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事務局  
 西藤総合食料局長、北原審議官、小林品質課長、田中食料表示
対策室長、水産庁漁政部加工流通課高橋課長補佐、品質課井坂上
席規格専門官  
                                
○小林品質課長 時間となりましたので、農林物資規格調査会総会
を開会させていただきたいと思います。  
 私、小林と申します。前任の内藤が品質課長でしたけれども、７月
の頭に人事異動がございまして、私、小林が後任の品質課長という
ことでございます。いろいろとお世話になりますが、よろしくお願いい
たします。  
 本日の総会の出席状況でございますけれども、板倉委員、岩崎委
員、坂井委員、新蔵委員、田中委員、福岡委員、山口委員、７名の
委員の方から、所用のために出席できないというご連絡をいただい
ております。総数が20名ということでございますので、13名の委員の
皆様方にご出席いただいていることになっております。過半数を超え
ておりますので、農林物資規格調査  
会令第６条第１項の規定に基づきまして、本会議は成立しているという形
になります。  
 それでは 初に、本日の総会の開催に当たりまして、総合食料局
長からごあいさつを申し上げます。  
○西藤総合食料局長 総合食料局長の西藤でございます。  
 本日は、農林物資規格調査会総会ということで、お暑い中、委員の
先生方にお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。ま
た、日ごろから食品行政、特に規格、表示の問題につきましてご支
援、ご協力を賜っておりますことを、この場をかりて御礼を申し上げ
たいと思います。  
 今ほど品質課長の方から話がありましたように、本日の総会にお
きまして加工食品の原料原産地問題をご論議いただく予定にいたし
ております。ご案内のとおり、一部の品目と申しますか、ラッキョウ、
梅干し漬については、既に告示が終わって10月１日からの原料原産
地についての表示をお願いするということになっておりますし、さらに
アジ、サバの開き、塩サバ、それとまさに今が旬といいますか、消費
の時期でありますウナギの蒲焼、ワカメにつきまして、順次品質表示
基準を、皆様方のご意見をお聞きして制定又は改正させていただき
ながら、それぞれ表示についてお願いしている状況にございます。  
 表示の問題、この間も申し上げたかもしれませんが、食と農が遠く
なるという状況の中で、消費者にいかに情報を正確に提供し、消費
者の選択に資するか。そういう観点では、やはりわかりやすい表示
で、かつ信頼性の高い表示ということが基本なんだろうと思っており
ます。そういう点で、本日、ご論議いただくものは、農産物の漬物に
ついての原料原産地表示の問題で  
ございます。これについても、漬物の定義を含めていろいろご論議ござい
ます。  
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 ただ、私どもも漬物の形態も非常に多様化し、かつ一夜漬け的な
状況になってきますと、ほとんど生鮮品と異ならないという状況も出
てくる状況の中で、その原料原産地ということも視野に入れて議論を
してきたつもりでございます。そのほか、削りぶしにつきましても、カ
ツオのふしについて、輸出国が多様化してきている。国内産だけだっ
たものが、いろいろな形で流通するという状況がございます。そうい
う状況を踏まえて、本日は漬物と削りぶしについてのご論議をお願
いしたいと思っております。  
 私ども、表示の問題、あるいは規格の問題につきましては、皆様方
からいろいろ承りながら、先ほど申しましたようにわかりやすいもの、
かつ信頼されるものということを心がけながら、順次努力していきた
いと思っておりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。  
○小林品質課長 では、本間会長、議事の進行をお願いしたいと思
います。  
○本間会長 こんにちは。お暑いところを、きょうはどうもご苦労さま
でございます。  
 きょうの議題は、漬物と削りぶしという、いわゆる伝統食品でござい
ますけれども、これは話をすれば文化論まで出てくる、趣味の話まで
出るかと思いますが、 終的には、我々の状況が変わってきている
という現実を踏まえた議論をお願いしたいと思っております。  
 それでは、議事に入ります前に、農林物資規格調査会運営規程第
７条の規定によりまして、本日の会議の議事録署名人をお願いした
いと思います。お二人でございますが、鈴木委員と谷委員にお願い
したいと思います。  
 それでは、議題の農産物漬物品質表示基準の一部改正案につき
まして、事務局からご説明願いたいと思います。  
○井坂上席規格専門官 それでは、農産物漬物品質表示基準の一
部改正案につきまして、その改正の趣旨及び経緯につきましてご説
明させていただきます。  
 お手元の資料２をごらんいただきたいと思います。  
 13年４月５日に、農林水産大臣から農林物資規格調査会会長あて
に諮問が出ております。  
 １ページ繰っていただきますと、２－１といたしまして、農産物漬物
品質表示基準の一部改正について（案）というものがございます。  
 この改正の趣旨といたしまして、現行の農産物漬物の定義は、農
産物を前処理し、漬床に漬け込んだものを対象としておりますが、消
費者の嗜好の多様化に伴いまして、一夜漬けというようなものも市
場に多く出回るようになってきましたことから、また、多くの消費者は
これらのものにつきまして「漬物」であるというふうに認識しておると
いうことから、今回、これら一夜漬け等も農産物漬物の対象になりま
すように定義の改正を行います。  
 また、昨年12月28日に、ラッキョウまたは梅を原料としまして、その
原形を保持しているものにつきましては、原料の原産地を表示する
ことを主な内容とします農産物漬物品質表示基準を制定しました
が、今回、消費者の商品選択の際の情報提供に資するため、これら
以外の農産物漬物に原料の原産地表示を義務づけるという内容の
改正を行うということでございます。  
 改正の内容といたしまして、一夜漬け等の漬物も対象とするために
定義を改正するほか、消費者によりわかりやすい表示とするため
に、新たに一括表示内に原料原産地名欄を設けまして、漬物に使用
される主要な農産物等の原産地を、国産のものにあっては国産であ
る旨、輸入品にあってはその原産国名を表示する内容に改めるとい
うことでございます。  
 具体的には次のページの新旧対照表でございます。  



 左側が改正案でありまして、右側が現行でございます。変わるとこ
ろに、それぞれアンダーラインが引いてございます。  
 第１条につきましては、変更はございません。  
 第２条の定義ですが、現行の農産物漬物の定義におきましては、
前処理といたしまして「塩漬け」と「干し」と「湯煮した」という、この３つ
の前処理をしたものであって、かつ、その後、漬床に漬けたものが農
産物漬物になるわけでございますが、今回、糖液に漬けたものもあ
りますので、その塩漬けの後ろに括弧書きで、「（塩漬けの前後に行
う糖類漬けを含む）」としまして、明確に糖類で処理したものも前処理
に含めるということでございます。  
 それと、その２行目の後半ですが、前処理「若しくはしないもの」と
いうことで、前処理をしないで漬け込むもの、こういうものでございま
す。これは塩もみキュウリとか、要は野菜に塩をして漬物をつくると
いう場合。これは、前処理が必要でございませんので、前処理をしな
いものも含めるということで、ここは「若しくはしないもの」としておりま
す。  
 それと３行目のところですが、現行は「魚介類及び海草類」としてお
りますが、これが後でまた基準の中に出てきますので、これは「水産
物」というまとめ方をさせていただくというこ  
とでございます。ですから、そこの改正案の２行下に、また「水産物」が
出てきております。  
 それと農産物漬物の定義の中の下から２行目のものでございま
す。現行は、「漬け込んだもの」と整理しておりますが、今回「漬けた
もの」に改めるということでございます。これは、今度一夜漬け等の
漬け込むというものまでに至らない「漬けたもの」、そういうものも含
める関係上、用語の整理としまして「漬けたもの」としております。こ
こにつきましてはさらに括弧書きで「（漬けることにより乳酸発酵又は
熟成しないものを含む）」ということで、単に塩で処理したもの、そうい
うものもここに含めるということを明確に書き込んでございます。  
 それで、農産物ぬか漬け類以降のものにつきましては、それぞれ
現行「漬け込んだもの」という表現を、すべて「漬けたもの」と改めて
おります。  
 次の２ページも、同じ「漬け込んだもの」を、「漬けたもの」にそれぞれ
改めております。  
 ３ページ、定義の改正案の一番 後ですが、今度、新たに「主な原
材料」といたしまして、「原材料の重量に占める割合の高い農産物又
は水産物の上位４位までのもので、かつ、原材料の重量に占める割
合が５％以上のものをいう」ということで、後ほどご説明します原料原
産地名欄に書くべきものとしまして、主な原材料を書くということで、
その主な原材料というのがどういうものかといいますと、ここに今ご
説明しましたように、農産物と水産物で上位４位、かつ、５％以上、そ
れと 300ｇ以下のものにあっては上位３位で、かつ、５％以上のも
の、これが原料原産地の対象になるということでございます。  
 それで、これらの上位４位並びに３位で、かつ、５％以上ものにつき
ましては、ふくじん漬なんかですと、 300ｇ以下の場合ですと大体原
材料の90％をカバーしている。それと、またなら漬も 300ｇを超えるも
のですとやはり４位までで、かつ、５％ですと、やはり90％のものがこ
の表示の対象になるということでございます。  
 次に、３条におきましては一括表示事項でございます。  
 ３条の頭のところで、「輸入品以外の農産物漬物」としております。
輸入品につきましては、今回の原料原産地の対象外としておりま
す。次に農産物漬物の後ろに括弧書きで「（容器又は包装の面積が
30cm2 以下であるものを除く）」としております。これにつきましては、
加工食品品質表示基準第３条第６項に、こういう表示可能面積が



30cm2 以下のものと、こういうものにつきましては、原材料名とか賞
味期限とか保存方法が省略可能であるという規定がありますので、
包装面積の小さいものにつきましては、この原料原産地名の表示も
省略することができるということでございます。  
 あと３条２項、３項は、それぞれ条項が移動しているだけでございま
す。  
 次が４ページでございます。  
 ここは、それぞれ４条の表示の方法でありまして、名称につきまし
ては、「たくあん」は「たくあん漬」というふうなものを書くということでご
ざいます。  
 それで、今度新たに定義が拡大しておりまして、これに基づきまし
て、例えば今皆様に見ていただきますが、漬物の中に、よくコンビニ
なんかで売られているんですが、ぬか漬けのたくあんと、塩漬けのキ
ュウリと、白菜としば漬というような詰め合わせのものもございます。
これらのものにつきましては、名称がありませんので、それにつきま
しては４ページの一番上に  
書いてありますように、今度は「漬物」という名称にしていただくというこ
とでございます。  
 それと第２号の原材料名のところですが、ここも先ほどご説明しま
したように、現行の「漬け込んだ」という文言を、すべて「漬けた」とい
うふうに直してございます。  
 ５ページでございます。  
 右側のウでございますが、これは昨年12月28日に、梅とラッキョウ
で原形を保持しているものの原料原産地のために設けた規定でござ
います。今回、この規定につきまして、ウの１行目のところの真ん中
ほどに、「農産物漬物（輸入品を除く）」ということになっております
が、今まででは、この「輸入品を除く」という文言が入っておりません
でしたので、今回「輸入品を除く」というのを明確に入れるということ
でございます。それで、ここを明確にした上で、このウについては削
除するということでございます。  
 これにつきましては、今度、今年の10月１日からこのウの規定が
梅、ラッキョウに適用されまして、平成14年９月30日までこの規定に
基づいて表示していただくことになりますので、とりあえず改正した上
で削除するということでございます。  
 次に、３号の原料原産地名につきましても輸入品以外ということ
で、製品で輸入されるものは対象外にしております。輸入品以外の
農産物漬物にあっては、加工食品品質表示基準第５条第１項の規
定にかかわらず、次に定めるところにより記載することとしておりま
す。  
 これで、加工食品品質表示基準第５条第１項の規定は、特色のあ
る原材料の表示の規定でございます。これは加工食品の５条です
と、任意に特定の原産地を表示した場合につきましては、その一括
表示枠内の表示について、それに近接して割合表示するか、原材料
名のところにそれぞれ割合を表示していただくという規定でございま
す。今回は、この原料原産地名は任意でなくて義務の表示になりま
すので、その割合表示の関係がありますので、この規定につきまし
ては加工食品品質表示基準第５条第１項の規定にかかわらずという
ことで、それとは違ってこの基準によって表示するんだということを明
示しております。  
 アですが、農産物漬物の主な原材料の原産地名は、原材料に占
める重量の割合の多い順に、次に定めるところにより記載すること。
農産物漬物の主な原材料以外の漬けた原材料の原産地名につい
ても同様に記載することができるとしております。  
 ただいま皆様に見ていただいております試料のように、上位３位ま



