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解説

ペットフード安全法の施行について

田中誠也*

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課

1. はじめに

昨年 6月 11日，第 169回国会において成立し，同月 18

日に公布された「愛がん動物用銅料の安全性の確保に関

する法律J(いわゆるペットフード安全法)は，その後の関

係する政省令の制定を経て，本年 6月 1日に施行された。

ここでは，愛がん動物用飼料(ペットフード)の安全性

に特化した法規制としては，おそらく世界で始めてとな

る本法の制定の経緯や概要について紹介する。

2. 法律制定の背景

犬・猫の飼養頭数が，平成 20年で合計約 2，700万頭に

のほ、り，平成 14年からの 6年間で1.6倍となっているこ

とからも伺えるように，愛がん動物(ペット)は年々増加

し，国民生活にとって，家族同様とも考えられるような重

要な存在となっている O また，ペットの飼養拡大に伴い，

ペットフードの市場規模も拡大額向にあり，平成 19年度

の出荷額は 2，440億円となっている。このような中で，

ペットが食べるペットフードの安全性については，これ

までも強い関心が寄せられていたところである。

平成 19年3月，米国において，メラミン(食器等に利

用されるメラミン樹脂の主原料となる有機化合物)が混

入したペットフードが原因とされる大規模な犬・猫の健

鹿被害が発生し，メラミンを含む製品はメーカーにより

田収された。そのような中で，同年 6月，日本国内に並行

輸入され，一部の庖舗で販売されていたペットフードに，

米国で回収対象となっていた製品が含まれていたことが

判明したため，販売業者は自主的な回収を行った。なお，

当該製品に起因する国内でのペットの健康被害事例は報

告されていない。

この間，農林水産省は，飼料関係及びペットフード関係

の団体に対して，注意喚起のための情報提供を行ったほ
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か，ベットフードの製造・輸入・流通団体に対して，製品

の輸入・販売に当たっては，米国における回収対象品で

ないことの確認を{足す通知を発出した。

3. 法制化への動き

これまで，我が国においては，ペットフードを対象とす

る法律として「不当景品類及び不当表示防止法Jなどが

あったが， これは様々な製品全般の表示について規制を

課す法律であり，ペットフードの安全性を法目的とする

法律は存在しなかった。このため，政府内で，ペットフー

ドの安全性について規制する法律を制定する必要性が議

論された。

同年 8月には，農林水産省及び環境省が共同で，飼養

者，獣医師，ペットフード製造技術に関する専門家，消費

者団体，製造業者，地方自治体職員などの有識者から構成

される「ペットフードの安全確保に関する研究会」を設置

し，ペットフードの安全性を確保するための方策につい

て幅広く議論していただいた。研究会においては， 5回に

わたって議論が行われ，同年 11月，ペットフードの安全

確保上の課題と対応のあり方について提言がとりまとめ

られ公表された。

このとりまとめにおいては，事業者及び民間団体の自

主的な取組が重要であり，行政として民間の取程を推進

すべきだが，自主的取組には強制力がなく，すべての事業

者の取組を担保できないこと，予期せぬ事故等に対し緊

急に実効性のある対策が打てない可能性があることから，

法規制の導入が必要であるとされた。

これを受けて，農林水産省及び環境省では，政府部内で

の調整を踏まえ， 目的を「動物愛護に寄与することJと

し，規制のスキームは，家畜用飼料の安全性について規制

を行う「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法

律(飼料安全法)Jを範にした新法を制定することとした。

新法案は， I愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する

法律案」として，昨年3月4日に閣議決定され，園会に提

出された。第 169回国会において，本法案は，与野党に関

わらず賛成の意見をいただき，参議i涜(環境委員会)及び
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衆議院(環境委員会)において全会一致で可決された。

