナトリウム塩の形で抽出されているということが考えられてい

ます。測定に使うサンプルとしての油さいの量が多いと、ジエチルエーテルの加熱・循環

時に脂肪酸ナトリウムが冷却して固まってしまって、途中で詰まってしまうという現象が

起きて、サンプル量を減らして何とか分析できているというような状況です。ですから、

一部の脂肪酸ナトリウムがエーテル層のほうには溶けている。回収率が悪い方法だという

ふうに認識しています。 

 それから、酸分解粗脂肪ですけれども、これは御存じのように、脂肪酸ナトリウムを酸

で分解して、遊離脂肪酸と NaCl に分離して、遊離脂肪酸を抽出するという形になっていま

すので、我々としてはこの方法で出した値を申請値として使いたいと考えている次第です。 

 私のほうからは以上です。 
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○寺田部会長 説明のほうは以上でよろしいですか。 

 それでは、審議に入ります前に、分析法について FAMIC さんのほうからコメントをお願

いいたします。 

○農林水産消費安全技術センター 今回、申請者の依頼に基づきまして、粗脂肪の分解方

法について、酸分解ジエチルエーテル法により分析を行いました結果、問題なく分析でき

ることを確認いたしました。同時に、現行のジエチルエーテル法による抽出法を試しまし

たが、酸分解に比べまして 10％以上低く出ることが判明しております。 

 今後、飼料分析基準の適用拡大ということで、酸分解ジエチルエーテル法に大豆油さい

を適用するということを検討しております。 

 以上でございます。 

○寺田部会長 引き続きまして、暫定値案についてお願いいたします。 

○事務局 それでは、資料６の 62 ページでございます。大豆油さいでございます。名称に

つきましては、申請のとおり、「大豆油さい」というふうにしたいと考えております。 

 組成につきましては、酸分解ジエチルエーテル抽出法の値で一たん御説明いたします。

水分が 15.5、粗たん白質 0.6、粗脂肪 64.6、NFE3.4、粗繊維ゼロ、粗灰分 15.9 で、GE が

6.22 でございます。ここの表の粗脂肪と NFE の値の下に括弧書きでございますが、これが

ソックスレーの値でございます。 

 それから、消化率及び栄養価につきましては、今回は鶏の申請でございますので、鶏の

欄でございますが、代謝率が 86、ME が 5.35 でございます。 

 備考欄につきましては、「大豆油の製造工程で発生するアルカリ性油さいを中和したも

のであること。栄養価は、暫定的に定められたものである。」でございます。 

 類似するものといたしまして、原料であります大豆、以下、大豆油かすなり、植物性油

脂などを載せてございます。 

 それから、資料７でございますが、２ページ目の下から２番目でございます。区分につ

きましては、５のその他でございます。名称は「大豆油さい」。栄養価及び消化率につき

ましては、鶏の欄で、DM が 84.5、ME が 5,350 で、代謝率が 86 でございます。備考欄につ

きましては、資料６に記載したものと同じでございます。 

 以上でございます。 

○寺田部会長 ありがとうございました。それでは、議論に入ります前に、分析法につい

て、まず大豆油さいを、次のなたね油さいも同様ですが、公定法としてまだ範囲に入って

おりませんが、一応酸分解粗脂肪の適用範囲になるということを前提として議論するとい

うことでいかがでしょうか。よろしいでしょうか。特に何か御質問がございましたら、き

ょうは FAMIC さんもおられますので。では、その前提で御議論いただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

○松井委員 水分含量についてですが、 小 10％、 大 22％、つまりこれは 10％の差が

あるわけですね。この 10％の差というのは、その他の栄養素の差に反映されるわけですね。
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だから、この 10％というのはかなり大きいと思うんですけれども、この範囲をより少なく