たは４位というものが、なかなか明確にわからないというようなケー
スもございます。たくあんの２切れとキュウリとかというのは、微妙な
重量関係にありますので、そういう場合はすべて表示したいという方
もおられるわけで、その場合はすべて一括表示内に書けるということ
の規定をしております。  
 それで、その実際の書き方ですが、（ア）の農産物といたしまして、
「国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を
記載し、その原産地名の次に括弧を付して、当該原産地を原産地と
する主な原材料を原材料に占める重量の割合の多いものから順
に、その も一般的を名称をもって記載すること」としております。  
 具体的に実際の例示ですが、１枚繰っていただきますと、表示の例
を入れさせていただいております。ふくじん漬の場合でございます。
左側は、ラッキョウ、梅干しの品質表示基準をふくじん漬に適用した
場合ということで、これは実際にあり得ないことなんですが、要は原
材料名でそれぞれ原料の種類の多いのを表示するとこうなるという
ことで、原材料名欄のところに「だいこん（中国）」とか「なす（韓国）」、
「きゅうり（国産）」というような、この原材料名の欄の中で書くと非常
に見にくいということから、今回は、その右側ですが、原材料名欄に
ついては従来どおりの原産地を書かないで、原材料名と内容量の間
に、原料原産地名という１項を起こしていただきまして、そこへ「中国
（だいこん）、韓国（なす）、国産（きゅうり）」というふうに書いていただ
くことになるということでございます。  
 また５ページに戻っていただきたいんですが、農産物の場合、ただ
し書きといたしまして、「国産品にあっては国産である旨に代えて都
道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を、輸入品にあ
っては原産国名に代えて一般に知られている地名を記載することが
できる」としております。  
 次に、（イ）の水産物ですが、「国産品にあっては国産である旨を、
輸入品にあっては原産国名を記載し、その原産地名の次に括弧を
付して、当該原産地を原産地とする主な原材料を原材料に占める重
量の割合の多いものから順に、その も一般的を名称をもって記載
すること」としてございます。それでただし書きといたしまして、「国産
品にあっては国産である旨に代えて生産した水域の名称、水揚げし
た港名又は水揚げした港若しくは主たる養殖場が属する都  
道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を記載することがで
きる」としております。  
 ｂといたしまして輸入品の場合ですが、輸入品の場合は「原産国名
に水域名を併記することができる」としてございます。  
 次がイでございます。このイにつきましては、後ろの方のパブリック
コメントとして寄せられた意見がありまして、そこの３番のところで、一
つの包装の中に入っているすべての農産物なり水産物が同一の原
産地という場合につきましては、原産地の後ろのそれぞれの農産物
の種類というのを省略してもいいのではないかという意見が寄せら
れてございます。それにつきまして、そ  
のような趣旨でこの基準を改めるということで、新たにイを設けさせていた
だいております。  
 「原産地が１のみである場合及び主な原材料が１種類のみである
場合には、原産地名について原材料の記載を省略することができ
る」としてございます。  
 この表示の例につきましても、先ほどの表の次のページの１番とい
たしまして、４条第１項第３号イの表示例といたしまして、要は１）です
が、「使用する農産物又は水産物の原産地が１である」と。その例と
いたしまして、だいこん、ナス、キュウリ等々が全部中国産の場合
は、原料原産地名を中国と書きますが、その後のそれぞれの農産物



の種類は書かないで省略することができるということでございます。  
 それと、次の例として、主な原材料が１種類のみの場合でございま
す。それが２）でございます。原則どおり書きますと、「タイ（だいこ
ん）、中国（だいこん）」となります。これを主な原材料がだいこんだけ
ですので、これをだいこんを省略いたしまして、「タイ、中国」という表
示でもいいという規定でございます。  
 また５ページに戻っていただきたいんですが、ウでございます。「原
産地を２以上記載する場合には、次に定めるところにより記載するこ
とができる」といたしまして、「（ア）原産地の文字の次に、原材料に占
める重量の割合を、パーセントの単位をもって単位を明記して記載
すること」。それと、（イ）といたしまして「原材料の記載が２以上連続
して同一となる場合には、当該原材料を原材料に占める重量の割合
が も少ない当該原材料の原産地名の文字の次に括弧を付して、
その も一般的な名称をもって記載し、当該原産地名以外の原産地
名について原材料の記載を省略すること」としております。  
 ちょっとわかりにくいので、先ほどの表の例示に戻っていただきた
いんですが、要は、これは任意の規定でありまして、割合を表示する
場合ということで、その場合は２にありますように、「中国70％（だいこ
ん）、韓国13％（なす）、国産10％（きゅうり）」ということで、主  
な原材料のうち、これで93％のものについての割合表示をするというこ
とでございます。  
 次が（イ）の例ですが、ここでいっておりますのが、上の方ですが、
「タイ（だいこん、しょうが）、中国（だいこん、しょうが）、国産（なす）」
と、こういう表示の場合、連続してだいこんとショウガ、だいこんとショ
ウガとつながっておりますので、これについては下にありますように、
「タイ、中国（だいこん、しょうが）、」と１つにまとめて書けるという規
定でございます。これは、国産のナスが、タイと中国の真ん中にある
場合、これは連続していませんので、こういう簡略化の表示はできな
いということでございます。あくまでも連続している場合、このように
まとめて書くことができるという内容でございます。  
 次の６ページですが、これは別表につきましては省略するというこ
とでございます。それで、この農産物漬物の品質表示基準につきま
しては、平成14年４月１日から適用することを考えております。  
 それと、現在、梅、ラッキョウのうち、原形を保持しているものにつ
きましては、ことしの１０月１日から、先ほどご説明しましたウの規
定、要は原材料名欄に表示するという規定が適用されるわけです
が、そのものにつきましては１年先の平成14年10月１日から、この原
料原産地名欄による表示をしていただくということになります。  
 それで、梅、ラッキョウの原形を保持しているものにつきましては、
平成14年10月１日からこの原料原産地名欄に表示が変わりますが、
その10月１日以前であっても原材料名の表示では  
なくて、原料原産地名で表示することが可能である旨の手当てをする
つもりでございます。  
 次が、２－３でございます。これにつきましては、規制の設定又は
改廃に係る意見提出手続に寄せられた意見・情報及びＷＴＯ通報関
係でございます。  
 いわゆるパブックコメントにつきましては、４月10日から５月９日の
30日間意見を募集しまして、９件の意見が寄せられております。そこ
に９件の意見の概要が書いてございます。後ろの方に９件そのまま
載せさせていただいております。  
 次のページのＷＴＯ通報による各国のコメントですが、これは５月
22日から７月26日まで募集しましたが、各国のコメントはございませ
んでした。  
 一番 後になりますが、２－５といたしまして農産物漬物の生産量



を参考として載せております。  
 以上でございます。  
○本間会長 ありがとうございました。  
 この漬物に関しましては部会が開かれております。その討議内容
につきましては、部会の部会長を務められました岩崎委員からのご
報告をお願いするわけですが、今日はあいにくとご欠席でございま
すので、事務局から報告をお願いしたいと思います。  
○井坂上席規格専門官 それでは、部会の検討内容をご報告させ
ていただきます。  
 調査会委員６名、専門委員16名によりまして、４月６日に農林物資
規格調査会部会が開催さ  
れました。資料につきましては、資料２－４にそれぞれ専門委員の名簿
を載せてございます。  
 この部会は、規格基準の作成に際して内外関係者の意見の聴取
する機会を設けるために、アクションプログラムの骨格等に基づきま
して公示しましたところ、１名の方が意見を述べられ  
ました。その意見につきましては、２－４の後ろの方に提出された意見
を載せてございます。  
 主な検討内容といたしましては、原料原産地表示を推進すべきと
いう意見と、そういう原料原産地を推進するんですが、あわせて輸入
品に対する偏見をなくす努力をすべきという意見と、生鮮食品の原
産地表示と整合化を図るべきというご意見もございました。これは、
生鮮食品の農産物の原産地表示が、都道府県を表示するということ
になっておりまして、この漬物の場合は国産というのが表示になって
おりますので、その整合性を図るべきというご意見でございます。そ
れと、主な原材料以外のものも表示対象とすべきというようなご意見
がございましたが、検討の結果、原案どおり了承されたことをご報告
いたします。  
○本間会長 ありがとうございました。  
 ただいまの事務局の説明及び検討の部会の概要を報告していた
だきました。今回の諮問は、いわゆる定義の見直し、それから対象
の拡大、それから具体的にはなるべくわかりやすくどう表現するかと
いう例示ということもありましたけれども、その辺が中心かと思いま
す。  
 どうぞ、ご意見を賜りたいと思います。  
○委員 ２～３ご質問したいと思います。  
 きょうは、ふくじん漬あるいはこの次に議題になる削りぶし、いずれ
も切り刻んだ食品であることには間違いなくて、今の会長さんのお話
では、いろいろ解釈の拡大をしていくと。それで、従来、前回のウナ
ギ加工品あるいは干物のあたりの話では、要するに切り刻んだもの
は対象外にすると。要するに原形をとどめたものを対象にすると。そ
ういった意味では、今回、前回までの考え方と多少整合性がないわ
けですけれども、これからも今後、このようにケース・バイ・ケースで
対象となるものの形態というのは変わってくるのかどうか。  
 それと、従来もう既に決められたウナギ加工品だとか干物、そうい
うものにもフィードバックされるのか、そういうことを一つお聞きしたい
と思います。  
 それからもう一つは、今のお話、前からもそうですが、輸入品は対
象外であると、これもわからないわけではないんですけれども、消費
者の原料の原産地を知りたいという要請は、輸入品であれ国産品で
あれ、私は差はないんではないかという感じはいたしているわけでご
ざいます。なぜ「輸入品は除く」にされたのか。消費者に向かってどう
説明されるのか。要するに、  
論理的に言いまして、消費者は輸入食品も、やはり原料の原産地を知



