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農林物資規格調査会総会

日時：平成１８年１１月２８日（火）

会場：農林水産省本館４階第２特別会議室

時間：１４：００～１６：１４

議 事 次 第

１．開 会

２．消費・安全局長挨拶

３．議 題

（１）日本農林規格ついて

ア りんごストレートピュアジュースの日本農林規格の制定

イ パン粉の日本農林規格の制定

ウ 生産情報公表加工食品の日本農林規格の制定

エ 集成材の日本農林規格の改正

オ 単板積層材の日本農林規格の改正

カ 構造用集成材の日本農林規格の廃止

キ 構造用単板積層材の日本農林規格の廃止

（２）品質表示基準について

ア うに加工品品質表示基準の改正

イ うにあえもの品質表示基準の改正

（３）その他

４．閉 会
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配付資料

１ 農林物資規格調査会委員名簿

２ 日本農林規格の制定について「りんごストレートピュアジュース」

３ 日本農林規格の制定について「パン粉」

４ 日本農林規格の制定について「生産情報公表加工食品」

５ 品質表示基準の改正について「うに加工品 「うにあえもの」」、

６ 日本農林規格の改正について「集成材」

７ 日本農林規格の改正について「単板積層材」

８ 日本農林規格の廃止について「構造用集成材 「構造用単板積層材」」、

９ 日本農林規格及び品質表示基準の制定・見直しの基準



- 3 -

農林物資規格調査会委員名簿

有 馬 孝 禮 宮崎県木材利用技術センター所長

粟 生 美 世 （社）栄養改善普及会理事

石 井 胖 行 （財）食品産業センター参与

石 塚 皓 司 全国水産物商業協同組合連合会常任理事

伊 藤 潤 子 日本生活協同組合連合会理事

岩 本 敬 明 （社）住宅生産団体連合会木質複合建築開発委員会委員長

会長

沖 谷 明 紘 日本獣医生命科学大学名誉教授

小 野 正 全国農業協同組合連合会大消費地販売推進部長

垣 添 直 也 （社）日本経済団体連合会常任理事

河 原 はつ子 全国地域婦人団体連絡協議会常任理事

田 島 眞 実践女子大学生活科学部教授

田 中 隆 行 （社）全国木材組合連合会理事

寺 内 正 光 （社）日本食肉市場卸売協会会長理事

徳 永 瑛 子 日本主婦連合会副会長

冨 沢 彦 昭 （社）全国中央市場青果卸売協会監事

宮 地 邦 明 日本チェーンストア協会食品委員会委員

森 田 満 樹 消費者

保 田 茂 兵庫農漁村社会研究所代表

山 根 香 織 主婦連合会副会長

（五十音順、敬称略）
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午後 ２時００分 開会

○新井表示・規格課長 それでは、定刻となりまして、本日ご出席予定の先生方おそろいにな

ったようでございますので、これから農林物資規格調査会総会を開催させていただきたいと思

います。

私、１０月６日付で表示・規格課長にまいりした新井と申します。よろしくお願いしたいと

思います。

本日の出席状況でございますけれども、石塚委員、岩本委員、小野委員、垣添委員、宮地委

員が所用のためご欠席ということでございます。１９名の委員のうち１４名の委員の方々がご

出席されておりますので、過半数の定足数を超えているということで、総会は成立したという

ふうに考えております。

なお、本調査会は農林物資規格調査会運営規程に基づき公開となっております。傍聴する方

を公募いたしましたところ２２名の方の応募があり、本日傍聴をされております。

それでは、運営規程に基づき、沖谷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。

○沖谷会長 それでは、始めます。円滑な議事進行にご協力をお願いいたします。

本日は、貝谷審議官がお見えの予定ですけれども、今まだお見えでないので、いらっしゃっ

