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農林物資規格調査会総会

日時：平成１４年１２月６日（金）

会場：農林水産省第２特別会議室

時間：１４：００～１７：４８

議 事 次 第

１ 開 会

２ 総合食料局長挨拶

３ 議 題

（１）農林物資規格調査会運営規程の一部改正及び表示小委員会の設置について

（２）日本農林規格の見直しについて

ア マーガリン類の日本農林規格

イ 食用精製加工油脂の日本農林規格

ウ ショートニングの日本農林規格

エ 畜産物缶詰及び畜産物瓶詰の日本農林規格

オ ドレッシングの日本農林規格

（３）品質表示基準の改正について

ア マーガリン類品質表示基準

イ 畜産物缶詰及び畜産物瓶詰品質表示基準

ウ ドレッシング品質表示基準

（４）その他

４ 閉 会

資料

１ 農林物資規格調査会委員名簿

２ 農林物資規格調査会運営規程の改正等について
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３ マーガリン類の日本農林規格の見直しについて（案）

４ マーガリン類品質表示基準の一部改正について（案）

５ 食用精製加工油脂の日本農林規格の見直しについて（案）

６ ショートニングの日本農林規格の見直しについて（案）

７ 畜産物缶詰及び畜産物瓶詰の日本農林規格の見直しについて（案）

８ 畜産物缶詰及び畜産物瓶詰品質表示基準の一部改正について（案）

９ ドレッシングの日本農林規格の見直しについて（案）

ドレッシング品質表示基準の一部改正について（案）10

ＪＡＳ規格の制定・見直しの基準11



ⅲ

農林物資規格調査会委員名簿

氏 名 役 職 名

有 馬 孝 禮 東京大学大学院教授

粟 生 美 世 社 栄養改善普及会リーダー( )

板 倉 ゆか子 国民生活センター商品テスト部調査役

井 上 篤 博 日本合板工業組合連合会副会長

会長代理

岩 崎 充 利 財 食品産業センター理事長( )

大 木 美智子 消費科学連合会会長

大 武 勇 全国水産物商業協同組合連合会理事

小笠原 荘 一 日本チェーンストア協会常務理事

坂 井 光 男 前 社 日本食肉加工協会常務理事( )

新 蔵 敏 彦 全国漁業協同組合連合会常務理事

鈴 木 肇 前 社 全国中央市場青果卸売協会理事( )

田 中 隆 行 社 全国木材組合連合会副会長( )

谷 美代子 日本生活協同組合連合会理事

福 岡 伊三夫 全国食肉事業協同組合連合会会長

会長

本 間 清 一 お茶の水女子大学教授

森 光 國 社 日本缶詰協会専務理事( )

山 口 博 人 社 日本木造住宅産業協会副会長( )

山 中 博 子 全国地域婦人団体連絡協議会理事

山 根 香 織 主婦連合会会員

事務局

西藤総合食料局長、岡島参事官、小林品質課長、田中食品表示対策室長、牛島上席規格専

門官、島﨑加工食品班課長補佐
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○小林品質課長 では、時間になりましたので、農林物資規格調査会総会を開催させていただ

きます。

本日の出席状況ですが、大木委員、大武委員、新蔵委員、鈴木委員、福岡委員、山口委員、

。 、山根委員が所用のために欠席されます 岩崎委員と谷委員が少しおくれておられるようですが

おって出席されることになると思います。説明等もございますので、進めさせていただきたい

と思います。

、 。今回の会議の傍聴につきましては 名の方が応募しておられますので ご報告いたします10

それでは、最初に総合食料局長から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、委員の皆様方、年末で大変お忙しい状況の中、ご出席を賜りまして御礼を申し上げ

たいと思います。

本日の農林物資規格調査会総会においてご審議をいただきますのは、１つは本調査会の運営

規程の一部改正でございます。後ほどご説明させていただきますが、規程を改正させていただ

きまして、小委員会を設置させていただきたい。これは本年８月に厚生労働省と一緒に私ども

ご論議願ってきました食品の表示制度に関する懇談会の中で、食品の表示制度の一元化につい

ていろいろご論議いただいてまいりました。本間会長に座長を務めていただきながら検討を進

めてまいりましたが、その中でのご指摘の中で、食品の表示に関する基準につきまして、私ど

もＪＡＳ法に基づくものと、それと食品衛生法に基づくものの審議の状況及び、当然のことな

がらそれから出てくる表示事項について、ばらばらに決定している状況にあるのを改めて、共

同で会議を開催して、そういうことによってＪＡＳ法及び食品衛生法上の共通する表示事項等

。 、の整合性を確保していこう それが当面一番合理的ではないかというご論議をいただきまして

そういう状況の中で本調査会の中に表示に係る小委員会を新たに設置させていただきたい。い

わば食衛法と共通の小委員会ということで設置をさせていただきたいということでございま

す。

本日２つ目が、ＪＡＳ規格の見直しの関係でございます。これは、本調査会で見直しの基準

を設定していただいておりますが、この見直し基準に基づきまして、消費、生産動向の変化、

またニーズの変化に対応して状況を見直していくということで、あるいはさきのＪＡＳ法改正

のときに国際基準との整合性も常に考慮していくということで整理をさせていただいておりま

すので、今日資料が大変出ておりますが、マーガリン類、ショートニング、食用精製加工油脂
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の関係、畜産物の瓶・缶詰の関係、あるいはドレッシング等のＪＡＳ規格の改正あるいはその

規格改正に伴いまして品質表示基準の改正を議題とさせていただいております。

委員の皆様におかれまして、少し量がかさばるかと思いますが、本日の議題につきまして十

分ご審議いただきますようお願い申し上げまして、開会に当たりましてのあいさつにさせてい

ただきます。

どうか本日はよろしくお願い申し上げます。

○小林品質課長 では、定足数も満たすことになりましたので、ただいまから運営規程第２条

第２項の規定に基づきまして、本間会長に議長をお願いしたいと思います。よろしくお願いい

たします。

○本間会長 たったいま運営規程の人数を満たしているということで、大変うれしい瞬間でご

ざいます。これほど歓迎された場面もないかもしれません。

それでは、ただいまの局長さんのあいさつのように、本日の審議は大事な一つの運営規程の

改正というのがございます。もう一つは、非常に膨大な資料に基づく定期的な見直しというの

がございまして、これが通常の実際にはこれからのＪＡＳの総会の一つの姿になるのではない

かと思いますが、よろしくお願いいたします。

それでは、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の署

名人を指名させていただきたいと思いますが、本日は田中委員と谷委員にお願いしたいと思い

ます。何とぞよろしくお願いいたします。

それでは、議題に移らせていただきますが （１）の方でございますが、農林物資規格調査、

会運営規程の改正及び表示小委員会の設置につきまして、事務局からご説明いただきたいと思

います。

○小林品質課長 それでは、ご説明させていただきます。

お手元の資料の資料２と書いてあるものがございます。農林物資規格調査会運営規程の改正

等についてという、資料２と右肩に書いてある資料をお配りさせていただいております。もし

ないようでしたら声をかけていただきたいと思います。

今回ご提案申し上げます背景から申し上げますと、前回も少しご説明したかと思いますが、

ことしの春先以降の食肉の表示問題をきっかけにして、表示の取り締まりがまず片方の柱でし

っかりやりなさいということと、もう一つは表示ルール自体についてわかりにくい点があるの

ではないか。特に、厚生省、農林省、こういった関係省庁が２つ、３つにまたがるものについ

て、表示ルールの洗い直し作業をしなければいけないのではないかという問題提起がございま
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した。そのために、表示の懇談会というものを設置いたしまして、関係省庁が集まっていろい

ろご議論してまいりました。その中で、もう少し少人数のグループでかつ濃密に検討を進めて

、 、 、いって そしてそれを逐次 私どもの制度でいいましたら品質表示基準なりに反映させていく

そういう仕組みをつくっていかないと、せっかくこの半年、１年議論をしたわかりやすい表示

制度というものの実が実らないのではないかという議論になっております。そのために、表示

の懇談会の検討結果に基づきまして、今回ご提案させていただきたいと思いますのが、農林水

産省と厚生労働省が共同で表示に関する検討の場を持って、しかもそれは任意の懇談会という

ことではなく、ちゃんとしたＪＡＳ調査会のもとに置くという制度というものを置いて、正規

の手続で表示類の見直しを進めていきたいということが全体の趣旨でございます。

そういったことの中で、ＪＡＳ調査会の下に小委員会を置いて、そこに農林省関係の事柄、

それから厚生省関係の事柄もあわせてご協議をいただくというスタイルをとりたいというふう

に考えております。

ただ、そういうふうにいたしますと、幾つか技術的な点で問題点がございまして、当然厚生

省の権限にかかわることもここの場で議論しなければいけないし、逆にＪＡＳ調査会のみ、Ｊ

ＡＳの権限のみにかかわることも当然その場で議論をするという、お互いに相互乗り入れで議

論をするという、新しいスタイルになりますので、従来の部会のスタイルではどうしても条件

上無理があるという形になります。そのために、今回新しく小委員会を会長または部会長の権

限で置くことができるという規定を置いていただきたいということが、今回ご相談したいこと

でございます。

もちろん、この小委員会で出ました結論は、このＪＡＳ調査会の下部機関になりますので、

その小委員会で得られた結論のうち、ＪＡＳ法に関係する部分については改めて総会で議決、

決定をいただきます。同様に、厚生労働省も食品衛生審議会の方に両方で相談をして、両方で

決定ができますと、無事共通の制度ができ上がるというふうな段取りになろうかと思います。

そういう段取りを進めさせていただきたいということで、今回運営規程の改正をお願いした

いということです。

具体的な条文はごく極めて簡単でございまして、１ページあけていただきますと、運営規程

（案）というふうに書いてあります。第８条、小委員会ということで 「会長又は部会長は、、

必要あると認めるときは、特定の事項を会長又は部会長の指名する委員又は専門委員によって

構成する小委員会に付託し、調査審議させることができる」という規定に基づいて、この後会

長の指示によって小委員会を設置して、もう既にフライング気味でございますが、来る 日11
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には第１回会合を開かせていただきたいというふうに考えております。ということですので、

よろしくご審議いただいて、ご了承いただければありがたいというふうに考えております。

以上でございます。

○本間会長 ただいまの事務局からの説明でございます。資料２というものに基づいた運営規

程の改正でございます。それから、参考という資料の中の図がございまして、この二つの表示

の仕組みが、下部機関において同じ場で議論をするという仕組みをつくるというためのもので

ございますが、いかがでございましょうか。大変新しい試みでございますが、ご意見ございま

しょうか。

○委員 法律としてはＪＡＳ法と食品衛生法になるわけですけれども、栄養改善法とは全く重

複する部分がない、別に考えていいわけでしょうか。

○小林品質課長 今回薬事食品衛生審議会と、それからＪＡＳ調査会という、二つの審議会の

法となっているんですが、たしか栄養改善法は別の審議会の法体系に入っているかと思うんで

すけれども、そういたしますと、権限上は一応別ということになります。それから、ＪＡＳ法

の中でも栄養改善の部分は別だというのは法律に明記されていますので、またそこは今後の課

題として残っている部分だと思いますが、まずは食品衛生法との関係でやっていきたいという

ふうに考えております。

○本間会長 ただいまの○○委員のご指摘は、大変重要な点かもしれませんが、類するコメン

トございましょうか。

あのとき、一元化の会議では、景表法ですか、あれの関係者がおられましたが、あそこは今

回関係ないんですか。

○小林品質課長 関係する機関は、実は農林省と厚生省以外にも、景表の部分もありますし、

それから昨今でしたら国民生活局、内閣府ですが、ここで内部告発の議論もしておられます。

大変多岐にわたってくるわけですが、そういった関係省庁とは逐次連絡を取りながらやってい

きたいと思っておりますが、拡散いたしますとまたそれはそれで議論の集約は難しゅうござい

ますので、まず一番コアになる農林省と厚生省が共同の委員会を持って、あと事務的にまたい

ろいろご相談しながらやっていくという手順をとらせていただいた方が、合理的また円滑に進

むのではないかというふうに考えております。

○本間会長 それでは、ただいまのご説明につきまして、原案どおり改正するということでご

了承いただけますか。

、 、○委員 大体今のでわかったんですけれども 委員の構成はどういうジャンルになるんですか
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具体的に言いますと。

○小林品質課長 委員の構成は、少し技術的なことを申し上げますと、農林省と厚生省の二つ

の委員会の両方で共同して持つという形になりまして、委員の方は合計 名、その委員の方12

は１人が二枚看板を持っていまして、１人はＪＡＳ調査会の専門委員という看板とそれから厚

労省の衛生審議会の方の専門委員という、１人が常に二枚の看板を持って、１回委員会を開く

。 、と両方の委員会をしているというスタイルをとります そういうスタイルをとることによって

一回の議論でＪＡＳ調査会にも報告できるし、食品衛生審議会にも報告できるという、そうい

うスタイルをとります。

そして、その中の人選ということでございますが、ジャンル的に言いますと、消費者の方複

、 、 、 、 、数名 それから食品メーカー関係者 それから生産者 流通の関係の方 それから大学の先生

、 、 、 、栄養学だとかあるいはお医者さん 保健所の方 衛生問題がかかわりますので こういった方

できるだけジャンルの広い中を分担をしていただいて、ご議論をいただく。また、さらに必要

な都度また関係者の方の意見も聞けるような仕組みも取り入れてやっていきたい、こういうふ

うに考えております。

○委員 委員の案をファクスでちょうだいしましたけれども、消費者側の委員が少ないような

感じがいたしましたが、いかがでしょうか。

○小林品質課長 全部で 名でございますけれども、消費者あるいは実際の担当しておられ12

る形で、今、私どもの方で、今回法案を通していただいた上で人選を正式にはする形になりま

すけれども、消費者団体連絡会、生協、それから日本食生活協会、こういったことで、消費者

。 、に近いサイドの方が３名ということを現在考えております もうちょっと具体的に言いますと

食品産業関連が１名、それから流通関係１名、生産者１名という形になっております。あとは

研究者の方、それから保健所の先生もいらっしゃいますけれども、中心ということで、バラン

ス上はかなり消費者の方に重点を置いた配置をしているつもりではございます。

○委員 私は日本生協連におりましたけれども、日本生協連の場合は、消費者サイドという部

分と事業者という両面があるわけでございますので、そういう意味でははっきりいって消費者

というよりは、中立的な立場というようなことで、実際には食品表示についてはいろいろとき

ちんと議論等もされていますので、メンバーとして入っている部分のところは問題ないという

か、いいことだと思いますけれども、それを消費者というようなカウントでしていただくのは

ちょっと問題があるのではないかと思っております。

○小林品質課長 もちろんそれは生協さんは両面をお持ちだということはそのとおりだと思い
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ます。

○本間会長 いかがですか。ほかにご意見ございませんでしょうか。

それでは、運営規程につきましては、原案どおり改正するということでまずステップを踏ん

でよろしゅうございましょうか。

( )「異議なし」の声あり

○本間会長 ありがとうございます。

それでは、原案どおり改正をすることにいたします。

次に、表示の小委員会をつくるということになるわけでございますが、事務局からご説明い

ただきたいと思います。

○小林品質課長 会長の決定のもとで小委員会を置けるという、先ほど運営規程をご了承いた

、 。だいたという前提で 次に具体的な表示の小委員会についての案をご説明させていただきます

資料２、通し番号で５ページのところになります。そこで農林物資規格調査会における表示

、 。小委員会の設置について 本日付で農林物資規格調査会の会長名での文書という形になります

第１条、農林物資規格調査会運営規程第８条に基づき、農林物資規格調査会に、追って指名

する委員又は専門委員会からなる表示小委員会を置き、農林物資の規格化及び品質表示の適正

化に関する法律に基づく品質表示基準と食品衛生法に基づく表示基準に共通する表示項目及び

表示方法その他食品の表示に関する事項について、調査審議させる。

第２条 表示小委員会の座長又は座長代理は、調査審議の結果のうち調査会の権限に属する

事項については、調査会に報告するものとする。

こういう設置要領を決めていただきたいということでございます。

以上でございます。

○本間会長 お諮りするものは、５ページの２つの部分でございますが、この記述に関しまし

てご意見ございましょうか。

○委員 衛生調査会の方はどうなんですか。これは「農林物資規格調査会における」と頭から

書いてありますけれども。

○小林品質課長 これと並行した同様の根拠規定を相互に置きまして、両方の委員会でパラレ

ルにこの根拠を置くことになります。ただ、食衛法の審議会の方につきましては既にこの小委

、 、員会の規定がございますので 向こうについては今回の運営規程の改正の手順は取りませんが

この小委員会の設置自体については並行して手続をとるということにしております。

○本間会長 ただいまのご説明よろしゅうございましょうか。食衛法の方は既に小委員会設置
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規定ができているということで、ＪＡＳの方だけがこちらをつくるというルール改正を二段重

ねでやっているということでございます。

ご意見よろしゅうございましょうか。

それでは、ただいまの条文につきまして、表示小委員会を設置するということにいたします

が、表示の小委員会に所属する委員または専門委員というものにつきましては、会長が指名さ

せていただくという手続になるのでございますが、ご了承ください。

次に進めさせていただきます。

（２）の部分でございますが、規格改正の部分になります。これは規格と表示というふうな

ものがこういうふうにくっついているという部分がございますので、実際にご説明は規格と表

示というもので対で説明させていただくことになります。

お願いいたします。

○島﨑品質課長補佐 品質課の島﨑と申します。よろしくお願いいたします。

それでは、本日議題の（２）日本農林規格の見直しについて及び（３）品質表示基準の改正

についてということで、それぞれ品目ごとに進めさせていただき、審議をしていただきます。

ただ （２）のイ等、食用精製加工油脂とショートニング、この２つにつきましては品質表示、

基準の審議を行いません。食用精製加工油脂につきましては基本的にすべて業務用ということ

で、もともと品質表示基準そのものがございません。ショートニングにつきましても、品質表

示基準はございますが、今回の規格改正に伴う改正すべきところはないということから、これ

については審議を行わないということでご理解をいただきたいというふうに思います。

それでは、資料３、通し番号の ページのところから入りたいというふうに思います。ペ10

ージ数でいくと ページからごらんいただきたいと思います。12

これも毎回のことでございますけれども、資料 に見直し基準がつけてございます。この11

廃止の是非を検討する当たっての基準に照らし合わせた数値はこのようになっておりまして、

今回改正または確認の方向で検討したということでございます。

ページ、次にマーガリン類の改正概要について、この図が一番わかりやすいかと思いま13

すので、これで説明をさせていただきます。

まず、現行でございますが、現行のマーガリン類につきましては、マーガリン、それから調

製マーガリン、ファットスプレッドという、３つの規格からできております。それぞれの最も

大きな違いは、この概要のところに書かせていただいております油脂含有率でございます。マ

ーガリンは ％以上のもの、調製マーガリンは から ％、ファットスプレッドは ％未80 75 80 75
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満というところでこの区分をしてまいりました。

、 、 、 、なお マーガリンにつきましてはさらに上級 標準という ２つのクラス分けといいますか

等級分けをさせていただいております。最も大きな上級、標準の違いは、ビタミンＡの含有率

の規定をしているところでございます。このビタミンＡにつきまして、消費者委員の方々等に

お諮りを申し上げました。そうすると、今の時代はマーガリンでビタミンＡを摂取する必要は

ないのではないかというご意見が多数ございましたので、この規定を外すことにさせていただ

き、そうすると基本的に上級、標準とした大きな違いがなくなるということから、これらは一

つにさせていただきました。ただし、後で詳しく説明させていただきますけれども、現状マー

ガリンの標準というのはほとんどが業務用でございます。したがって、この規格の中には食品

添加物等の中で業務用に限るというような文言が多く出てきますが、それは今言った理由のも

とでございます。

、 、 、 、 、それでは ページの方に まずＪＡＳ規格について 調製マーガリンの削除 定義から14

今申し上げましたとおり調製マーガリンを削除させていただきます。

なお、この調製マーガリンの部分を下のファットスプレッド、油脂含有率 ％未満のもの80

に包含するという形になりますので、定義の文言を調製マーガリンの部分を加えた定義という

ことにさせていただきました。

続きまして、 ページ、参考までにマーガリンの生産状況を見ていただきます。現在マー15

ガリンの生産状況でございますが、この白い最も大きい部分、これはマーガリンの標準の部分

でございまして、今さっき申し上げましたとおりこれらはもうほとんど業務用だというふうに

お考えいただきたいと思います。

次のページに、 ページ、では消費者向けはどうなっているかと言いますと、消費者向け16

マーガリンとしては、先ほど非常に多かった白い部分というのは非常に小さくなりまして、網

かけの部分、これはファットスプレッドの部分でございます。したがって、皆さんがご家庭で

パン等に塗られて食べられるものについては、マーガリンというふうなイメージであれですけ

れども、規格上ファットスプレッドということがほとんどであるというふうにご理解いただけ

ればよろしいかと思います。

ページに細かい規定を、まず一番最初に、マーガリン、等級、これは先ほど申し上げま17

した理由のもとに、上級、標準の枠を取り払いまして一つにさせていただきました。その次の

乳脂肪含有率、これは現行、両方、上級、標準ともに ％未満という規定でございましたけ30

れども、これを消費者ニーズの高まり等から ％ふやさせていただきまして ％未満、いわ10 40
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ゆるバター風味といいますか、そういう風味が望まれているということから、 ％ふやさせ10