するような試みというのは、お考えはありませんでしょうか。 

 えさに使う場合に水分がこれだけぶれると、配合するほうも使いにくいのかなという気

がするんです。 

○申請者 この油さいを製造している日清オイリオグループの多岐と申します。今、おっ

しゃられたことはまことにそのとおりでございますが、この水分というのが、実を申しま

すと、本体の性状、液性に非常に大きく影響しておりまして、水分が下がっていきますと、

これは脂肪酸を持っているというお話を先ほどしたのですが、流力を失うだけではなくて、

固化してしまって、ハンドリングがほとんどできないような状態になってしまいます。 

 ということで、当然、来る原料の粘度だとか、あるいは産地によりまして、やはり固化

する水分の含量を少しずつ変えてやる必要がございます。ということで、安定、まさにぴ

ったりの値に水分を定めてしまうということは難しいので、このように少し幅を持った製

品になっているというような理由でございます。 

○岡本委員 とすると、少ないほうに合わせるか、多いほうに合わせるか、なるべく合わ

せたいというのがあるのですけれども、多いほうに合わせれば流動性等は問題がないとい

うことになりますか。 

○申請者 そうですね。当然多くすると、全体の油分が下がってしまうので、程度の問題

はありますが、やはり多いほう、今言った上限 20 ぐらいというのが安全サイドであるとい

うふうに考えております。 

○寺田部会長 販売する上での目標というのも、制御の目標というのも、大体そういった

ところで考えておられるという理解でよろしいのでしょうか。水分 20％を保証というか、

そのレベルの成分を保証するという格好での販売と。 

○申請者 現行、なたね油さいを飼料に添加して配合飼料の原料として使用しているので

すけれども、水分というとらえ方ではなくて、日清オイリオさんで出荷のロットの前に酸

分解での粗脂肪の分析結果をいただいて、油である程度コントロールしているので、水分

も確かにぶれるのですけれども、油で抑えることが非常に重要だというふうに考えており

ます。分析結果をいただいて、規格を切ったものはいただかないような感じで、うまく使

えるようにしております。 

○寺田部会長 ほかにいかがでしょうか。 

○松井委員 では、備考欄に「 低保証値の粗脂肪含量」というのを入れることは可能で

すか。例えばの話、このデータでもし 小値を使うのでしたら、「粗脂肪含量 53.5％以上」

というような表記の可能性があると思いますが、いかがですか。 

○申請者 後ほど出てきますけれども、現行のなたねの油さいの規格として、 低の規格

で 54％という分を規格として用いていますので、同等の規格を考えております。 

○寺田部会長 同じことであれですけれども、 低のところを保証するという考え方もあ

るのですけれども、例えば今回のデータですと、粗脂肪は 65％ですよね。このレベルを保
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証するという考え方もあろうかと思うんですけれども。 

○申請者 後ほど、大豆油さいのところでお話ししたいなと思っていたのですけれども、

平成 19 年になたね油さいを飼料原料化して 67 か月ぐらいになるのですけれども、後ほど

分析の 67％という部分で申請していますけれども、67 か月の月間の平均とほぼ同じような

数字になっていて、月日でならすとかなり安定するような感じで、これは７か月ぐらいの

サンプルを段階的にとっているので、月間のばらつきというのは非常に少ない原料かなと

考えております。 

○矢野委員 話がアッシュのほうになるのですけれども、アッシュ 15.9 というのは高いな

と思います。これを鶏のえさ、採卵鶏、あるいはブロイラーに与えた場合に、異常のよう

なものが出てこないですか。 

○申請者 安全性の確認として、ブロイラーで７日齢から 28 日齢の 21 日間で 120 羽、YG

４％、大豆油さい 5.2％の全量置換をやりまして、増体、出荷量、FCR 等について異常なし、

糞便性状、健康性も異常なしということです。 

 レイヤーで大体 32 週齢ぐらいの鶏を４週間、200 羽という部分で、YG と大豆油さい４％

の全量置換で、４種類ぐらいの 25％、50％、全量という部分で試験をやっておりますが、

産卵率、卵重、日卵量、飼料摂取量、FCR、健康性、糞便性状も含めて異常ありませんとい

う部分で、動物に与えても問題なかったという結果は得られております。 

○矢野委員 血液中のミネラルもはかられましたか。 

○申請者 血液中のミネラルははかっておりませんが、今回の大豆油さいの灰分の内訳と

して、手元にお配りしている、ナトリウムとして５％ぐらい入っております。 

 前回、なたね油さいの申請のときに、硫酸根が一部含まれるという部分のお話をしてい

ると思うんですけれども、この油さいに対しても硫酸根が４～５％ぐらい含まれておりま

して、あと、リンが２％、カルシウムは 0.3％、それ以外のミネラルは微量に含まれてお

ります。 

 トレースできていないミネラルとして３％ぐらいありまして、過去になたね油さいのエ

ックス線解析をしているときに、リン由来の酸素であったり、炭素であったりという、と

らえられない分もエックス線で引っかかっていまして、そういうものが３％ぐらいとらえ

られない、トレースできていないミネラルがあるみたいです。 

○矢野委員 日清丸紅さんはいろいろなことを測定できるので、骨とか血液性状の測定を

お勧めします。これだけ無機成分が高くて、今言われた４～５％を与えたときに、短期間

の成長とか、それだけと違って、体の中の状態も調べられたらいいと思います。 

○申請者 今後、検討したいと思います。ありがとうございます。 

○寺田部会長 ほかに御質問、御意見はございませんか。よろしいでしょうか。 

 それでは、次のなたね油さいに移りたいと思います。説明をお願いいたします。 

○申請者 引き続き、なたね油さいの説明をさせていただきます。日清丸紅飼料の山之内

です。 
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 このなたね油さいは、平成 19 年の第 7 回農業資材審議会で、鶏の ME の暫定値を申請し