たときにごあいさつをいただくことにして、進めたいと思います。

本日の総会の議事録署名人の指名を行います。運営規程により会長が指名することになって

おります。森田委員と保田委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

次に、事務局から資料の確認をお願いします。

○宮丸上席表示・規格専門官 それでは、配付資料の確認をさせてください。

まず、議事次第という１枚紙がございます。そのあとに、資料１から資料９までございます。

まず資料１でございますが、委員名簿、それから資料２ですが、りんごストレートピュアジュ

ース、資料３パン粉、資料４生産情報公表加工食品、それから、資料５はうに加工品とうにあ

えものでございます。それから、資料６集成材、資料７単板積層材、資料８でございますが、

これは廃止の規格をつけております。委員の皆様方にお配りをしております。ご了承いただき

たいと思います。それから、資料９でございますが、見直しの基準、１枚紙でございます。そ

れから、パブリックコメントの個票というものを付けておりますが、これも委員の皆様だけと

いうことでご了解をいただきたいと思っております。それから、机上配付でございますが、座

席票と、うにの表示の例というものがついていると思います。



- 5 -

以上でございます。

○沖谷会長 漏れはございませんか。

それでは、審議に入ります。まず、食品関係の規格と品質表示基準について、まとめます。

議題の（１）のアりんごストレートピュアジュースの日本農林規格の制定について、これにつ

て事務局から説明をお願いいたします。

○宮丸上席表示・規格専門官 それでは、資料２日本農林規格の制定についてという、これに

基づいて説明をさせていただきます。

資料２－２で、標準的なりんごジュースと比べまして、りんごの搾汁のみを原材料とし、か

つ酸化防止剤を使用しないことが一つ、それから糖度がブリックス12度以上であることが二つ、

それから、酸度が０．２５％以上であることなどの品質に特徴を持った規格ということでござ

います。

この規格の位置づけというものが書いてあります。まず、標準的なりんごのジュースという

のは、りんごの果実の搾汁もしくは還元果汁、またはこれに砂糖類及びはちみつ等を加えたも

のでありまして、これに酸味料でありますとか、酸化防止剤、天然香料の使用が認められてい

るというものが一般的なりんごジュースでございます。また、りんごジュースのストレートと

いうものがございますが、これは果実の搾汁のみを原料としておりますけれども、酸化防止剤

の添加が認められるというものでございます。

今回提案させていただいた本規格でございますが、りんごの果実の搾汁のみを原料とし、酸

化防止剤を使用せずに生産するもので、標準的なものと比べまして品質に特色があると認めら

れることから、特色規格として位置づけるということにいたします。

資料９でございますが、見直し基準がございます。一番最後の資料でございますが、見直し

基準のⅠの１の（１）特色規格に相当するということでございます。

続きまして、資料２－３に戻っていただきまして、生産状況等でございますが、このような

状況になっております。例えば平成１７年度でございますと、生産量は、ストレート果汁と還

元果汁を合わせまして８万トンでございます。そのうちストレート果汁が１万７千トン、それ

からＪＡＳ格付の数量でございますが、平成１７年度格付数量が３万７千トンほどございます。

キロリットルですが、トンに換算して大体同じということですのでトンと言わせていただきま

すが、３万７千トン程度で、そのうちストレート果汁が５万５千５百トンでございます。業界

からお聞きしたところ、このりんごのストレートピュアジュースに相当するものが平成１７年

度でＪＡＳ格付されたストレート果汁と同程度の量、約５千５百トン程度製造されているので
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はないかということの情報を得ております。