ていただきました。

水分でございますが、現行、上級は ％以下、標準は ％以下というような規定になって16 17

おりましたけれども、これは基本的には上級の ％以下ということにさせていただきます。16

ただし、業務用の製品にあっては ％以下というふうに、ここの枠を業務用については ％17 17

を認めるという形にさせていただきました。ただし、このマーガリンの規格の中の業務用とい

、 。うのは 業務用の製品の次に括弧書きで ｇ以下のものを除くというふうに示されています25

これは何を示しているかといいますと、基本的には学校給食用に出されるマーガリンを示して

います。つまり、業務用といいますと学校給食用も業務用の中に含まれてしまいますが、学校

給食用のものにつきましてはこの規格の中ではすべて消費者と同じ扱いでしたいということで

ございますので、学校給食用のものにつきましては ％以下という意味でございます。16

以下、業務用の製品に限ると書いてある部分は、基本的に ｇ以下のものは含まないとい25

うふうに読んでいただければ結構かと思います。

食品添加物につきましては、これは他の品目と同等の見直しの仕方をこのままさせていただ

きました。まず、乳化剤でございますけれども、レシチンにつきましては細かく書き分けると

いうことにさせていただき、 ページの下から ページにかかってありますけれども、業務17 18

用以外のものにつきましては使用を３種以下というふうにさせていただきました。

乳化安定剤でございますが、これはカゼイン及びカゼインナトリウムを業務用の製品に使用

する場合に限るということにさせていただいたのと、上級の重合リン酸塩という記載をされて

いるのを細かく書き分け、いずれも乳及び乳製品に使用する場合に限るということにさせてい

ただきました。

酸味料につきましては、現在標準に認めておりましたコハク酸を削らせていただきまして、

クエン酸以外の酸味料にあっては、業務用の製品に使用する場合に限るというふうにさせてい

ただきます。

ページに行きますが、調味料はいずれも業務用の製品のみの使用でございます。19

ページの後半、着色料でございますけれども、今まであったアナトー色素、β－カロテ19

ンのほかに、イモカロテン、ウコン色素等を加えさせていただきまして２種以下という限定に

させていただきました。この加えたものにつきましては、消費者委員等にお諮りをしまして、

これが認められるかどうかということを議論させていただき、了解を得たということでここに

入れさせていただいております。
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糊料につきましてはいずれも業務用の製品に使用する場合に限るということにさせていただ

きました。

酸化防止剤は、今まで酸化防止剤という、ばくっとした形の書き方をしておりましたけれど

も、これも細かく書き分けて、 ページのところにまいりますが、一応３種以下という限定20

にさせていただきました。

保存料、現状標準のみの使用を認めてまいりまして、いずれも書き分け、ソルビン酸とソル

ビン酸カリウムという限定にし、業務用に使用する場合に限るということにさせていただきま

す。

強化剤につきましては、カルシウム塩及びビタミンを細かく書きあらわしたということでご

ざいます。

。 、 、その下に改正理由のところを見ていただきたいと思います まず 乳脂肪含有率については

乳脂肪を含有したバター風味の製品が消費者に選好されている、愛好されていることから高く

しました。

水分につきましては、コーデックス規格において ％以下にするということから、基本的16

には ％以下という整合性を図りました。16

食品添加物につきましては、具体化するとともに、必要最小限のものとしたということでご

ざいます。

続きまして、 ページ（３）ファットスプレッドの規格でございます。先ほど申し上げま21

したように、多くの消費者の方々はこのファットスプレッドを用いられているというふうにお

考えいただきたいと思います。油脂含有率は、調製マーガリンを包含するという形から ％80

未満ということで、５％引き上げさせていただきました。乳脂肪含有率は、先ほどのマーガリ

ンと同様の理由でございまして、 ％未満ということにさせていただきました。40

食品添加物もマーガリンと同様の見直しの仕方をさせていただきました。レシチンは書き分

けて、業務用の製品以外のものに使用する場合にあっては４種以下ということにしました。

安定剤も、先ほどとほぼ同様でございまして、カゼイン、カゼインナトリウムは業務用に限

ると、重合リン酸塩は細かく書き分け、乳及び乳製品を使用する場合に限るということにさせ

ていただきました。

ページ、酸味料はコハク酸を削り、調味料は業務用のみということにさせていただきま22

した。

あと、着色料でございますけれども、着色料は （１ （２）と、大きく書き分けておりま、 ）、
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す。基本的には主として一般消費者用は（１ （２）が業務用というふうにお考えいただけ）、

れば結構かと思います。カラメルにつきましては細かく書き分け、マーガリンに認めましたイ

モカロテン等のものを加え、２種以下ということにさせていただいております。

（２）はアカキャベツ色素、以下全部業務用に限るとさせてもらいましたが、今まで認めて

おりました、 ページの一番下のところからですが、食用黄色４号、食用青色１号、食用赤22

色２号につきましては削除させていただきました。

糊料につきましては、いずれも業務用のみということにさせていただきました。

酸化防止剤は書き分けまして、３種以下、保存料は業務用のみということにしております。

強化剤は、先ほどと同様カルシウム塩、ビタミンを書き分けております。

あと、ホエイソルト、香辛料抽出物はそのままでございまして、これも先ほどと同様にバタ

ー風味の製品が消費者が選ばれているということから乳脂肪含有率を上げたということになっ

ております。

ここで品質表示基準についても簡単に述べたいと思います。

続き ページの２番、調製マーガリンの削除、これも先ほどと同様、規格と同様のことで24

ございまして、定義を削らせていただきました。

ファットスプレッドの中に基本的には調製マーガリンも含まれるということでございまし

て、これによって、このようにされた後は一括表示の中の調製マーガリンという言葉は消える

ことになるということでございます。

ページでございますが、表示禁止事項、これは上級、標準等の等級についての区分を取25

っ払いましたので、それに伴った改正を行いたいというふうに思っています。

ページは参考までに簡単に製造工程を載せております。26

ページ、新旧対照表について若干触れたいというふうに思います。27

適用の範囲は、調製マーガリンという言葉が消えます。次に、マーガリンでございますが、

現行、注目しておいていただきたいのは、マーガリンの食用油脂の中には括弧書きがありまし

て、乳脂肪を含まないものまたは乳脂肪を主原料としないものに限るということにさせていた

だいております。あと、調製マーガリンのところは削らせていただきました。

次の ページ、先ほどの表でご説明いたしましたけれども、ビタミンＡ、上から、現行右28

側、乳脂肪含有率、水分、ビタミンＡと規定されておりますけれども、ビタミンＡの部分を今

回は削除させていただきたいということでございます。

あと、新旧対照表は、次の ページのところで表示の方法を削らせていただいて、品質表30



- 1 2 -

示基準一本になるということでございます。

ページ、これもいつものことでございますけれども、使用する原材料がＪＡＳ規格でな32

いといけないという項目については、すべての規格と同様削らせていただきます。これについ

てはこの後のものもすべて同様でございますが、説明は省略させていただきます。

ページ、ファットスプレッドのところにつきましては、右側、現行、性状の下に油脂含33

有率、乳脂肪含有率というものがありますが、油脂含有率 ％未満であるというのを ％未75 80

、 。満 乳脂肪含有率は ％未満でありかつ油脂中 ％未満であるということになっております40 50

あと、次のページずっと、今、説明申し上げましたとおりの内容の新旧対照表になっており

まして、 ページの表示の欄は削らせていただいております。35

ページに分析方法が記載されておりますが、ビタミンＡも分析方法はすべて削除させて37

いただくということになります。

ページの方に行っていただきたいと思います。今回のパブリックコメントが意見として40

２つほど入っております。ご紹介させていただきます。１つは、乳脂肪含有率に制限、今、申

し上げましたように ％未満という制限を設けておりますが、乳脂肪や植物油脂の含有率が40

表示され、消費者が知ることができれば含有率の制限を設ける必要はないということと、もう

一つはファットスプレッドの乳脂肪含有率が ％以上のものは、ファットスプレッド以外の40

別の製品分類になるのかというご質問が、これは外国の大使館の方から来ております。この１

つ目の乳脂肪含有率につきましては、我が国のマーガリンはあくまでも乳脂肪以外、いわゆる

先ほどちょっと定義のところで触れさせていただいたと思いますが、 ページのところへ戻27

っていただきたいと思いますが、この定義のところに、右側、現行、マーガリンの中の食用油

脂、乳脂肪を含まないものまたは乳脂肪を主原料としないものに限るということにさせていた

だいておりまして、いわゆるマーガリンとしての定義の中でバターではないよという、ある意

味では平たく言いますとそういう言い方でございますが、乳脂肪含有率そのものを制限をかけ

るということにさせていただいておりますので、これはこのまま事務局提案でいきたいという

ふうに考えております。

それから、ファットスプレッドの乳脂肪含有率 ％以上のものは、対象外ということでご40

ざいます。基本的には乳等省令のところで当てはまると思いますが、私どもで簡単に調べまし

たところ、ほんのわずかながらもこういう製品があるようでございまして、簡単にご紹介しま

すと、例えば乳等利用食品などという名称で販売されているようでございます。ただし、非常

に微量な、トータル的には非常に少ない生産量というふうに聞いております。
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パブリックコメントは以上でございます。

次に、マーガリンの品質表示基準、 ページからになりますが、今説明した中でほとんど46

ふれておりますが、 ページに新旧対照表がございまして、定義の部分、マーガリン、調製47

マーガリン、ファットスプレッドが、現行は右手に記載をされております。これらは先ほどの

定義と同様でございまして、マーガリンとファットスプレッドという形で整理をさせていただ

きたいというふうに考えます。したがって、ＪＡＳが付く、ＪＡＳが付かないにかかわらず、

調製マーガリンという言葉はなくなるということでございます。

その次のページに、 ページ、原材料名の記載方法について、後で部会長から報告がある48

かと思いますが、若干の議論が部会の中でございました。いわゆる硬化油、硬化大豆油など、

いわゆる硬化されたものを使った場合の記載方法が非常にわかりにくいのではないかというご

指摘が部会の中でございました。それにつきましては、左側、原材料名のところの書き方をよ

りわかりやすい形の書き方にさせていただきました。硬化油、大豆油、綿実油等、その後硬化

油等を使った場合には、それらをもって、一般的な名称をもって記載し、ただし、硬化油等に

つきましては食用精製加工油脂と記載することはできるという書き方に、非常にわかりにくい

というご指摘を踏まえ、このように書き改めさせていただきました。

あと、 ページにパブリックコメント、ＷＴＯ通報の外国の各国のコメント等ありません51

でした。

以上、説明させていただきました。

○本間会長 この件につきましては部会が開かれておりまして、そこで詳細な議論がなされて

おるわけでございますが、その検討内容につきましては部会長を務められました○○委員から

ご報告をいただきたいと思います。

○委員 マーガリン類の日本農林規格の見直し及び品質表示基準の改正案につきましては、７

月 日に部会が開催されました。委員 名中 名が出席されました。25 15 12

改正の原案の内容は、先ほど事務局の説明のあったとおりですが、部会では原案どおり承認

されました。

活発な議論が行われましたが、主な議論の内容をご紹介いいたします。

まず、アレルギー表示に関する問題でございます。パン業界におきましては、義務表示対象

の５品目に加えまして、任意表示対象の 品目についても表示をしようという方向に進んで19

いますが、一般表示欄に植物油脂、食用精製加工油脂と書かれていると原料に何が使われてい

るのかわからない。例えば、アレルギーに関連する牛脂が入っていないか心配であるというよ
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うな質問がございました。これについては、マーガリン工業界の事情に詳しい委員の方から、

牛脂は多少は使用実績があります。厚生省からアレルギー物質であるたんぱく質 １ 以下ppm

のものについてはアレルギーには当たらないという見解が出されました。分析を行ったところ

、 。油は精製工程を経ますのでたんぱくが １ 以下であり ほとんど含まれていませんでしたppm

そういう観点から、これは食用油脂ということでいいと思いますというようなご説明がござい

ました。

それから、 ページに、糖類が砂糖類になっている点の質問がございまして、これについ28

ては事務局から加工食品品質表示基準において砂糖類の中で砂糖やその他の糖類も含まれると

いう整理になっている、したがって糖類になりますと砂糖を含まないということになる、現状

すべての品目に係る品質表示基準の中では砂糖類という整理がなされている、今回の基準の中

でも砂糖類という記載にさせていただいている、単に名称が変わっているだけだと考えていた

だいてよろしいという、そういう説明がございました。

それから、 ページ目のところでございますけれども、成分のところで、着色料が認めら19

れる範囲が指定されたり、名前の呼び方が変わっているけれども、これらが具体的に製品にど

。 、のように書かれることになるのか説明してくださいという意見がございました 事務局からは

添加物表示の関係につきましては、例えばβ－カロチンと呼ばれていたものについてカロテン

という呼び名に変わった。それから、イモカロテンその他もございますけれども、β－カロテ

ン、イモカロテンと、そのまま書いてもよろしいですし、カロテンでもいいと。食品衛生法に

従った書き方になる。そのほかにも、カロテン色素、カロテンなど、いわゆる食品衛生法によ

る記載の方法による書き方ができるということになっていますということでございました。

それから、原材料表示についてでございます。先ほどもありましたけれども、例えばサフラ

ワーオイルを使ったマーガリンの原材料表示につきましては、サフラワー油と硬化油と両方書

く必要がある。ただし、硬化油は食用精製加工油脂と書けるとの事務局の説明に対し、必要が

あれると読めるのか、意図的にサフラワー油としか書いていないことがあるのではないかとい

うようなことの議論がございました。

それから、第５点目でございますけれども、 ページにもございますけれども、改正案の17

中に業務用の製品は除くという表現が非常によく出てくることについて関連してでございま

す。水分のところで給食用を除くと書いてあるけれども、業務用の方が確率的に口に入ること

が多いと思う。業務用を除くという規定がたくさん出てくることに納得がいかないというよう

な質問がございました。これについては、事務局の方から、業務用はクッキーなどの多くの製
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品に使用されている。相対取り引きの関係がございまして、水分がこれくらいあった方がつく

りやすい。乳化剤についてもいろいろな種類を使うことによって物性が異なってくるとそれら

について相手がこういったものが欲しいといったぐあいで、相対で取り引きされていることか

、 。 、ら 今回このような縛りをさせていただいた 現状の標準品はほとんど業務用であることから

標準品に書かれているものについては業務用に限るという縛りをさせていただいた。そのまま

マーガリンとして口に入ることはないという説明がございました。また、業界事情に詳しい委

員からは、マーガリンはいろいろなものに使われておりまして、ビスケットだとか、ペースト

リーだとか、パンだとかいろいろなものに使われており、それぞれみんな性質が違う。それに

よって乳化剤とかいろいろなものが変わってきますので、それに個々に対応している。ですか

ら、家庭用とは全く違った性質が必要となってくる。家庭用のものはそのまま食べたりパンに

つけて食べるけれども、業務用の場合はパンに練り込んだり、サクサク感を出したり、そうい

ったことが主体となりますから、特にペーストリーになりますと生地と一緒に折り込むのです

が、乳化剤とか油の癖とか違ってきまして、ユーザーさんと一緒になって対応しておりますと

いうような補足説明がございました。

これに対しまして、消費者側委員からは、要するに製品の特徴を出すためにいろいろされて

いるわけですが、心配しているのは体に悪い製品をまぜていることはないんだろうかと思う、

、 、業務用には表示がございませんので その辺が心配ですというご質問がございましたけれども

業界に詳しい委員の方からは、食品衛生法で規定されているものを使用していますので、問題

はありませんというような説明がございました。

部会の議論の概要は以上のとおりでございます。

○本間会長 部会ではご報告のとおりかなり技術的な詳細な議論がなされております。この件

につきましてはマーガリン類ということで、類という中で３つの品目がぶら下がっているのを

２つに整理するということと、その中にあと上級と標準という、クラス分けがあった。それを

また整理したということ、それからあとその中に業務用という、特別なカテゴリーで表現され

る部分があるので、その文言をやはり一つのルールで整理していくというようなことがあるわ

けでございまして、この規格と表示が対になって存在している部分でございますので、ひとつ

ご審議のほどをお願いいたします。

いかがでしょうか。

○委員 私の名前も委員として載っていたんですが、ちょっと急用で当日欠席いたしまして、

この場でお聞きするのは大変申しわけないと思っておりますが、部会長さんが、最後の方で大
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変詳しくご説明いただきましたが、ちょうど私もこの点が一番気になっておりまして、今日お

伺いしたいなと思って参ったわけでございます。本当に業務用というのが ％とか、もうほ94

とんどが業務用、業務用という字が出てまいります。それで、業務用であるけれども、消費者

といたしますと最終的には消費者の口に入るんです。業務用だからといってほかの動物が食べ

るわけではなくて、やはり人間の口に、我々の口に入ってくるものでございますので、いろい

、 、ろたくさんの種類の ５種とかいろいろ添加物は少なくしていると書いてございますけれども

余り変わっていないような気がするんです。業務用だから、今、部会長さんのお話だと、それ

を一度に入れているのではなくて、業務用と書いてあるけれども、その使い方によってその中

から選んで使っているから問題がないと、そういうようにもお聞きしたのでございますが、ほ

かの場合はこの中から幾つという制限があるのに、この業務用と書いてあるところにはその幾

つというのが全く入っていなくて、素人ですので、この効果のほどは私ちょっとよくわからな

いのでございますが、その辺が、例えば５種書いてあったらここは全部使ってもいいのかなと

思う。書いてある場合もありますけれども、業務用に限ると書いてある場合は全部オーケーみ

たいに読み取れるんですが、部会では、その辺には触れた意見は出なかったのでございましょ

うか。

○本間会長 ○○委員のお尋ねの件は、例えば資料の ページ、 ページのところを見ます17 18

と、例えば食品添加物の例をとれば、業務用とそうでないものとで、添加していい品目の数が

違っているという、そういうことですか。

○島﨑品質課長補佐 一番最初に申し上げましたように、この規格そのものを検討する際に、

現行の上級と標準がどのように使われているのかということから確認しまして、部会の中では

業務用についての縛りがないという議論はたしかなかったかと思いますけれども、私たちがこ

こまで来た経過を若干ご報告すればいいかと思いますが、上級、標準というものについての使

、 、 、われ方は 圧倒的に標準というものが一つは業務用にお使いになっていたということと 上級

標準のはっきりした区分はビタミンＡ、これは昔は強化マーガリンという言葉で使っていたの

でございます。だから、ビタミンＡが強化されているというところで、強化マーガリンという

言葉で使われていたマーガリンが、今は上級という言葉に置きかわっている。その強化マーガ

リンのビタミンＡそのものが、消費者の方々からも余りそういう時代ではないでしょうという

お声が非常に強くあって、マーガリンからビタミンＡを採るよりもほかのものからビタミンＡ

を採った方がいいんじゃないかとか、いろいろな議論があって、ではそれを外しましょうとい

うことになると、基本的には上級、標準の規格そのもの、添加物は別にして、ほかの成分だと
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か、そのものの大きな違いがなくなってしまったですねということから一緒にさせてもらいま