たのですけれども、今回はなたね油さいで豚の TDN も申請をしたいと考えております。 

 名称としては、「なたね油さい」として申請しております。 

 ２番目の定義に関してですが、これは食用のなたね油の精製工程で発生するなたね油の

副産物、いわゆるなたねの油さいでございます。 

 ３番目の製造方法及び製造工程でございますが、これは先ほど説明いたしました大豆油

さいと同様で、原穀が大豆かなたねかという違いだけで、フローチャートとしてはすべて

同じ工程で処理されたもので、それを「なたね油さい」と呼んでおります。 

 ５番目の成分量につきましては、一般成分については弊社の総合研究所にて分析したも

のを記載しております。水分は 12.8％、粗たん白質 0.6％、酸分解ジエチルエーテル抽出

法での粗脂肪は 67％、可溶無窒素物は 4.1％、繊維は０％、灰分は 15.5％となっておりま

す。参考値として、ジエチルエーテル抽出法での粗脂肪は 63.6％、可溶無窒素物は 7.4％

となっております。 

 今回の豚の TDN の申請につきまして、平成 19 年に出しているときからすると、水分もし

くは灰分が若干違っているという部分で、一般成分を全て今回出し直しているのですけれ

ども、食品分析センターで GE を測定しておりまして、ポンプカロリーメーターで分析した

数字としては 6.52Mcal/kg で、過去に日本科学飼料協会さんで鶏の GE の代謝率を測定して

いただいた 93.2％と 20％の GE の分析値から算出したなたね油さいの ME は 6.08 Mcal/kg

になると思われます。 

 豚のなたね油さいの消化率に関してですが、日本科学飼料協会さんで試験を行っていた

だいて、結果としてたん白質の消化率は 75％、酸分解ジエチルエーテル抽出法の消化率は

88％、可溶無窒素物の消化率は 20％でございました。 

 20 点のサンプルの一般成分の分析値を用いて栄養価を計算しますと、TDN で 133.9％に

なると思われます。参考値として、ジエチルエーテル抽出法での粗脂肪の消化率は 87％、

TDN は 126％になっております。 

 特殊成分としては特にございませんが、一応この中のナトリウムと pH に関しては別紙３

の 20 点の分析値を記載しております。 

 以上です。 

○事務局 引き続きまして、資料６の 70 ページ目でございます。なたね油さいでございま

すが、名称につきましては申請資料のとおり「なたね油さい」としたいと思っております。

なたね油さいは、先ほどもお話がございましたが、平成 19 年度に暫定値申請がございまし

て、その値が２の「類似する飼料の既存の日本標準飼料成分表及び暫定値」の「なたね油

さい」の欄に記載してございます。 

 本来ですと、今回、豚の追加というふうに考えられるので、このなたね油さいの既存の

値に豚の消化率及び TDN を追加すればいいのかと思ったのですけれども、粗脂肪の分析法

の話がございましたので、こちらのほうからお願いしまして、新たに 20 ロットを分析して
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いただきました。 

 その結果が、水分 12.8、粗たん白質 0.6、粗脂肪 67、NFE4.1、粗繊維ゼロ、粗灰分は 15.5、

GE が 6.52 でございます。 

 今回申請がございました豚の消化率及び栄養価に関しましては、粗たん白質 75、粗脂肪

88、NFE20、粗繊維ゼロ、TDN が 133.9 でございます。20 ロット分析の結果、GE が今回 6.52

で、前回 7.36 と非常に大きくずれておりますので、代謝率につきましては前回の値を使う

のですけれども、今回の 6.52 に代謝率 93.2 を掛けまして、ME が 6.08 という形に変更し

たいと思っております。 

 備考欄といたしましては、「なたね油の精製工程で発生するアルカリ性油さいを中和し

たものであること。栄養価は、暫定的に定めたものである。」というものを記載したいと

考えてございます。 

 それから、資料７の暫定値案でございますが、２ページ目の一番 後でございます。区

分は、５のその他でございます。名称は「なたね油さい」です。 

 栄養価及び消化率でございますが、まず鶏の欄でございますが、DM は 87.2、ME は 6,060、

代謝率が 93.2。豚の欄でございますが、DM は同じく 87.2、TDN が 133.9、消化率が粗たん

白質 75、粗脂肪 88、可溶無窒素物 20、粗繊維ゼロでございます。備考欄につきましては、

資料６と同じでございます。 

 済みません。ME の欄、6,060 ではなく、6,080 に訂正をお願いします。 

 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、御質問、御意見がございましたら、

よろしくお願いいたします。 

○松井委員 聞き逃してしまったのですが、前回の鶏での ME6.86 を 6.08 にお変えになっ

た理由をもう一度。 

○事務局 資料６の 70 ページをごらんいただきたいのですが、GE の欄でございますが、

前回が GE7.36 でありましたのが、今回 6.52 に大きく低下しております。ですので、ME も

6.86 が 6.08 と大きくずれるというふうに考えましたので、置き直す必要があるのかなと

考えております。 

○松井委員 わかりました。 

○寺田部会長 私、そこのところにちょっとこだわるのですけれども、要するに物が同じ

なのかどうかということですね。少なくとも分析法の違いはあるのですけれども、GE に関

して言えば分析法は同じですので、これが１割強下がるということは、成分組成も、特に

粗脂肪の部分が以前のものと違ったものになるということが製造工程の上から考えられる

のかどうか、ちょっと気になるのですが、いかがでしょうか。 

○申請者 先ほどお話ししましたように、設備、装置としては全く同じものを使っており

ます。ただ、2007 年度から８年、９年と、ずっと弊社のほうは生産をして販売をしている

のですが、年々なたねの原料の品質がどうしても若干異なってきます。そういう中で、で
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きてくる製品についても、どうしても固化の問題があるというのがわかってきまして、と