りたいんではないかと。  
 今や食の国際的な流通はごく普通になっておりまして、アメリカでも
南米の野菜を使うだとか、場合によったら中国のものを使うだとか、
いろいろな国際原料を使っている可能性があるわけでございます。
そういった意味では、論理からすると私は同じではないかという気が
いたします。ですから、なぜ輸入品は対象外にしたのか。  
 それからＷＴＯの通告で、今、井坂専門官のお話では、どこの国も
コメントがなかったというお話ですが、恐らく英語にされたと思います
けれども、漬物というのはどういう表現で、そこまで私、知る権利はな
いと言われればそれまでなんですが、どういう英語の表記にされた
のか。やはり日本の漬物という意味では、国際的に彼らが考えてい
る漬物と大分違うことになるわけですから。  
 それとＷＴＯに通告した場合の英語の文書を、私たち委員が見るこ
とができないのかどうか。大変、いろいろ盛りだくさんな質問ですが、
ご回答いただければと思います。  
○本間会長 ３番目につきましては、○○委員が前回の持論として
展開された部分だと思いますけれども。  
 では、これは多少時間をいただくということでいかがでしょうか。  
○小林品質課長 ３点ご指摘いただいたということで、１つ目は、形
が残っているかどうかという問題、２つ目は輸入品の扱い、３つ目が
ＷＴＯへの通告ということで、３つ目の英語の文書につきましてはす
ぐ用意をして、できればお配りいたしたいと思います。  
 それから１つ目、２つ目の点ですけれども、品質表示の原産地表示
ということについては、いろいろと産品ごとに工夫しながらやってきて
いるところでございます。それで、今回は、野菜漬物全般に広げると
いう形で、言ってみれば形状を問わずに広げるという形にやってきま
した。今後、野菜の分野について主な課題となっておりますのが冷
凍野菜だとか、あるいは野菜缶詰、こういったものも順次検討の対
象にしていくという形で、順次広げていくという方向で検討を進めて
いきたいと考えております。  
 それで、現時点で必ずしも一貫したぴしっとした線で切り切れてい
ないではないかということについては、多少そういう面もあるかと思
いますが、できるだけ消費者の方のニーズと、生産者サイドの方で
どの程度まで対応できるかというバランスを見て対応していくという
形で、その中でおのずと杓子定規なルールという形にはなっておりま
せんが、ルールづくりをしていきたいと考えております。  
 それから輸入品の点につきましては、まず消費者サイドの方のこと
からいたしますと、もちろん情報は多い方がいいのかもしれません
が、例えば韓国産なら韓国産、中国産なら中国産というつくられた国
の表示があれば、おおむね恐らくその国の原材料でつくられたもの
であろうと。少なくとも日本からの原料を韓国、中国で詰め合わせて
つくってきたものではないだろうという、 低限の情報はまず入ると
いうことで、それ以上の情報を、果たして本当に望まれる方がどれぐ
らいいらっしゃるんだろうかということが１つ。  
 それからもう一つは、これは貿易の問題になってきまして、そこまで
表示を義務づけるということになりますと、今度は国際間で、そういう
ルールを相手国に強いることができるかどうかという貿易上の問題
を惹起しかねないということがありまして、輸入品につきましては、ど
この国でつくられてきたかということは明示されるわけですので、そ
れで現時点では必要かつ十分ではないかという判断から、今回のよ
うなルールにしたということでございます。  
○委員 大体わかりました。ありがとうございました。  
 今の２番目のお話ですが、小林課長さんが、海外からの輸入品に
つきましては消費者が 低限の情報を知り得ればいいんだというお



話だったんですけれども、論理的に言いますと、そうしますと国産で
はなくて、私前回もお話しさせていただいたわけですが、外国の場合
は、外国産でどうしてだめなんですか。  
○小林品質課長 今のご指摘の趣旨は、今、我々の方で原料の原
産地国という形になっていて、国名を順番に書いていただこうと。多
い国から順番に書いていく。その多い国の中には、もちろん日本も入
っておりますので、日本の場合には国産という表示になるわけです。
そういう順番で書いていただきましょうという形になっているんですけ
れども、外国とだけ書けばいいんではないかということでございます
ね。  
 それで、もちろんそういう考え方もあるのかもしれませんが、今、
我々、日本国内でつくっている製品について一応議論をしているとい
う前提になりますと、それにつきましては、ある程度の情報が国内の
方に入手可能なわけですね。それについて、明らかに情報として入
手可能なものであって表示できるものであれば、それは書けばよろ
しいんではないかと。  
 ただ、もう一つは、外国でつくられたものについて、我々がどこまで
トレースできるかという問題もあるかと思うんですね。外国で、例えば
韓国なら韓国でつくられた、中国なら中国でつくられたもの。それに
ついて、その原材料をどこからどの国で仕入れられたかというのは、
もうワンクッション置いて調べるというのは、現実の問題としてもなか
なか難しいという問題もあろうかと思います。  
 実際の問題として、そういう現象がある中で、できるだけ表示をは
っきりさせたい。そしてまた、メーカーの方から見ても、それを外国産
と書くことと、それから中を分けて中国産と国産と書くということによ
る負担とのバランスなんだろうと思うんですが、その程度のご負担は
していただいてもよろしいのではないかと考えております。  
○委員 大体わかりました。  
 ただ、世界の各地で、例えば果物でも野菜でも、世界各国で地中
海性の気候のところから、熱帯のところから、亜寒帯のところから、
いろいろなところで取れた作物を使ってブレンドして、例えばジュース
なんかの場合、ブラジル産のバレンシアと日本のマンダリンオレンジ
とカリフォルニアのバレンシアとブレンドすることによって、非常にフ
レーバーのいいものができるわけです。これは本間会長も専門です
から申し上げますが。そういった意味で、ブレンドし  
た方が消費者にとって非常に品質のいいものを提供することができる
わけですね。  
 今は、国際的な食品づくりが始まっているわけですので、恐らく次
の話は削りぶしになるわけですが、削りぶしもそういった時代に入っ
てくるんではないかという感じがするわけです。そうしますと、いろい
ろな複数の国の原料を使うことがあるわけですね。そういうときに、
対応が非常に大変になってくるということは事実ではないかと思いま
す。  
 ですから、将来に向けて消費者によかれと思っていろいろなブレン
ドをすることによって、ウイスキーなんかもそうですよね。そういうブレ
ンド技術をむしろ阻害することになりやしないかと。それはひいては
消費者にいい品質のものを提供する、そういう技術的な正当性に少
し  
ブレーキがかかるんじゃないかと、そういう感じがいたしますけれども、
いかがでしょうか。  
○小林品質課長 ブレンドしていただくこと自体については、それは
いろいろな特色のある原料を組み合わせてよりよい味をつくられる、
あるいはよりよい品質のものをつくられようということですので、原料
をブレンドすること自体は結構なんですが、問題は、その中身を表示



するということでございます。ですから、今言われましたのは、むしろ
時々刻々とブレンド比率が変わるというお話でございましょうか。  
○委員 それと、国も変わるということですよね。  
 そうしますと、この前も言いましたけれども、いろいろな国の容器を
用意しておかなければいかんということですよね。  
○小林品質課長 もちろん、そうい問題はあろうかと思います。  
 ほかにも、今の表示の中身に義務づけているものの中にも、現時
点では賞味期限ということについては、枠外に書くことを認めており
ますが、それ以外のものについては、見やすい形で一括して消費者
の方が一目でわかるような形に義務づけております。もちろん、原材
料についても場合によっては少し変わることもあり得ますが、その点
は消費者の方の利便を考えて一括して書いていただくと。  
 ただ、その場合には、何ももちろんその都度、その都度、印字をし
て上に足すという方法でも結構なわけですので、そこはある程度ブレ
ンドといっても、余りそうしょっちゅう国がぐるぐる変わるということで
あれば、そこは空白にして、場合によっては打ち込むという対応をお
願いせざるを得ないかなと思います。  
○本間会長 この件につきましては、いかがでしょうか、消費者関係
の委員、ご意見ございましょうか。外国という表示の仕方ですが。  
○委員 以前にお話ししたことがあると思うんですけれども、漬物で
はありませんが、スパゲティの件なんですけれども、イタリア産では
ないものをイタリア産として銘打って輸入しているということで、先ほ
どの輸入品が、どこの原料を使ったかわからない。今のやり方でいく
と表示をしなくていいわけですよね。これは国際的な問題もあるので
というお話なんですけれども。そういうふうに日本の国内でも、例え
ば何県産のものがいいとなると、今までは、その県産の名前を使っ
て表示されたりしていたから、ここで今、整理されてきていますよね。  
 それが現実には、本当かどうかはわからないけれども、消費者の
間では、そうやってスペイン産とか、近辺の国外産のものが、イタリ
ア産とすれば売れるということで、イタリア産という名前がついて、原
産地はポルトガルなのに－－ここで名前を言っていいかどうかわか
りませんけれども－－ほかの国なのに、もしかしたらイタリア産経由
でイタリア産と。大体、パスタ関係というのは、イタリアというふうにす
ると売れていますよね。そうすると、原産地はイタリアではないのに、
イタリア経由で来ると、私たちはそれを見たときには、あ、イタリア産
かなと思って買ってしまう。それがさっきの問題だと思うんですね。  
 やっぱりこれは、パスタみたいにはっきりしたものは私たちも対応
ができるんですけれども、もうちょっとこのたくさん入った複雑なもの
になったときには、やはり希望としては、確かに貿易上の問題とか、
ほかの国にお願いすることは難しいというお話でした。それで、 低
限の情報は提供できるからというお話でしたんですが、できればや
はり方向的には原産地、できればここに合わせて、上から幾つ目ま
でのものは原産地を表示してほしい。逆に言うと、そういう変なうわさ
が流れて、やはり消費者というのは口コミで広がっていきますから、
そういうのでどうしても左右されてしまうんですね。だから、そういうと
きにはやはり書いてあった方が、私たちもこういうものだと思って納
得して買うことができます。  
 ですから、やはり先ほどの輸入品は表示しなくてよいのかというの
は、私なんかも本当に表示しなくていいのかなと。原産地というのは
やっぱり表示してほしいなと思います。  
○小林品質課長 今のお話で、２つお話があると思います。  
 １つは、例えばスパゲティが別の国でつくられているのに、イタリア
でつくられたという名前で入ってくるのはどうかという問題と、それか
らもう一つは、イタリアでつくられているんだけれども、その原料の小



麦粉がどこの国でつくられたのかという問題と２つあります。  
 それで、イタリアでつくっていないのにイタリアでつくったということ
になると、これはうそつき表示ということですので、これはどんなルー
ルであろうと、今のルールであろうと、どこのルールであろうと、それ
はだめなんですね。  
 今、先ほどの○○さんとの議論になっていたのは、むしろもう一歩
進んだ原料のお話でございますよね。その場合に、イタリア産のス
パゲティという、外国から輸入してきても、イタリアが例えばアメリカ
から輸入してきた、あるいはできるのかどうか知りませんけれども、
フランスから輸入してきた小麦粉を使ってイタリアでスパゲティをつく
った場合に、それはイタリア産のスパゲティだとは思われるかどうか
ということですよね、その２つ目の問題は。  
○委員 そこが原料を原産地表示するということでね。  
○小林品質課長 表示するということの問題ですよね。  
 それで、今の私どものご提案しているルールでは、イタリアでつくっ
たということ自体については、それはもちろんきちんと書いてもらわ
ないといかんので、それはうそをついてもらっては困りますが、その
もう一歩進めたところの、そのさらに原料の小麦はどこで取ったとい
う  
ふうなことまでの義務づけは、輸入品については現時点ではできないとい
うことなんですよね。  
○本間会長 ただし、きょうの議論は、まず漬物の議論をしておりま
して、スパゲティの議論だとちょっとフェーズが違うんですね。  
 ですから、やはり原材料がわかる植物を素材にした、いわば 小
限度の加工を施したものが漬物ですので、まずそのレベルに議論を
戻していただきたい。それで、まず個別的な漬物というものをどう表
示するか。きっと、これをいろいろなものをやっていけば、またおっし
ゃるような共通ルール性というのは出るので、またきっとそのときの
議論が出てくると思いますが、本日はまず漬物に絞った場合の表示
ということで、外国産という表現よりは、国の表現というものを当ては
めるということですね。  
 それで、仮に同じ農産物を材料とした場合に、国によって品質が違
うかもしれないというのが、恐らく原産地を表示をするということであ
って、それを外国とひとまとめ表示した場合には、一般的にはいかが
なんでしょうか。これはわかりにくいということにはならないんでしょう
か。  
○委員 それぞれ国によって、法治国家であるか人治国家の方が多
いか。国によってもいろいろな制度とか法律を守るとか、いろいろ違
いますので、やはり国別表示というものは絶対必要ではないかなと
思っております。  
○本間会長 ○○委員のご発言の中で、例えば今果汁の例というこ
とで出てきて、原材料の供給地が変わるということで、その表示をす
べきかと。表示が非常に複雑になるというのは、これはそのとおりだ
と思いますが、それはまた材料を移しての話であって、今の農産物
漬物といった表示の場合、それぞれの原材料の国単位の表示をミニ
マム行うということの妥当性に関しまして、これはいかがでしょうか。  
 非常に非現実的な話か、あるいはそれ以上踏み込んだものを外国
に求めるということ自身は、非常に難しいというのは、今までこれ以
外の場合におきましても、そういうふうな考え方をとられてきたと思う
んですね。その国の内部に立ち入ってそれ以上の詳細なものを義務
づけるということは、やはり今の国際関係では、普通、なかなか難し
いという事務当局の認識だと思いますが。これを踏まえて、いかがで
ございましょうか。  
 ○○委員何かございますか。あるいはどうぞ、ほかの関連の委員