続きまして、規格の説明に入っていきたいと思います。

まず、資料２－４でございます。第１条、これは適用の範囲でございます。第２条の定義、

この規格において、りんごストレートピュアジュースとは、りんごを破砕して搾汁または裏ご

しをし、皮、種子等を除去したものであって、酸化防止剤を使用していないものをいうという

ことでございます。部会に提案させていただいたときには、搾汁または裏ごしを行う際にとい

うふうに、酸化防止剤の前についておりましたけれども、これは工程の範囲を限定してしまう

ということで、生産工程全部にわたって酸化防止剤を使用しないこととし、ここの部分は必要

ないということで、事務局でここを削除させていただいております。

それから、第３条の規格でございます。品位、良好な固有の香味を有しており、かつ異味異

臭がないことが１つ目、２つ目が色沢が良好であること、３つ目、きょう雑物がないこと、こ

れが品位でございます。それから、糖用屈折計示度、ブリックス１２°以上であること。それ

から、酸度０．２５％以上であること、内容量、表示量に適合していること、異物が混入して

いないことで、原材料は、先ほど申しましたように、食品添加物以外の原材料、これは果実の

搾汁以外のものを使用しないこととなっておりまして、食品添加物、使用していないこととな

っております。

それから、第４条でございますが、特色の内容の表示の方法ということで、これは格付、Ｊ

ＡＳマークの表示に近接して、ストレートピュアジュース、それから糖度１２°ブリックス以

上、酸度０．２５％以上ということを、記載していただきます。

それから、第５条原料りんごについての特色の内容及びその表示方法でございますが、認定

製造業者等は、原料りんごの産地が明らかであることを特色の内容とすることができます。第

２項、前項の特色の内容の表示は、格付の表示に近接して○産りんご使用と記載することとし、

○には、国産にあっては都道府県名、その他一般的に知られている地名、外国産にあっては当

該国名を記載することでございます。

測定方法、第６条でございますが、糖用屈折計示度は２０℃における糖用屈折計の示度と

する。酸度は試料の調製等、以下書いておりますけれども、ここは滴定の方法であるとか、計

算のところですので、割愛させていただきます。

以上がりんごストレートピュアジュースの規格の制定案でございます。

それから、参考として、現行の果実飲料の規格でございますが、２－６から書いておりま

す。これは果実飲料という規格の中に果実別の規格が入っておりまして、この中にりんごジュ
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ースがございます。下の第１６条りんごジュースの規格は次のとおりとするということで、り

んごジュースはストレート以外とストレートがございまして、品位、糖用屈折計示度、エタノ

ール分、加糖量、揮発性酸度というのがございます。次のページには異物あるいは内容量、そ

れから、原材料というものの規格、これが規格の構成でございます。

それから、２－８の別表３でございますが、ここには現行の規格の中で、各果実ジュース

の屈折計示度の基準というものがございまして、例えばりんごは１０°ということになってお

ります。規格の参考資料については以上でございます。

それから、部会で行われた論点でございますが、後ほど部会長から報告をいただけますの

で、私からは省略をさせていただきたいと思います。

次に、パブリックコメントの結果でございますが、個人または団体から５件いただいてお

ります。それから、事前意図公告についてはコメントがありませんでした。それでは、パブコ

メの内容について概要をご説明をしたいというふうに思います。

まず、１つ目は、２－１２でございますが、食品添加物を使用しない製品が品質に優れ、

安全性が高いとの誤認を一般消費者に与える恐れがあると考えられるので、食品添加物無表示

・不使用を特色とする特色規格の制定はやめるべきではないかということでございますけれど

も、特色規格は製品の品質あるいは生産、流通プロセスにおいて当該品目の標準的な品質プロ

セスと比較して相当程度明確化しており、特色が認められるもので、消費者が商品選択の際に

ＪＡＳマークを積極的に利用できるようにする規格でございまして、食品添加物の不使用だけ

を特色の内容とするものではないということで答えていきたいと思っております。

それから、次は酸化防止剤の使用についてでございます。酸化防止剤を使用していないも

のについては、保存中開封後に品質の劣化を起こしやすくなる恐れがあるので、品質的に優れ

ているという科学的根拠に乏しいのではないかということでございますけれども、なお書き以

下に書いておりますけれども、加工食品品質表示基準に基づいて表示される保存方法は、製品

を開封する前の保存方法でありまして、開封後の保存方法ではない。従って、開封後の品質は

保証していないので、このように答えていきたいと思います。

それから、次でございますが、表示義務のない加工助剤が自由に使用できるのにもかかわ

らず、酸化防止剤が使用できないのは妥当性を欠く、不適切であるということなので、原材料

中の食品添加物については、有機加工食品の日本農林規格と同様に加工助剤も含めて使用でき

ることと明記すべきではないかというご意見でございますが、私どもＪＡＳ規格においては、

従来から品質に影響しない加工助剤は規定していないので、これはこれまでどおりということ
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にさせていただきたいと思います。