4. 法律の概要

本法の概要は次のとおりである。

(1) 愛がん動物用飼料の基準・規格の設定と，それらに

合わない愛がん動物用飼料の製造等の禁止

農林水産大臣及び環境大臣は，愛がん動物用飼料の製

造の方法，表示についての基準や，成分についての規格を

定めることができる。また，当該基準・規格に合わない愛

がん動物用銅料の製造，輸入又は販売は禁止する。

(2) 有害な物質を含む愛がん動物用飼料の製造等の禁止

農林水産大臣及び環境大臣は，有害な物質を含みまた

は病原微生物により汚染された愛がん動物用飼料の使用

が原因となって，愛がん動物の健康が害されることを防

止するため，当該愛がん動物用飼料の製造，輸入又は販売

を禁止することができる。

(3) 愛がん動物用飼料の廃棄等の命令

農林水産大臣及び環境大臣は， (1)及び(2)に娼げる愛

がん動物用飼料が販売された場合又は販売するために保

管されている場合，当該愛がん動物用飼料の使用が原因

となって，愛がん動物の鍵康が害されることを防止する

ため，当該愛がん動物用館料の製造業者，輸入業者又は販

売業者に対し，廃棄又は閉収等を命ずることができる。

(4) 製造業者・輸入業者の届出

ペットフードの製造
方法等のさ基準鍾成分
規絡を設定

11 

O基準刷規格!こ
違反するもの

の製造、輸入、
販売を禁止

0有警な物質を
含むペット
フードの製造
等を禁止

0有害な物質を
含むペット
フードの療奨
等の命令

(1)の基準又は規格が定められた愛がん動物用餌料の

製造業者又は輸入業者(販売を自的としない場合を除く。)

は，氏名及び住所等の事項を届け出なければならなL、。

(5) 帳簿の備付け

(1)により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼

料の製造業者，輪入業者又は販売業者は，当該愛がん動物

用飼料を製造業者，輸入業者文は販売業者に譲り渡した

ときは，その名称，数量等の事項を帳簿に記載し保存しな

ければならなL、。

ただし，製造業者，輸入業者又は販売業者がペットの飼

い主に直接販売(小売り)したときや，ペットフードを譲

り受けたときには帳簿の記載義務はない。

(6) 報告徴収・立入検査等

農林水産大臣又は環境大臣は，愛がん動物用飼料の製

造業者，輸入業者，販売業者，運送業者又は倉庫業者から

必要な報告を求めることができ，また，それらの者の事業

場，倉庫，船舶，車両などの愛がん動物用飼料の製造，輸

入，販売，輸送又は保管の業務に関係がある場所に立入検

査等を行うことができる O

(7) 施行期日

公布の日(平成 20年 6月 18日)から起算して l年以内

で，政令で定める臼から施行するとされ，平成 20年 12月

3日に公布された政令において，施行期日は平成 21年 6

月 1日とされた。

屈による
・報告徴収
.立入検変
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<成分規格>

分 類 物質等 基準値(ppm) 備考

かび毒 アフラトキシンB1 0.02 
(水分含量の換算例)

クロルピリホスメチル 10 水分含量10%
(固形分90%)で

ピリミホスメチル 2 10 ppm 

農薬 マラチオン 10 水分含量55%
(固形分主主惣)の

メタミドホス 0.2 
ペットフードでは

5 ppm 

グリホサート 15 

添力[J*知
エトキシキン・BHA" 150 犬用:ヱトキシキンは75

BHT (合計量) ppm以下

誌を規定する成分の販売用愛がん動物用飼料における含有!IJ:を算出するにあたっては，当該飼料の水分の含有滋を 109五に設定する。

5. 基準・規格の設定

基準及び規格は，有害な物質を含む愛がん動物用飼料

の流通により愛がん動物の健康を害することを防止する

観点から，広域流通される販売用愛がん動物用飼料を対

象として設定されている。

(1) 成分規格

ペットに対する健康影響要因を特定するため，①ペッ

トフードによるペットの被害事例，②ペットに対する纏

康影響の強さ，③ペットフードに使われる原料の汚染状

況， ④諸外国における規制状況を考慮し， 関連する科学

的知見に基づき境格が定められた。

(2) 製造の方法の基準

販売用愛がん動物用飼料の製造に当たっては，次の事

項を守る必要がある O

① 有害な物質を含み，若しくは病原微生物により汚

染され，又はこれらの疑いがある原材料を用いて

はならない。

② 叛売用愛がん動物用飼料を加熱し，又は乾燥する

に当たっては，微生物を除去するのに十分な効力

を有する方法で行うこと。

③ プロピレングリコールは，猫用の販売用愛がん動

物用飼料には用いてはならなL、。

(3) 表示の基準

販売用愛がん動物用餌料の表示に関しては， 1不当景品

類及び不当表示防止法」に基づく公正競争規約がルール

として既に機能していることから，この規約との関係に

注意して基準が作成されており，次に掲げる事項を表示

しなければならないこととされている。これらのうち，①

から③までについては， 愛がん動物の健康被害の防止の

観点から，③から⑤までについては，問題発生時等に製

品を特定する観点から表示するものであり，これらの事

項は，邦文をもって表示しなければならなし、

① 販売用愛がん動物用銅料の名称(犬用又は猫用で

あることがわかるような一般的な名称)