の方はございませんか。  
○委員 私は、確かに細かく外国産のものも表示できたら 高だと
思うんですが、とりあえずそれを待っていますと、今、きょうやってい
ることが大変時間が先送りになったりとか、外国との貿易の関係が
あったりしますと、大変時間がとられてくるのではないかと思います
ので、とりあえずきょうのところは、それは先の希望として、また持ち
越すということで、私は国名を書いて、それできょうのところはよろし
いかと思います。  
 中国とか、タイとか、国名によりまして、消費者は大体そのお国の
ことをイメージしながら買い求めますから、その中の裏があるとか、
そこまでは余り全部のものは消費者はわかりませんので、大体それ
で一般的には消費者は買っております。そのお国のことを信じて自
分の買い物をしておりますので、それはですから後の問題で、私は、
きょうは送った方がよろしいのではないかと。とにかく、きょう処理す
べきところの範囲を先に法としてスタートしていただきたいと思いま
す。それは第２弾でよろしいのではないかと。  
 以上です。  
○本間会長 ありがとうございます。  
 ほかにいかがでございますか。  
○委員 同じです。  
○本間会長 よろしいでしょうか。  
 ○○委員、ございますか。  
○委員 要は、私たちはどこの国でつくったのかというのが知りたい
んですよね。ですから国名を書いてもらえば、それでいいと思うんで
すけれども。  
○小林品質課長 今回のものは、先ほど私どもの専門官の方からご
説明申し上げましたとおり、つくられた国自体は従来も書くわけでご
ざいますね。  
 問題は原料のところで、特に、今回については原料についても皆さ
んのご関心が高いものですので、国内でつくったものについては国
をはっきりとさせて、ご関心の高いところからということで。多少中途
半端ではないかというお話もありましたけれども、なかなかすべてを
一気にやるということについては現実的な問題もございます。あるい
は相手のこともありますので難しいので、今、お話しありましたよう
に、必要なところで、かつ実現可能なところから順次やっていくという
ことでやっていきたい。  
 今後のことについて、どこまでできるのかは、また少し時間をかけ
て改めて考えないといけないかもしれませんが、今の時点では恐らく
これぐらい以上のことは、実際の問題としてはなかなか難しいんだろ
うと思っておりますので、ご理解いただければありがたいと思いま
す。  
○委員 それでいいと思います。  
○本間会長 おおむね国で表示するということに関しまして、現実的
問題としてよろしゅうございますしょうか。  
       （「はい、いいです」の声あり）  
○本間会長 ありがとうございます。  
 それでは３番目に出ました外国に対しての通告ですね。これが英
訳で出るわけでありますが、その英訳の適否だと思いますが、いか
がでございましょうか。お手元に資料は配付されてございます。多
分、○○委員の漬物という表示をどういう英語でやられたかというこ
とによって、コメントがあるかないかということも違うんじゃないかとい
うご意見でございましょうね。  
 これは配付されました６番ということではないでしょうか。その中で、
４というところに、Pickled agricultural products という、この言葉で漬



物を表示したということではないでしょうか。それで、○○委員が前
回、英語で３つの分類をされたというふうに、私は記憶しております
が、いかがですか、○○委員。  
○委員 このディスコミッションの中にきちっと書いておられますよ。
saltedという言葉と、pickled という言葉と、もう一つはlactic 
fermentation という言葉がありますね。これだけ入れてあれば誤解
を招くことはないと思います。国際的にどの国も、我々の言う漬物を
この３つで表記しておけば、いずれもどこかに入ると。  
 誤解はなかったと思いますが、この中にexcluded imported 、要す
るに輸入食品を除くというのはどこにもうたっていませんね。それで
よくコメントなかったなと思うんですけれども。これ以外に何かあるん
ですか。これが全文ですか。  
○井坂上席規格専門官 はい、そうです。  
○委員 パラグラフの５番目のところに、日本文は６ページあります
よということを書いていますね。ただ、英語のnotification（通告）はこ
れだけですか。  
○井坂上席規格専門官 そうです。  
○委員 そうですか。  
 輸入食品については除くとはどこにも書いてないですね。それでよ
く各国からノーコメントだと。ピクルスの国なんていうのは、ヨーロッパ
は随分ありますよね。アメリカにもありますよね。それでいながらコメ
ントがなかったというのは、やや不思議に思うんです。  
○本間会長 そうしますと、まず言葉の表現におきましては、○○委
員が前回サゼスチョンされましたように、英文とすればカバーしてい
るということで、こちらは問題ないということでございますね。  
 それからあと、特定はできないんですけれども、利害国から特に申
し出がなかったということに関しまして、やはり利害ですから、その国
が自分でこれが出ていれば、知ろうとする努力をすべきだと私は思
います。全訳を、あらゆるものをフィロソフィーを展開するということで
はなくて、利害というものは自ら求めて交渉に当たるべきと私は考え
ますが。いかがでしょうか、相手の方から特にレスポンスがなかった
ということで、これはカバーしていると。通告を済ませて機能している
というふうに考えられますが、よろしゅうございましょうか。  
 それでは、あと漬物に関しまして、基本的な意見とすれば○○委員
がなされた意見が入って、考え方、将来の展開ですね。これも事務
局がお答えになりましたけれども、よろしゅうございましょうか。だん
だん拡大していくということですね。  
○委員 キムチ漬けなんですけれども、あれをたくさん調べてみたら
全部名称のところがしょうゆ漬けになっているんですね。でも、キム
チを見たときに、これはしょうゆ漬けかなと思ってしまったんです。さ
っきこの分類を見て、しょうゆ漬けのところを見ても、キムチに当ては
まるのかなという気がしたんですね。  
○井坂上席規格専門官 実際、現在市場に出回っておりますキムチ
につきましては、ここの定義にありますように、塩かしょうゆに漬け込
むということですので、多くのものはしょうゆ漬けで整理されておりま
す。  
 それで、今回は原料原産地の件ですが、ＪＡＳ法を改正しましてす
べての規格を見直すということでありまして、キムチ漬けについて
も、お手元の資料で先ほどちょっとご説明しなかったんですが、一番

後の生産量でいきますと 110万ｔのうち25万ｔがキムチ漬けですの
で、これは新たにぬか漬け類と同じようにキムチ漬けというものを定
義づけたいと考えております。今は、しょうゆで漬けたからしょうゆ漬
けで読んで、塩で漬けたから塩漬けで読むということですが、今後
は、はっきりキムチ漬けというものを定義したいと考えております。  



○本間会長 それにつきましては、将来課題ということでよろしゅうご
ざいましょうか。  
 そうしますと、残りは実際に具体的な原料の表示ですね。これが幾
つか基本案、それプラス原料が２つ重なる場合、あるいは国が重な
る場合ということで具体例がここに出されております。それで、実際
に漬物が今途中ではありますが、回っておりまして、そういうものが
こちらのスタイルになるよということを現実問題で踏まえまして、この
辺の……。はい。  
○委員 表示例の出ておりますところで、大根とかナスとか、６ペー
ジの次の次ぐらいです。その中の２の第４条第１項第３号のウの（ア）
の表示例のところですが、これは例えば消費者としますと、いろいろ
な国が書いてある場合に、１つの中のお国の割合がとても気になる
わけです。本当に、例えば、中国とか韓国とか国産と並んでいた場
合に、どちらがどのぐらいとか、意外とそういうのが気になるわけで。
ですけど、これは残念ながら任意表示という文章になっているわけで
す。  
 これを任意でなくて、５ページの下の方のウの「２以上記載する場
合には、次に定めるところにより記載することができる」と上には書
いてありまして、（ア）のところは、「パーセントの単位をもって単位を
明記して記載すること」と、こちらは決めているんですよね。「記載す
ることができる」ではなくて、「記載すること」と、こちらは割と断定して
いる。この辺は大変難しいのかもしれない、業界の方にお聞きしない
とわからないんですが、パーセントを並べていただくのまでは無理な
んでしょうか。大変難しんでございましょうか。その辺をお伺いしたい
と思います。  
○小林品質課長 初のご質問のときに、いろいろと原料をミックス
して使うという場合に、そのミックスは結構動くものですというお話が
あって、なかなかやりづらいというお話がございました。  
 今回お示ししていますのは、もしそういうのを任意で表示されるん
であれば、書いていただいて結構ですとしておりますけれども、もし
これを必ず書かなければいけないということになりますと、例えば
70％と書いて、仮にプラスマイナス５％の誤差を認めたとしても、65
から75までのものは必ず中国のものを入れなければならなくなってし
まったりというふうに、表示に引っ張られて全く泳ぎがなくなってしま
うことになって、恐らくメーカーの方はそこまでは対応できない。  
 今ここに書いておりますのは、量の多いものから順番に書いてくだ
さいということになっていますので、量がひっくり返らない限りは一定
の表記で書くことは認めているわけですね。それぐらいの泳ぎはない
と、恐らくメーカーの方は到底その原料の調達だとかというところの
自由度が全くなくなってしまって、対応できなくなるのではないかと。
ですから、そこを義務づけることはできないとは思っておりますが、
任意で書かれることについてはよろしいのではないかと。  
 かつ、任意で書くときの書き方がばらばらでは消費者の方がわかり
づらいので、書く、書かないはご判断ですけれども、書く以上はパー
セントで書いてくださいというのが、一番現実的なところではないかと
いうことで、こういう案を示させていただいているということでございま
す。  
○本間会長 これは、先ほど○○委員が一般論として指摘された部
分で、こういう印刷物を用意しておいたときに、それが少し違ってしま
ったということはおありだろうと思うんです。だから、外国産という１つ
の大枠の表示というので分けられて、いわゆる経済という観点に立
ってのご意見だったという気がするんですが。  
 そういうふうな義務づければ、超えた場合にはその表示の袋が使
えなくなるよということで理解してよろしいんでしょうか。その辺のつく



るという場における現実論としてのお話だと思うんですが、いかがで
ございましょうか。ですから、多様な状況においての、一般ルール性
として保持できるのが、多い順に書くというミニマムなルールであると
いうお話なんでございますね。  
 いかがでしょうか。  
○委員 ちょっとすごい基本的なことなんですけれども、今ここで疑
問なんですけれども。今の「中国70％（だいこん）」て書いてあります
ね。これはさっきおっしゃったのは、この製品全部の70％が大根で中
国産だということですよね。大根の70％が中国産ということではない
ですよね。  
○井坂上席規格専門官 違います。  
○委員 ちょっとわかりやすい表示で、どっちかというので話し合って
いて……。  
○委員 ですから、法律ではこのとおりでいいんですけれども、私た
ちの会でふっと見たときに、「だいこん（中国70％）」の方がわかりや
すいんじゃないかということがあったものですから。だから、法律どお
りでいいんだと思うんです。でも、そこをどういうふうにみんなに伝え
るかということがちょっとわからないんです。  
 確かに、大根で中国70％といったら、みんなぴんと来てしまうんで
すよ。だけども、この場合「中国70％（だいこん）」で、これが法律どお
りで、確かに正しいとは思うんですけれども、みんなはそうは思わな
いと思うんですよね。そこをどうしていくか。  
○本間会長 法律にはいいよと。しかし、その具体例として、このよう
なものを方向づけるわけですね。そうすると、期待どおりの解釈をし
ていただけるかどうかというご意見ですね。  
○委員 そうなんです。それが一般の人は、これはちょっとわからな
いといんですね。そこのところがちょっと。  
○本間会長 いかがでしょうか。それは大事なところかもしれません
ね。  
○委員 だいこんとかというのは、この袋の中を見れば、ああ、これ
はだいこんが入っているというのはわかるけれども、先生がおっしゃ
ったように、そこのところです。  
○本間会長 ○○委員、ご意見ございますか。  
○委員 今のお話と全く同じことを言っているんですが、原料原産地
名という欄に70と出てくるから、非常に混乱をするんではないでしょう
か。これが上の原料の方、例えばその前のページで、原材料名のと
ころに数字が出てくれば、そんな感じは受けないような気がしますけ
れども、原産地名ということになると、これを見ると中国が70％では
ないかなと。  
○本間会長 中国産のだいこんが70％で、あとの30％はわからない
と。国産かなと。  
○委員 わからんと、こういうぐあいにとられかねないという印象を非
常に持ったんですが。  
○井坂上席規格専門官 この場合、例示がだいこんだからだと思う
んです。中国産がだいこんとナスの場合もあるわけですね。  
○委員 そこなんですよね。  
○井坂上席規格専門官 たまたま１つですからそうなんですけれど
も、２つですと、やはり中国産がだいこんであれ、ナスであれ何であ
れ、それが全体の70％と。１つですと、70がだいこんの後ろに書いて
も可能なんでしょうけれども、２つになったときに分けなければいけな
いわけですね。ナスが50でだいこんが20で合わせて70だというふう
に、ますます複雑になるので、要は中国産が70％と。  
○委員 ちょっと待ってください。だいこんのうちの70％が中国産だと
いう意味ではないですよね。  