次は、規格に合致する製品を製造できる設備を保有している搾汁・製造メーカーは国内で

３工場だけしかないのではないかということでございますが、りんごストレートピュアジュー

スの日本農林規格案は、特定の設備によって製造することを要件としているものではない。こ

のため、規格に合致する製品が製造可能な工場は限定されていないと答えていきたいと思いま

す。

最後のページでございますが、酸度規格について、りんごの搾汁時期によりこの規格値に

合致しないものが出てくるが、品質的には十分よいものである。酸度の規格の下限の見直しは

できないだろうかということでございます。酸度の規格は糖度の目安である糖用屈折計示度の

規格値ととともに、市場に流通しているりんごジュースを調査して設定しております。

なお、ＪＡＳ法上ではＪＡＳ規格というのは５年ごとに審議会の審議に付すということで

ございますので、その様な申し入れ等があったときには、５年ごとのＪＡＳ調査会の中で検討

していきたいというふうに考えております。

最後でございますが、賞味期限は各製造者により幅があるので、規格の項目に加えてほし

いということでございますが、そもそも賞味期限は製造業者等が保存試験等の結果によって、

科学的、合理的根拠に基づき責任を持って表示するということとされておりますので、規格の

中で一律に規定するということはできませんので、案のとおりとしたいと考えております。

りんごストレートピュアジュースの規格制定案の説明は以上でございます。

○沖谷会長 このことについては本年の３月の部会で審議されておりますので、部会長を務め

られました田島委員から報告をお願いいたします。

○田島委員 ご報告いたします。

本年３月29日農林物資規格調査会部会でりんごストレートピュアジュースの日本農林規格に

ついて審議いたしました。部会では、りんごストレートピュアジュースは、その規格の性格が

見直し基準でいう特色があるという説明があり、また既存の果実飲料のりんごジュースの規格

に比べて特色のある限定された製品が対象であることから、適当であるというような意見が出

されました。さらに、若干の審議がございましたが、特徴の内容の表示について若干の質疑応

答がございましたが、最終的に原案どおり了承されました。以上、ご報告申し上げます。

○沖谷会長 それでは、これまでの説明につきまして、ご質問、ご意見がありましたらどうぞ

お願いします。

気がついたんですけれども、２－４の一番最後の行の酸度の１ 試料の調整というのがあり
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ますが 「整」の字が違いますね。、

○宮丸上席表示・規格専門官 「製」に直します。

○沖谷会長 ほかにございませんか。

○石井委員 単純に確認だけなんですが、２－４の第５条に、国産にあっては都道府県名その

他一般に知られている地名と書かれているんですが、ぱっと頭に浮かぶのは、例えば津軽です

とか、そういうような地方名というふうに考えてよろしいのでしょうか。

○宮丸上席表示・規格専門官 そのとおりでございます。

○沖谷会長 この言葉はいろいろなところで使っています。

○保田委員 規格の名前ですけど、こんな長い英語で消費者の皆さんはわかるんですか。わか

りやすいことを旨とするというふうに聞いているんですけれども。

それと、新しくできるピュアジュースは、果実飲料の規格の第１６条の右側にもう一個つく

という意味ですか。右側か左側か知りませんけれども。りんごジュース（ストレートピュアジ

ュース）というふうな分類がもう一個くっつくという趣旨なんですか。

○宮丸上席表示・規格専門官 名前でございますが、これでご勘弁いただきたいと思います。

それから、もう一点の規格でございますが、果実飲料は標準規格でございますので、特色規

格としてこの規格、これだけで一本立たせていただきたいと思いますので、標準規格の中に入

るということではございません。りんごストレートピュアジュースの規格というのが一本立ち

ます。

○沖谷会長 今までの規格は標準規格ということで、特色規格、資料９に書いてあるように、

ＪＡＳ制度のあり方検討会をやった後にこういうものができたので、それの一つだということ

です。

○山根委員 質問です。表示の方法で、２－４の４条、格付の表示に近接して記載ということ

は、マークの下に小さな字で書くよりは近くに書いてあればよいという意味なんでしょうか。

それともう一点、これでりんごストレートピュアジュースは決まると思うんですけれども、

ほかの果実でもこういった特色規格を制定することはこれから考えられるのでしょうか。

○小林表示・規格課課長補佐 １点目の特色の内容の表示の方法でございますけれども、この

特色規格のＪＡＳマークは、特定ＪＡＳマークに使用しているマークを使うということにして

おりまして、そのマークに一体的に近くに書いてもらうということを考えております。

それから、２つ目のりんご以外の果実についての規格化の見通しということでございますけ

れども、当面具体的にどういう果実を対象にというようなことはありませんけれども、将来こ
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ういう特色があるものとして明確に規格化できるというものがあれば、検討の対象になり得る