した。

ご心配の向きの業務用の製品でも、恐らくもうちょっと縛りをしたらいいんじゃないかとい

うことが根底にはあるんじゃないかと思うんですけれども、業務用につきましては、やはり使

われ方が大きく違ってくる。部会の中でも専門委員の方からも出ましたけれども、使われ方、

それから相手との取り引き関係があり、こういうふうにしてほしいとか、水分をこれくらいに

してほしいという要望、いわゆる相手のニーズに沿った形のものをつくっていくということが

一つの大きな役割なんだと。それをある意味で非常に縛りをかけてしまってＪＡＳ以外がたく

さん出るというのもいかがなものかなということもありまして、業務用につきましては、今言

ったような使われ方によって種々工夫があるということから、これらの添加物は消費者向けに

比べますとある意味非常に広く認めておりますが、食品衛生法の世界からしますとかなり狭ま

っているということになるんじゃないかと思います。いわゆる、書きあらわした分は狭まって

いるということになるかと思います。そういう意味で、業務用につきましては消費者向けのも

のと比べると縛りはやや緩目になっているというふうにご理解をいただきたいなというふうに

思います。

以上でございます。

○委員 その今おっしゃっていただいた答えに対しての質問だったんですね。ですから、まだ

私にはそれでは納得できないんです。少なくはなっているとおっしゃいますけれども、比べて

みると現行と余り変わっていないんですね、絞ってあるという意味が余り。

○島﨑品質課長補佐 標準がそのままいっているではないかという意味では、多くの部分はそ

ういう部分が確かにあるかと思います。それは今言いましたような、今現在の取り引き関係を

ある意味認めている部分が頭にあるということです。業務用については何種以下という縛りは

しないで、相対取り引きの関係を重視したということでございます。

○委員 それともう１点、私が質問したのは、質問が下手だったのかと思うんですが、今ここ

に書いてある企業側の要望をずらずらいっぱい、結果的に並んだんだと思うんですが、そうし

ますと、その一つの、例えばビスケットはビスケットというものをつくるときに、この全部が

使われることはまずないんですねということなんです。また、ほかのものを使ったときにはこ

の全部は使われなくて、ほとんどのものがこのうちの一つですよとおっしゃるのか、その辺を

伺いたかったんです。そうすれば、いろいろな種類のものができるときにはいろいろなものを

使うからずらずらと結果的に入れるのはわかるんですが、要望次第といいますと、では、いろ
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いろなことが、これも使って、これも使って、これも使ってうちは出すといってもよろしいの

かなとか、そういうことを、ただ業務用が余り多いので結果的に私たちの口に入ってくる。お

台所では使わないけれども、ワンクッション置いて、回り回って私たちに入ってくるものなの

で、しかもまた身近なものなので、その辺が使われ方がもう一つちょっと深く知りたいんです

が。

○本間会長 そうしますと、ただいまの意見は要するに使用実績の現況をお知りになりたいと

いう、そういう趣旨でよろしいですか。

○委員 一つ一つの製品に対してこのうちの２つぐらいなのかなとか、そういう使われ方。

○本間会長 要するに、一つの、同じ製品の中に３種類も４種類も使っていい、上限の数があ

、 、 。 。りますね それがどの程度の数かという 現況をお聞きになりたい これはいかがでしょうか

○島﨑品質課長補佐 一つ一つのすべてについて、これが何種類ぐらい使われているというデ

ータは今ちょっと持ち合わせておりません。正確にお答えできませんが、例えば乳化剤の場合

は、通常私ども聞いておりますのは大体二、三種類の乳化剤を組み合わせて使うというのが一

般的だというふうに聞いております。乳化剤につきましてはその使い方によって、あるいは種

、 、類 これとこれの組み合わせによってその状況がかなり変わるということも聞いておりまして

それは非常に重要なファクターで、やっぱり何種類か必要であると、それを全部使うという意

味ではなくて、組み合わせの仕方によって、できた製品のボリューム感であるとか、まろやか

さであるとか、そういうものは変わってくるというふうなことです。

また、限定できないという意味では、マーガリンは業務用としては、パン、お菓子に主に利

用されておりますが、例えばケーキ、パン、生地の練り込みというものを使う場合と、クリー

ムの素材に使う場合とは使う種類が変わってくるということで、ただここに書いてあるものが

すべて使われるということは基本的には余り想定できない。これとこれの組み合わせ、これと

これの組み合わせというような形の組み合わせでお使いになっているというふうに聞いており

ます。

ただ、では最も多いのはどれくらいかと言われると今データを持ち合わせておりませんので

正確な回答はしかねますが、今言ったように別にここに書いてあるものをすべて使うというこ

とは基本的には考えられない。色につきましても、見ていただきましたらわかるように、比較

的今マーガリンというのは黄色系統といいますか、そっちの色でございますので、イモカロテ

ン、ウコン色素だとか、赤とか黄色じみた色を載せていると思うんです。それらはそれらを全

部組み合わせて出そうというのではなくて、微妙に違う色の違いを出そうということで、こう
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いうもの、ケーキ類に使う場合はこっちの色素、こっちに使う場合はこっちの色素という、い

ろいろな工夫があるので、幅広い色素を認めてもらいたい。これは実を言うとマーガリンだけ

ではありません。いろいろなありとあらゆる食品では、いつもある意味で対立するところでご

ざいまして、業界さんはいろいろなバラエティーの商品をつくるに当たってはいろいろな組み

合わせがあるんだからたくさん認めてほしいというのは、大体本音としてある場合が比較的多

いということでございまして、ただ、今、言いましたようにそれを全部使うということは、ど

の業界さんでも余り聞いたことはありませんし、そのボリュームによって使うということだと

思いますが。

○委員 しつこくてすみません。今のお答えですと矛盾しているんです。だったらなぜ何種以

下と書けないんでしょうか。全部使っていないと今おっしゃったので、それだったらここにあ

る中の１つ削って２つ削ってぐらいの余裕で何種以下と書けるはずではないんでしょうか。全

部使っているものはないはずだと今おっしゃるとそういう答えになります。

○島﨑品質課長補佐 おっしゃることもっともかもしれませんが、今言いましたように、一つ

の業務用の範囲、それを私は全部使っているとは思っておりませんし、聞いている範囲ではそ

うでございますけれども、そこまでの縛りは必要ないんじゃないかというふうに判断しており

ます。したがって、業務用についてはレパートリーといいますか、いろいろな場合を想定する

ということも含めて、特に縛りをしなくてもいいという判断をさせていただきまして、案を提

案させていただいております。

○委員 一般的に消費者の方が気にされる食品添加物の中で、乳化剤というのは安全性の面で

は、数がふえるという部分のところのご心配がおありになると思いますが、数がふえたからと

いってもそれほど安全の面でそんなに心配することはないのではないかと思います。ただ、一

般的に消費者の関心として高い、例えば重合リン酸、今回個々に具体的にメーカーが成分名を

お書きいただいておりますけれども、そういうものがでは非常にたくさん入っているのではな

いかとか、あとそれ以外ですと保存料、こういったものは実際に最終製品の場合はキャリーオ

ーバーということになりまして消費者の方には何が使われているのかわからないというところ

。 、 、で非常にご心配になっていらっしゃるのだろうと思うんです ただ 今回の商品のところでは

消費者が一番関心を持っていらっしゃる食品添加物の一つではないかと思います。食用黄色４

号のジアゾ系の色素が使われなくなるという意味では前よりは改善しているのかなと私は思い

ますけれども、今、非常にだんだん食生活が外部化しておりまして、また業務用のものという

のが私たちの目には何が使われているのかわからないという意味では、○○委員のご心配とい
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うのはもっともなことではないかと思っております。

ですから、私たち消費者としてもキャリーオーバーというのは法律上では別に表示しなくて

いいわけですけれども、例えばそういうものについてまでメーカーの方の情報として開示要求

をするとか、ほかの手だても含めてこういった添加物の使い方については目を開かせるという

ような形もあっていいのではないかというふうな感じもしております。

○委員 業務用の話がまだ正確に決着がついていないのかもしれませんが、別のことで質問な

んですけれども、添加物の中の香料です。香料については、つい何カ月か前にああだ、こうだ

、 、 、と 新聞紙上いろいろと騒がれたことがあるんですけれども ここでは単に香料ということで

その中身は特に示されていないんですよ。そのほかの添加物については、これについては使っ

ていいものはこれというふうに具体的に示しているわけですけれども、今後この香料について

どういう方向性になるんでしょうか。部会では特に議論なされなかったみたいに報告では聞い

たんですけれども、品質課としてはどういうお考えでしょうか。

○島﨑品質課長補佐 香料そのものは、ここで香料と書かれた場合は食品衛生法にゆだねると

いう形になります。食品衛生法で使用できるものは使用できるという形で認識をしているとい

うことでございます。多くのいろいろな品目でそうなんですけれども、きょうも今出ています

ように、消費者の方々の食品添加物に対する非常に厳しいお声がたくさんあります。その一方

で、やはり製造する際、あるいは例えば新製品をつくる際には必要だという業界さんのご意見

が必ずあります。ある意味そのコンセンサスをとるやり方で進めているというふうに申し上げ

たらいいかと思いますが、品物によってはすべての使用添加物を洗い出しをしながら、現状あ

る程度使われているところは一定認めていきながら、少しずつ削っていくというのが、多くの

今のＪＡＳ規格そのものの改正の方法だというふうに、全体的にはそういう方法でやられてい

るというふうに考えていただければよろしいのではないかと思います。ですから、香料につい

ては特に規制はしておりませんし、特に大きな議論になっておりません。

以上です。

○委員 要するに食品衛生法でということですか。

○島﨑品質課長補佐 そうです。

○委員 この調査会と若干逸脱した発言になるかと思いますけれども、こういう添加物につい

ては今度の合同の表示の委員会で、具体的に言いますとどうなるんでしょうか。一応食品衛生

法で許可された添加物の中で議論しているわけですね。

○小林品質課長 合同会議で議論いたしますのは、表示に関してということでやりますので、
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中身自体の安全性の問題についてはこれはまた別途厚生労働省の方でご議論いただくなり、あ

るいはリスクを伴うものになりますとこの食品安全委員会の方にもご相談しなければいけない

と思います。そこまで広げますと収拾がつかなくなりますので、ＪＡＳ調査会と食品衛生審議

会の表示の部分ということに限定して議論をしてもらいたいというふうに考えております。

○委員 ですから、食品衛生法では使えるものは、当該食品にあって使用可能なものは表示す

れば使えるということですね、基本的にはそういうことですね。それで、２つの方法があって

煩雑だという、一本化すべきだという議論があるわけでしょう。その中でその辺がどうなるか

ということです。

○小林品質課長 表示のルールについて今やろうとしておりますのは、この前の６回懇談会と

いうのをやったんですけれども、その中でできるだけわかりやすく表示ルールを統一すべきだ

という議論があり、それからさらにそれを進めて、法律なり全部一つにしてしまったらどうか

、 、 、という議論もあったんですが 関係省庁が現に二つに分かれていて そしてまたその考え方も

安全の方から見た表示と、商品選択から見た表示というのを機械的に一つにやるということに

ついては、将来の課題としてはあるとしても、それは現実的にはすぐには難しいだろう。そう

であれば、まずできるところ、現実に消費者なり事業者の方がお困りになられるところについ

て、できるだけそごのない表示ルールを確立するというのが現実的な対策ではないか。そのた

めには審議会も二つに分かれてやっていたのではなかなかそうは進まないので、実践的に二つ

の審議会を合同会議でやって、一遍に処理していくというのが一番効率的かつわかりやすい表

示ルールの近道ではないかということで始めていくということになっております。そういう流

れの中でやっていきますので、中身の方の、例えばこの香料はどうかとか、それから残留農薬

はどうだということについてはここで手を触れるというよりも、食品安全委員会なり厚生省の

安全審査の方でやっていただくという役割分担になってくると思います。

○委員 ですから、ＪＡＳで余りにも添加物をいろいろ規定し過ぎるから格付率が落ちてくる

理由もそこなんですね。そういう意味で、ＪＡＳの添加物に関する考え方を食品衛生法で許可

されたものはオーケーだとか、そういう一本化する動きはあるかということです。

、 、 、 、○小林品質課長 ＪＡＳにおいて ここに書いてありますように 添加物とか 保存料だとか

強化剤とか、いろいろ書いてございます。ここに書いてありますのは、今回削ったものも含め

てみんな食品衛生法上では別に問題なく使えるものでございます。したがって、食べると体に

具合が悪いとか、そういうことは別にないものなんです。ということなんですが、ここから先

は、ここまでが安全性の問題で、あとは消費者の方が選択される際にどういったものにこのＪ
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ＡＳマークをつけるのにふさわしいかという判断の区分でございますので、言われるとおり、

考え方として、食品衛生法で認められたものは全部認めていいんだということがこのＪＡＳ調

査会の消費者委員も含めてコンセンサスであればそういったことは可能かと思いますが、現在

までの議論、それから今回のＪＡＳ規格の見直しに当たっては、消費者委員あるいはＪＡＳ調

査会での今までの議論は、むしろ必ずしも必然性のないものについては、できるだけ添加物は

削った規格をつくるべきだというお話がございましたので、その方向でＪＡＳ規格をほぼ統一

的に見直しをさせていただいているということでございます。

そして、今業務用の話が出ておりましたけれども、そこについて申し上げますと、このＪＡ

Ｓ規格、大きく分けまして、実は買い手によって二通りお客さんがいらっしゃいまして、一つ

は消費者、もう一つは事業者というふうに、ターゲットは本当は少し違うのかもしれない。消

費者の方は、自分が買われる際に家でパンに塗るときにどういったものの添加物が入っている

ことを望まれるかどうかという形になると思います。事業者の場合は、例えばこのＪＡＳマー

クのついたマーガリンを使ってパンを焼いたときに、ではパンにＪＡＳマークがつけられるか

といったら別にそうではなくて、ＪＡＳマークのついていないパンを売られるわけです。消費

者の方は、マーガリンにもともとＪＡＳマークはついていたのかどうかというのは、パンを見

てもわからないわけです。そういった意味からいきますと、事業者間の取り引きをされる際に

一定の品質の規格を保証することによって取り引きを円滑にさせるということが主な目的にな

ってくる規格になろうかと思います。したがって、事業者間のものについて、事業者の方に余

り制約的なマークの限定をつけますと、実質上はＪＡＳマークのついたマーガリンはどなたも

お使いになられずに、そうでないマーガリンだけをお使いになって、今までと同じ製品を売ら

れるという形になってくるんだろうと思うんです。したがって、その辺は取り引き実態も配慮

した規格づくりというものがやはり直接に出てくるのかなというふうに考えているところで

す。

○本間会長 ほかにご意見ございましょうか。

○委員 先ほどご説明いただきまして、原材料名のところに硬化油を入れていただいたという

ことでございますけれども、例えば実際に市販されている表示を見ますと、先ほども言いまし

たサフラワー硬化油とか、コーン硬化油とか、そういうような言葉がつきますけれども、こう

いった場合は、そういうコーンとかサフラワー油というような言葉というのはお認めになる方

向なんでしょうか。

○島﨑品質課長補佐 一般的名称として認められるというふうに考えております。
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○委員 と申しますのは、この前私も部会のところで食用精製加工油脂自体の記述が消費者に

とってわかりにくいということで意見を出したものでございますけれども、消費者の方に、例

えばコーン硬化油というのと、コーン油というのとどう違うかわかりますかと言ったら、コー

ンだと思うということなんです。ですから、硬化油になってしまえば、コーンそのものの脂肪

酸とかそういうことが違ってきまして、大豆硬化油とコーン硬化油の違いなんというのは品質

的には全く違いがないにもかかわらず、由来物質を示すというだけの意味合いでコーンという

のをお使いになることは、実際に本当に品質表示という意味で意味があるのかどうか。逆に私

はここのところに硬化油とお書きいただいていますので、その方が逆にすっきりしている。コ

ーンだとか、サフラワーとか、例えばサフラワー硬化油だったら大豆硬化油よりいいというふ

うに思うのが消費者ではないかというような危惧をしておりまして，そういう意味で、サフラ

ワーとか、コーンとか、そういうものをお使いにならない方が望ましいのではないか。ですか

ら、これはコーン硬化油というふうに表示される方がシンプルで、実際に品質そのものをあら

わしていて、なまじ期待感というんですか、実際の品質というんでしょうか、栄養面という意

味での、健康面という意味での品質ということであれば、硬化油で十分なのではないかと思い

ましたものですから、意見を申し上げました。

○本間会長 ご意見ということでよろしいでしょうか。

○委員 ちょっと別の話で恐縮なんですが、アレルギーの問題につきましては、たしか厚生省

の方は 単位と、だから １ 以下という意味ではなくて、 単位というようなことppm ppm ppm

を言っておられたというふうに私は記憶しておりますので、○○さんが １ 以下というふppm

、 、 、うにおっしゃったんですが １けた単位の と こういうような意味であるということでppm

１ 以下という意味ではなくて、そういうことではないんですか。ppm

○本間会長 １ レベルはいいですね。ppm

○委員 そうなんです。ですから、要するに全体として 未満というような感じなんで10 ppm

すね。それは表示というところまでいかなくてもいいんじゃないかというふうなことをおっし

ゃっていたというふうに記憶いたしておりますので。

○本間会長 今のあれは、含量の表現の仕方の部分ですね。

○委員 別にいいんです。別にどうということではないんですが。

○委員 １つ希望なんですけれども、私１日だけ、外で買えるもので１食食べるときの添加物

が一体、食事用に５種類ほど買って、サラダとか煮物とかいろいろ買ったんですけれども、そ

のときに調べてみたら、重なっている部分もあるんですけれども、添加物だけで 種類ぐら20
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いのものが入っているんですね。そうすると、先ほど○○さんがおっしゃった添加物の考え方

なんですけれども、○○さんともかかってくるんですけれども、このマーガリンに関してはほ

とんどが業務用だというふうにおっしゃって、業務用には数の縛りがないんですね。私が思う

のには、添加物は確かに厚生省の方で大丈夫だというふうに言われています。これはあとは利

用する方の利用の仕方だと思うんですね。そうすると、きょうのように業務用で私たちの口に

入る方が多い場合は、一般家庭用よりもむしろ業務用の方を数を制限するとかそういうふうに

しないと、それを利用した私たちは、単純にマーガリンを食べていても、そのもっと前の添加

物の段階で、これはきょうのは業務用は数の縛りが全然ないので、恐らくこれを全部使うこと

はないであろうけれども、経済的なことも考えてあろうけれども、私たち消費者、使う側から

すると、マーガリンなんかすごく特殊だと思うんです、業務用の方が多くて、一般家庭用の方

が少ない。家庭用の少ない方が消費者が直接目を触れるから縛ってあるけれども、実際に口に

、 、入るのはどなたも業務用の方が多いとなったら やっぱりそのときにはそこの重要性を考えて

業務用であっても、企業の個性を出すためには許可されているものはどれでも使ってもいいけ

れども、やっぱり数の縛りをかけるとか、それは消費者が使う、使わないということではなく

て、そのときにどちらを多く使うかということで、考え方を業務用の方がこんなに多いんだっ

、 。たらやっぱり業務用の方に 同時に使える個数で縛りをかけていただきたいなという希望です

○本間会長 多くの議論をいただきましたが、それぞれポイントは感ずる部分はあるわけでご

ざいますが、しかし表示ということに関連した中できょうここで処理させていただくという中

で結論を出さなければいけないのでございます。キャリーオーバーの件に関しましてはここで

扱うということではない場面で、それは重要なものだと思いますが、表示をキャリーオーバー

でどこまで扱えるかというのは前回共同会議のときも出てきた意見でございますので、そこで

きちんとした議論をゆだねるべきであろうというふうに思います。また、あと種類の限定とい

うふうなものに関しまして、大学によりましてこういうふうな硬化というふうなのが出てくる

わけでございますけれども、実際にはどういう食品の系で、例えば抗酸化剤を使うかというと

きに、水が多い系と少ない系によって使い分けているという、効き目の多いのがあるというこ

とで、何と何の組み合わせというふうなもので、全部使うというよりは選んで使えるというこ

との方が効果的だというふうに論文等でよく出てくるんです。ですから、選べるという余地を

やはりメーカーという観点からすれば否定してしまうよりは、選べる、効果的なものを選んで

いただける。そして、使用する種類を減らしていくということの方が、私は理にかなっている

かなと、ちょっと立場を越えて申し上げたら失礼かもしれませんが、そういうふうに考えてい
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るのでございますが、きょうのご意見自身は大変重要な点を幾つかついている部分でございま