○井坂上席規格専門官 ないです。  
○委員 原材料の中の、例えばここで言うとだいこん、ナス、キュウリ
が、これが 100％になる数字だと、こういうことですよね。  
○井坂上席規格専門官 だいこん、ナス、キュウリで 100にならない
んです。93です。  
○委員 だから、プラス何かがあってでしょう。だから、これは原材料の
比率ですよね。  
○井坂上席規格専門官 そうです。  
○委員 原材料の比率なんだったら、原材料に書くべきではないかと。
これだと原産地70％になっているから。  
○本間会長 これは、たまたまここにいる委員が、この資料をぱっと見
て、必ずしも期待どおり  
の読み取りができないよと、そういうご意見でございましょうね。そう
した場合には、これだけ予備知識を持って臨まれている方でこの理
解だよと。もし一般であれば、もっと誤解があるよと、そういうふうに
申し上げてよろしいんでしょうかね。  
 この辺、せっかくつくってくださったルールが功を奏しないと。  
○委員 一応、みんなで相談してきたんですね。これで読み取れま
すよねと言ったんですけれども、これじゃ読み取れないというふうに
言われてきましたので。  
 だから、法律でもこれでいいんでしょうと言っても、いや、これじゃわ
かりにくいですと言うんですけれども、そこら辺はどうしましょう。  
○小林品質課長 今のお話、もうちょっと私もまだあれなので教えて
いただきたいと思っているんですが、今いただいているサゼスチョン
は、一番問題になりますのは、例えば２品目でいいと思います。  
 例えばだいこんとナスだけでいいと思うんですけれども、かつ、中
国と韓国から入ってきているという場合に、だいこんも中国と韓国か
ら入ってきている。それから、ナスも中国と韓国から入ってきている、
それぞれ比率があるわけですね。その場合に、どういう表記をする
のが－－全部書き込めば、もちろんそれはそれでわかりやすいのか
もしれませんけれども、全部を全部書き込んでいくと、いろいろな国と
いろいろな原産地があるといっぱいになってしまって、むしろ読み取
りにくくなるという場合に、何を一番重点を置いて書くのが、情報提供
として も適当かということになるんだろうと思うんですが。  
 今のお話は何を－－むしろここに書いていますのは国名を重視し
て書いているわけですよね。どこの国から一番入ってきたかというと
ころがご関心があるんではないでしょうかと。ですから、この袋１つ見
ていただければ、中国の原料が７割ですよと。ちなみに、その中で大
根とナスビが入っていますよというふうな表記のスタイルになってい
るわけですね。  
 そうではなく、もうちょっと別の切り口からの方がいいというお話で
ございましょうか。  
○委員 そうじゃなくて、これを見たときに、今おっしゃったようにはな
かなか理解できないということです。  
○本間会長 この件に関しまして、せっかく何とかいいルールをつく
ろうじゃないかといって定めたのが、例示で言えば、そのようには読
み取れないよと。ですから、これはこれだけ努力しながら、実際には
功を奏するかどうかという大事なところですね。ですから、今ちょっと
事務サイドで検討して、今すぐ答えろといっても、また稚拙なものを
失礼ながら急に言うというのも、せっかくのことですので、多少お時
間を差し上げて、その間、少しほかの議論をさせていただくというの
はいかがでしょうか。  
 何か対案が事務局の方で、これならもっとすっきりするようというの
があれば、この間、再度検討していただくのはいかがでしょうか。  



○小林品質課長 では、ちょっと時間をいただきます。  
○本間会長 それでは、これに関しましてはせっかくですから、やっ
ぱりいい表示の仕方を確保したいと思いますので、少し検討してい
ただくということにさせていただきまして、あとこの漬物に関しまして、
○○委員から出された原則論から始まって個別論まで、一通りめぐ
ってきたと思いますが、ほかにご意見ございますか。  
 これさえ解決すれば、一応、漬物に関しましてはよろしいという議
論でしょうか。  
 それでは、この件については、事務サイドの方でちょっと検討して
いただいて、この会議の間にまたお答えしていただくということにい
たしましょう。その間、時間もありますので、次の削りぶしの方に入ら
せていただくということでよろしゅうございましょうか。また、そのとき
に議論を加えるということは可能でありますので。  
 それでは、第２番目の議案の方に進めさせていただきたいと思い
ます。  
 それでは、削りぶし品質表示基準の一部改正に移らせていただき
ます。  
 これにつきまして、事務局の方から説明をお願いいたします。  
○井坂上席規格専門官 それでは、削りぶし品質表示基準の一部
改正案につきまして、その改正の趣旨及び経緯につきましてご説明
させていただきます。  
 資料は３番でございます。  
 削りぶし品質表示基準の一部改正につきましては、13年３月８日に
農林水産大臣から農林物資規格調査会会長あてに諮問が出ており
ます。  
 次のページで、削りぶし品質表示基準の一部改正について（案）で
ございます。  
 改正の趣旨といたしまして、かつお削りぶしの原材料であるかつお
のふしの輸入量が増加してきたこと等から、消費者の商品選択の際
の情報提供として、かつお削りぶしについて、その原材料であるか
つおのふしの原産地の表示することを義務づけるという趣旨でござ
います。  
 内容といたしまして、削りぶし品質表示基準に、かつお削りぶしの
原材料であるかつおのふしの原産地について、国産のものにあって
は国産である旨、また、輸入品にあってはその原産国名を表示する
旨の基準を加えるという内容でございます。  
 詳しくは、次のページの新旧対照表でご説明いたします。。  
 きょうは、かつおのふしにつきまして、普段、市場に出ていないもの
ですので、サンプルを用意しております。サンプルといたしまして、イ
ンドネシア産の荒ぶしと国産の荒ぶし、それと国産の枯れぶしを用
意しております。削りぶしにつきましては、カツオを煮まして、それをく
ん乾させます。いぶして乾燥するわけでございます。そのでき上がっ
たものが荒ぶしでございます。その荒ぶしをさらにかび付けしたもの
が枯れぶしでございます。  
 本日の対象となりますのが、荒ぶしでございます。この荒ぶしは通
常市場には出ておりませんで、大体ほとんどが削りぶし屋さんかふ
りかけ屋さんとか、そういう方が原料として使われるものでございま
す。  
 それでは、新旧対照表に沿ってご説明させていただきます。  
 新旧対照表の第１条、第２条につきましては変更がございません。  
 第３条もございません。  
 ３ページ、第４条第２号の原材料名でございます。現行の原材料名
の書き方につきましては、アとして整理いたします。イといたしまし
て、これも先ほど農産物漬物でご説明しましたとおり、輸入品以外の



かつお削りぶしにあっては、ということで輸入品は対象にしないとい
うことでございます。「かつお・ふしの文字の次に括弧を付して、ふし
の原産地について、国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあ
っては原産地国名を記載すること」としております。  
 今まで塩蔵魚類とか、塩干魚類、ウナギ加工品等は、それぞれ魚
の原産地を表示することを義務づけておりましたが、このふしにつき
ましては、ふしの原産地にしたいと思っております。これは、カツオに
ついてはとれるところは同じですが、かつおぶしになるときに、輸入
のかつおぶしと国産のかつおのふしというのは、要は魚は同じところ
を泳いでおりますが、その後のくん乾処理が、国産の場合は落葉樹
でくん乾し、南洋の国ですと、いわゆる南洋材でくん乾します。マング
ローブとかそういうものでくん乾されるということで、でき上がったふし
の品質というのが、相当、においを比べていただきますと、大分違う
ということですので、そこで品質差があるということから、魚の原産地
ではなくて、ふしの原産地を対象とするということでございます。  
 それで、国産品にあっては国産である旨を、それで輸入品にあって
は原産地名を記載することとしております。それで、ただし書きといた
しまして、「国産品にあっては、国産である旨に代えて都道府県名、
市町村名その他一般に知られている地名を記載することができる」と
しております。  
 ウといたしまして、原産地が複数ある場合は、原材料に占める重量
の割合の多い原産地の順に記載することとしております。  
 それで、実際の表示がどうなるかといいますと、２ページ繰ってい
ただきますと、かつお削りぶしの原料原産地の一括表示例といたし
まして、１が国産のかつおを使用した場合ということで、これは削りぶ
しの場合は、原材料が極めて簡単ですので、わざわざ原料原産地
名欄を起こさなくても、原材料名欄に「かつお・ふし」というのがありま
すので、ここに国産の場合は国産と書いていただくということでござ
います。  
 ２番といたしましてインドネシアの場合ですが、それは同じく「（イン
ドネシア国）」と書いていただくということでございます。  
 ３番といたしましては、国産と輸入物を混ぜた場合でございます。こ
れにつきましては、それぞれ多い順に書いていただくということでご
ざいます。  
 こういう表示になりますということでございます。  
 それで、このかつお削りぶしにつきましては、告示後９カ月後に適
用するということでございます。  
 それと、このかつお削りぶしの品質表示基準につきましても、資料
３－３ですが、いわゆるパブリックコメントを３月22日から４月21日ま
で意見・情報を募集しております。それで、１件の意見が寄せられて
おります。  
 それと２番目といたしまして、ＷＴＯ通報による各国のコメントが４月
12日から６月12日までかけておりますが、これにつきましては各国か
ら寄せられた意見というものはございませんでした。  
 寄せられた意見は、次のところにつけてございます。  
 それで、一番 後になりますが、資料３－５といたしまして、ふし類
の生産量と輸入量を載せてございます。あと、それを削った場合の
削りぶしの生産量というのを、あわせて参考資料として載せてござい
ます。  
 以上でございます。  
○本間会長 ありがとうございました。  
 この案件につきましては、部会が開催されております。その討議の
内容につきましては、部会の会長を務められました小笠原委員の方
からご報告をお願いしたいと思います。  