かと思います。現在のところは具体的にはございません。

○沖谷会長 ほかにございませんか。

特殊なつくり方というんですか、余談ですけれども、窒素気流下で製造するということであ

ります。ですから、酸化防止剤を使わなくていいということでしたね。

ほかにございませんか。

（発言する者なし）

○沖谷会長 それでは原案どおり制定するということでよろしいでしょうか。

（ 異議なし」の声あり）「

○沖谷会長 それでは、その旨報告いたします。

次に （１）のイ、パン粉の日本農林規格の制定案について、事務局から説明をお願いしま、

す。

○宮丸上席表示・規格専門官 それでは、引き続きまして、資料の３により、パン粉の日本農

林規格、これも制定でございますが、説明をさせていただきます。

規格の内容と位置づけでございます。まず、資料３－２の２でございます。この内容のとこ

ろに書いてありますけれども、このパン粉の流通実態、実は８５％が業務用でございます。一

般消費者の方に流通しているのは１５％ということを聞いております。いわゆる取引規格とし

ての性格が強いということから、製造業者からの要望、製造あるいは流通実態を踏まえて、お

よそ３点ほどありますけれども、まず小麦粉、イースト、これは必須原料とするということが

ひとつ。それから、乾燥パン粉、生パン粉及びセミドライパン粉に区分するということがふた

つ。それから、業務用にあっては、それぞれ区分に応じた名称を表示することが三つというこ

とでございます。それから、パン粉に使用する小麦粉の品質指標として、灰分の基準値を規定

するなどを内容とする規格、これを制定させていただきたいということでございます。

次のページの規格の位置づけでございますが、先ほども申しましたように、パン粉は原材料

用に業者間で取り引きされ、また一部は消費者が日常的に使用しています。いずれの場合も一

定の品質が期待されているということでございます。従いまして、パン粉の日本農林規格は取

り引きの単純公正化及び消費者保護の観点から必要な規格だということで、先ほどの資料９の

見直しの基準、Ⅰの１の（２）にございますが、これのアとイに該当するということでござい

ます。

次は、規格の制定案に移らせていただきます。３－４でございます。第１条、適用の範囲で
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ございます。それから、第２条、定義でございます。パン粉、小麦粉またはこれに穀粉類を加

えたものを主原料とし、これにイーストを加えたものまたはこれらに食塩、野菜及びその加工

品、砂糖類、食用油脂、乳製品等を加えたものを練り合わせ、発酵させたものを焙焼等の加熱

をした後粉砕し乾燥したもの又はしないものをいうとしてございまして、このパン粉を、以下

３つ、乾燥パン粉、生パン粉、セミドライパン粉に分けるということでございます。

まず、乾燥パン粉、これはパン粉のうち水分が１４％以下になるように乾燥したものという

定義をさせていただきます。それから、生パン粉ですが、これはパン粉のうち乾燥しないもの

をいいます。それから、セミドライパン粉は、パン粉のうち乾燥パン粉及び生パン粉以外のも

のということでございます。

次に、第３条、パン粉の規格でございますが、性状から原材料とあります。性状は、１、粒

の形及び大きさがおおむね斉一であること。２、色沢が良好であること。３、異味異臭がない

ことでございます。原材料は食品添加物以外の原材料と食品添加物に分かれておりまして、食

品添加物以外の原材料は１から１３まで書いております。食品添加物は１から５まで、乳化剤、

イーストフード、それから製造用剤、ｐＨ調整剤、着色料というふうになっております。それ

から、異物、混入していないこと。内容量、表示重量に適合していることでございます。

それから、表示でございますが、表示については、次のページにありますように （業務用、

の製品に限る）というふうに書いております。この表示については、一般の消費者向けの製品

に対しては一定の表示の義務を課す品目横断の加工食品品質表示基準があって、これを適用す

ることになりますけれども、業務用については表示の義務がないということで、この適用があ

りません。したがって、業務用に販売するものについての表示の規定を盛り込む必要があると

いうことで、ここのところに表示という規定を設けております。これは業務用の製品に限って

この規定を適用する。表示の基準を適用していただくということになります。基本的には加工

食品品質表示基準に沿った内容となっております。第３条はそういうところでございます。

次に、第４条、３－７でございます。測定方法でございますけれども、測定方法は部会にご

提案させていただいたときには、ここで消してあります３行ほどでございましたけれども、他

の規格と整合性をとる、あるいはもう少し詳しく書いた方がいいだろうということで、測定方

法をより詳しくさせていただいているということでございます。

次でございますが、部会での論点、これも後ほど部会長からご報告をいただけるということ

で、私からは省略させていただきたいと思います。

それでは、次にパブコメの結果ということでございます。３－１０ページ、３月の部会の後
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に４月２０日から約１カ月間パブリックコメントを行いまして、個人または団体から合計７件