すので、今度改定に当たりまして留意していくということでいかがでございましょうか。ただ

いまの、ここで出されました原案自身は基本的にはご了解いただけますでしょうか。

○委員 先ほど私、意見というふうなことで申し上げましたけれども、解釈の仕方というのが

結構難しいこともございます。先ほどご説明のときに、給食用ということは業務用に入らない

、 。というふうにおっしゃっていましたけれども それは例えばどこで見るのでございましょうか

と申しますのが、実は私がちょうだいしたところの資料では、原材料名のところでは硬化油と

いう言葉も入っていませんで、きょう配られたものに硬化油というのを入れていただいたとい

うふうなこともありますけれども、これは多分私きのうお問い合わせをしたあるメーカーの商

品で、この食用精製加工油脂等の言葉が抜けていたということで対応していただいたんだろう

と思うんですけれども、やはりちょっとこういう文言だけを頼りにして、業者さんにしても、

消費者にしても、判断していくというときに、やはりどこを読み取ればいいのか、それから先

ほどのコーン硬化油等について、私は意見ですけれども、私の意見だけが出てそういう意見が

ありましたというのではなくて、私はできればここにご列席の方々の委員の方々はそういう私

の意見に対してどういうようなお考えなのかというのも、逆に聞かせていただければありがた

いと思っているところでございます。

それから、食用精製加工油脂については、次にＪＡＳがございますけれども、食用精製加工

油脂の中には、動物性の油脂を使っているものも含まれるわけでして、実態としてマーガリン

の中にそういう食用精製加工油脂、動物性のものを使っているものがあるのかどうかというの

は、ちょっとわかりませんけれども、例えばこれはただしというのでは、結局は今実際に市販

されているファットスプレッドの多くは、食用精製加工油脂という言葉になっているものが多

うございまして、硬化油というのは、例えば先ほど申しましたようなコーンだとか、サフラワ

ーというのを、それを ％原料として使っているよというようなものにだけ見られるよう100

な中身でございますので、ここでこういうふうに書いていただいたとしても、実態としては食

用精製加工油脂がこれからも表示として通っていくだろうということも考えられます。

食用精製加工油脂というので、消費者というか、栄養というような方で見ますと、コレステ

ロールは、例えば動物性の由来の場合にコレステロールは除去されているものなんですか、さ

れていないものなんですか。この観点のところ、アレルギーの問題もございますけれども、そ

れから私は栄養的な部分のところから摂取するコレステロールについてそんなに気にする必要

はないという立場をとっておりますけれども、ただ一般の消費者の方はそういったことも含め
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て、最近は摂取する油についても非常に気を配って高価なものを購入しているという実態もご

ざいまして、そういったところから見ますと、例えば動物性の油脂が使われているということ

が、この言葉からも見えないというような表示をもって、消費者に品質表示という観点で選ば

せるというようなことができるのかどうかというのを考えれば、おのずと本当にこの言葉とい

うのが消費者に軸足を向いている、置いた表示かどうかということでは、いささが疑問を感じ

ておりますので、そういった意味で、私だけがそういった意見を言っているのかどうかも含め

て、ほかの先生方のご意見もお聞きできればと思います。

○本間会長 そうすると、○○委員のご発言、今この原案自身はこれでご了解いただけるけれ

ども、その点に関してはほかの委員の意見をここで伺いたいという、そういうご要望でござい

ましょうか。

まず、最初の件ですが、学校給食用だという部分は、 ｇというふうなことで、それをも25

って読むというふうに解釈するんですか。

28○島﨑品質課長補佐 そういうことで想定をしております これは新旧対照表でいきますと。 、

)ページのところの水分のところに ただし業務用の製品 ｇ以下のものを除く 以下同じ、 （ 。 。25

というふうになります。この ｇ以下のものという言葉で基本的には学校給食用のものを想25

定した書き方でございます。

○委員 ということでは、学校給食で調理用に使うマーガリンについては ｇを超えている25

わけですから、逆に言うとそれは子どもの口には入るけれどもこういうものが使われるという

ふうにも読めるわけですね。

○島﨑品質課長補佐 そうです。

○本間会長 それでは、もう一つは硬化油というご意見がございまして、一言だけ、○○委員

どうぞ。

○委員 原案では硬化油は入っていなかったので、今回入っていまして、この方が私はわかり

やすい、この方がよろしかったのではないのか。恐らく、これは○○委員の意見をそんたくし

て入れたんじゃないかというふうに私思っております。原案で私賛成なんですが、この方がわ

かりやすくなっているのかなという気がいたしております。

○本間会長 要するに、硬化油のオリジンの頭につけるかつけないかということですね。これ

はご意見ですから、もしほかに、きょうはこれ自身が表示の直接対象では、コーンをつけるか

つけないかということはあれですけれども、ご意見ある人おいでですか。

○委員 表現はある程度自由な方がいいような気がしますけれども、問題は硬化油かどうかと
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いうところさえはっきりしていれば。

○本間会長 特段のご意見がないということでしょうか。

それでは、こういう硬化油のオリジンの名称に関しましては、また議論ができる場で反映さ

せていきたいと思っております。

それでは、ただいまの原案につきまして、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 それでは、原案どおりということにさせていただきますが、次の議題でございま

して、食用精製加工油脂の日本農林規格の見直し案について、事務局からご説明いただきたい

と思います。

○島﨑品質課長補佐 それでは、食用精製加工油脂、 ページから始まっております資料５54

でございます。これも例によって ページのところから入りたいと思います。56

上の方の段が廃止の是非を検討するに当たっての基準、このようになっております。格付率

％というふうに出ております。基本的にはその下、食用精製加工油脂の概要のところの100

主な用途のところを見ていただきまして、業務用 ％、主にマーガリン類の原料に使用さ100

れるということで、現在マーガリンのＪＡＳ規格に、先ほどご提案申し上げました中に、ＪＡ

Ｓのマーガリンのつく際にはＪＡＳの原料でないといけないという項があり、それが大きく影

響しているものだと、この ％はそのように思っております。したがって、今回その規定100

を削除しましたので、この５年後見直しのときには、この ％というのがあるかどうかは100

非常に疑問でございます。そういうこともご紹介して、主な用途としては、今言ったようにマ

ーガリン類の原料に使用されているということでございます。したがって、皆さんがこの食用

精製加工油脂というものをそのままスーパー等で見られることはまずないというふうにお考え

ください。

57 0.1ページ、非常に簡単な規格でございますし、改正も非常に簡単でございます。水分を

％下げたのと、基本的には食品添加物を具体化したということでございます。水分につきまし

ては、農林水産消費技術センターのデータ等から ％下げても十分であるという判断をさせ0.1

ていただきまして、 ％以下ということにさせていただきました。0.2

食用精製加工油脂については、 ページに簡単な製造工程、 ページに新旧対照表という58 59

ことで載っておりますが、新旧対照表そのものはそのまま今申し上げたところが記載されてい

るということでございます。ただ、 ページ、ちょっと専門的になりますが、測定方法を若62

干変えております。曇り点というのを測定する規定になっておりますが、これについては基準
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油脂分析法に従った方法に若干変えているというのと、一番下のところの過酸化物価は現在、

１行目の一番最後の 「これにクロロホルム」という言葉が現行右側にあると思いますが、環、

境等の観点から、左側、イソオクタンという溶媒に変えさせていただいたということでござい

ます。

ページ、パブリックコメント、ＷＴＯ通報による各国コメントはありませんでした。65

以上でございます。

○本間会長 それでは、この件につきましては部会が開かれておりまして、○○委員から部会

のご報告をお願いいたします。

○委員 食用精製加工油脂の規格案の見直しにつきましては、マーガリンと同じく７月 日25

に部会が開催されました。

改正原案の内容は、先ほど事務局から説明があったとおりです。

活発な議論が行われました。焦点は、規格としての食用精製加工油脂と、一般的名称として

の植物性加工油脂が紛らわしいという、そういう点に議論が集中いたしました。

まずは、業務用を使用したものが家庭用として販売されている。食用精製加工油脂という言

葉であるが、売られているものの中には植物性加工油脂という言葉が使われている。元の油か

ら分別してもエステル交換してもまた水素添加しても、栄養価は変わるが、消費者にはあたか

も元の油と同じようなイメージを与えているものがあるので、日本農林規格、品質表示基準等

での規制はどのようにされていくのか、紛らわしい言葉はきちんと規制していただきたいとい

う意見がございました。それで、事務局の方からは、食用精製加工油脂に該当するものは食用

精製加工油脂と表示しなければいけない。

それから、植物性加工油脂と表示されているものがあるということを言っている、これらの

規定について明確にしなくていいのか。現在の基準にない油については規定がないということ

だと、一般的名称による表現、表示となる、そういう回答がございました。

それから、加工食品品質表示基準には、食用油脂の名称として食用油脂のほか加工油脂とい

う言葉を使いなさいと規定しているが、植物性加工油脂という言葉はない、紛らわしい言葉で

、 。 。あるので これらの関係を明確にしてほしい 加工した油脂は元の油脂とは同じものではない

加工油脂の由来が強調され過ぎているというようなご指摘がございました。

それから、食用精製加工油脂になってしまうと、植物性の油脂だけでつくっていても動物性

の油脂を含んでいるのではないかと感じてしまう。事務局からは、そのように感じられること

もあるかもしれないけれども、規格にある言葉と一般的に使っている言葉とは分けて考えてい
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ただきたい。一般的には加工油脂、植物油脂、動物油脂など使われていることだ。食用精製加

工油脂と表示すると、植物性、動物性、どちらであるかわからなくなるというご指摘はそのと

おりだ。

それから、先ほどのマーガリンと同じ議論が根本にある。食用油脂とは何か。私たちは食用

油脂を範囲を広げてとるとその中に硬化油が入るのかどうかということがわからない。植物性

や動物性という言葉を使っていいのかどうかということもわからない。実際にどこまで表示と

して認められるのかということがわからない。どのような言葉が一般的名称であるのかはっき

りしていただけると誤解や疑問が解けると思う。事務局からは、食用油脂は対象が工業油脂で

あり、加工食品品質表示基準にある植物油脂、動物油脂、加工油脂などの言葉を名称として使

うことができるということだというような回答がございました。

また、今は油の質までこだわる時代である。加工食品品質表示基準で非常に大ざっぱな表示

を認めてしまうと消費者が選ぶときにわからないと思う。一般的名称が私たちの思うイメージ

とは違っている。先ほどの説明では原材料のところに大豆油硬化油ということが書かれるとい

うのかもわからなかった。そのような言葉と一般的名称にあるのかどうかということか。何度

、 、も確認させていただいているのは 大豆油と大豆油硬化油の両方を書かなければいけないのか

大豆油脂だけでいいのか、読み取ることができなかったというようなことがございました。

それから、硬化油のことについてはよくわからないけれども、原料が魚であると、魚でも動

物でも植物でも水素添加すると硬化油としての性質は同じになってしまうという認識を持って

、 、 、いたが そこのところを説明していただきたいという話がございまして これにつきましては

業界事情に詳しい委員の方から、油によって硬化すると性質は全部違う、性質によって使い分

けられている、硬化の仕方によっても違うし、水素添加のいろいろな条件にもよる。ユーザー

が使いやすい幅広い性質の油をつくるための研究をしている。

それから、硬化油は栄養的にもともとの油の性質を残しているのか。これにつきましては、

硬化するので不飽和脂肪酸が少なく、飽和脂肪酸が多くなる。硬化すると徐々に飽和脂肪酸に

移行していく。

それから、硬化油とその油を使った場合に、両方書く必要がある。植物性加工油脂と表示さ

れているものもあるということであるが、一般的名称として認めているということだ。加工食

品品質表示基準と規格とかけ離れているところがあるかもしれないが、認めているというよう

な回答がございました。

以上のような議論が主な議論でございます。
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以上でございます。

○本間会長 ただいまの報告につきまして、議論をお願いいたします。

今の原料の書き方というのが一つここでは出てきておりますが、よろしいでしょうか。

○委員 ページのところに製造工程ということで、３つの工程を書いていただいて、一番58

上に食用硬化油、食用分別油、エステル交換油というように書いてございます。先ほどの議論

を蒸し返して申しわけございませんけれども、マーガリンの場合に、さっき硬化油というよう

な言葉がございましたけれども、逆に硬化油という言葉を聞きますと、消費者はひょっとする

と機械油とか何かそんなイメージも含めてあるかもしれませんし、ですから、そういう意味で

、 、 。は先ほどの名前のところは硬化油というより 食用硬化油とか そういう言葉の方が好ましい

硬化油というのだけでは、機械油か何の油かというようなこともございますので、食用硬化油

というような言葉が好ましいのではないか。

それから、同じような考え方をしますと、例えば食用分別油とか、エステル交換油、こうい

う言葉が消費者になじむかどうかわかりませんが、こういった言葉も、例えば食用硬化油とい

うのを使われなくて、ほかの食用精製加工油脂というのを使われる場合は、食用分別油という

ようなものが出てくる可能性もあるというふうに考えてよろしいわけですか。

○島﨑品質課長補佐 基本的には硬化油が機械油のように感じられるということ、先ほど言わ

れていました、例えば硬化大豆油だとか、硬化コーン油というのも、基本的には問題ないとい

うふうに私どもは考えておりますし、実際の商品の原材料表示を見ますと、圧倒的というか、

ほとんどが食用精製加工油脂から食用植物油脂、マーガリンなんかはそのような２種類の表現

が非常に多いかというふうに思います。硬化油だけにするのか、もう少しおっしゃるような食

用硬化油だとか、その硬化大豆油だということにつきましては、その表現につきましては若干

事務局の方で再度検討させていただきたいというふうに思います。

○本間会長 ただいまの○○委員の話の部分でございますが、硬化油という名前は、大学の教

科書を見ればきちんと書かれている、非常に明確な操作なんですね。ですから、硬化油という

そのもののサウンドだと機械油ととられるかもしれないというのは、少し取り過ぎではないか

というふうに私は思いますが、明確に硬化油というのはある操作を施したということの。

○委員 化学的な知識をお持ちの方、大学で勉強されたような方はそういったことについて常

識的にお考えになっていらっしゃいますけれども、実際に今回の品質の部分のところで、消費

生活センターの相談の窓口をしている相談員さんにも聞きました。でも、そのような知識を、

いろいろ商品知識も含めて持っていらっしゃるような方であっても、そのような知識、硬化油
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という言葉はわからないというような答えでございまして、ですから、私もずっと食品関係の

仕事をしておりますので、硬化油ということで何も疑問なく思うんですけれども、やはりそう

いう言葉については消費者にとってどういうイメージでどうとらえられるものなのかというの

も踏まえてお選びいただいた方がいいのではないかと思っております。そういう意味ではいろ

いろとお考えいただければいいので、この場で議論をするつもりはございませんけれども、そ

ういうことでお考えいただければと思っております。

○本間会長 ほかにご意見ございましょうか。

今のお話自体はもっと時間があればやってみたいところでありますが、きょうこの限られた

時間でございますので。

、 、ほかにただいまの表現 同じ素材を言うにも確かに消費者がわかる言葉というご発言の部分

これは精神においては大事だろうと思いますが、正確さをそこで失うということももう一方で

あるわけです。ですから、ここで私も多少立場を越えて申し上げましたけれども、お許しくだ

さい。

この部分に関しまして、何か疑問点ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。

もしなければ、それでは原案どおりということで、言葉と用語につきましてはどうぞひとつ

これからまたわかるような言葉ということを心がけるようにいたしましょう。

さて、それでは次に移らせていただきまして、ショートニングです。

○島﨑品質課長補佐 ショートニング、 ページから始まりますが、 ページから入りたい68 70

というふうに思います。

上の段が、例によって廃止の是非を検討する当たっての基準でございます。このようになっ

ておりまして、格付率 ％、下の段にショートニングの概要、業務用が ％、消費者向100 99.9

けが ％ということで、わずかにスーパー等でビスケット等、おうちで焼き菓子などにお使0.1

いになるために販売をされているというものでございます。

次のページに改正の内容、これも非常に簡単でございます。酸価、これは から とい0.3 0.2

うことで、 下げさせていただきました。これも農林水産消費技術センター等のデータ等か0.1

ら 下げるに何も問題がないという判断をさせていただきまして下げさせていただきまし0.1

た。食品添加物は同様の見直しを行いまして、酸化防止剤、没食子酸、Ｌ－アスコルビン酸、

ステアリン酸エステル、ジブチルヒドロキシトルエン、ｄｌ－α－トコフェロールは削らせて

。 、 、いただきました 業界要望等ありまして Ｌ－アスコルビン酸パルミチン酸エステルを加えて

これらのうち３種以下という制限を加えさせていただきました。
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乳化剤につきましてはこの記載されているとおりでございますが、業務用以外につきまして

は３種以下ということにさせていただいております。

着色料もマーガリンとほぼ同様の見直し結果でございます。

消泡剤も業務用の製品に使用する場合に限るということで、シリコーン樹脂の使用を認めて

おります。

ページに簡単に製造工程、参考までに、 ページ以下が今申し上げました新旧対照表で73 74

ございますが、 ページのところの表示の部分は削らせていただきます。75

あと ページ、パブリックコメント、ＷＴＯ通報による各国のコメントはございませんで78

した。

以上でございます。

○本間会長 それでは、この件に関する部会が開かれておりまして、部会の報告を○○委員か

らお願いいたします。

25○委員 ショートニングの日本農林規格の見直し案につきましては マーガリンと同じ７月、

日に部会が開催されました。開催原案の内容は先ほど事務局から説明のあったとおりですが、

原案どおり承認されました。

主な議論を紹介いたします。先ほども説明ありましたけれども、ショートニングは ％が99

業務用だと。消泡剤について、 ページのところにありますけれども、業務用の製品に使用72

する場合に限るということになっているけれども、この規定があるということはシリコーン樹

脂は最終消費者向けには使ってはいけないということですから、使っていけないものを我々は

使っているのか、そんな気がする。シリコーン樹脂がどういう効果があって、どういう功罪が

あるのか知らないけれども、それを教えていただきたいという話がございました。これについ

ては、事務局の方から、基本的には泡を抑えるために使用するものですが、業務用では揚げ物

に使われていると思う。したがって、それらのものに消泡剤を使用できる、そういう効能にな

る。ただ、業務用には表示義務が基本的にありませんので、基本的にはメーカーさんとの取り

引きで考えることだと思う。品質表示基準では表示の義務がありませんが、食品衛生法では食

品添加物の表示義務がありますので、食品添加物については表示されていますということでご

ざいました。業界事情に詳しい委員の方から、消泡剤の件についてはほとんどフライ用に使用

されている。フライ用といいますと、古くなってきますと泡がたまってくる、これを日持ちよ

くする、コシを強くすると申しますが、そのために消泡剤をほんのわずか添加すると泡の出方

が抑えられる。普通のショートニングには使用されていません、そういうような説明がござい
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ました。