いうことで、若干ではありますが、今言ったように水分を２ないし３ポイント上げて、固

化しないようにというふうに運転してきているのが現状で、こういう値になっております。 

○寺田部会長 そうすると、ここに出てきている申請値の成分含量の変化は、原材料の変

化が反映されているというお考えですか。 

○梶委員 その続きですけれども、フローシートで言うと、原材料が違うので、フローシ

ートのどの部分にその固化という不都合が起こり得るかということですか。中段の遠心分

離ではなくて、それ以降ですか。 

○申請者 はい。乾燥機の出口になります。 

○梶委員 乾燥機の出口ですね。ということは、中段の遠心分離まで、つまり製品となる

油が右のほうにずっと行きますけれども、飼料として使う部分はそれ以外のものを使って

いるわけですよね。下に流れていきますよね。その部分では、原材料の違いはあっても、

そう運転の条件は違っていないという話ですよね。 

 何が言いたいかというと、話を単純化しますと、遠心分離機までの工程は原材料の違い

があれ、運転状況はそう大きく違わないということですか。 

○申請者 違います。 

○梶委員 そこは違いますか。 

○申請者 例えば、これはなたねでも大豆でもいいのですが、採れてくる産地については、

なたねであればカナダ産があって、あるいはオーストラリア産があって、カナダ産につい

てもマニトバから採れるもの、アルバータから採れるものとあります。 

 実は、来るものについて、あるいは来る時期によって、当然新しい原料であれば、酸化、

遊離脂肪酸のようなものでも、新しいものが例えば 0.7 ぐらいだとすると、それから 12

か月たったものを弊社はまた使うこともあります。そうしますと、酸化でいけば 2.5 から

３ぐらいまで上がってきます。とすると、酸化がそれだけ上がって、さらにリン脂質なん

かも変わってくるので、この遠心分離機の手前のリン酸と苛性ソーダの量を変える必要が

出てきます。結果として、油のほうは当然常に同じものをつくるのですが、その副産物と

いう言い方はおかしいけれども、出てくる油さいのほうの性状がどうしても変わってくる

というのが実際のフローになります。 

○梶委員 その引き算でですね。座長の寺田さんがおっしゃったように、GE の違いは非常

に大きい、もちろんそれを各成分で見れば粗脂肪の含量が大分違うと。前回に比べると、

今回は低いのであろうという部分ですね。ここはどうとらえるか。結局、後での審議の中

でもその話を多分我々はせざるを得ないのですけれども、そこの確認、情報がほしいとい

うことです。 

○申請者 粗脂肪の違いは、分析方法が違っていて、幾らかは酸分解の粗脂肪のほうがエ

ーテル可溶分よりは低く出る傾向にありますので、その分でも低くなっているということ

はあります。 
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○梶委員 括弧内の 63.6 はジエチルエーテル抽出法ですよね。 

○申請者 63.6 はソックスレー法という方法になります。 

○梶委員 じゃなくて、お伺いしたいのは、平成 19 年の申請時の粗脂肪 75.5。 

○申請者 それはエーテル可溶分という、先ほど御説明した一番上の段に来る方法で、そ

れは脂肪酸ナトリウムを含んでおりまして、そのときは気がつかなくて、その後いろいろ

やっている中で気がついてきたので、方法としては適当ではないということがわかってき

ました。説明不足で申し訳なかったです。 

○梶委員 わかりました。では、それはそういう意味では公定法、あるいはそれの拡大解

釈の中で適用される今回の考え方の上で、正しい数字は今回の数字であると。 

○申請者 そういうふうに考えております。 

○梶委員 前回の数値は、、そういう方法で得た値ですと。わかりました。 

○寺田部会長 量的な興味もあるのですが、もう一つは粗脂肪として定量されているもの

の質ですよね。質が違っているとなると、代謝率も変わってくる可能性があるのではない

かというところですが、もし何か御意見がございましたら。 

○申請者 質といいますか、なたね油さいの脂肪酸組成は通常のなたね油とほとんど変わ

らないので、遊離しているものと脂肪酸として存在するものというのがあるという部分で、

なたね油の延長上にあるというか、ものは植物油のなたね油というふうに考えております。 

○寺田部会長 分析法の観点からいうと、前回の値はエーテルでやった可溶分という形で

すが、これはえさについてはふんの定量はどうされているのですか。 

○申請者 前回は、消化試験というよりも、鶏の ME ですよね。ですから、GE の測定しか

やっておりません。 

○松井委員 うろ覚えで申し訳ないのですが、なたねはゴイトロゲンが入っているという

ことが知られていると思いますけれども、これは水溶性物質とか熱で変性して、この油さ

いの中に入ってこないのでしょうか。 

○申請者 過去に平成 19 年に申請するときに、そのような物質が入ってくる可能性がある

という部分で、なたね油さいの分析をしたことがあるのですが、ゴイトロゲンというか、

甲状腺肥大物質等は分析されませんでした。一応、その辺も含めて安全性は確認しており

ます。 

○松井委員 ありがとうございます。 

○寺田部会長 ほかに御質問はございませんか。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。 

（申請者退席） 

○寺田部会長 それでは、環境エージェンシーさんはお越しでしょうか。ちょっと早いの

ですが、よろしいですか。では、そこまでやって休憩としたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

（申請者着席） 
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○申請者 本日は貴重な時間をいただきまして、ありがとうございます。申請しておりま