のパブリックコメントをいただいております。パブリックコメントの内容と私どもの回答案に

ついては次のページでございますが 、簡単にご説明をさせていただきたいと思います。、

食品添加物のポジティブリスト化は見合わせてほしい。あるいは食品添加物は、加工助剤は

原材料リストになくても自由に使用できるにもかかわらず、製造助剤は原材料リストにないも

のは使用できないのは不適切である。あるいは酢酸ナトリウム、氷酢酸等については日持向上

剤として扱うべきである等のもの、それから一番上には、膨張剤を加えてほしいというふうに

ございます。私どもの考え方でございますけれども、基本的には、食品添加物の使用を必要か

つ最小限とするという観点から、案のとおり使用できる食品添加物をポジティブリスト化する

ということでございます。それと、加工助剤については、これは先ほど申し上げましたとおり、

品位、成分、性能、その他品質についての基準を内容とする日本農林規格においては、従来か

ら食品添加物のリストに規定はしていないので、これまでどおりとさせていただくということ

でございます。それから、③のところで、これも使用実態を調査いたしましたが、使用目的は

日持向上剤ではなくて、ｐＨ調整剤であったということから、案のとおりｐＨ調整剤でいきた

いと思っております。

それから、パン粉の規格案でございますが、生パン粉と乾燥パン粉に分類されているけれど

も、両方のパン粉を原材料として使用した場合、製品の原材料名欄中に両方の名称を表示する

ことは企業にとって負担がかかることとなるので規格は必要ないということでございますが、

生パン粉、乾燥パン粉の両方を原材料として使用した加工食品の原材料名の表示については、

現行でも加工食品品質表示基準に基づき、その最も一般的な名称であるパン粉と表示すること

になりますので、これは案のとおりでよろしいのではないかというふうに思っております。

次、３－１２ページでございますが、生パン粉または乾燥パン粉の区別は必要ないというこ

とでございますけれども、先ほども申しましたように、業務用が８５％ということでございま

して、取り引きの単純公正化に資するということでございますので、これは区分ごとに名称を

表示するようにしてほしいという業界からの意見があったということからも、原案どおりとい

うことにしたいというふうに思っております。

それから、セミドライパン粉はさまざまな水分値の製品があり、その都度表示をすることに

なるが、企業に多大な負担がかかるのではないかということでございます。そもそもセミドラ

イパン粉は業務用であり水分値は重要な取り引き条件となっているということからも、表示す

る必要があると思っております。
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それから、セミドライパン粉の定義が広範囲過ぎることから、製法についても定義が必要で

はないか。あるいは、パン粉に使用する小麦粉の灰分の基準値を規定値、規格は０．５８％以

下よりも引き上げるべきではないかということでございます。１つ目は、規格案では、製法上

乾燥工程のないものを生パン粉と定義しております。さらに、生パン粉以外のパン粉について

は、乾燥の程度によって乾燥パン粉とセミドライパン粉を定義しているということでございま

すので、この案のとおりとさせていただきたいということでございます。それから、灰分の基

準値を上げるということでございますけれども、通常使用されている小麦粉の品質についての

調査結果を踏まえまして、標準的なパン粉を製造するのも、品質基準という観点から原料小麦

粉の灰分値は０．５８％以下としたものでありまして、案のとおりとさせていただきたいと思

っております。

それから、最後でございますが、パン粉の原材料として使用できる原材料リストの中に大麦

粉を加えてほしいということでございますが、これも通常使用されている原材料について調査

をいたしましたが、一般的なパン粉には使用されていないということで、大麦粉については使

用できる原材料として規定しなかったということでございます。

以上でございます。これで日本農林規格の制定についてのパン粉を終わらせていただきたい

と思います。

○沖谷会長 このことについても先ほどのりんごストレートピュアジュースと同じ部会で審議

されております。部会長の田島委員からご報告をお願いします。

○田島委員 本年３月２９日の部会でパン粉のＪＡＳ規格の制定について審議いたしました。

部会では、規格案について、意見陳述人から意見を述べたいとの申し出があり許可いたしまし

た。その内容は、業務用の製品の品質において、現時点でのＪＡＳ規格化にはさらなる議論が

必要ではないかというようなものでございました。このことに対して、事務局からは、パン粉

のＪＡＳ規格制定案は任意制度としてパン粉業界の取り引きの公正化や製造技術の向上を図る

ことで重要であるという説明がなされました。

引き続き議論がなされました。主に実需者からは取り引きに使用したい意向等、さまざまな

意見がございました。消費者側からは、商品選択に資する観点からＪＡＳ規格化に賛成である

旨の意見が出され、事務局案どおり了承されました。

以上の結果、この規格制定案については、部会としては事務局案どおり了承いたしたことを

ご報告いたします。

○沖谷会長 それでは、これまでの説明について、ご質問あるいはご意見ありましたらどうぞ
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お願いします。