○小笠原委員 削りぶしの品質表示基準の改正につきましては、３
月15日に部会が開催されました。委員４名、専門委員12名が出席さ
れました。かつお削りぶしについて、その原材料であるかつおのふし
の原産地を義務づけるという改正案は、全会一致で承認されまし
た。主な議論をご紹介いたします。  
 対象をかつおぶしのみとした理由について、かつおのふしの輸入
量が増加していることに加えまして、品質に差があるということを用
件としている旨事務局から説明があったわけですが、品質に差がな
ければ表示を義務づけられないというのは理由にならないのではな
いかという意見が出されました。事務局からは、品質に差がないもの
については表示が難しい、産地が違えば品質は異なる、価格差があ
れば品質の差はあり、価格差がないということは品質のないというよ
うな説明がございました。消費者の選択に資する目的からすれば、
信頼性、実行可能性を踏まえまして、個別品目ごとに精査すること
が適当であるという回答がございました。  
 第２点でございますけれども、一番 後のページにかつおぶしの
国内生産量、例えば平成11年で３万 8,000ｔに比べまして、輸入量が 
4,200ｔと少なく、表示させる理由となるのかどうかという意見が出され
ました。事務局からは、かつおの輸入はここ数年で２倍となってい
る。 4,000ｔのふしの輸入は、原料換算にしますと２～３万ｔの輸入に
相当します。原魚は同じであっても、加工によって品質の差が出てき
ますと。今回の原料原産地表示についても、原魚ではなく、ふしの原
産地表示をさせることとなっているとの回答がございました。  
 第３点でございます。消費者としては、原産国表示によりましてど
の程度輸入がふえているかわかる。原産国の表示は商品購入の際
の目安の一つとなっております。消費者は原材料の原産国を知りた
い。輸入が急増したものについては表示してもらいたい。また、消費
者の立場からは、輸入量が少ないと意味がないかもしれないが、原
料原産地表示は品質の差がなくてもすべてやってもらいたいとの意
見が出されました。事務局からは、品目ごとに精査します。加工食品
は原材料が多く、すべて表示するとわかりづらい。また、同一種類の
ものを混合する場合もあり、表示は難しい。また、製品で輸入される
ものについて、原料原産地表示を調べるのは困難だと。国際的なル
ールもないという状況の中で、国産と思って買ったものが実は輸入
品だったということがないよう表示を検討していきたい、そのような回
答がございました。  
 論議の模様は以上でございます。  
○本間会長 詳しい論議の内容をご紹介いただきまして、まことにあ
りがとうございます。  
 それでは、以上の報告を含めて審議をお願いしたいと存じます。  
 先ほどは井坂さんからの、かつおぶしのできる過程での名称の分
類を説明されて、ほんのわずかな部分でありましたけれども、おわか
りいただけましたでしょうか。あるいは水産関係の委員がおられる部
分でありますれば、その辺の理解のためにご説明、よろしいでしょう
か。ご説明いただけますか。  
 こういうところでは、名称ですかね。ステージごとに名称が、生産の
過程で変わってきますので、その辺よろしいですか。  
○委員 私は、水産でも生の方でございまして、削りぶし、かつおぶ
しは販売しておりませんけれども、築地の市場へ行きますと置いて
おります。ただ、市場で売っている状態で、この荒ぶしを市場の中で
削って加工しているわけです。その場合、販売している中で表示とい
うのが一切ないんです。  
 こういう加工して袋詰めにした場合は表示して売っているんですけ
れども、市場の中で加工して売っている分に関しては、どこの産地だ



かは全然表示ないし、荒ぶしとも本ぶしとも書かれてないし、ただ品
質の違いによって金額が違っているだけで、私の知る限りでは、市
場以外は余り買ったことがありませんので、ちょっとそこら辺は、ちゃ
んとした表示は大きい工場でやった場合はあるんでしょうけれども、
市場で、いわゆるプロが買っているような状態の場合は、今のところ
ないんですよね。だから、ほかの地域でもそういうことがあるんだか
どうだか、ちょっとわからないんですけれども。  
 以上でございます。  
○本間会長 ありがとうございました。  
 きょうはサンプルをお配りしましたので、もう一度回して、その差を
実際に見ていただきたい。要するに、くん煙をするということによって
品質が形成されるということで、その差があるよというのを、これは
話すよりは配った方が説得力があるだろうということでお願いして、
回した次第でございます。要するに、それによって品質差がある。そ
の品質の形成されたことをもって原産とするというお考えですよね。  
 どうぞ見比べていただきたいと思います。  
○井坂上席規格専門官 実際の削りぶしは、そのままのものを削る
んではなくて、それは一たん表面にタールとか脂肪がついています
から、それを落としまして、それから水に漬けて、その後蒸して少し
柔らかくして削りやすくしてから、それぞれ削り機で削るということに
なります。  
 それと、先ほどの市場で削りぶしの表示がないというのは、お手元
の資料４の加工食品の品質表示基準の第３条のところに、包装され
ていないものは対象外ですが、包装されたものであっても、ただし書
きといたしまして、製造者が直接一般消費者に販売する場合でござ
います。ですから、その場合ふしを削る人が製造者ですから、その方
が一般に売られる場合。この場合につきましては、この表示が免除
されているということでございます。その場合、聞かれればこれはど
んなふし、何の種類の魚のふしを削ったものかという情報は口頭で
伝えられるということから、加工食品の品質表示基準では、この場合
を除外してございます。  
 以上でございます。  
○本間会長 ありがとうございます。  
 市場での販売は、一般消費者の場合と違うということでございまし
ょうか。  
○委員 今、このままだと、国産の荒ぶしというのがすごくいい香りな
んですよね。今おっしゃったように、削るまでにはまた戻して吸わせ
て柔らかくしてというふうにしたときに、ちょっと関係ないんですけれ
ども、香りというのは残るんですか。  
 今、すごくこのインドネシア産と国産とでは、物すごい差があったん
ですよ。それで、さっき事務局側のこの間の回答では、値段に差が
あれば当然品質に差があるというふうにおっしゃっていましたよね。
そうすると、削りぶしというのは完全にシールされていますから、私た
ちは香りをかぐことができません。そうするとさっきのお話で、値段に
差があれば当然品質に差があるっておっしゃっていたんですが、そ
れがかなりの差ならわかりますけれども、一般消費者は、その際ど
いところであっち買ったり、こっち買ったりしているわけですよね。そ
のときに、香りもかげないしとすると、やっぱり香りをかいだときに、イ
ンドネシア産と国産とこれだけ差があると、ただ、さっきの表示のとこ
ろで、国産、インドネシア産と３番のところに書いてありますね。そう
すると、これがさっきの野菜のように、パーセントがあったらうれしい
かなという気がするんですよ。  
 多分、幾ら値段の差が品質に差があると言われても、普通はわか
らないし、それで情報が見るだけですよね。かぐこともできないわけ



ですよね。それで、ここでは49％と51％でも国産とインドネシア産に
なりますよね。そのときに、私たちは消費者としてどういうふうに判断
したらいいのかなという気がするんですけれども。もう少しここのとこ
ろで、野菜ほど複雑ではないんですから、パーセントを入れるという
ことはできないんでしょうかね。  
○井坂上席規格専門官 この削りぶしの場合は、ふしを一緒くたに
削るわけにはいかなくて、要はそれぞれインドネシア産ならインドネ
シア産を削って、国産は国産でつくって、その後混ぜるわけなんです
が、要ははなになってしまうと、いじればいじるほど粉になっていくわ
けです。ですから、個別の表示してもおおむねの国産が多いのか、
インドネシア産が多いのかというのはわかるんですが、そこに割合を
書いて、必ず80対20になるかといったら、なかなかそこの管理は難し
いんですね。  
○委員 そうなんですか。何か、できそうな気がするんですよ。単純
に20と80とか、括弧を一緒にすればいいかなという気がしたので。  
○本間会長 これは、多分固体同士を混ぜるわけですね。よく、僕ら
は農産物の授業で出ていることなんですが、固体同士を均質に混ぜ
るということは、やればやるほど形が崩れて粉が出てくるという、そう
いう技術ですよね。ですから、そこで均質に40対60が確保されている
よということそれ自身が非常に難しい混ぜ方だろうと。だから、そこに
おいてパーセントを厳密にうたっても、それが確保されるということに
当たらないかもしれないという解釈だと、私は技術的に思いますね。  
 ですから、液体だったらぱちゃぱちゃとやれば均質になる。だけど、
ましてやこれはもろい固体だから、どんなところをとっても40対60とい
うふうな再現性自身は、必ずしも確保できないという考えかと私は理
解しましたが、いかがでしょうか。  
○委員 そうすると、品質というのは値段で区別する以外にないんで
しょうか。  
○井坂上席規格専門官 お手元の資料３－５にありますように、大
体国内のかつおぶしの平均単価が 868円、輸入ものが 532円です
から、約 330円ぐらいの開きがありますので、当然使う比率に応じて
おおむねの金額が決まってくるんではないかと思います。  
 あとは、表示の国産が前に来ているのか、インドネシア産とか、外
国産が後ろなのかというのとあわせて判断していただくということに
なろうかと思います。  
○本間会長 まず、かつおぶしの技術に関しましてはこの辺でよろし
いということにさせていただきまして、それでは表示基準の改正部分
の文言に関しましてはご理解いただけますでしょうか。それがこうい
うふうな表示の仕方をするんだよという具体例が、実際にはかなり大
切な例となるんでしょうけれども。いかがでしょうか。  
 まず、表示基準の案文につきましては、何かご意見ございますか。  
 あるいは○○委員のさっきのお話ではありませんが、かつお削り
ぶしというのを英語で何というんだと。かつお削りぶしというのは、外
国でどういう表現したのかと。  
○委員 いや、それぜひ見せてください。もしよろしかったら。  
○本間会長 一言でご紹介いただけますか。  
○委員 いや、これ１枚、それと同じものを。  
○井坂上席規格専門官 はい、わかりました。  
○本間会長 ＪＡＳの委員会も国際的になっておりますね。ＷＴＯの
通告ごとに品目の英語対訳というふうなのが大事になるんですね。  
 では、勉強までにということで、ご紹介いただきましょう。  
○委員 そうしたら、１、２はわかるんですけれども、３の国産とインド
ネシア産を云々のときには、ささやかにわかるのが前記に記載して
ある国の名前のものが50％より多く使われているということ、あとは



価格をもって考えるということなんですね。  
 現実はそうなるのかなと思うけど、私、消費者としても本当に安か
ったら全部輸入が多いからなというところまでみんな見るかといった
ら、そうじゃなくて、品質が悪いからねぐらいのことしか見ないだろう
というのでは、できたらそういうのが欲しいという意見は、一応、私も
持っておりますから、発言しますけど。  
 さっき、この混ぜ方云々言われたら、きょうのところでは２つの場合
は先に書いてある国の方が多いと。もし３つあったら、その中の一番
多いのが先ということでしか、それは見えないということで、今はそこ
までしかできないということですね。  
○委員 今のに関係するんですけれども、これはＪＡＳの検査の段階
では、大体どういった形で判断されているんですか。量的にこちらが
多いとか、少ないとかというのは。多分、これは検査されるわけです
よね。  
○井坂上席規格専門官 規格でですか。  
○委員 いえ、規格ではなくて、実際に。  
○本間会長 どうやって追いかけられているか。  
○井坂上席規格専門官 これは、それぞれ分析でわからないわけでし
て、やはり社会的確認。  
○委員 ということは、工場に赴かれて、大体比率は間違いないな
と、こういうことで大体なさると。  
○井坂上席規格専門官 そういうことでしか確認できないということ
でございます。  
○本間会長 これは○○委員のご質問に関しましては、表示された
ことが確かかなという検証ですよね。これは確かに、我々食品に関し
て非常に大きな問題でありまして、削りぶしという同じ魚でありなが
ら、くん乾した場所で違うということを何でもって立証するかという、本
当にその信頼性が何かでチェックされるということでない限りは、もし
かしたらやっても大丈夫だろうということになりかねないわけですね。  
 ですから、例えば、私ざっと考えれば、引用した材木の品質が違う
といえば、それで出てくる気体成分が少し違う可能性があるわけで
すね。これは非常に難しい問題と思いますけれども、いわゆる一般
的にそれを適用するというのは、大変難しい。今、精緻な論議を積み
重ねてないとできないだろうというふうに私も思いまして、今、おっし
ゃった社会的検証ですね、うそをつくなよと。誰かがそれを見たよと
言わない限りは、今のところそれは難しいかもしれませんですね。そ
ういう実情はきっとそうだろうと思いますが。これはやはり、いずれサ
イエンスが追いついてくる部分だろうと期待しておりますけれども。  
       （資料配付）  
○本間会長 さて、先ほどと同じように、４番の後ろのKezuribushi
(shavings of dried bonito or other fish) と書いて、bonito（カツオ）、あ
るいはその他の魚の干した薄くなったもの（shavings）、そういうことで
しょうかね。こういうふうな表現で、国際的に通告したと。それで、利
害があるものならば聞きにいらっしゃいと、こういうものとしてきちんと
通告したと。  
 ○○委員、いかがでしょうか。  
○委員 今の削りぶしのnotificationと、バックして恐縮なんですけれ
ども、先ほどのつけもののnotificationの説明が大分違いますね。  
 例えば、削りぶしの６番目はきちんと、origin of their ingredients 
と、はっきり原料の原産地と書いていますね。それに対して漬物の方
は、６番目はどれを読んでも非常にオブラートで包んだような表現に
なっていますよ。  
 例えば、As well as agricultural products which are salted と書いて
いますね。これなんかは非常に解釈の違うところであって、to be 