す株式会社環境エージェンシーの安井でございます。本日は、弊社の飼料販売先であり、

協力会社である株式会社谷口物産の竹とともに御説明させていただきます。 

 それでは、御説明させていただきます。名称でございますが、「食品副産物」でござい

ます。 

 定義に関しましては、スーパー、百貨店、飲食店、レストラン及び学校給食から発生す

る食品残渣を蒸気間接型乾燥装置で乾燥後、圧搾機で脱脂したものでございます。CP がお

おむね 19～20％のものでございます。 

 製造方法につきましては、回収車（タンク車）で事業所で分別された食品残渣を回収、

作業員が目視、嗅覚などを用いて選別し、水と混合して吸引し、工場に搬入します。搬入

したものを脱水し、含水率 10％程度になるよう減圧乾燥します。減圧乾燥機についてです

が、処理タンク内を 0.5 気圧以下に減圧し、沸点を 35 度～70 度に下げ、乾燥するという

方式でございます。 

 乾燥後、ふるい、磁選機で異物を除去した後、圧搾機で脱脂をし、１立米のフレコンバ

ックに入れ、出荷します。 

 次に、対象家畜でございますが、豚を考えております。配合割合は１％～30％。 

 成分量の一般成分ですが、水分は 9.2％、粗たん白質 22.9％、粗脂肪 11.9％、可溶無窒

素物 45％、粗繊維 3.3％、粗灰分 8.1％という結果になっております。 

 なお、20 検体の各ロットの成分表につきましては、82 ページに記載したとおりでござい

ます。 

 消化率、可消化成分につきましては、CP が 78％、脂肪が 88％、繊維 68％、NFE が 91％、

TDN が 84.4％という結果になっております。 

 特殊成分に関しましては、ございません。 

 消化率算出根拠につきましては、お手元の資料にあります日本科学飼料協会様のほうに

依頼をしました。 

 以上が、私どもの食品副産物でございます。 

○寺田部会長 ありがとうございました。それでは、事務局のほうからお願いいたします。 

○事務局 資料６の 80 ページでございます。食品副産物につきまして、名称につきまして

は申請のとおり「食品副産物」でと考えております。 

 組成につきましては、水分 9.2、粗たん白質 22.9、粗脂肪 11.9、NFE45、粗繊維３、粗

灰分 8.1 でございます。 

 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、豚の欄の粗たん白質 78、

粗脂肪 88、NFE91、粗繊維 68、TDN84.4 でございます。 

 備考欄でございますが、「食品副産物を蒸気間接型乾燥装置で水分がおおむね 10％程度

となるよう乾燥処理したものであり、CP がおおむね 20～26％のものであること。栄養価は、

暫定的に定めたものであること」を記載したいと考えてございます。 
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 参考までに、下の欄でございますが、今まで食品副産物は４つ申請がございまして、そ

の値を参考として記載してございます。このうち、下の欄３つが蒸気間接型乾燥装置で乾

燥したものという形になります。 

 続きまして、資料７でございますが、２ページ目の一番上でございます。区分につきま

しては、５のその他でございます。 

 名称は「食品副産物」。 

 栄養価、消化率につきましては、豚の欄で、DM が 90.8、TDN が 84.4、粗たん白質 78、

粗脂肪 88、可溶無窒素物 91、粗繊維 68 でございます。 

 備考欄につきましては、資料６に記載したものと同じでございます。 

 以上でございます。 

○寺田部会長 ありがとうございました。それでは、御意見、御質問をよろしくお願いい

たします。 

○松井委員 水分含量についてですが、これも 10％というのはかなり大きな量だと思うの

ですが、これをもうちょっとそろえるようなことはできないのでしょうか。 

○申請者 弊社では、含水量をはかる機械を設置しております。この 20 検体ロットを見ま

すと、14％前後が２検体ありますけれども、そこはさらに精度を上げて管理をしていきた

いと思っております。 

○松井委員 それと、ちょっとこれは申請者に聞くのはおかしいのかもしれませんけれど

も、この備考欄に「おおよそ」、「程度」、「おおむね」、こういうような表現がいっぱ

いあるんですね。この「おおよそ」というのは大体どのぐらいの範囲を「おおよそ」と言

うのか、「程度」というのはどのぐらいの範囲を「程度」と言うのか、そういうような定

義はなされているのでしょうか。 

 今回、特に気になったのが「おおむね 10％程度」、この「おおむね」と「程度」の両方

の表現は初めてだと思いますが、この「おおむね 10％程度」というのは 15％も含まれるの

かということをお聞きしたいです。 

○事務局 まず、10％程度でございますが、10 を挟んでの前後で、確かに 15％まで含むの

かと言われると。 

○飼料検査指導班長 案の「おおむね」と「程度」が両方書いてあるのは、日本語的にお

かしいので、これは前例に従えば「10％程度」ということですから、まずは「おおむね」

をとるような形で、「10％程度」という記載にさせていただきたいと思います。 

 それと、10％程度がどの程度かということですけれども、これは当然今回の申請と同じ

ように、各申請に当たっては 20 点以上の分析値を出していただいて、その変動の範囲を見

て、10 の近辺ということで「程度」という言葉を使っております。 

 先例で言えば、食品副産物、過去に申請のあったものの変動を見ると、標準偏差が水分

で 1.2 とか 1.7、0.9、0.4、その程度ということですので、今回の申請の標準偏差 2.6 で

すと、先に設定された食品副産物よりは若干変動幅が大きいということかと思っておりま
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す。 