それから、着色料を２種類以下使用できることになっているけれども、白いショートニング

に着色しようということなのかという質問がございまして、焼き菓子などお使いになる際に販

売されているものは白いと思うが、これも取り引きにおいて色をつける場合があるということ

でございます。業界事情に詳しい委員の方から、白いショートニングには窒素ガスが入ってい

る。ユーザーさんの方で使いやすいようにガスを入れないとガチガチになってしまう。色をつ

けるというのは、色をつけてくださいという要望があるからである。そういうものには着色を

しなければならないですというような説明がございました。

以上でございます。

、 、 。○本間会長 それでは ただいまの部会の報告も含めまして 議論をお願いしたいと思います

○委員 部会に出ておりましたのに質問するので申しわけないと思うんですけれども、 ペ75

ージのところの表示の方法については削るというふうになっておりますけれども、消費者の方

でごく一部ですけれどもショートニングを使う場合がございますけれども、その場合の表示と

いうのは何で見ればよろしいんでしょうか。

○島﨑品質課長補佐 ショートニングの品質表示基準がございます。実を言うと、品質表示基

準の訂正がございませんでしたのでここには載せておりませんが、ショートニングは別に品質

表示基準がございます。今、お手元にお配りします。非常に簡単なもので、改正等をする部分

がありませんでしたのでここには提案をしておりませんが、ここの品質表示基準によって表示

をしていくという形になります。

○本間会長 今、○○委員のお尋ねの件でございますが、このショートニングの規格は改正し

なければいけないけれども、表示の方は変更部分がないということにおいて省略してしまった

ということで、これで知ることができる、よろしゅうございましょうか。

○○委員のご報告の中で、シリコーン油の消泡剤の効果というふうなのが専門的な議論が

交わされたということですから、これも納得していただいたということでございましょうか。

表示は今回対象ではございませんけれども、規格の方について、同様にご承認いただけまし

ょうか。

( )「はい」の声あり

○本間会長 それでは、この（２）の４番目の項目に移らせていただきまして、畜産物缶詰及

び畜産物瓶詰の日本農林規格ということで、ご説明いただきたいと思います。

○島﨑品質課長補佐 資料７番、通し番号 ページから始まっております缶詰及び瓶詰の日81
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本農林規格ということで、 ページをごらんいただきたいと思います。82

これは、この畜産物缶詰及び畜産物瓶詰につきましては、ちょうど１年前の部会で審議をさ

れておりまして、それから１年かかってしまったということでございます。その最も大きな点

は、見直し結果の（３）でございます。ここの ページの２番の（３ 、コンビーフ缶・瓶詰82 ）

、 、 、について 使用できる原材料のうち馬肉を削除することということで これは削除をした結果

そのあとパブリックコメント等で若干調整が必要であったということでございます。それにつ

いてはおいおい説明をさせていただきます。

ページは、今までの図よりちょっと詳しく書いてありますが、基本的には廃止の是非を83

検討する当たっての基準でございまして、改正または確認でございます。

ページ、大ざっぱに、今の現行、左側の規格がどうなっているかといいますと、食肉水84

煮缶詰・瓶詰、瓶詰は省略させていただきますが、水煮、味付、油漬と、それぞれ調味液によ

って規格が分かれていた。さらに、ソーセージ缶詰、畜肉コンビーフ缶詰、家きん卵缶詰、そ

れからその線の下、これはすべて廃止をさせていただきますが、やきとり、ベーコン、ハム、

ランチョンミート、その他ということで、こういう規格が現行ございました。この真ん中の線

より下の部分はすべて廃止ということにさせていただくということで部会が通過しておりま

す。

ページに少しその内容が詳しく書いてございます。これも真ん中の線より下の部分は生85

産量が非常に少ない、もしくは格付率が非常に少ないということから、廃止をさせていただき

たいということで、部会にかけさせていただきまして、通過をしております。

次は ページ、もう少しわかりやすく書かれたものでございます。現行規格、上の方、食86

肉につきましては、水煮、味付、油漬と、３つの規格があります。家きん卵については水煮だ

けですよ、コンビーフ、やきとり以下は調味液別なしの規格になっていますよというのを、食

肉につきましても特に調味液別の規格をやめさせていただきまして、食肉一本、家きん卵につ

きましては水煮のみ、コンビーフ、ソーセージはそれぞれ調味液別なしということで、単純化

したというのが表現的には一番いいかと思いますが、そのように改正をさせていただきたいと

いうことでございます。

ページ、これは今言いましたように、調味液の部分がすべて削除させていただいたとい87

うことでございます。つまり、上が水煮の調味液、それからその下の部分が味付缶・瓶詰の調

味液、次のページに行きまして ページ、食肉油漬の部分の調味液、これらをそれぞれ削除88

させていただきました。改正の理由としては、調味液に使用する原材料の種類が多様化してき
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たことから、対応するためにこういう単純化した規格にさせていただきましたということでご

ざいます。

ページ、今度はソーセージ缶・瓶詰及びコーンビーフ缶・瓶詰の改正案でございます。89

これはちょっと欄が抜けておりますが、真ん中の線より右側が改正案でございます。左側が現

行でございますので、その旨ごらんいただきたいというふうに思います。

ここでもこの３、４、ソーセージ缶・瓶詰につきまして、３、４、臓器、種ものにつきまし

ては、現実こういうソーセージ缶・瓶詰はウィンナーしかなかったということから、この臓器

や種ものは必要ないということで削除させていただきました。

次に、 ページ、コンビーフ缶・瓶詰、ここが最も大きな点でございます。１番の食肉の90

ところに現行は牛肉及び馬肉ということで、現行のコーンビーフ、後で出てきますがニューコ

ンビーフといわれるものに馬肉を認めていました。それを今回馬肉を外したということでござ

います。あと調味料につきましては３の下の方、動植物の抽出濃縮物やたん白加水分解物につ

いては削除させていただきました。

次に、 ページから、食品添加物につきましては、これもいつもの提案でございますが、91

必要最小限にしましょうということで、かなり削除させていただきました。食肉水煮缶・瓶詰

につきましては、すべて削除でございます。味付缶・瓶詰は 調整剤、増粘剤、香辛料抽出pH

物を削除させていただきました。

ページ、油漬も、ＪＡＳをもし受ける場合はこれらは一切使用できないということです92

べて削除させていただきました。

その下、ソーセージ缶・瓶詰は、４の発色助剤、５の 調整剤等を削除させていただきまpH

した。

、 、 、 、 、93 ページ 畜肉コーンビーフ缶詰につきましては 結着補強剤 それから発色助剤 ２番

４番、５番というところを削除させていただきました。

それから、 ページの香辛料抽出物も削除させていただきました。94

家きん卵につきましては、すべて削除させていただきました。

さらに、 ページ、コーンビーフ缶・瓶詰の品質基準の改正ということで、現行規格コー95

ンビーフにつきましては、粗脂肪でその品質基準を定めておりましたが、コーデックス規格と

の整合性を図るという観点から、これを粗たん白質にさせていただきました。

それでは、そのあと ページからの新旧対照表になります。ここでは、 ページをごらん96 97

ください。 ページ、右側上の方に、畜肉コーンビーフ缶詰又は畜肉コーンビーフ瓶詰とい97
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う欄がございまして、ここの定義のところで、一行目に、牛肉又は牛肉及び馬肉をあわせたも

のという表現が記載されているかと思います。これらを馬肉の部分を全部削除させていただき

ました。つまり、今後は牛肉しか使えないということになります。

あと、新旧対照表は非常にボリュームが多うございまして、先ほど言った内容と表示の部分

は規格から削らせていただいたという内容で見ていただきたいと思います。

まず一つ、パブリックコメントの方の ページからご紹介したいと思います。意見とし134

て、先ほどキャリーオーバーというお話がありましたけれども、これもキャリーオーバーに関

するご意見が出されました。家きん卵水煮缶・瓶詰では、改正後は食品添加物が使用できない

ことから、一切削らせていただきましたが、加工助剤、キャリーオーバーも使えない旨を明記

した方がいいのではないかという、いわゆるご意見をいただきました。これは委員の方は、次

の ページのところにちょっとわかりやすくあると思いますが、一覧表みたいなものの下135

に、例えば水煮の製造工程で身崩れ防止の目的でクエン酸をお使いになって、その後水洗い、

、 、 、除去してしまう これは加工助剤になりますねということで 一切使用できないということは

これも使用できないということを、この際明記をされたらというご意見だというふうに思って

おります。これはほかの規格でも同様の意見がございましたが、現在ＪＡＳではここまでの縛

。 、 。りをかけておりません 加工助剤 キャリーオーバーについては基本的には明記をしていない

つまり、例えばほかで言うと植物油脂なんかで抽出に使うヘキサンだとかもそうなるとすべて

書き込まないといけないということになってしまいますので、これらは簡単に言うと使用はで

きるということでございます。

あと、品質表示の方に行きたいと思います。 ページから入りたいと思いますが、これ138

は最も大きな内容の、今までとは違う順番の説明の仕方をさせていただきますが、 ペー152

ジのパブリックコメントからごらんいただきたいと思います。

先ほど申し上げましたように、今回の規格改正の表示の部分で最も大きなところかもしれま

せんが、いわゆるコンビーフの中に馬肉を排除をさせていただいた関係で、ニューコンビーフ

という言葉は使えないということにさせていただきました。その際に、一つは、わざわざコン

ビーフをコーデックス規格にあわせる必要がない、コーデックス規格では牛しか使えないとい

うことがあるんですけれども、あわせる必要はないんじゃないかというご意見がありました。

これにつきましては、私どもはコーデックス規格にあわせたというよりも、ニューコンビーフ

という語源からいくと、牛しかなかなかイメージにないんじゃないか。誤解を招くという認識

のもとにこの際馬肉を削らせていただきましょうということで削らせていただきました。
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そうした場合に、次にコーンドミートという名称を使用したいというパブリックコメントが

ありました。簡単に言うと塩漬肉というふうに申し上げたらよろしいかと思いますが、これに

ついてはこのパブリックコメントをめぐって事務局でも議論はさせていただきましたが、事務

局だけで判断するには非常に危険といいますか、非常に判断し切れないということから、消費

者説明会等もう一度させていただきまして、これについての意見をお伺いしましたところ、ニ

ューコンビーフのかわりの言葉としてはいいのではないでしょうかというようなご理解をいた

だきましたので、今から説明させていただきます今回の品質表示基準にはコーンドミートの名

称を盛り込んでおります。

次に、表示の切りかえ等があることから経過期間を カ月程度認め、これはいろいろな品24

物でそういうことはあるんですけれども、特に缶詰の場合は非常に負担が大きいということも

理解は私どももしておりますが、経過措置についてはこれらを考慮しながら決めていきたいと

いうふうに考えております。

それでは、その旨頭に置いていただきまして、 ページの品質表示基準のところ、資料138

８の頭から簡単に説明させていただきたいと思います。

新旧の方にいきなり行きたいと思いますので、 ページから恐れ入りますが見ていって140

いただきたい。

新旧の方では、ここの一番上の食肉水煮、食肉味付、食肉油漬と、３つ並んで字が非常にい

、 、 、っぱいあって見にくいんですけれども 現行の方 右側アンダーラインが引いてあるところは

いわゆる食肉缶詰、食肉瓶詰というふうに一本にさせていただきましたということでございま

す。

それから、コンビーフのところでございますが、 ページのところに、現行左側、波線143

のようなアンダーラインが引いてあるかと思います。ここに牛肉と馬肉を併用したものは、一

番最後の 「を塩漬し、煮熟した後、ほぐし又はほぐさないで」と書いてありますが 「ｂの、 、

規定にかかわらず 「コーンドミート」と記載することができる」ということに、ここに入れ、

させていただきました。

なお、コーンドミートと書きましても、そのそばには牛肉、馬肉という言葉を書かないとい

けないということになっています。そのことは ページの方をごらんいただきたいと思い149

ます。第５条の（１）でございます。読ませていただきますと 「 １）食肉缶詰又は食肉瓶、（

詰及び食肉を詰めたその他の畜産物缶詰又はその他の畜産物瓶詰にあっては、商品名の表示さ

れている箇所に近接した箇所に、背景の色と対照的な色で、商品名の高さの２分の１の高さで
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あって、かつ、日本工業規格Ｚ８３０５に規定する９ポイントの活字以上の大きさの統一のと

れた活字で、使用した食肉の名称を記載すること」ということになっておりますので、一応何

が使われているかということはおわかりいただけるかと思います。

大体わかっていただけたと思うんですが、一応今日別紙で畜産物缶・瓶詰の改正についてと

いう１枚紙が机の上に乗せてあったと思いますが、横になっております、横紙でございます。

字を追うのは大変ですので、一応こんな感じで現行と改正案、いわゆるニューコンビーフ、非

常に親しまれたニューコンビーフというものでございますが、現実は牛肉のみを使用したコン

ビーフよりはるかにたくさん販売されているものでございます。したがって、馬肉を使ってい

ても知っておられない方もいらっしゃいましたし、十分知っておられた方もいらっしゃったと

いうのは現実だと思いますが、これをここの右側、改正案のところではコーンドミートという

ことで、その他の表示、馬肉、牛肉というような名称にしましょうということで、今回この改

正案をご提案したいということでございます。部会から１年近くかかってしまったのは、ここ

の部分が非常に大きな要素があったというふうにご理解をいただきたいというふうに思いま

す。

以上でございます。

○本間会長 それでは、この件につきましても部会で専門的に検討されておりますので、○○

委員からご報告をお願いいたします。

○委員 畜産物缶詰及び畜産物瓶詰の日本農林規格の見直し及び品質表示基準につきまして

は、昨年の 月 日に部会が開催されました。部会員 名中 名が出席されました。12 13 27 24

活発な議論が行われましたが、主な議論の内容をご紹介いたします。

まず、第１に、馬肉の入ったコンビーフ、ニューコンビーフの廃止についてでございます。

これにつきましては、今回馬肉の入ったコンビーフが廃止となっている、この名称は馬肉が入

っているので名づけられ、 年前に役所、業界で名称を決定した経緯がある。ニューコンビ40

ーフは受検率が高く、廃止するものはいかがなものかという意見がございました。

消費者委員の方からは、ニューコンビーフは安いからよく買っていた。馬肉が入っていたと

は思わなかった。まがい物はよくない、コンビーフは牛肉のみでつくるものと思っている。

それから、ソーセージは馬肉が入っており、馬肉がだめだというわけではない。ニューコン

ビーフは別の名称で考えて続けていけばいいのではないか。

それから、 ％コンビーフは油っこくて食べられない。価格が高い。馬肉を入れると食100

べやすくなるというような話もございました。
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事務局の方からは、国際規格との整合性を図る観点で改正を考えている。コーデックスでは

牛肉のみの規格となっている。馬肉のまざったものについて、その当時は業界に規格化するか

を確認したが要望はなかった。それから、コーデックスでは使用についても粗たん白を基準と

している。粗脂肪と粗たん白の両基準をつくってもよいがそれでは業者の負担になり過ぎる、

今回は粗たん白だけを基準とすることとしたいという話がございまして、これに対しまして、

粗脂肪と粗たん白の基準について相関関係があるかという議論が行われました。これにつきま

しては、直接の相関関係はない。粗たんぱく質は肉の量であり、コーデックスは肉の量を規定

する意味で粗たん白質を基準としている。一方、ＪＡＳでは肉の脂肪分と添加した脂肪の総量

として粗脂肪を規定している、この２つについては直接の相関はない。

それから、コーデックス規格にあわせる流れは理解できる。粗たん白質が ％以上との基21

準であるが、消費者ニーズは脂肪の低いものであるので脂肪に重点を置いてきた。これから受

検するために商品開発を変えていく必要がある。世界には大別して、欧州、南米、そして日本

の３種類のスタイルがある。それぞれが違いがあるのに国際規格との整合性のため規格を統一

する必要があるのかというような議論もございました。

それから、日本には日本の嗜好がある。国際規格との整合性というが国によって製品は異な

るのではないかというような意見がございましたが、事務局の方からは、ニューコンビーフを

どう取り扱うかは別、必要ならば別基準を規格化すればよい。日本だけ国際規格と整合化しな

いためにはそれなりの理由が必要になるというような回答がございました。

それから、事務局の方から、缶詰は長い歴史があり、原料の組み合わせも多種多様である。

これは企業の創意工夫の結果であり、決して否定するものではない。しかしながら、ニューコ

ンビーフは世界で受け入れられるだろうか、別立ての規格をつくり、消費者に説明していくこ

とが本質ではないか。そのときの名称がニューコンビーフで適当かどうかわからないが、いず

れにせよ消費者に誤解を与えないことが必要である、このことについて業界に以前聞いたとき

はその気はないということだった。規格化することについては歓迎したい。

それから、粗たん白 ％以上の基準は肉がきちんと入っているかどうかの基準である。粗21

脂肪、粗たん白の両方入れる要望があれば別に考えたい。両方入れることについて業界として

は可能かという質問に対しては、業界側からは不可能だという回答がございました。

それから、第２点は、調味液の規定の削除についてでございます。調味液の規定を削除する

とどういうものがふえると想定しているのか。基準が削除されると何でも使えるようになり怖

いという話がございましたけれども、事務局の方からは、今のままだと本質的には影響しない
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のに、ほんの少しだけ入れただけでも受からないことになる。例えば、食塩と糖類はＪＡＳで

使えるが隠し味で酢を入れるとそれだけで規格に受からない。一般の食材を想定している。え

たいの知れないものが使われるとは考えていない。これが使えることをはっきり明記してほし

い。全くのバリアフリーにするのは少し不安だ。これに対して、事務局からは、調味料に何か

を使うことをもってＪＡＳ相当品になるかならないかを議論するのはおかしいという話がござ

いました。

第３点目は、猶予期間についてでございますけれども、缶詰の日付表示の問題がある。食品

添加物を規制すれば消費期限に影響が出てくる。今までどおりにはいかないので科学的な検証

が必要となるわけだが、検討するには時間がかかる。猶予期間を長く取ってほしいというご意

見がございまして、事務局の方からは、１年を想定しているけれども、特別の事情があれば別

途検討するというような回答がございました。

以上のようなやりとりがありまして、部会に提出された原案は承認された、そういう経緯を

たどっております。

以上でございます。

○本間会長 ただいまの報告の中に、大変我々の食習慣というんでしょうか、そういうものが

潜んでいるということがございまして、またこれは多くの議論があるのかもしれませんが、い

かがでございましょうか。馬肉を入れるということを規格から排除したということによって、

名称も入れたものは変わってくるというのが一つの道筋でございます。○○委員、ご意見ござ

いますか。日本独特の加工技術として発達した、それが嗜好に合った、安かったということに

おいて、しかし、我々はそれを整理しなければならないということでございますね。

○委員 コーンドミートの方についての品質、こういう規格というものの策定は予定されてい

るんでしょうか。私たちやはりＪＡＳであれば、例えば品質がいいものを選べるというような

ことであれば、逆に言うとコーンドミートも外れている状況ではなくて、ＪＡＳというのがま

たできるということもあってもいいのではないかという気がいたしますけれども、いかがでご

ざいましょうか。

○島﨑品質課長補佐 現在のところは特に考えておりません。ただ、見直し基準におきまして

は新たにつくる基準もできておりますので、要望等ありましたら、その基準に沿ってつくって

いくというのは全然問題ないかというふうに思っております。

以上です。

○委員 ページのご説明いただきまして、先ほどの議論でも粗脂肪と粗たん白の話がござ95
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、 、 、 、いましたけれども 粗たん白質で ％というと 肉質 いわゆる水分も含めてですけれども21

お肉としてどのくらいに当たるのでしょうか。多分そちらから消費者の方がお肉がたっぷりあ

って脂肪自体がそんなに多くないというようなこともある程度はわかるのかなと思いますが、

今のままではやはりコンビーフというのが消費者の方からすれば脂肪が割合多い、少ないのを

選びたいという部分のところで、表示のところからどういうように見ていっていいのかという

のはちょっとわかりかねる部分もございまして、教えていただければと思います。

○島﨑品質課長補佐 どれくらいかというのは、手元にデータがないんですけれども、基本的

。 、 、にはコーデックス規格そのものにあわせていただいた ただ 聞いているところによりますと

日本人が好むちょっとソフトな感じではなくて、肉そのものがやや固目の感じになるのではな

いか。ですから、今現在日本の我々が食べている、ニューコンビーフが非常に売れているとい

、 。うのは そういう食感がある意味では受け入れられているということでもあるかと思うんです

ただ、今回のことで本物志向といいますか、そういうことがあるので、誤認を与えないという

ことから外しましょうということだと思います。

それから、脂肪については一部改定した部分があります。コンビーフのたん白含有率、簡単

にご紹介をさせていただきます。現在のコンビーフのＪＡＳ品が大体 ％から ％、 ％20 22 23

ぐらい、食べられるので ％ぐらいということになっておりまして、ある意味では切れるの23

が幾つかある。 ％弱ぐらいのものがあるかもしれませんが、大体この数字で幾つかのもの20

は大体は拾えるのではないかというふうに、ただ部位によってかなり異なるということは言え

るようでございます。

○本間会長 いかがですか、ほかにご意見ございましょうか。

、 、 、○委員 というと 今のご説明からいきますと 現行で ％以下ということを満たしていて20

粗たん白質は ％とか ％とかになるというようなところで、余り粗脂肪としてこれ以上に20 23

膨らむというような心配はしなくていいというふうに考えてよろしいでしょうか。

○島﨑品質課長補佐 そのとおりだと思います。

○本間会長 それでは、いかがでしょうか。日本人の工夫の部分が規格から外れる。しかし、

それはかなりメジャーな部分で、なおかつ規格の将来余地があるかもしれない、こんなことを

言ってはいけませんね。そういうふうなもので、今までのとはちょっと違うというところでご

ざいますが、それでは、ご承認いただいたということにさせていただきます。

それでは、規格の最後でございますが、ドレッシングの日本農林規格のご説明をお願いいた

します。
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○島﨑品質課長補佐 資料９、 ページから始まります。説明は ページからさせてい158 160