○徳永委員 ３－４の第２条のところ、乾燥パン粉、生パン粉、セミドライパン粉になってい

ますけれども、この下の３つはパン粉の中に含まれるのではないんですか。

○宮丸上席表示・規格専門官 まず、用語の定義でございますので、パン粉全体をパン粉とは

こういうものであるということを一番上であらわしております。業務用の製品に限り、名称の

表示をするときには、乾燥パン粉、生パン粉、またはセミドライパン粉というふうに表示をし

ていただくということでございます。

○徳永委員 ただのパン粉ではだめということですか。

○宮丸上席表示・規格専門官 業務用についてはだめですが、一般の消費者の方に売られるも

のについてはパン粉で結構でございます。

○沖谷会長 並列して書くよりしようがないからということですね。他の規格も従来からずっ

とこうですね。

○石井委員 同じ３－４の第３条品質の原材料の部分なんですけれども、かなりいろいろなも

のが原材料として書かれているんですが、パン粉の使用目的によっては、味がついていない方

がいいパン粉というのは業務用にはかなりたくさんあって、その場合にはこんなにいっぱいい

ろいろなものは入っていないのではないかなと推測するんです。そういうものと比較して、普

通の家庭でパン粉をつくるときに、市販されているパンの余ったものを乾いてから粉にしてと

いうような使い方をすると、パンに含まれているいろいろなものが入ってくる。どうもその辺

のつくり方の違いがあるような気がしますが、その辺を区別することはお考えにならなかった

のでしょうか。

○沖谷会長 これは使っていいものを書いてるポジティブリストですから、使わなくてもいい

んです 。食塩とか、砂糖とか、入れないものをつくりたい。これは使ってもいいけれども、、

使わなくてもいいわけです。いろいろな種類があるという理解でいいんじゃないですか。それ

ぞれのパン粉について使ったものは全部原材料を書かなければならないですから、それで判断

できる。

○粟生委員 この内容は別にこれで構わないんですけれども、３－４の下から始まって業務用

の製品に限るという表示義務の事項がありますね。ほかの業務用の製品は、例えば小麦粉とか、

お好み焼きの粉とか、そういうのは業務用の取り引きで使うときに原材料の表示は要らないわ

けですね。今、非常に中食とか外食がふえてきて、私たちが業務用で取り引きされた製品から

作られた製品を買うことが非常に多いわけです。業務用のラインを通ってきたものは表示がな
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されていないので、原材料などは連絡されていなくてもいいというふうに理解していいんでし

ょうか。

○宮丸上席表示・規格専門官 業務用のものであっても、店頭で一般消費者に売るということ

になれば、それは一般消費者用でございますので、基本的に表示義務があります。最終製品を

一般消費者が買うというものであれば、業者間の取り引きのところでは表示の義務はないです

けれども、最終末端の消費者の手に渡るときには、しかるべき表示が必要だということでござ

います。

○粟生委員 できた製品を消費者が買うのだから、業務用であれ、何であれ、表示として伝わ

ってくるべきではないか。なぜパン粉だけただし書きで業務用に限るとしなければいけないの

か。加工食品だったら最終的には消費者が使うのだから、業務用であれ、一般であれ、全部情

報が伝わってこなければいけないのではないかというふうに思ったんです。

○小林表示・規格課課長補佐 今回、パン粉の規格に業務用製品の表示の規格を盛り込ませて

いただいた背景としては、まず業務用のウエートが相当高いものであるということが一つ。そ

れから、表示の規格として入れさせていただいた事項でございますけれども、実態的には、現

に取り引き上容器包装あるいは伝票にきちんと記載し、取り引きのスペックとしてお互いに確

認をしていることがありますので、規格の上でも明確にするため規定したものでございます。

○沖谷会長 業務用の製品を使って外食として出すときに表示は要らないわけです。外食の原

料原産地の表示のガイドラインはありますが。最終製品として売る場合には、店舗で売る場合

には当然全部書かなければならないということです。書かれているわけです。

○粟生委員 そうすると、こういうふうに業務用製品にただし書きをして表示しなくても、原

材料の情報などはすべてみんな伝えられていくわけですね。

○石井委員 業務用は原則として表示はする必要がないわけですけれども、それを次の業務用

として販売する場合は、買う方は何が入っているかという情報は聞くんです。ただ、それを製

品に表示しておく必要があるかどうかということだけですので、次に加工食品をつくって売る

立場の業者は、原材料に何が入っているかということはきちんと把握をするというのが義務に

なっているんです。ですから、ご心配になるようなことは、そういうことをきちんとやってい

なければ別ですけれども、普通はちゃんとやられているというふうに考えます。

○粟生委員 表示というものは、大体書いてあるものに責任を持つという意味があると思うん

です。きちんと表示されていることは、書かれていることが間違いないというため、悪いこと

をしないという意味でも意味があると思います。
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○沖谷会長 最終製品として、加工品として売る場合には原材料などは確実に表示しなければ