○松井委員 わかりました。 

○矢野委員 これは入江先生とか座長も詳しいと思いますが、食品副産物というのは、出

る場所、季節によって大分値が変わってくると思います。水分 10％、CP が 20～26 という

のは、大体コンスタントにこれは出てくる値ですか。 

○申請者 ５年前から事業系一般廃棄物ですけれども、食品リサイクルを取り組んできた

わけですけれども、その廃棄物の処理をする量が少なかったら、やはり季節によって原料

ででき上がってくる成分表というのは変わってくるものですけれども、ある程度処理する

量が多くなると、こういった近い数字、均一になるといいますか、このような数字になる

と思っています。 

○矢野委員 「おおむね」をとったら 20～26％で、スーパーから出てくるのはいわゆる食

品の材料ですよね。飲食店、レストランというのは食べ残しのものですよね。そういうも

のの割合でかなり違ってくるのではないかなと私は思ってます。これは全部混ぜたら、今

おっしゃったように、大体コンスタントになりますよということになるのかなとやや疑問

です。 

 冬場になると、脂肪が増えてくるだろうし、夏場はそうではないだろうし、これはカロ

リーも違ってきます。それはどうなのかということです。 

○申請者 定義にあります回収先になりますけれども、スーパー、百貨店、飲食店、レス

トラン及び学校給食ということで、事業系一般廃棄物に関しましてはもう全てのものの食

品副産物が含まれているわけでございます。その中でやっていくうちに、先ほどの繰り返

しの説明になるのですけれども、ある一定量回収させていただくと、成分のぶれ幅が少な

くなるということになると思います。 

○矢野委員 ありがとうございます。これは班長さんに聞きたいのですが、同じような食

品副産物で、出所によって、季節によっていろいろ差があるのに、こうして分けて意味が

あるのかなという気がします。 

○飼料検査指導班長 食品副産物については、例えば札幌とかでリサイクルの取り組みが

始められたときに、配合飼料の原料として使うということになると、栄養価はどうしても

とらなければいけないということで、この暫定値申請制度がありましたので、この中で栄

養価をとっていただいて使っていただくというところからスタートして、その状態で個別

のものを受けつけてこういうふうな形で今まで進めてきたということですけれども、いず

れは、日本標準飼料成分表とのかかわりもございますけれども、この部分については一定

の整理をもうちょっと違ったやり方で、どういうやり方がいいのか、また先生の皆様方と

御相談しながら考えていかないといけないのかなとは思っております。 

○梶委員 ただいまの議論は少し大きな話で、今後の話という部分だと思うのですが、本

日の議論として少し確認したいのですけれども、食品副産物のフローの中で、圧搾機によ

って油を取り除きますと。今回、申請のえさ側のほうから圧搾によって油を除く。その工
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程で結局粗脂肪分がどのぐらい残るかというのは、逆に言うと決まるわけじゃないですか。

それについて、その圧搾機による操作によって、今回、平均値で 11.9％の粗脂肪、 大が

16.2、 小が 7.2、言えばこのぐらいの量はそれでも残る、あるいは残すというか、そこ

は安定しているということで、間違いないでしょうか。要は、それ以上に搾り取るような

ことはそんなにないということですか。 

○申請者 後半にあります 20 検体ロットの 15～20 というのが、8.9、8.8、7.8 という数

字がありますけれども、これは機械の限界で搾ってこういう数値になっております。 

○梶委員 実は、食品副産物は成分を見て原料がある程度こういうものだろうと、そうい

う関係にもちろんあるわけですけれども、ここではこの名称で、この備考で呼ぶものがあ

る一定の範囲の栄養成分だよということを、今日の申請で認める、認めないというです。

何が言いたいかというと、備考にかかわってくるのですけれども、よく似ているものが、

既存のもののうちの下から２番目が比較的数字自体もよく似ているんですよね。それで、

左の水分からずっと見ていくと、一番違うのは粗脂肪が既存の下から２行目のは 6.1 です。

今回のものは 11.9 だし、さっき言ったように、 小値でも 7.8 ということは、それよりは

恐らく多いものですよね。多分、今集めているところから集めて、同じ圧搾機で限界まで

搾っても、6.1 とか、それよりは高く残る。恐らくこの辺が一番成分として違って、その

結果、豚で TDN が 84.4 というのは既存の 75.8 よりは明らかに高い製品でその原因は、主

に粗脂肪の残っている割合に起因していると思うわけですね。 

 そうなると、今度は事務局側に言う話になってしまうのですけれども、その後、備考欄

に脂肪のことを書かないといけないのではないか。原案のままですと、備考欄で水分 10％

ぐらいで、CP が 20～26％とただ書いてあると、下から２個目のものを見ると、水分は 10％

程度で、乾燥の仕方も同じで、CP がおおむね 21 というのは、20～26 の間に 21 は入ってし

まいます。一方で、下から２行目のものは脂肪は６％程度とあるので、ここで区別できる

ように、、脂肪の含量についての条件も入れて備考欄を表記したほうが、豚で TDN が高い

食品副産物ですよということと結びついていいのかなと思い、搾油の話を申請者に伺った

という話です。そこは間違いないですね。 

○申請者 搾油機に関しては、もう少し機械の精度が上がれば、この 7.8 より下げられる

とは思います。ただ、うちの機械に関しては、7.8 ぐらいが限度ではないのかなと思って

います。 

○寺田部会長 機械の限度というよりも、これは製品として水分は 9.2、粗脂肪としては

11.9 というものを供給されるのですかという話です。これよりも違う成分のものをさらに

今後出していくということであれば、そういったところも考慮しなければいけなくなると

いうことです。 

○申請者 この一般成分について、これで。 

○寺田部会長 この成分の安定性について、どこまで保証されているのかなというところ

をお聞きしたいということです。 
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○申請者 谷口物産の竹と申します。20 ロットを経緯、経過を御説明いたしますと、１番