ただきたいと思います。 ページ、廃止の是非を検討するに当たっての現在の基準はこの160

ようになっておりまして、改正または確認ということになります。

ページ、ドレッシングの現行規格体系を理解をしていただければと思います。まず、161

現行でございますが、上、半固体状ドレッシング、乳化液状ドレッシング、分離液状ドレッシ

ングと、ＪＡＳ規格は大きく３つに分かれております。半固体状ドレッシングの中に、マヨネ

ーズとサラダドレッシング、それから乳化液状ドレッシングの中にフレンチドレッシング（乳

化 、分離液状ドレッシングの中にフレンチドレッシング（分離）という区分が現在されてお）

りました。それが、改正後、下の図になります。半固体状ドレッシングの中には、マヨネーズ

とサラダクリーミードレッシング、これはサラダドレッシングと異なる定義で、サラダドレッ

シングを廃止して、サラダクリーミードレッシングという、新たな規格を設けたというふうに

ご理解ください。それから、フレンチドレッシングにつきましては、今回削除をさせていただ

きました。

次のページ、 ページに、現在の生産量から見たそれぞれのものについて、グラフにし162

ておきました。ちょっとわかりにくいかもわかりませんが、今回廃止をします規格、サラダド

700 8,837 1,104レッシング フレンチドレッシングにつきましては この円グラフの左下、 、 、 、 、

というふうに出ておりますが、この３つが廃止になるということでございます。全体から見た

ら非常に少ないということをおわかりいただけたかと思います。

次のページ、 ページ、ＪＡＳ規格についてということで、ドレッシングの種類でござ163

いますが、下から３つ目サラダドレッシング、下から２つ目フレンチドレッシングにつきまし

、 、 。ては 削らせていただきまして 新たにサラダクリーミードレッシングというのを追加します

サラダクリーミードレッシングとはどういうものかといいますと、皆さんがほとんどマヨネ

ーズとしてお使いになっているかと思います。いわゆるカロリーの少ない、ハーフタイプとよ

くいわれる、名称に何とかハーフというふうに書かれているかと思います。そういう名称のマ

ヨネーズタイプのものが最近非常にはやっているということで、これに対する規格化を消費者

の方もご要望なさっているということから、ではつくりましょうということで今回規格の中で

追加をさせていただきました。

なお、その下の（２）定義及び粘度の単位の変更でございますが、半固体状ドレッシングと

cP Pa sか 乳化液状ドレッシングの分類は基本的には粘度でしております その単位が から ・、 。

になりましたので、それを単位の変更をさせていただくということでございます。
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それから、マヨネーズにつきましては、この中の、現行右側、一番下、酸味料につきまして

は使用しなくても十分だということで削らせていただきました。

、 、 、 。次 ページ サラダドレッシング フレンチドレッシングは削らせていただきました164

その下、サラダクリーミードレッシング、これは半固体状ドレッシングのうち、卵黄及びでん

粉又は糊料を使用しというふうな定義にさせていただきました。これは油分がどうしても少な

いということで、ボリューム感が出ないということからでん粉もしくは糊料の使用を認めてい

きました。

さらに、色は非常に油分が少ない等のことから白っぽくなるということで、着色料を認めさ

せていただきます。 ページにそこの部分を盛り込ませていただきました。165

改正理由でございますが、近年マヨネーズに比べて油脂分を少なくした新しいマヨネーズタ

イプのドレッシングが増加しているために、新たに定義を設けるとともに、業務用中心のサラ

ダドレッシング、フレンチドレッシングにつきましては、削除をさせていただきました。

その下、マヨネーズの規格でございますが、クエン酸の使用量が規定されていましたけれど

も、酸味料のクエン酸そのもの、これは食品添加物の下の方に削るとありますが、酸味料のク

エン酸そのものを削らせていただきましたので、この規定は必要なくなりましたので削らせて

いただきました。

次、 ページ、サラダクリーミードレッシングの規格の追加でございます。この中で特166

徴的なのは、まず油脂分です。性状、水分、油脂とありますが、油脂分、 ％以上、 ％未10 50

満であるということで、ここで規定をさせていただきました。マヨネーズは ％以上の油脂65

分になっております。ただ、基本的にはＪＡＳマークのついたものはこの範囲の油脂分である

。 、というふうにお考えください 品質表示基準の定義の中では油脂分をうたっておりませんので

これ以上の可能性もあります。

次のページ、 ページ、半固体状ドレッシングの規格改正、これは食品添加物の部分、167

コハク酸一ナトリウムを削らせていただきました。

次の ページに行っていただきまして、酸味料ＤＬ－酒石酸等幾つか削らせていただき168

ました。乳化剤については具体的に書きあらわさせていただきました。着色料はかなり減らさ

せていただきまして、ニンジンカロテン等にさせていただきました。

糊料、カロブビーンガム、トラガントガムなどは削除させていただきました。

酸化防止剤は、ミックストコフェロールとＬ－アスコルビン酸ということにさせていただき

ました。
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次、 ページ、品質表示基準についてでございます。これにつきましては、ドレッシン169

グタイプ調味料というのを新たに品質表示基準で追加をさせていただきました。一番下のサラ

ダクリーミードレッシングにつきましては、先ほどの規格と同様でございます。ドレッシグタ

イプ調味料といいますのは、皆さんノンオイルということで比較的使われているドレッシング

でございまして、これについて当初規格化の要望などもありましたが、まず規格化は品質仕様

を定めるのが非常に困難であるということから、今回規格化を見送らせていただきました。た

、 、 、だし 今 ドレッシングとして現在消費者の方々に非常に広く認知されているということから

定義については、今現在ガイドライン上の定義で動いておりますけれども、これを品質表示基

準上の定義にしましょうということで、追加をさせていただいたということでございます。

ドレッシングタイプ調味料の定義につきましては、その下のところ、食酢又はかんきつ類の

果汁にということで、主としてサラダ用に使用するものということで定義をつけさせていただ

きました。

ページにそれぞれの定義があって、サラダドレッシングとフレンチドレッシングにつ170

いては、品質表示基準からも削らせていただきました。

ページには、サラダクリーミードレッシングということを新たに設けさせていただき171

ました。

この改正理由は、先ほど申し上げたとおりでございまして、ドレッシングタイプ上にはガイ

ドラインとしての表示指針はありますが、市場規模が非常に大きいということ、業界からの要

望も強いということで、盛り込ませていただきました。

表示禁止事項でございますが、これは部会で若干議論になりました。ノンオイルドレッシン

グについては、 ｇ中の脂質量が３ｇ未満についてノンオイルドレッシングという表示を100

認めました。

なお、栄養改善法では基本的には ですが、栄養改善法も同様にドレッシングについて0.5g

は同様な例外を設けております。

ページ、マヨネーズの簡単な製造方法、参考までに記載をさせていただきました。173

新旧対照表、 ページから記載をされておりますが、今、説明したとおりの内容でござ174

いますので、省略をさせていただきたいというふうに思います。

それから、 ページ、パブリックコメントでございますが、パブリックコメント、ＷＴＯ186

通報のコメント、双方にありませんでした。

189続きまして、ドレッシングの品質表示基準の方をあわせてご提案したいと思います。
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ページ、資料 からでございます。10

先ほど基本的には説明させていただきました、 ページ改正の内容ということで、ドレ190

ッシングの日本農林規格が改正されることに伴って改正をするとともに、ドレッシングタイプ

調味料の定義を定めるということで、 ページ以下新旧対照表で記載をさせていただいて191

おります。

パブリックコメントでございますが、 ページ、まず１件ございまして、一括表示の原194

材料名欄に「純米酢」と記載できるよう検討してもらいたいというようなパブリックコメント

が入りました。事務局側で検討させていただきました。純米酢というのは、今の食酢の品質表

示基準でも商品名としては認められております。しかしながら、一括表示としては純米酢とい

うことは認められておりませんで、一括表示の名称欄には純米酢という言葉はできません。し

たがって、原材料については一般的名称ということでございますので、今までどおり米酢とい

うことになるかと思います。ということで、これはちょっと受け入れられないということで回

答をさせていただきたいというふうに考えております。

さらに、実をいうとパブリックコメントという形で入ったのではございませんが、申出書と

いうのが委員の方々のお手元に配付されているというふうに思います。これは部会に出ていた

だいた方はもう非常によくご存じかと思いますが、マヨネーズに蜂蜜を使用して販売されてい

る業者さんがございまして、部会のときにも口述をされました。いわゆる蜂蜜の入ったものも

マヨネーズで問題ないのではないでしょうかということで口述をされまして、部会の席では事

務局としてはここでご審議いただきたいということで、特に事務局側からご意見を申し上げず

に審議をしていただきました。その結果、これも後でご報告あるかと思いますが、意見はある

意味二分したところもございますが、時期尚早ではないかということから、今回部会では見送

られました。ただ、こういうふうにきちんとした形で申し出という形でいただきましたので、

やはり皆さん方ここの総会でもご紹介をして、若干成分表などもつけて皆様のお手元にあるか

と思いますが、そういうことを見ていただいて、もしご意見があればいただきたいというふう

に考えております。

以上でございます。

○本間会長 それでは、部会を開催されました○○委員からご報告をお願いいたします。

○委員 ドレッシングの日本農林規格の見直し案及び品質表示基準につきましては、マーガリ

ン類と同じく７月 日に部会が開催されました。本件に関しましては、規格基準の作成に際25

して内外関係者の意見を聴取する機会を設けるため、市場改善のためのアクションプログラム
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等に基づき公示したところ、マヨネーズ製造業者の方１名が意見を述べることを希望されまし

た。その内容につきましては、今回の改正で規格の中に蜂蜜を加えることと品質表示基準に砂

糖類と並んで蜂蜜を加えることをお願いしたい、そういう陳述でございました。

それで、大きく分けて議論は３つあったと思います。

第１点は、意見陳述人のことに関連いたしまして、規格の中に蜂蜜を入れることと品質表示

基準に砂糖類と並んで蜂蜜を加えることについてでございます。これにつきましては、蜂蜜は

健康にいい食品であると言われている。蜂蜜が入ることでのおいしさも期待できるのではない

か。なぜ砂糖がよくて蜂蜜がいけないのかということはわからないが、一般から見て入れても

いいのではないかという意見がございました。これにつきましては、現行の品質表示基準では

原材料にははっきりした縛りがかかっている。砂糖類の中には蜂蜜は入っていない。蜂蜜は畜

産加工品に分類される。そのため、現在マヨネーズと表示した場合には品質表示基準違反にな

る。蜂蜜は蜜を取る植物によって味、香り、成分などの違いがあり、有機酸、花粉なども含ん

でいるということからマヨネーズの原料として使った場合に現在のマヨネーズの品質と本当に

同じであるのかということについては、事務局では特にデータを持ち合わせているというわけ

ではない。さらに、マヨネーズの規格を国際的に見た場合、コーデックスはないが、ヨーロッ

パだけでの欧州規格や、アメリカでのＦＤＡでも蜂蜜はマヨネーズは原材料として認められて

いないということだ、だからだめだということはなかなか言い切れない。ただ、述べたような

ことがあるので、もしここで加えるのであれば、日本風のマヨネーズができるという可能性も

あると言える。事務局としては特にデータを持っていないということで、ご審議いただきたい

という話がございました。

これにつきましては、業界側の委員からは、業界としても蜂蜜に対するデータは持っていな

い。また、ここで蜂蜜を加えてしまうとメープルシロップや麦芽糖など、どこまで広げていく

のかという問題が出てくるので、蜂蜜だけをすぐに加えるというのは時期尚早であり、総合的

な検討が必要だ。

それから、別の委員からは、これは特定のもので、地域の特産品ということでいいのではな

いか。蜂蜜を使用したマヨネーズタイプのものは割合としてないと思われるので、ＪＡＳに加

えるということは必要ないのではないか。メープルシロップなどの問題も出てくるので、糖類

はこのまま統一した方がいい。特別なものは特別なものとして消費者に宣伝する他の方法があ

るのではないか。

それから、別の委員からは、メープルシロップ類が糖類で、蜂蜜が糖類ではないということ
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がよくわからない。分類の仕方が時代に即していないのではないか。さらに言うと、ＪＡＳ規

格が何を使っていい、いけないという形でできていることに疑問を感ずる。今、消費者が知り

たいのはいわゆるトレーサビリティーである、何を使っているか、そのものがどのような功罪

を持っているかということであり、それを食べるかどうかは自己責任という方向にもってきて

いる。今回の議論とは関係ないが、ＪＡＳ規格も変えていかなければならないのではないかと

いうような意見がございました。

また、マヨネーズには一つのイメージがある。日本的な線は変えない方がいい。先ほど蜂蜜

の問題が上がったが、いろいろな種類を集めて検討していかなければならないということでは

ないかという意見もございました。

それから、ＪＡＳマークのついた製品を買うように勧めているが、メーカーが脱会するとい

うようなことも聞いているので、ＪＡＳ規格自体を考えなければいけない時期に来ていると思

う。その中でマヨネーズの問題も考えていかなければ時代に合ったＪＡＳ規格にならないので

はないか。今までの規定にとらわれず、柔軟に物事を考えていかなければいけないのではない

かというように、いろいろな議論が出まして、検討課題が非常に多いように思われましたけれ

ども、それは事務局の方に詰めていただくということにして、現状ではデータ整理などがある

ので時期尚早ということで、今後の検討課題ということで整理いたしました。

第２点は、サラダ用調味料という表現の問題でございます。改正案ではわかりやすくなった

けれども、現在ドレッシングにはいろいろな種類があり、集めているけれども、サラダ用調味

料というものが出回っていた。名称はサラダ用調味料であるが、私たちはドレッシングとして

買っている。このようなものはＪＡＳの規格にないから自由にやりなさい、ＪＡＳに入ってい

なければ違反にならないということになるのか。なぜサラダ用調味料であるのかということが

わからない。いろいろあるので、どこで区別しているのかわからないというような意見がござ

いまして、事務局からは、サラダ用調味料には恐らく植物油脂でないものが扱われていると思

う、しかし原材料名のところには植物油脂と書いているというような、それについては業界の

方からも表示が不適切であると言っており、最近は変わりつつあるようであるというような意

見もございました。

それから、第３点は、ノンオイルドレッシングの問題でございます。表示禁止事項のところ

で、ノンオイルドレッシングについては食品の栄養表示の関係で議論のあるところであるが、

これだけが例外規定となっている、どのような表示があるのかわからないが、ノンオイル○○

ドレッシングのような製品名が多いように思う。どのような場合に表示禁止事項が適用される
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のか。ノンオイルドレッシングと重ねて書いたときだけに適用されるものであるのか、ここの

読み方について説明してもらいたい。また、栄養表示の関係で厚生労働省でもこの問題だけが

議論されてきているが、委員からはかなり反対されている。厚生労働省の方でそのようになっ

ているからということで今後も 当たりの脂質量が一般の食品では 未満でノンなどの100g 0.5g

言葉をつけることができるにもかかわらず、ノンオイルドレッシングについては今後もＪＡＳ

法としては認めるという観点でお聞きになっているのかどうかについても質問をさせていただ

きたいという意見がございました。これにつきまして、事務局の方からは、ノンオイルドレッ

シングの表示禁止事項については、栄養成分表示の中でノンオイルの関係のところにドレッシ

、 、ングタイプ調味料 いわゆるノンオイルドレッシングの取り扱いについての記述がされており

当たり３ 未満を満たすものについては書けることになっている。個々の表示がいいか100g g

悪いかについては一つ一つ見なければならないが、基本的にはノンオイルドレッシングの間に

何か書いてあっても 当たりが３ 未満であれば認めていかざるを得ないというふうに考100g g

えているというような回答がございました。

それから、現行のドレッシングタイプ調味料の品質表示基準ガイドラインの中に、ノンオイ

ルという用語で規定されている部分がある。通常ノンオイル以外のものはドレッシングタイプ

、 （ ）調味料と書くことになっているが ただし書きの中でドレッシングタイプ調味料 ノンオイル

と書くことができるという規定がある。ノンオイルについて、ＪＡＳ法に基づく基準として見

ていったときは不適切ではないかということであるが、今度の品質表示基準では名称表示はド

レッシングタイプ調味料だけに限定し、ノンオイルドレッシングを表示禁止事項の例外として

規定したということであるというようなご説明がございました。

それから、委員からは、ノンオイルドレッシングのことが話題になったが、ノンオイルドレ

ッシングはドレッシングではないが、一般の店の中では幅を効かせている。私たちの中でもノ

ンオイルドレッシングという言葉が普通のものになっている。３ｇ未満の部分については問題

があるかもしれませんが、ノンオイルの規定はあった方がいいというような議論がございまし

た。

したがいまして、ドレッシングの日本農林規格の見直し案及びドレッシング品質表示基準の

改正案につきましては、ノンオイルドレッシングの表示についてもっと検討すべきという意見

があったことを付記して、この場では了承されたという扱いにしたいということで締めくくら

せていただきました。

以上でございます。
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○本間会長 大変難しい問題が含まれている報告でございますが、まず最初の提案の規格の方

についてお願いいたしましょう。サラダドレッシング、フレンチドレッシングの２つの規格が

なくなって、サラダクリーミードレッシングができるということでございますね。あるいは、

もちろん表示の方もおっしゃって結構でございますけれども、いかがでございましょうか。

○委員 さっきのご説明でドレッシングタイプ調味料、ＪＡＳ化はまだ難しいからというよう

な説明だったというふうに思うんですが、どういう点が難しいのですか。

○島﨑品質課長補佐 現在消費者の皆さん方々がお使いになっているこのタイプの調味料、今

で言うガイドラインで表示されているものが多いんですけれども、例えば和風であったり、中

華風であったり、ありとあらゆるような用途でつくられているものですから、品質基準という

のが基本的にはできないんです。例えば、たんぱくが多ければいいものであるとか、何かが多

ければいいものであるという基準をつくるのが、余りにいろいろな種類が多いのでこれはちょ

っと不可能であると。不可能と言ったら言い過ぎかもわからない、困難であるというふうなこ

とから、今回はＪＡＳ規格というものにはなじまないのではないかという判断をさせていただ

いたということでございます。

○委員 さっきのノンオイル云々の話でも出たと思うんですが、あれはまさしく栄養改善法の

分野だと思うんです。ですから、栄養改善法でノンオイルとか、ゼロオイルとか云々という規

定がなされれば、それをまたＪＡＳ法に、ＪＡＳ規格に入れるのがいいのかどうかと、私よく

わかりませんが、分離して考えた方がいいんじゃないかという気がしますが。

○島﨑品質課長補佐 ご議論あるかもしれませんが、品質表示基準だけを今回つくらせていた

だきまして、現在の栄養改善法の中にはガイドライン上のドレッシグタイプ調味料のことが記

載をされております。その中に例外規定というような形で ｇ中３ｇについては、いわゆ100

るドレッシングタイプ調味料についてはノンオイルと書けるというようなことが記載をされて

おります。現在我々の中でもそれで実際認められていて、現行流通しているといった実態を踏

まえ、今回の品質表示基準に盛り込ませていただきましたということでございます。

最後に、一応現在この原案で部会を終え、パブリックコメント等募集しましたところ、特に

何もご意見がなかったということを踏まえて、今回原案どおりのご提案にさせていただいたと

いうことでございます。

○委員 ノンオイルドレッシングということについて問題提起させていただいたのは私でござ

いますが、ここの部分についてわざわざ規定に盛り込まなくても、栄養改善法に準ずるという

ことで、栄養改善法にお任せする方がよろしいのではないか。私の方から見ていますと、ＪＡ
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Ｓにあるから改善法でもしようがないから例外規定と認めましょうと一方では言っており、一