saltedであれば、漬物にされるべきという解釈になりますけれども、こ
の解釈ではむしろ漬物にされた農産物、あ、これは漬物かという、そ
ういう原料のことは余りイメージしなくて。それに対して削りぶしの方
は、origin of their ingredients という表記になっていますから。恐らく
漬物の方は、何のことかわからなかったんじゃないかという気がいた
しますね。後でこれで、いや、そういうことだったのかというクレーム
が来なければいいですけれども。  
 ですから、この表記が削りぶしと漬物とでは随分違うということは、
やっぱりこういうことのないように、よくわかるような英語で表記して
いただかないと、各国にＷＴＯを通したといっても、やっぱり通告する
方の努力が必要だろうと思います。これでは、漬物の方のをもらった
人は、非常にファジーな表現で終わっていますから。いや、そういうこ
とだったのと、後でトラブルがないことを祈るばかりでございます。  
 そういう意味では、やはりこういう通告の場合には、英文の表記は
統一して、削りぶしのこの場合は非常によくわかりますけれども、漬
物の場合は非常にオブラートに包んだような表現ですから、恐らく相
手国はわからなかったんじゃないかと思います。ちょっと言い換える
と別の表現になりますけれども、質問というよりコメントになります。  
○本間会長 英文の通告のスタイルが違うよという指摘だと思いま
す。  
 これは削りぶしと漬物では、本来物が違うから、同じものを同じスタ
イルということは難しいかもしれないと、私は理解いたしますが。これ
はもしかしたらいたし方ない、全くこのスタイルで統一したフォームを
つくるということ自身は難しいんではないでしょうか。  
 確かに、きちんと親切に通告するということは大事な精神かもしれ
ませんけれども、すべてが同じ仕切りでいくというのも、品質表示基
準がこのように違うということを考える場合、やはり大変難しい部分
ではないかと、私は勝手ながら理解はするんでございます。この削り
ぶしという表現に関しましては、これでさしたる間違いはないんでは
ないでしょうか。いかがでしょうか。  
 結果としまして、どこの国も異議を申し出なかったということで、利
害関係がなかったというふうに理解していいんではないでしょうか。
これはやはり、我々、通告をしているわけですから、異議があればき
ちんと申し出るという権利は保留されているわけですので。しかし、
サービスという精神は忘れてはいけないよというご指摘かと思いま
すが。  
 この英文も含めていかがでございましょうか。  
 具体的に申せば、先ほどの例えば２つ入ったものに関して、大小
関係で並んで基準で大小、多い少ないという順序を判断していただく
というのが提案でございましょうね。いかがでしょうか。よろしゅうござ
いましょうか。  
○委員 私、決して異存があるわけではありませんけれども、今の英
語のは、若干、削りぶしと漬物との違いがあるので、どうも削りぶし
の方がいいんではないかなという印象を持つんです。  
 特に、Kezuribushi 、これは日本語ですね。これは、これからなるべ
くつけていただいた方がいいんではないかと思うんですね。例えば、
漬物だったらTsukemono というぐあいにつけていただいて、その上
で英語をつけていただく方が、やっぱりカラオケや柔道と同じですの
で、はっきりさせておいた方が誤解を招かないのではないかと、私は
思いますので。そうしていただくといいかなと思います。  
 これはいろいろなところで、私どもがいろいろなことをしゃべったり
するときにも、結構こういう場があるものですから。Kezuribushi 、何と
か、どういうことだというぐあいにしゃべった方が、非常に意図として
は通じやすいというような感じがいたしますので、これはお願いでご



ざいます。  
○本間会長 これは大変いいサゼスチョンかと思いまして、食品関
係の学会誌におきましても、国産伝統食品を分析例で出していくとき
に、なるべく日本の原語をローマ字になる場合が多いのであります
が、示した上で、その対応する英語表現。これは訳者によって多少
違うという部分が必ず出てくるのでありますが、原語によって決める
ことができる。少なくとも我々日本人の概念として、一定なものの範
囲におさめることができるということだと思いますね。  
 これは、これからだんだんＪＡＳの委員会が国際化するという中で、
一つの新しい慣例になれば幸いかと思って思います。よろしゅうござ
いましょうか。  
 それでは、削りぶしに関しまして、原案のご意見にご賛同いただけ
るという理解でよろしゅうございましょうか。  
       （「はい」の声あり）  
○本間会長 ありがとうございます。  
 それでは、先ほどの宿題の議論が、事務局から説明か対案かわ
かりませんが、お願いいたします。第１の議題に戻らせていただきま
す。  
       （資料配布）  
○小林品質課長 漬物の原料原産地の表示の問題ですけれども、
少しご説明させていただいて、ご理解もいただきたいと思いますの
は、実は先ほどの形がないところにまで原料原産地の表示を拡大す
るのかという問題があります。正直言いまして、これをつくられるメー
カーの側に立ちますと、これはかなり負担になるということで、特に
漬物関係の方から見ますと、どうして自分たちの業界が第１にという
のが正直なところでおありだろうと思います。  
 その中で、かなりいろいろとご相談をさせていただいて、ご理解い
ただいたという、かなり議論があった上で、ようやくこういうところまで
至っていると。とりわけ表示のルールにつきましては、そういう生産
者の方、メーカーの方にとっても、それから消費者の方との双方の

低限こういうことは満たしたいというところを何とか突き合わせて、
ようやく持ってきているという点は、ご理解をいただきたいと思いま
す。  
 その上で、比率の表示につきましては、もちろん消費者サイドの理
想を言えば、すべの産品についてすべての国名を、しかもパーセント
で書くというのが望ましいのかもしれませんけれども、余りにも高いこ
とを望みますと、結局、それが実現されないということにもなりかねま
せんので、その辺の折り合いというのも重要かと思います。そういう
点はぜひご理解をいただきたいと思います。  
 それで、今回お示ししております原料原産地につきましては、そう
いった意味で、まず国名をはっきりと書きたい。それから国ごとのパ
ーセントも書きたい。それから、それがどういう農産物が対象になっ
ているのか、その点も書きたい。しかし、かといって、すべての順列
組み合わせのパーセントを全部書き込むというのは非現実的でもあ
るし、任意表示で書くという前提ですので、余りハードルを高くします
と、書くのをやめたということになりかねないということであっては、結
局何をやっているのかわからなくなる。そのあたりの折り合いの問題
だろうと考えております。  
 そういったことで、ここに書きましたように、原案では、中国70％、韓
国13％、国産10％ですよと書いた後ろに原産国の品目を書いたわけ
ですけれども、今お話しいただきましたところの中で、70％が何をい
っているのかよくわからないということでしたら、今、とりあえずざっ  
と、少し順番を入れ替えたものをつくってみました。  
 旧と新と書いてありますけれども、先ほど、私、趣旨をというお尋ね



をしましたのは、こういうことなら少しでも明確になりますかということ
をお尋ねをさせていただいて、この新と書いてありますのは、中国か
らは大根が入っていますと。この中国からのもので70％ですと、こう
いう表記の方が、よりわかりやすくなりますでしょうか、どうでしょうか
ということでございます。  
 もし仮に、新、旧どっちでもいいよということ、あるいは新の方がい
いよということでしたら、まだ多少関係者の方ともご相談しなくてはい
けないんですが、その上で一任いただければ、座長とも相談した上
で、ある程度検討して決定することは可能かと思いますが。新も旧
も、両方ともだめだということになりますと、これはちょっと現時点で
は、直ちにご返事を申し上げることができませんので、漬物について
は今回はちょっとなかなか、少なくとも決定しづらいという状況になる
かと考えておりますので、できれば今急遽でつくったので、必ずしも
検討は十分でないかもしれませんけれども、こういったラインでご判
断いただければ、私どもとしてはありがたいなと考えております。  
○本間会長 とりあえず対案として出てきたわけですが、このところ
は、まさに任意表示で、しかも表示の例ということでございますね。で
すから、限られた時間でとりあえず出してきたものということで、これ
はもし今ここで、それ以外にあるよということであれば承っておいて、
その中で も誤解のないものを。例ですから拘束するものではない
わけで、よりいいものであれば、その例にかえるということだと思いま
すけれども。もしやほかに、先ほどいろいろございましたと思います
が、いかがでしょうか。  
○委員 さっきの問題は、表示の何したかというのを誤解されないよ
うに受けとめられる表示ということだったと思うんです。だから、私は
これで非常によくわかるようになった。  
 例えば、ナスも中国産だった場合は、中国の後にだいこん、ナスと
いって83％と、そういうふうになっていくということですね。今、現実、
それだったら私もなぜそのパーセントが書いてあるかというのは、前
回よりはよく理解できます。  
○本間会長 そうすると、例がふえればもっとよくわかりやすくなるわ
けですね。  
 今、○○委員から、もし２つならそうだというご意見がございまし
た。  
○小林品質課長 ここも、２つ品目を書けばよかったんですが、 初
にお示ししたものとの対比を示すために１品目になってしまっており
ます。  
 今お話しございましたように、例えば中国からだいこんとなすが入
ってきていれば、「中国（だいこん、なす）70％」と。  
○委員 そうしたら、中国産が70％入っていますよということがわか
ると。  
○小林品質課長 そういうことがわかるということになるかと思いま
すけれども。  
○委員 新の方がわかりやすいんじゃないかと思いますね。  
○委員 そうですね、新の方がわかりやすいですね。  
○委員 これでスタートしていいんじゃないでしょうかね。  
○本間会長 対案の方がよろしいというご意見が出ておりますが。  
○小林品質課長 もし仮に新の方がいいということでございました
ら、実は、ここに書いたのは表記例でありまして、告示の案の方とこ
の告示例とうまく整合性がとれるかどうかは、もう一度文面を見直し
た上で、会長にはご相談した上で判断させていただきたいと思いま
す。  
○本間会長 よろしゅうございましょうか。  
 実際には、例というのは、どうしてもそれがひとり歩きいたしますの