目のロットは昨年の２月から成分をとり始めまして、 後の 20 番目に至っては昨年の 12

月までということです。 

 この間、この成分を、実は想定される配合飼料メーカー様と取り組んできておりまして、

配合飼料メーカー様のほうから、粗脂肪に関しましては 10％前後のものをつくってほしい

というリクエストがありましたので、経緯を御説明いたしますと、年を追っていくに従っ

て、だんだん粗脂肪の値が下がっていきながら、お客様の数字に近づけるような形で我々

はつくってきた次第です。 

 ですから、はかった当初の粗脂肪と直近の粗脂肪とでは数字が違っているのは、確かに

ごらんのとおりですけれども、お客様の粗脂肪の値に近いものがだんだんできてきました

ので、その粗脂肪についてはおおむね 10％前後ということで、安定的に供給を図っていき

たいということと、それから 10％前後になるのかなというようなことを、経験則を積みな

がら今日までつくり続けてきたというのがここ１年の流れです。 

○矢野委員 粗脂肪の水準をある程度合わせようと思うと、例えば材料によってこういう

ことができますよということですね。 

○申請者 ですから、例えば学校給食も一部含まれるわけですけれども、８月及び春休み、

夏休み、冬休みというときには、確かに学校給食が少なくなるために粗脂肪含量が高くな

るということは実証されております。しかし、その中で、この暫定値もさることながら、

直近のデータ等をお客様とは月に１回ぐらいは確認しながら、暫定値は暫定値、ただそれ

に近い実質の数字もありますので、その数字も鑑みながら配合飼料原料として育てていこ

うという計画を立てております。 

○矢野委員 申請者の 初の方が言われたみたいに、ずっと集めていると大体平準化しま

すではなくて、今言われたのは、集めるところによっては値が自分たちで設定できますよ

ということでしょう。 

○申請者 確かに、大義的に見れば、さまざま集めてきますので、その中で成分が統一化

するかなという部分があるのですが、季節性ということにスポットを当ててしまうと、若

干のずれがあるということは否めないと思われます。 

○入江委員 食品残渣はかなり油の多いものはたくさんあって、廃油などを入れると、例

えば 20％とか、そういう形になると思うんですね。メーカーサイドとすれば、やはり軟脂

の発生とか、脂肪の締まりが悪いということを嫌って、飼養標準でもそうですけれども、

油脂分を大体 10％以下に抑えましょうという話をしていて、10％以下に抑えるのは、圧搾

機だとせいぜい７～８％で、これ以上はちょっと難しいと思います。それをぎりぎりまで

抑えているということで、逆にこの一部にある 15％はむしろ多過ぎて、これは今後の製品

を出されるときにはできるだけ抑えていく方式が良く、それと、先ほどの水分もそうです

けれども、水分の 15％というのはちょっと多いので、これは乾燥方式の問題ですから、ど

ういうふうにやりくりするか。やはり水分は 10％ぐらいにしたほうがいいですし、逆に乾
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燥し過ぎもありますし、乾燥したほうが油は絞りやすい形になりますけれども、その辺を

うまくバランスをとっていただいて、他の委員の指摘にもありましたが、やはりばらつき

をいかに抑えるかが大事です。そこで乾燥方式、あるいは圧搾方式が入れられていますし、

先ほど梶委員がおっしゃられたような脂肪量をコメントに書くのか、あるいは圧搾機を使

いましたということを書くことによって、比較的安定した製品として見られるのではない

かと思います。 

○寺田部会長 ちなみに、82 ページの 20 ロットの分析ですが、昨年２月から昨年の 12 月

ということは、ひと月に大体２サンプルずつ出てきているというふうに考えてよろしいの

でしょうか。 

○申請者 それは科学飼料協会様の御指導もありまして、現状は月に２回サンプリングし

ております。 

○寺田部会長 消化試験に用いたサンプルはどこら辺から出たものなのでしょうか。 

○申請者 水分が 10.1％のものになりますので、14 番になります。 

○寺田部会長 それから、12 月以降は、ことしになってからもサンプリングは継続されて

いるのですか。 

○申請者 おっしゃるとおりです。 

○寺田部会長 そうすると、大体製造方針が定まったのはこの 14 番以降ぐらいのところと

いうふうに考えていいのですか。あるいは、10％ということだから、去年の夏ぐらいから

の方式で製造を続けているというふうに考えていいですか。 

○申請者 そうですね。14 番のロットが９月のロットでありますので、それ以降は今日つ

くっている製造工程の値に近いということになります。 

○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か。よろしいでしょうか。

では、どうもありがとうございました。 

（申請者退席） 

○寺田部会長 ここで休憩なのですが、休憩と審議を含めて、ここで１時間ぐらいいただ

くことにしてよろしいですか。ちょっと時間がかかるかなと思ったりもするので、申し訳

ありませんが、皆さんは別室でお休みいただきまして、16 時から再開ということにさせて

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（休 憩） 

○寺田部会長 それでは、再開させていただきます。遅くなって申し訳ございませんでし

た。 

 それでは、資料７を使いながら、私のほうから審議結果を御説明いたします。資料７を

見ていただきますと、まず、そうこう類で玄米ジスチラーズグレイン、小麦ジスチラーズ

グレイン、精白米・小麦ジスチラーズグレイン、精白米・小麦・黒糖液ジスチラーズグレ

インがございます。 

 この４点につきましては、原料名、栄養価、消化率、及び備考につきまして、この暫定
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値案をそのまま可としたいと考えてございます。 