方では栄養改善法にあるからＪＡＳでも認めるんだみたいに言っていますけれども、もし厚生

労働省の方の役割分担と農水省の部分をはっきりさせるということであれば、特に禁止事項で

書かなくてもここの部分は読み取れるわけですし、わざわざここに盛り込む必要があるのかど

うかについては疑問でございます。それで、素直に栄養改善法で読み取って、例えば３％まで

ということが栄養改善法であるのであればそのままでノンオイルドレッシングという言葉も認

められますし、それから実際にノンオイルドレッシングということでテストをしているものを

きょうコピーを持ってまいりましたけれども、テストした 銘柄のところで半数は少なくと10

も本当にこのノンオイルドレッシングタイプなんですね。 ％未満だろうと思われる数字の0.5

ものがありますので、ですから、あえてここで禁止事項みたいな形で例外規定をつくらなくて

も、当然栄養改善法の方でそれの判断というのがゆだねられるという話だと思いますので、そ

ういうことをご提案申し上げたいと思います。

○本間会長 この件に関しましていかがですか。

。 、○島﨑品質課長補佐 正直言いまして一つの考え方であろうかというふうには思います ただ

今言いましたように、現在新しく品質表示基準をつくったということと、現状をかんがみて、

我々はここに書いた方がよりわかりやすいというふうな観点で書かせていただきましたけれど

も、確かにそれは一つの論理であるかとは思います。ただ、今言いましたような観点で私たち

はここに入れさせていただいたのと、とりあえず現在ほかにパブリックコメント等のご意見

、 。がなかったということで そのまま今回提案させていただいたというふうなことでございます

○本間会長 ほかにご意見いかがでしょうか。今のお話は確かに表示の仕組みの重なりの部分

ということで、どうやって分担していくかという本質の部分にかかわるものでございますね。

ほかにご意見、規格と表示につきまして、いかがでしょうか。

○委員 半固体状ドレッシングのところにマヨネーズとサラダクリーミードレッシングという

のが入っていますね。ここのときに、私はたしか消費者説明会か部会のときだったか忘れたん

ですけれども、状態で分けるならすごくわかりやすい。だけれども、そのときの事務局側の返

事で、マヨネーズはこれは国際的にマヨネーズとして通っているからマヨネーズだけは別に考

えようということで、それなら仕方がないかなということで納得したんですけれども、それと

同じように、このサラダクリーミードレッシングを扱うというのが、ちょっとおかしいのでは

ないかなと思うんです。サラダクリーミードレッシングというのは、これはしいてマヨネーズ

を世界的に認められている名称だということで通すのであれば、サラダクリーミードレッシン
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グという名前もこれで通っているのでしょうか。もしこれが通っていないのであれば、そのと

きにマヨネーズは過去の長い歴史からマヨネーズを半固体液状ドレッシングにはなかなかでき

ない経緯があるということのお話でそのときは納得しましたが、これはそれ以外はもう半固体

液状ドレッシングで何も混乱をわざわざ起こすことはないかなという気がいたしますので、そ

のときのお話でもマヨネーズだけは別枠だということでしたので、サラダクリーミードレッシ

ングという言葉を使わないで、これは半固体状ドレッシングにした方がよいと思います。

たしかこの話はそのときに出ていなかった。そういうふうにマヨネーズだけはちゃんと今ま

でどおりのそういうあれだから一緒にできないという説明があったんですけれども、サラダク

リーミードレッシングをそうやって別に立てるという、そういうものはあっても、そういうふ

うに別に立てるという話はありましたか。なかったような気がするんですけれども。

○島﨑品質課長補佐 ○○さんがおられたかおられないか記憶にないんですが、必ずお諮りは

しました。部会の前の消費者説明会等でもお諮りをしました。ワーキングだったかもわかりま

せんが、サラダクリーミードレッシングと、確かにマヨネーズについては非常に厳格な定義が

あってというお答えもしたし、○○さんの方が半固体状でいいのではないかという話もされた

し、逆に半固体状ドレッシングでは何かわからないというご意見も、意味がよくわからないと

いうご意見もたしかいただいたように思います、前もっての打ち合わせでは。ただ、サラダク

リーミードレッシングについてはハーフタイプというものが広く認められているということか

らつくってもいいんじゃないかというふうにご了解いただいたという、私の方の記憶ではその

ような記憶でございます。

○委員 私はこういったものを余り使っておりませんので、この部会がございました後に製品

、 、 、というのでながめますと ドレッシングで その商品がそうかどうかというのは別としまして

サラダに使わない、例えばパンにドレッシングみたいなもので絞り出すみたいなものもござい

まして、サラダというようにここについている、その意図というのは、特にサラダ用と限定し

ているわけではないように思いますけれども、こういう名称について、ちょっともう少し整理

していただけるとありがたいと思うんですが。

○島﨑品質課長補佐 名称については、一番最初に言いましたように、消費者側の方々からご

意見をいただいたのは半固体状って何だということをまずいただいて、もともとの粘度の差に

よってこういう名前がついていて、本当はもっといい名前の方がいいのかもわからないけれど

も、逆に半固体状ドレッシングと書いた方がよくわからないという話から始まって、それはい

かんともしがたいというようなことをお答えしているように思うんですけれども、それで半固
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体状ドレッシング、ではしようがないみたいな話になったのと、新たにサラダドレッシングと

いうものを削ってということもあって、一般的に言うドレッシングそのものはサラダに使われ

るということからサラダという名称をつけたいという、これは確かに業界の要望もあったかと

思います。それで名称についてはかなりの議論をしたように思いますが、イメージ的にはこれ

がいいんじゃないかということでご提案をしたというふうに思っております。

○委員 私もどちらでもいいんですけれども、サラダということをつけなくても、例えばクリ

ーミードレッシングとか、それでも十分ですし、半固体状よりはかなり消費者にはイメージが

わかる名称ではないか。逆にサラダと言われるとちょっと制限されてしまいまして、今の多様

性ということ、それが網羅されるかどうかちょっとわかりませんけれども、もしＪＡＳという

ことで取るとすれば、一方でパン用と書いてあるのにサラダクリーミードレッシングと書いて

あると、ちょっと消費者が使う場合には、サラダに使うパンに塗って切って入れるのかみたい

な、逆にサラダということにとらわれるようなところが出てくるかもしれないなと、これは個

人的な感想ですので、一つの意見と考えていただければと思いますけれども。

○島﨑品質課長補佐 使い方にとってはまたいろいろなものをいろいろなものに現在使う可能

性がたくさんありまして、そんなものにまで使うんですかというものもあって、そこはご意見

分かれるところだと思いますが、一応私どもで議論をして提案をした内容がこのサラダクリー

ミードレッシングということでご理解いただきたいと思いますが。

○委員 私は余りこれに関して専門的でないものですから、ただ印象で言いますと、これはや

っぱり性状をあらわしているような感じがするんです。ドレッシングというのは液体だと。そ

れから、マヨネーズというのはたしか半固体でいえば性状だけれども、だとすると、用途が頭

につくというのは何となくいろいろなものがごちゃごちゃしてしまって、いろいろなものにも

今度は用途をつけなければいけないんじゃないかというような印象を持ちます。これは全く私

は印象だけですので、今、○○委員が言われたクリーミードレッシングではいけないのかなと

いうような印象は持ちますが。

○島﨑品質課長補佐 ここで私がではそうしますというのもなかなか言えないものですから、

部会も経て提案させていただいておりますので、なかなかそこはご返答が難しいのでございま

すけれども。

○本間会長 ○○委員、部会では名称に関しては決着がついているんですか。

○委員 部会では今のサラダを取ったらいいかとか、そういうような議論はなかったと思いま

す。ですから、この場で決めていただければいいことなんだろうと思っております。
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○委員 だけれども、うっかりサラダを取ってまたぐあい悪いかもしれないということが、想

像できないんです。何となく支障ないように思いますけれども。

○委員 私も記憶はわかりませんけれども、ただ部会にはこういう形の中で大体専門家の方が

これで大丈夫だということで上がってきた問題なので、基本的な問題でなければ部会の考え方

。 、を尊重しておいた方がよろしいのではないかというふうに私は思っておりますけれども また

いずれにしろこれでやっていきまして、おかしいものがあれば何年か先には必ず見直しという

ことになるわけですので、専門家の中で議論されて、これでよろしいということで部会で決定

されて、何の疑問なくきたということでございますので、これでよろしいのではないかなとい

うふうに私は思っております。

○委員 部会のときは非常に時間が押しておりまして、十分な議論ができないような部分もご

ざいまして、その前に専門委員会等に諮られているからそれで特に問題意識を持たなかったと

いうのが、私が出ておりまして委員としての現実的な感想でございまして、ただ、今日も非常

に時間が押しておりますし、この部分についてこれからじっくり議論をできるような皆様方も

時間的なゆとりもおありにはならないと思いますので、一応会長の方にお預けして、そういう

議論を含めてご検討いただければと思いますけれども、いかがでございましょうか。

○小林品質課長 もちろんこの場でいろいろとご議論いただいて大変ありがたいことだと思っ

ているんですが、この名称の問題になりますと、各事業者の方とか、消費者の方とかの積み重

ねで決めているものですので、ここのところについて仮に削るとなるともう一度手続を全部や

ら直さないと恐らくだめだろうと思います。この場で削りますかということでは決定できない

ので、本間会長に預けられましても本間会長がではおれの判断で削るかということにはなりま

せんので、このままお認めいただくか、それとももう一度手順を差し戻してやるかという判断

。 、 。になってくると思います ということですので それがまず基本的な考え方だろうと思います

それから、２つ目に、サラダがつくかどうかということについては、それは多様な議論があ

ると思うんですが、今、○○先生が言われましたように、ここは用途ではないかということで

すが、従来からもサラダドレッシングというのがそもそもございましたし、一般の方にわかり

やすい名称をつけるというふうなことから言いますと、サラダがついていると何かぐあいが悪

いということは直にはないような気もいたしますし、もしそれがサラダ以外ものに使うのにサ

ラダとついていると違和感があるということが本当に起きるのであれば、事業者の方がそうい

う名称は困るともう既に言っておられるのではないかというふうに思いますので、もちろんこ

ちらのご判断でございますが、差しつかえなければ原案でご了承いただければというふうに考
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えております。

○委員 私は特に異存があるわけではありませんが、ただ、サラダドレッシングというのはこ

ちらの方がわざわざ削られたものですから、これは印象なんです。そうすると、何かちょっと

せっかく削ったのに何でまたこっちに出てくるんだろうという、そういう印象も若干持つもの

ですから、その印象で申し上げているわけでございます。

○委員 この案にはそういうことで今のところも含めて最終的には賛成なんですが、これに関

連して、例えば ページの、先ほどちょっと言いましたノンオイルという栄養改善法との171

問題で、この ページの改正案、下の方にあるここの部分の説明を見ましても、３％未満171

のものはノンオイルと言っていいと、わざわざこの部分をＪＡＳ法に書く。では、今、栄養改

善法で、暫定的かもしれませんけれども、 ％のものはゼロと言ってよろしいというのはど0.5

うなるのとか、そういう問題が出てくると思うんです。ですから、この案はこの案でこれでい

いかと思うんですが、一番最初の議題にありました、今度の厚生労働省との共同の小委員会の

ときは、この栄養改善法とＪＡＳ法との関係を、徹底的に議論するという意味でなくてもいい

と思うんですが、どうするのか、どう考えるのかということについても、ぜひ共同の委員会で

ご議論をいただきたいなという、要望を申し上げておきたいと思います。

○小林品質課長 共同の会議、 日に開かれまして、その場でどういう項目を、どういうタ11

イムスケジュールで、どういう優先順位でやっていくかということについてはその場でご議論

、 。 、いただかないといけないというふうに考えておりますが いろいろ論点考えられます 例えば

今個別の品目の表示基準と、先ほど表示禁止事項がこういうのはどうだというのがあって、今

は品目別に並んでいるわけです。ということですけれども、それを今度横に並べてみた場合に

一体どういうことになるんだろうか。今、言われましたように栄養改善法との関係はどうだと

か、さまざまな論点がございますので、そういった問題点、当然同じ厚生労働省が所管してお

りますので、しかも担当課も同じですので、審議会が違うからといって別ですよというわけに

は当然いきませんので、そこを同じように視野に置いてすべてもう一度洗い直すということに

恐らくなるんじゃないかというふうに考えますので、その際には十分留意してやっていきたい

というふうに考えております。

○本間会長 およそ議論は出尽くしたようにも見えますが、特に今のサラダクリーミードレッ

シングから始まった議論、これはかなり大事な部分が含まれておりますが、委員の方々、これ

部会を経ているということで尊重するというご意見もございますが、事務当局の方はこれはこ

のままやはり原案の方でいく方が将来にとってもよろしゅうございますか。まさに一元化のと
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ころで議論してきたことなんです。ですから、ここで急いでやることが近い将来にとって非常

にここでまたもう一つふやしてしまうというようなこともあり得るわけですが、皆様はかなり

寛大な部分もございますけれども、ここのところ本当にいかがお考えなのか。場合によっては

多少相談した方がいいというのだったらそれも可能性があり得るわけでございますが、いかが

されますか。あと、我々もう一つ最後に残っております、一社から寄せられたご意見、これは

部会で済んでしまっている議論そのものなんでございますが、こういうふうな蜂蜜というふう

なものを糖類というふうに言いかえるというような主張に関して、糖類というふうなのは規格

だからきちんと決めている、しかもこれは植物の原料の糖類ということを明確にされているわ

けです。しかしもう一方の論理をもって甘味ということで蜂蜜を登場させているわけでござい

ますが、この辺のご列席の皆さん方はどうやってこれを、規格は規格で今我々立ててきている

わけでございますが、こういうふうなものに対して調査会としてどういうふうな見解を表明さ

れるか、いかがでございますか。

○委員 この前の牛肉のトレーサビリティーのときにも、やっぱり先生の方から基本的な問題

提起があって、いろいろな形の中で厚生労働省との関係の表示をどういう形の中で統一してい

るかという、その議論が済んだ後それを踏まえてこういうものを変えていくということもある

んだろうと思いますが、ただ、それを待っていますとかなり時間がかかりますので、それはそ

れとして詰めながら、きょうの段階ではこれはこれで私は決めて、それでまたそちらの方の結

論が出たときにあわせて、全体を通じる問題なので、全体をもう一回見直すなら見直すと、こ

ういう形にもっていくのが現実ではないのか。そっちの方を待っていますと、恐らくかなり難

、 、しい問題もありますので 急いでもかなり時間がかかるんじゃないかという気もいたしまして

これはこれとして手続的には進めておいて、それで今言った論点等については、当然そちらの

方でご論議いただきながら、結論を出していただいて、その結論で必要な部分についてはもう

一回、全部恐らく見直しがかかってくると思うんです。その中で全体を通じて直すものは直し

ていくということにしないと、恐らくその考えでいきますと、こちらの方のＪＡＳの見直しの

方はそっちの方の結論が出るまでストップするということに結果としてはなってしまうような

気もいたしまして、当面はやむを得ないこともかもしれませんが、これはこれでやっておいて

いただく、それで向こうは向こうで少し検討していただいて、その結果をまた踏まえてこちら

で直すものは直していくという方がいいんじゃないかと、私はそう思っています。

○委員 私は、やはり今こういうような委員会が立ち上がるというところで、これを今あえて

決めてしまうということについては不満がございます。業界の論理としては○○委員のおっし
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ゃることももっともだと思うんですけれども、今でももう既にＪＡＳはございまして、今、ほ