で、やはり文面との整合性というのは、文面できちんと確保していか
ないといけないだろうと思います。具体例は例でしかないのですが、
よりわかりやすい例えということで。これ、２つならばこうだというの
も、またつけ加えるかもしれませんけれども。  
○委員 任意表示ですけれども、今のパーセンテージの表示、恐らく
こういうことになっていくんじゃないかという気はいたしますが、そのと
きに世の中に厳しい方がいらっしゃいまして、実際７割入っているの
か、韓国のナスが13％入っているか、検証する方が多分出てくると
思いますから。  
 そういうときに、これはあくまでも製造する時点での詰め込み量で
あって、製品にしてしまいますと、これはよく消費者の方にも申し上
げることですか、特に塩とかそういうのに漬かりますと、浸透圧の関
係で当然変わってくるわけですね。それから、天然物ですから、天然
の組織の生まれ育ちの疎な組織のものと、密のな組織のものとで当
然違ってくるわけですね。ですから、後で検証して、せっかく任意で表
示した数字が相当動いているよと。そういう場合に、そういう意識も
持ってやっていただきたいということだけをちょっと。ここはあくまでも
製造時点でのはかりではかったときの比率ですよと。  
 よく世の中には、厳しい方がいらっしゃいまして、後で実際どうか検
証する方が出てくるために、当たり前のことなんですけれども、多少
そういうことを申し添えておきます。  
○本間会長 技術上、大変大事なものかもしれませんが、詰め込み
時と、当然私たちそのように理解してよろしゅうございましょうね。  
 ほかにご意見ございましょうか。  
○委員 済みません。今ごろになってちょっとご質問させていただく
のは恐縮なんですが、寄せられた意見を読ませていただいて気にな
ったことが２つありまして、１つは、重量が 300ｇ以下のものについて
は、主な原材料の上位３つまでとあるのですが、実際、見てみますと 
300ｇ以下の漬物でも、主な原料を３つ以上書いてあるものもかなり
見受けられました。 300ｇ以上か以下かということで主な原材料４つ
か３つかということで、書くものが１つしか違いがないので、もしこの 
300ｇ以下というただし書きは、別に取っても差し支えなければ、取っ
ても構わないのかなと思ったことと。  
 あと、かつおのふしについては、特に原料原産地名の欄を設けな
いで、その原料名の次に括弧して国を表示するのですが、漬物の場
合はきちんと原料原産地名の欄を設けて、そこに記入  
するとなっていまして、寄せられた意見の中でも、原材料が例えば１つ
か２つの少ない場合は、  
原料名の欄の後に「・」として国を示した方が、原材料名が２つ重なら
ないで見やすいのではないかという意見がありまして、簡単に原料
名が１つか２つかによって、原料原産地名の欄があるかないかでか
えって混乱してしまうのか、それとも２つ以下だったら原料名のところ
に括  
弧して書いてもいいとした方が見やすいのか、ちょっと思ったので質問さ
せていただきました。  
○本間会長 これに関しましては、先ほどの事務局の説明の中に触
れられている部分なんでございますね。ご理解のために、もう一度そ
の点について説明をお願いします。  
○井坂上席規格専門官  300ｇを境にして、要は原材料名の表示が
３つとか４つに分かれるんですが、私どもの方が実際の漬物に含ま
れている原材料と、その表示すべき対象となる原材料を調べました
ところ、この主な原材料の基準でやりますと、大体ふくじん漬で 300ｇ
以下ですと、上位３位、５％以上というものにつきましては、原材料
のうち90％のものが表示されると。それとなら漬ですと 300ｇを超える



詰め合わせなんですが、これは４位までで５％ですと90％のものが
表示されると。それとしょうゆ漬けも同じように、しょうゆ漬けはちょっ
と多かったんですが、97％のものが表示されるということでございま
す。  
 あと原材料と原料原産地が、原材料が少ない場合は原材料名欄
に書いて、多いと原料原産地欄に書くということになりますと、消費
者にとって非常にわかりにくくなりますので、梅、ラッキョウの原形を
保持しているものもそうなんですが、 終的には平成14年10月１日
からは、すべて原料原産地名欄を見れば、そこに全部原産地が書い
てあるということで、消費者が物によって原材料名欄を探して原産地
を見たり、原料原産地名欄を見て選ぶというようなことがないように、
一回でわかるようにしていこうということでございます。  
○委員 すみませんでした。聞き漏らしていました。  
○本間会長 よろしいでしょうか。  
○委員 先ほど○○さんが仕込み時のことなんですよとおっしゃって
いましたけれども、冷凍食品には仕込み時と書いてあって、エビが
何％とちゃんと全部入れられているんですよね。これはあくまでも任
意表示ですから、つける場合には仕込み時というのを入れてもいい
んじゃないかと思うんです。そうすれば、後で入っているとか入ってい
ないとかという問題がなくなるんじゃないかと思うんですけれども。  
○小林品質課長 仕込み時というのはどこへ……  
○委員 仕込み時というんじゃなくて、漬け込み時というんですか
ね。このパーセントのところで、後で入ってなかったよというのがある
という話がありましたね。  
 だけど、冷凍食品に関しては全部つけるようになっているから、可
能だと思うんです。  
○井坂上席規格専門官 先ほど見ていただいた漬物の実際のパッ
クのものですね。大きいものの場合は結構余白があるんですが、小
さくなりますと、このパーセントの後ろへ、仕込み時のパーセントです
というのを書きますと、また何文字かふえてきます。実際、今消費者
が余り大きい容器を買われませんので、小さい容器になりますから、
そこに割合表示をやると、もうほとんど欄がパンクしてくるということ
になるんではないかと思うんです。  
○委員 こういうことを消費者が理解できるために、こういうところに
は書けないけれども、例えば量販店とかそういうところに注意事項み
たいなのがあって、絶えず消費者がそういう情報が得られるようなシ
ステムがあると、より理解がしやすいんじゃないかと思います。  
 小さいところに書かなくても、こういうものなんですよと。例えばパン
フレットをつくって、今度新しくこういう表示になりましたよ。ただし、こ
れはこういうことなんですよというのが一言入ったパンフレットができ
るとか。その製品にはつけなくても、情報としてあるとよろしいんじゃ
ないかと思います。  
○小林品質課長 いろいろとそういう表示のルールというのは、今後
また考えないといけないと思うんですが、これは私の感じで言います
と、漬物の場合に、汁がじゃぶじゃぶしたものに入っているわけです
よね。それを普通原料だと思いませんですかね。汁の行方がどこか
ということですよね。それを考える人は結構少ないんじゃないかとい
う気もするんです。  
 ほかの産品で、もうちょっとかっちりしたものであれば、そういった
話もあるかもしれませんが、少なくとも漬物については、どなたもこの
汁のうちの何割かは大根から来たか、漬物から来たかというのは、
余り考える人は少ないような気もするので、少なくとも漬物について
は、こういう表示でほぼ十分ではないかなという気もするんですけれ
ども。  



○委員 ただ、そういう心配があるという業者の方ですね。そういう調
べる人も、うるさい人がいるということであれば、きちんとそういった
対応の方が楽じゃないでしょうかということなんです。  
○本間会長 これは確かに、今の発言で将来事務局が救われる場
面があるかもしれません。ということでございますね。いつの時点で
のパーセントかというのを、どこかできちんと残しておけばということ
ですね。大事な視点かもしれませんね。  
 では、この件に関しましては、広報という観点で、その場で浸透さ
せていくということでいかがでございましょうか。また将来、こういう重
量というのが確かにどの時点でというのは、加工にとっては実際大
事な決め方だと思うんですね。ですから、それを法制化していくという
ときに、将来、そういうふうな表現を考慮していくということで、きょう
の議事録、それから広報において、そこでのパーセントだということ
を広報する努力をするということで、いかがでございましょうか。  
 それでは、マイクの脱線と同じように、きょうは随分いろいろな脱線
をいたしましたけれども、将来起こり得ることを、我々率直に話させて
いただいたということで、脱線もたまにはよろしいかと思います。  
 それでは、今の２つの件ですが、実際には具体例のところを新しい
案にかえさせていただくということで、原案をご了承いただけますでし
ょうか。  
       （「異議なし」の声あり）  
○本間会長 ありがとうございます。  
 これで、本日の議題は終わりかと思いますが、あとは実際には９月
から来年まで、おおむねお話を伺ってみますと、毎月１回、部会もしく
は総会がありそうだというふうに、私は理解できます。どんどんこの
見直しが上がってきますので、日にちとか対象品目はまだ決まって
はないようですが、そのぐらいの頻度でやってくるということでござい
ます。  
 ですから、委員におかれましては、どなたかが部会の方にお出に
なる。場合によっては、座長もお務めになることもあるという頻度の
お仕事のようでございます。どうぞ、お覚悟を。  
 それで、きょうこの会から答申文というのを、ここできちんとしなけ
ればいけないということです。ちょっと初めての第１回目の例ですの
で、事務局からご説明をお願いいたします。  
       （資料配付）  
○本間会長 お手元に２種類の答申文が配られたかと思います。そ
れぞれ案件の削りぶし及び農産物漬物、１つ１つ別になっておりま
す。  
 それで、「下記のとおり答申する」という、この文言に関しましては
同質のものでありまして、「原案のとおり制定することに、特に異議な
し」という、この部分をご確認いただけるかどうかということでござい
ます。  
 どうぞ、ご説明、よろしいですか。  
 大変重要なことを、きょうは初めてなものですから慌てました。記と
書きまして、「原案のとおり制定」ではなくて、現在までありましたもの
を改正するわけですので、制定ではありませんので、「制定」を「改
正」と修正した上で提出させていただくと。「制定」ではなくて「改正」と
いうことが事務局からの提案でございます。  
 心残りございませんでしょうか。よろしいでしょうか。  
 初めてですので、お互いにふなれですから、どうぞ忌憚なくご提案
ください。  
○委員 これ、番号は同じ番号でよろしいんでしょうか。  
○本間会長 ２つとも３号ですが。  
 どうぞ、簡単なことでありますけれども大事なことですので、よろし



いですか。  
○小林品質課長 処理させていただきますので。  
○本間会長 それでは、これにつきましては法制上の問題ですの
で、違わぬようにということで、ご注意ということにさせていただきまし
ょう。  
 番号は３号でよろしいそうです。これから幾つも出てきたら、それぞ
れごとに出てくるということでございましょうか。  
 それでは、「制定」を「改正」ということにして、答申させていただく
と。  
 それから、先ほどの事例は例ですので、これで足りるということでご
ざいますね。文章は変えておりませんで、事例ということですのでご
了解いただけるかと思います。  
○小林品質課長 今、会長からお話しありましたように、基本的には
直す必要がないと思っておりますけれども、表示例を変えることによ
って、本体の方に影響があるかないかは、もう一度こちらで確認いた
しますので、もし微調整がありましたら会長とご相談させていただくと
いう形にさせていただきたいと思います。  
 間違いないと思いますけれども、万が一多少字句のてにをはを直
さないといけないということも、考えられないわけではございません
ので。  
○本間会長 すると、その場合には、この「改正」でよろしいんです
ね。  
 では、表記上の細部のことに関しましては、私に一任させていただ
くということでよろしゅうございましょうか。  
 それでは、あと事務局の方でどうぞ。  
○小林品質課長 はい、特にございません。どうもありがとうござい
ました。  
○本間会長 では、きょうはいろいろな議論を賜りまして……  
○委員 済みません、ちょっと提案なんでございます。  
 きょうの審議とか内容とは違って、事務局サイドと皆さんにご相談
なんですが、同じものがいつもこちらに２つ来て、 初に自分の方に
皆さん来ておりますか。届いていないんでしょうか。私にはいただい
ているんですが。すると、当日またここに１冊あるわけですね。  
 それで、自分でいろいろラインを引いたりして、自分が必要な部分
が早くわかるようにとやったものを、こちらでもしか違っている部分も
あるのかなと思って、いつも両方見比べながら、何か語句が違った
のかなと思うわけです。  
 ですから、私の個人的なお願いとしては、全く同じものであれば要
らないのではないかと。それを持ってくればよろしいのではないか
と。それで、もし変わっているページだけをくだされば、差し替えた方
が、私個人的にもありがたいんですが。皆様は、それでは困るという
のだったらこれは取り下げますが、いかがなんでございましょうか。  
○本間会長 では、これに関しましては、ちょっとご相談させてくださ
い。  
 私も、同じようにいただきまして、私も早く参りまして、特にやっぱり
事務局の方では、ぎりぎりの正確さを期したいということで、直前まで
文章なりデータなりを変更しているんですね。ですから、やはりセット
でお配りすることの方が、多分正確さが高いんだろうという私の理解
です。  
 私も同じように努力しております。ですけれども、やはりこれは数少
ないチャンスをなるべくきちんとしたいという努力をしておられること
の結果だと思いますので。それに関しましては、もしそれであれば、

初に、ちょっとここはお配りのものと変わったよとか、それをすると
いうことで、多少紙は無駄になるかもしれませんけれども、その辺は



ひとつ打ち合わさせてください。無駄のないようにということにやって
みたいと思っております。  
○委員 では、きょうの資料は変わっていないとか、同じですとか、一
言言ってくださればいいわけですね。わかりました。どうもお時間とら
せて申しわけございません。ありがとうございました。  
○本間会長 それでは、長らくのご審議ありがとうございました。  