 ただし、議論がありましたように、貯蔵上の問題が確認されておりませんので、その点

につきまして、事務局と御相談いただき、確認を受けた上でこれを可というふうにさせて

いただきたいと思います。 

 次に、大麦しょうちゅう副産液（濃縮）でございます。これにつきましては、名称を「大

麦しょうちゅうかす」と簡単にしたいと思います。ただし、内容がわかるように、備考欄

にありますように、備考欄をそのまま生かしまして、「固液分離し、液分を減圧下で加熱

濃縮したものであること」ということで区分ができるというようなスタイルをとります。 

 それから、水分についてばらつきが大きかったのですが、60％が販売の方向ということ

でございますので、これについては栄養価のところで、乾物率を 40％、TDN につきまして

は 40％に換算した値に再計算していただきまして、その値をもって暫定値というふうにさ

せていただきたいと考えます。 

 次に、飼料用酵母（パン酵母）でございますが、これは原料名、成分値、消化率、それ

から備考欄もそのままで可とさせていただきます。 

 次のページに行きまして、食品副産物でございますが、収集していただいた成分が、こ

れから製造していくものも含まれるのですが、まだ途中経過ということでございますので、

今の製造方法が確定したあたりから、それが９月ごろというお話でございましたので、８

月までのデータをさらに継続してとっていただいて、再審議させていただくという形にさ

せていただきたいと思います。 

 ただ、ちょっと話が外れますが、この審議会、部会ですが、案件が集まれば年に２回と

いうことを考えておりますので、それが集まった段階で審議と。そのころの状況を見なが

ら、審議の方法等々については事務局と検討させていただきたいと思います。そういうこ

とで対応させていただきたいと思います。 

 その次ですが、植物油ケン化物については、原料名、栄養価、消化率、それから備考、

ともにこのまま可といたします。 

 大豆油さい、なたね油さいについてですが、なたね油さいについて修正点が１点、鶏の

ME 価でございます。先ほども説明がありましたが、6,060 とあるのを 6,080 に修正した上

で、大豆油さい、なたね油さいとも暫定値案で可としたいと思います。ただし、大豆油さ

い、なたね油さいにつきましては、粗脂肪の分析法につきまして、これは公定法のほうの

範囲拡大がありますので、その範囲の拡大を受けた後、これを了承するという格好にさせ

ていただきたいと思います。 

 審議結果は以上のようなところで、委員の先生方、よろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○寺田部会長 では、以上をもって審議の結果とさせていただきます。 

 それでは、事務局のほうに、答申の準備をよろしくお願いいたします。 

○飼料検査指導班長 それでは、答申の案を読み上げさせていただきます。施行期日は本
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日付になります。 

 

農林水産大臣 林 芳正 宛 

農業資材審議会長 

 矢野 秀雄 

 

飼料の公定規格の改正に関する諮問について（答申） 

 

平成 24 年 12 月５日付、24 消安第 4052 号をもって諮問のあった標記の件について、下

記のとおり答申する。 

記 

 飼料の公定規格（昭和 51 年７月 24 日農林省告示第 756 号）の改正の可否について 

 １ 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の

改正（別紙）することは適当と認める。 

 

○飼料検査指導班長 ということで、答申の別紙に、先ほどの資料７で部会長から御説明

をいただいた内容で、資料７のその他の「大麦しょうちゅうかす」の部分の名称を直し、

かつ DM と TDN を修正、それから２ページ目に行きまして、食品副産物については継続審議

ですので削除をいたします。 

 それから、なたね油さいの ME について 6,080 に修正をします。 

 それから、表の下部に条件としてつきました 初のジスチラーズグレインの４品目につ

きまして、貯蔵時の水分の確認をするということ。 

 それから、大豆油さいとなたね油さいについて、脂肪の分析法が公定法化されること。

これにつきまして、表の下部にただし書きで記載をさせていただきます。 

 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、今御説明いただきました内容で部会からの答申ということにさせていただき

たいと思います。ありがとうございました。 

 それでは、審議事項ですが、２番目のその他でございますが、その他は何かございます

か。 

○飼料検査指導班長 特にございません。 

○寺田部会長 それでは、特になければ、以上をもちまして本日の議題は全て終了という

ことにさせていただきます。 

 その前に、議事の扱いについて、一言お願いします。 

○飼料検査指導班長 本日の審議会の議事録につきましては、事務局のほうで作成をいた

します。各委員に御確認をいただいた上で、でき次第、農林水産省のホームページのほう
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に掲載させていただきます。 

 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、これをもちまして、本日の飼料栄養部会を閉会とさせていただきます。御協

力、どうもありがとうございました。 