とんどそれで運用できるところにございますし、栄養改善法との部分のところだけについて、

議論を要するということであればその部分だけ切り離す形で、それ以外の部分について承認す

るということも含めて考えてもよろしいわけですし、かえって直前にこういったことについて

私たちが十分議論もせずに、というのは、私は部会でこういう意見を出しましたけれども、ほ

かの委員からきちんとした議論というようなことでのいろいろな意見は出なかったわけです。

意思表示がなかったわけです。意思表示がないことをもって賛成だというふうに見るのは、や

はりちょっと問題が大きいだけに気をつけなければいけないのではないかと思います。ですか

ら、できればここの部分、もしほかの部分について業界の方で非常に急がれるということであ

れば通させていただくということも含めてご議論いただければいいと思いますし、少なくとも

。 、栄養改善法上も今表示禁止事項の部分のところは３％で認められるはずなんですね ですから

実際にこういう表示について、今、決めようが決めまいが、特に３％云々の議論について商品

の方に問題になるわけではございませんので、ですから、やはりちょっと、どういうようにな

るのかわかりませんし、私たちの消費者の方からの意見としては一本化して議論をしたいとい

うふうなことがあったにもかかわらず、両省でまたがるような形で委員会を認めるというよう

な形で縦割りでやっていくのであれば、逆にそこら辺の方もきちんと整理していただいて、余

り重なるような形で法律が入り乱れるというようなことにならないようにしていただいた方が

ありがたいと思います。

○小林品質課長 私の受けとめ方によるのかもしれませんが、２つお話がございまして、１つ

は本間座長の方からも言われましたように、○○委員が言われましたことと同じ話でございま

すが、共同会議で表示のルールを全体見直す。このドレッシングだけではなくて今までもコン

ビーフとかいろいろ規格の基準があるわけで、そのことがそういう個別の品質基準にどういう

影響とどういう整合性を取るかという問題が一つと、それからもう一つは、具体のこのドレッ

シングの品質表示基準の表示禁止事項だとか、それからサラダクリーミードレッシングの名称

を個別にどうかという、一応２つ別に分けてご議論いただきたいと思います。

前半の議論につきましては、恐らく 日の日にご相談しないといけないんですが、現在の11

品質表示基準、加工食品の品質表示基準といいましても、いずれもかなりいろいろな議論のあ

る論点ばかりです。賞味期限、品質保持期限、原材料の表示、名称の表示、それから保存方法

とかいろいろな規定があって、それを一つずつ洗っていきますと恐らく１年やそこらでは終わ

らない議論になると思います。恐らく２年やそこらはかかる。その後に品質表示基準をどうい



- 5 7 -

うふうに直していくか。そしてその際には懇談会の結論の中では個別品表も横断品表の中にで

きるだけ取り込んでいくという、つまりその段階で個別品表がそういう方向であればすべて吸

収されるとか、そういったことも議論されることになると思うんです。いずれにしても、そう

、 。すると大幅な改正 大がかりなことをいずれやらないといけないということになっております

したがって、それを待ちますと恐らく２年３年は個別品表は一切手をつけないという形になら

ざるを得ないだろう。その一方で、ＪＡＳの規格につきましては５年以内で必ず一回りしろと

いうのが法律に書いてございます。ＪＡＳの規格を見直しますと必ず個別品表にも手をつけざ

るを得ないという状況がございます。したがいまして、個別品表と横断品表の関係につきまし

ては余り根っこにかかわらない範囲では順次改定していかざるを得ないという仕組みになって

いることについてはご理解いただきたい。

それから、続きまして、ドレッシングの点につきまして、このドレッシングの規格がこれで

はおかしいということであれば、これは総会の場でございますので、もちろん先送りをして今

回は決定しないという決断をしていただくことは審議会の権限としてございますので、それを

されること自体については私どもで何か申し上げる事柄は特にございませんが、手順的には踏

んできたつもりでございますので、あとはご判断いただきたいというふうに思います。

○本間会長 難しい場面を迎えておりますけれども、この今の議論に関しましては、まず手続

は２つに分けられると思います。規格の部分と表示の部分ということでございます。規格の方

は決することができない場合には最後は表決でも行うというふうなのが我々にゆだねられてい

ることでありますが、あるいはさらに議論が必要であるというのもあるかもしれません。それ

から、表示の部分に関しましては答申ということになっておりますので、これはまさに我々の

対応は二つに分かれると思います。それで、あと部会の中でお声がなかったということに関し

ては、これは日本人の習性と申しますか、いたしかたない。これは我々手続上はご了承いただ

。 、いたというふうなことにならざるを得ないんじゃないでしょうか そういう場面におりますが

私自身はここでご確認させていただきたいのは、まず前半の規格の部分です。これはよろしい

ですね。それともこの規格の部分はいかがですか。５年に一遍必ず見直さなければならない、

その５年目を迎えているわけでございますが、この名称を含めて、よろしいですか。

○委員 名称というのは、サラダクリーミードレッシングを書くということでございますか。

これはまことに私の印象ですけれども、部会等で余り話題がなかったような印象をちょっと持

つものですから、ぱっとお返しいただければ簡単に事が済むのではないかなという、若干印象

があるものですから、もしこれが手続的に大変難しいことが起こるということだったとしたな



- 5 8 -

らばこれは認めざるを得ないと私は思っておりますが、そんな大変なこと、部会の議論でどう

でしょうか。

○小林品質課長 恐らく、今、言われましたようにサラダを取るだけとか、クリーミーを取る

だけか、よくわかりませんけれども、そのこと自体についてはコンセンサスがとれる可能性は

あると思います。ただ、一応部会とパブリックコメントの手続と総会の手続をやり直さないと

いけない可能性はあると思います。ごく瑣末な字句修正であればいいんですけれども、どのく

らいの影響があるのかも私どももはかりかねるところがございますので、その手続はもう一度

取り直さないといけないかどうかについて、それはちょっとまた検討させていただかないとい

けませんが、一番手順を踏む場合には部会にかけて、パブリックコメントをとる、ＷＴＯは多

分要らないと思うんですけれども、パブリックコメントを聞くという手順をとるかとらないを

もう一度検討しないといけないという、手順が一番最大かかる場合にはそういうのがかかると

いうことでございます。

それと、恐らく年内には総会は開けないと思いますので、また新たなメンバーの方にもう一

度ご議論いただくという形に、総会の場合はなるだろうということは考えられます。

それから、ＪＡＳの規格と品質表示基準は一応こうやってリンクした形でやっておりますの

で、セットでどういうふうに判断していただくかをお決めいただく必要が恐らくあるのであろ

う、ＪＡＳ規格に対応して品質表示基準の方も直しておりますので、そういうセットでどうす

るかということをご判断いただければよろしいかと思います。言われたこと自体について落と

せば比較的淡々と進む可能性もそれはあり得ると思いますが、それは聞いてみないと、関係者

の意見をもう一度聞き直さないと今の段階では何とも言えないということです。

○本間会長 今のご説明の中で、これは規格と実際には必ずそれに伴って表示が動いてくると

いうことで、片方だけでということには非常になりにくいということでございますので、これ

はセットで対応するということは、ここではご承認いただきたいと思います。片方だけという

ことはしないということです。

あと、実際にはこのＪＡＳ調査会のメンバーでやるのはこれが最後になるということだそう

でございます。そういう状況下で、それを次に先送りをするか、あるいはここでとりあえず手

続的には踏まれた中でご承認いただくということかいずれかとなりますが、今回がこのメンバ

ーでの最後の会議ということは伺っておりますが。

○委員 私、部会に出なかったのであれですけれども、このサラダクリーミードレッシングと

いう名前は、恐らくプロの方が懸命に考えて、消費者にもある程度こういう名前で、要するに
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ＪＡＳでないこの同類のこういうものがあるわけでしょう。

○島﨑品質課長補佐 今はハーフタイプとして売られていて、いわゆる半固体状ドレッシング

という名称に。

○委員 これが今一番よく売れているわけですね。

○島﨑品質課長補佐 一番というか、非常に受けているという意味です。

○委員 そういう名前でベストセラーに近い商品に力を入れておられるということで、その情

熱が裏に見えるわけです。○○先生が言われたのもわかりますけれども、私この名前決してア

ンリーズナブルではない、よく当てた名前だろうと思います。そういう意味では、私はこの名

前で今まで練り上げられてこられたんだから、これは尊重してあげた方がいいんじゃないかと

思います。それと、○○さんが言われたのも基本的には反対ではないでしょうから、あちらの

、 、 。方に任せるというだけであって 基本的には 栄養改善法の方で任せるということでしょうか

○委員 私は、表示はシンプルにという主義を持っておりますので、そういう意味で、どんな

表示であっても、余り例外規定をつくるべきではない。消費者がそれを見たときに一つの論理

でなるべくわかった方がいいという考え方からすれば、これだけを例外にするのは反対なんで

す。ただし、それは委員の一人としての意見でございますので、ほかの委員の方がそれについ

て黙っておられてそれが賛成だということであれば、多数決の理論でございますので、特に民

主主義でございますので、足を引っ張るつもりはございませんけれども、ただやはりもう一方

でそういう栄養改善法という部分のところもございますので、そういった意味でもきちんと法

律ごとに整理していただく方がよくて、あえてわざわざ新しくつくる分野のところに表示禁止

事項みたいなことで書くこと自体がなぜ必要なのかということについて、疑問を持っていると

いうことでございます。

○島﨑品質課長補佐 先ほどから大変な議論をしていただいてありがとうございます。ただ、

まだマヨネーズの方の議論も全くされていないということと、それから我々無責任な言い方で

はございませんが、ここが大事な議決機関でもございますので、もしも本当にどうしてもまと

まらないということでありましたら、もちろん部会に戻してもらってもそれは結構でございま

す。ただ、サラダクリーミードレッシングそのものを、先ほどおっしゃったようにサラダを取

るという問題は、基本的には部会からやり直さないと、パブリックコメントも出しておりまし

て、特に何もなかったわけですので、また名称を変えればそれでパブリックコメントを出す必

要もありましょうし、先ほど言いましたように、業界の方々はこれについてはかなり苦労して

考えられた名前だということは僕らも知っていますし、僕らも問題ないんじゃないかと思って
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いましたので、それを最初からやるということにはさせていただきます。ただ、それが別に私

たちが嫌がっているわけではございませんで、もしここでそういうふうなことでありましたら

戻していただいても何ら差しつかえございません。ただ、その場合はそれは品質表示基準と規

格と一緒に戻したいというふうに思います。

○委員 私は７月 日の部会で部会長を務めさせていただいたんですけれども、その部会に25

至るまでにも消費者の皆様とかいろいろ議論されたというふうに伺っております。それから、

部会でも、時間は十分でなかったかもしれませんけれども、技術的な面も含めてかなりの議論

を皆様各委員ともされていただいたのではないかなというふうに私は思っております。それか

ら、パブリックコメントでも特段の反対の意見もなかったというような、そういう積み重ねの

中で、私としては部会では、ノンオイルドレッシングのところについてはもっと検討すべき意

見があったことを付記してこの場では了承されたという扱いにしてよろしいかということにつ

いては了承を得たというようなことの積み重ねの中で、私としてはでき得れば本委員会でご承

認いただければというふうに考えております。

以上でございます。

○本間会長 これでもうほとんど議論が出たと思います。これは最後でございますが、扱いに

関しましては私が提案してよろしゅうございましょうか。私はもしお許しいただけるのである

ならば、これはやはり部会を積み重ねて出てきておりますし、そこでやはりお声がなかったと

いうような部分があったかもしれないけれども、それは議論の中の一つのプロセスでございま

すので、やはりここで出されたものをご承認いただければありがたい。ただし、ここで今回出

た議論そのものは、まさにこれから始まろうとしている一元化ということに対しては大変重要

な意見が幾つも出ているわけでございまして、それは近々始まる検討の中に十分生かしていた

だくという、その部分を非常に重く見ていただきたいということを提案して、この原案をご承

認いただけるかということで私は議長として提案申し上げたいんですが、いかがでございまし

ょうか。

( )「賛成」の声あり

○本間会長 ありがとうございます。

それでは、５つの規格と品表の議論が終わったのでございますが。

○島﨑品質課長補佐 出されております蜂蜜の件については、部会と同様の見解でよろしいん

でしょうか、それを確認しておきたいんですけれども。

○本間会長 今の蜂蜜ということに関しては同じ部会でも触れられたということですね。手続
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的には同じであるということで、よろしゅうございますか。

( )「はい」の声あり

○本間会長 それでは、今の蜂蜜の件もご確認いただいたということにさせていただきます。

それで、一言、最後に議事録の確認でございますが、谷委員がおいでにならなかった。

○委員 先ほどコンビーフのところからニューコンビーフが抜けましたね。 ページの生産85

量と格付率というのはかなり落ちると思うんです。簡単に先ほどニューコンビーフがなくなっ

てコーンドミートは今度この中に入らなくなりましたよね。そうすると、私たち消費者からす

、 、 。 、ると このコーンドミートというのは規制がないので 今までは牛肉と馬肉だけでした でも

そこのところにも今度いろいろなお肉も入ってくる可能性もあるわけですね。それで、簡単に

ここで外れたから、先ほど課長補佐の方でまた皆さんの声が上がればまだ出せばいいというお

話だったんですけれども、こういうふうに外れて大きなものがある場合に、これはこれでいい

んですけれども、考え方として、簡単に外さないで、これをどこかに入れるという、せっかく

ＪＡＳ規格の中に今までは入っていたんですから、ただ合わなくなったということだけで簡単

に抜いてしまうというのは、消費者にとっては非常に不安なことなので、一言これをこの次は

どこに、別項目で入れるかとか、落としていいのかとか、そういうふうにしてほしいんです。

○島﨑品質課長補佐 今のは、コーンドミートを規格としてどこかに盛り込めということです

か。

○委員 考え方として、簡単にそうだから外して、それで先ほどそういう声が上がればまたつ

くればいいんじゃないですかと、さっき○○さんがおっしゃったときにそういうふうにおっし

ゃったんですけれども、今まで入っていて、それを使って私たち消費者が買っていたんですか

ら、簡単に外すのではなくて、そういう言葉が合わなくなったらほかのところで新しくどうし

ましょうかという提案というか、考え方で、簡単になくすのではなくて、それではどうしまし

ょうかということでしてほしいです。

○島﨑品質課長補佐 今のは、なくすときには新たな規格を含めて提案をしろということです

よね。

○委員 たくさん占めているものに関しては、多分これは生産量とか何かからニューコンビー

フを抜いたらコンビーフのところはかなり量が少なくなると思うんです。売っているのを見た

ら今ほとんどコンビーフと思って買っているのはニューコンビーフが占めているんだと思うん

です。

○委員 コーンドビーフの中には入るわけではないんですか。入らないわけですね。抜けてし
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まうわけですね、ビーフではないからね。そうすると、出てしまったということは、ニューコ

ンビーフとしてＪＡＳ以外のものが基本的にもう出ていくと、こういうぐあいに考えてよろし

いということですね。そういう了解でよろしいですよね。

○島﨑品質課長補佐 ＪＡＳは受けられない。品表上はコーンドミートと書けるということで

す。品質表示基準で表示は書ける。ＪＡＳは受けられません。ＪＡＳマークはつかないという

ことです。だから、○○さんのおっしゃっているのは、別に馬肉を入れた規格をつくれと、簡

単に言えばそういうことですよね。

○委員 つくれではなくて、移行という形、そこに合わなくなったんだから、一言なくなりま

したというのではなくて、それではどうしましょうかということが、私たちはたくさん使って

いるんですから、そこが問題ではないかと思うんです。

○島﨑品質課長補佐 先ほどと同じ回答になるんですけれども、要望とさせていただければ。

○委員 考え方として、簡単になくすのではなくて、次にどうしようかというふうに考えてか

らしてほしいということです。

○島﨑品質課長補佐 わかりました。

○本間会長 それでは、議事録署名人は山中委員をご指名させていただきます。田中委員と山

中委員でございます。

それでは、きょうは私のマネジメントがのろのろとしたせいで大変遅くなりまして申しわけ

ありません。最後に答申をしなければいけませんね。

文案配付）(

○本間会長 それでは、お手元に配られました文案をご一読ください。

表題は、マーガリン類の日本農林規格等の見直しの結果について（報告 （案）でございま）

す。

平成１３年１２月１３日付け１３総合第３５９７号、平成１４年７月２２日付け１４総合第

２２２４号及び平成１４年７月２３日付け１４総合第２１０３号をもって諮問のあったこのこ

とについて、本調査会で調査審議に付し、日本農林規格については下記のとおり議決したので

報告する。

記

１ マーガリン類の日本農林規格

２ 食用精製加工油脂の日本農林規格

３ ショートニングの日本農林規格
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４ 畜産物缶詰及び畜産物瓶詰の日本農林規格

５ ドレッシングの日本農林規格

以下、全部同文でございますが、原案のとおり一部改正すべきものと決した。

規格でございますが、よろしゅうございましょうか。

「 」 、「 」○委員 マーガリン類の日本農林規格等の ではなくて マーガリン類等の日本農林規格

ではないかと思います。ですから、タイトルがこれはおかしいと思います。農林規格等という

と、今度は農林規格等の部分のところが複数になるというふうに読めるので、商品の方に等が

入るのではないかという、日本語として。

○小林品質課長 今のタイトルのところですね。ここで言っていますのは、記の１番で、マー

ガリン類の日本農林規格までが一つの単語なんです。この農林規格が２番、３番、４番、５番

とあるので 「等」がついているんです。マーガリン類の日本農林規格というのでかぎ括弧を、

つけていただければいいんです。これは固有名詞なんです。マーガリンの農林規格というのが

固有名詞なんです。

○委員 では、かぎ括弧をつけていただいた方がいいと思います。

○小林品質課長 それでも同じかもしれませんけれども、そういう規格を複数やっているとい

うことです。単一の規格をお願いしているのではなくて、複数の規格をご審議いただいている

ので規格の後ろに「等」がついているんです。

○委員 考え方として、片方が表示で、片方が規格だということで、２枚出ていると思うんで

す。片方が表示で、片方が規格として出ているんでしょう。だから、マーガリン類などの、ほ

、 。かのものを含めたなどの日本農林規格の見直しと こちらは表示というふうに私はとりました

○本間会長 しかし、これはそれできちんと通るという事務当局の、これまさにプロの表現で

ございますので、それを我々は、そういうルール制のある表現だということをここで我々確認

させていただいたと、よろしいですね。

( )「はい」の声あり

○本間会長 まず、きょうはとにかくこのメンバーによる最後の会合でございまして、大荒れ

というか。

それでは、規格の部分に関して、この文言に関しては事務当局のまさに責任部分でございま

すので、これを踏まえでご承認いただいたということにいたします。

次は、マーガリン類品質表示基準等の一部改正について、これは品表の部分でございます。

この文章に関しましては同じ文章です。
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平成１３年１２月１３日付け１３総合第３５９７号、平成１４年７月２２日付け１４総合第

２２２４号及び平成１４年７月２３日付け１４総合第２１０３号をもって諮問のあったこのこ

とについて、本調査会で調査審議に付し、品質表示基準については下記のとおり答申する。

記

１ マーガリン類品質表示基準

原案のとおり一部改正することに、異議なし。

２ 畜産物缶詰及び畜産物瓶詰品質表示基準

原案のとおり一部改正することに、異議なし。

３ ドレッシング品質表示基準

原案のとおり一部改正することに、異議なし。

この表現よろしゅうございましょうか。

○委員 「異議なし」という言葉は、異議があったけれども、全体として賛成したということ

、 。 、も含めて日本語としてなっているということ それも確認させていただきます そうでないと

この現場で、これは議事録として出ていくわけですけれども、異議があったにもかかわらず通

ったということが異議なしという言葉で何にも異議がなかったというふうにしか読めませんの

で、これは農水省のやり方としてそういう言葉を使ったというようなことで理解させていただ

くというようなことでよろしいですか。

○牛島上席規格専門官 今の○○委員のご意見に対してでございますが、これは案ということ

で出させていただいておりまして、要は、前回総会のときに品目についていろいろご議論いた

だいたときに全く意見がなかったと、そのとき「特に異議なし」と書いていたものですから、

意見が全く出ないのに何で「特に」が必要なんだというような意見がございまして削ったとい

うのがございます。その場合には全くなかったということでございますが、これは今意見ござ

いましたように、今回いろいろなご議論いただきましたので、これはそういうご議論もいただ

いた中で「特に異議なし」ということで決まったということで 「特に」を入れさせていただ、

きたいと思います。

○委員 逆に「と決した」でいいのではないかと思うんですが。農林規格等の見直しの結果に

ついてと同じように 「一部改正するものと決した」という言葉の方が、私はこの会議の中の、

議論の私の発言も含めまして一番正確な言葉ではないかと思いますので、そういうふうに考え

ていただけないかと思います。

○牛島上席規格専門官 これは審議の中で会長の話に出てきましたが、日本農林規格と品質表
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示基準の法律上の位置づけが全く違いますので、規格の場合はこの調査会の場が最終的な議決

機関だということで、ここで決まったよということで「決した」と書いてございます。品質表

示基準の方は調査会の法律上の位置づけとしましては、大臣が意見を聞く、いわゆる諮問機関

、 。として位置づけられておりますので こういう意見があったかないかというような表現になる

これは法律上の区分でございまして、調査会の場では品質表示基準につきましては議決機関で

はないということで、こういう表現にさせていただいています。

○小林品質課長 異議を言っているにもかかわらず異議なしと書かれるのはけしからんと、そ

。 、 、 。 、ういうお話ですよね 例えば 了承したとか そういうことであればよろしいんですか では

原案のとおり一部改正することを了承したということならよろしいですか。

○委員 了承されていると思いますので、私は反対していますけれども、ですから、そういっ

たことで書いていただくのには差しつかえございません。

○小林品質課長 言葉として「決した」となりますと議決権がある場合になりますので、そう

いう表現はできないと思いますが、ご了承いただいたということであれば 「原案のとおり一、

部改正することを了承した」ということでよろしゅうございましょうか。了承したということ

を答申するという形ではぐあい悪いでしょうか。ちょっと今即断で私もいろいろやっています

ので、必ずしも十分ではない。

○牛島上席規格専門官 法令的な話になりますので、事務局の方に任せていただきたいと思い

ます。

○小林品質課長 ご意見があるということを踏まえて、適正な表現を少し工夫させていただき

たいと思います。

○本間会長 そうしますと、では、後でこれは変わるということになるんですね、異議なしと

いう部分が。

○小林品質課長 そこは少し会長ともご相談させていただいて、委員の方にまた改めてこうい

うことでよろしいかということでご連絡させていただきますが、お任せいただければありがた

いというふうに思います。

○本間会長 会長預けで、場合によっては委員に相談することはあり得るということで、お任

せいただければと思います。

( )「異議なし」の声あり

○本間会長 それでは、大変長くなりましたが、多分このメンバーでやる最後の総会というこ

とになります。最後にふさわしいといったらいいか、あるいは会長のボロが出てしまったか知
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れませんが、大変元気のいい会議だったということを御礼申し上げます。

ありがとうございました。

○小林品質課長 大変ありがとうございました。本日最後となりますので、参事官の岡島から

一言だけごあいさつを申し上げたいと思います。

○岡島参事官 本日は大変ご熱心なご審議をありがとうございました。本日ご審議いただきま

したマーガリン類の日本農林規格等につきましては、この後文書審査などの事務手続を行いま

して告示を行うという手順になります。また、いただきましたご意見、大変重要なポイントを

含んでおりますので、私どもも今後いろいろな形で検討させていただきたいというふうに思い

ます。

さて、農林物資規格調査会令第３条第１項の規定によりまして、調査会委員の任期は２年間

でございます。皆様方の任期は平成 年１月５日までとなっておりまして、本日の調査会が15

。 、最終回となります 中央省庁の再編にあわせまして国の審議会も再編整備されましたけれども

本調査会も皆様を新たな委員として平成 年１月 日に第１回を開催しまして、本日の調査13 12

10 27会を含めまして全部で 回開催させていただきました。その間ＪＡＳ規格につきましては

件の報告、品質表示基準につきましては 件の答申をいただいた。そして、このほか、食品20

の偽装表示問題を踏まえまして、ＪＡＳ法改正における品質表示基準違反についての指示、公

表の指針につきましてもご審議、ご承認をいただいたわけでございます。

さて、次期調査会の委員には、消費者委員として新たに公募による委員の任命も予定してお

りまして、ＪＡＳ規格が真に消費者の選択の指標となりますよう、規格の見直しを進めていき

たいと思っております。

最後になりますけれども、改めて委員の皆さま方のご尽力に感謝申し上げますとともに、今

、 。後ともＪＡＳ制度の推進につきましてご協力を申し上げまして 閉会のあいさつといたします

どうもありがとうございました。