② 原材料名(原則として使用した原材料(添加物を含

む)をすべて記載。実行可能性を考慮し，穀類，魚

類等の分類名による表示も可能)

③ 賞味期限(定められた方法により保存した場合に

おいて，期待されるすべての品質の保持が十分に

可能であると認められる揺隈を示す年月日をい

う。)

④ 事業者の氏名又は名称及び住所(事業者名は，事業

者の語別(製造者，輸入者，販売者)と名称、を表示)

⑤ 原産国名(最終加工工程を完了した国)

(4) 経過措置

成分規格及び製造の方法の基準については，平成 21年

6月 1日より 6か月，表示の基準については 18か月の経

過措置を設けている O

6. 法律の施行体制

基準・規格への適合を確認するため，農林水産省及び

環境省は，製造業者，輸入業者，販売業者に対して立入検

査等を行うことができるが，ペットフードの成分等に関

する専門的・技術的な事項については，専門的な知見を

有する専門機闘を活用することにより，その業務を効率
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ペットフード安全法により表示が義務化される事項とと

もに、公正競争規約により表示される事項を合わせると、
ペットフードに表示される事嘆は以下のとおり

f⑦名称

;②賞味期隈

i③事業者名及び住所圃所在地

;④原産国名

¥⑤里村型盆--町周回目偏司闇伺同時団四四

ヘペノ

六
法
¥
ノ

ん
諜
f

一

一

同

作

¥

，
〈
ヲ
よ
」

一

外

に

」

ム
ヒ
Oノ

(

日

小

f⑥呂的(例成犬用総合栄養食)

⑦内容量(例 2kgl 

:⑧給与方法

:⑨成分(粗たん自質0%、極脂肪0%、粗繊維0%等)

公正競争規約

により表示

ペットフード安全法と現行の公正競争規約において、表

示方法が異なる主な事填は以下のとおり。

なお、公正競争規約についても、ペットフード安全法の施

行にあわせて表示方法を改正する予定。

事現 公正競争規約 ペットフ ド安全法

「賞味期限j又は 「童基期限」の表示査義務
賞味期限

「製造年月+賞味期間J イヒ

主な原材料の重量の合計
j丞加勃査含めて、使用したが80%以上となるよう表示
原担割は原則として全て表原材料名

使用した添加物は原貝IJとし
示を義務化

て全て表示

必ず記載
原産国名 r~産Jの場合、省略司

「器産jとの記載も可

的かっ効果的に行うことが可能となる。

このため，独立行政法人農林水産消費安全技術セン

ター (FAMIC)が，立入検査等の業務を行うことができ

ることとされている。 FAMICが立入検査を行う場合は，

無通告で入り，帳簿等，製造設備，品質管理状況，保管状

況の検査，ペットフードの分析を行うことを予定している。

7. おわりに

本法律は，ペットの健康の保護を国るためのペット

フード製造業者等の事業者に対する規制であり，事業者

は定められた規制を遵守することはもとより，自らが常

に安全確保に自覚と責任をもって迅速かっ積極的に京り

ことが重要で，法律にも安全確保の第一義的責任は

事業者にあるとされている O このため，事業者は，ペット

フードの安全性に関する知識及び技術の習得，ペット

フードの原材料の安全確保，万が一の場合のペットフー

ドの白収などに努める必要がある。

一方，飼い主においては，ペットの生態や必要な栄養

素，食べ物など、について理解を深め，適切な給餌を行う必

要がある O また，日常の行動をよく観察し，ペットの健康
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の略称で、法令に基づき食品

や飼料の検資・分析などを実

施している独立行政法人

被害が発生した場合には，獣震師の診療を受けて病状の

悪化を防ぐことが重要である。

ペットフード安全法により，基準・規格が設定され，万

一の場合の回収等を国が命じることができるようには

なったが，ペットを愛護し健康を維持するには，日頃から

身近にいる銅い主，かかりつけの獣医師，関係行政機関の

連携も必要である O 本法律が十分に機能し，安全なペット

フードの供給が促進され，国民の皆さんのペットとの最

かな生活に寄与できることを期待したし、
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