ならないことが決まっていますから、どこかでリングが切れたら大変なことなので、それは今

メーカーは大変神経を使っているところだと思います。

ほかにどなたかありますか。

○保田委員 業務用以外の残り15％のパン粉も同じやり方でメーカーの方はつくっていらっし

ゃると解釈してよろしいのでしょうかということが一つ。

それから、３－４の食品添加物の書き方ですけれども、例えばアスコルビン酸が製造用剤に

使われているんですが、これはどういう意味なんですか。通常私たちが認識しているのは、よ

く酸化防止剤に使うわけですけれども、製造用剤と書いてあるのはどういうふうな意味合いで

こういうふうになっているんですか。２点です。

○小林表示・規格課課長補佐 消費者向けのパン粉でございますけれども、原材料の欄に掲げ

ているものすべて使うわけではございませんが、基本的にこの原材料の枠組みの中で使われる

ということでございます。

それから、Ｌ－アスコルビン酸の使用目的でございますけれども、グルテンに作用いたしま

して、パン粉の性状を改善させるために使うというふうに聞いております。

○沖谷会長 ほかにございませんか。

（発言する者なし）

○沖谷会長 それでは、原案どおり制定するということでよろしいでしょうか。

（ 異議なし」の声あり）「

○沖谷会長 それでは、その旨、規格について報告いたします。

それでは、次に議題（１）のウについて、生産情報公表加工食品の日本農林規格の制定案

について、事務局から説明をお願いします。

○宮丸上席表示・規格専門官 それでは、引き続きまして資料４、生産情報公表加工食品の日

本農林規格の制定について説明させていただきます。

これまで生産情報公表ＪＡＳ規格につきましては、牛肉と豚肉、それから農産物について制

定をされております。農産物については昨年の２月にご審議いただいているところでございま

す。今回ご審議いただく生産情報公表加工食品につきましては、本年の５月１２日、６月３０

日の２回にわたって部会でご検討をいただきました。

なお、部会で検討いただいた内容につきましては、平成１７年度に品目の選定から規格原案

の作成までを社団法人日本農林規格協会に委託いたしました、そこから提出された報告書がも
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とになっております。

それでは、資料４－３でございますが、ここに内容がありまして、ここを説明させてくださ

い。

（１ （２ （３）でございますが、まず何を生産情報とするかということでございます。）、 ）、

１つ目は原材料に関する情報、これは原料大豆あるいはこんにゃく生いも等の原産地名、ある

いは品種等でございます。２つ目は、製造工程に関する情報ということで、製品の製造に使用

した凝固剤等の物質名などでございます。３つ目は、事業者に関する情報でございまして、製

品を製造した事業者の名称などでございまして、これらを生産情報とする内容の規格を制定す

るということにさせていただいております。

それから、規格の位置づけでございますけれども、生産情報公表加工食品、今回は豆腐、こ

んにゃくでございますが、この日本農林規格は、当該製品の生産情報を公表するということが

標準的な生産のプロセスと比較して特色があることから、特色規格として位置づけられるとい

うことにさせていただいております。先ほどの見直し基準、資料９でございますが、これのⅠ

－１の（１）に該当をするということでございます。

次に、生産情報公表加工食品の日本農林規格の制定案でございますが、その説明に入らせて

いただきます。４－４でございます。

まず、第１条は目的でございます。この規格は生産情報公表加工食品の生産の方法につい

ての基準等を定めることを目的とするということで、以下、これまで制定しております生産情

報公表牛肉、豚肉あるいは農産物と同様の書きぶりということになっております。

第２条でございますが、まず豆腐の生産情報でございますが、これは（１）から（12）ま

で項目がございます。１つ目でございます。豆腐の原料となる大豆の原産地名でございます。

原産地名には、国産品にあっては都道府県名、輸入品にあっては原産国名を書いていただくこ

とになります。

なお、都道府県名または原産国に加えて、より詳細な情報を公表されても結構であるとい

うことでございます。

それから、次は原料大豆の種類でございます。原料大豆の種類は、例えば品種、フクユタ

カとか、種子の番号でもよろしいですし、商品名でもいいですけれども、原料大豆を特定でき

るということが条件でございます。

それから、３つ目、原料大豆の生産年、４つ目、長いんですけれども、分別生産流通管理

が行われたことを確認した大豆を原料とする場合には、分別生産流通管理である旨を証明する



- 18 -

書類の最終年月日及び原料大豆の種別というふうになります。分別生産流通管理とは、遺伝子

組み換え食品の品質表示基準の用語の定義にありますように、遺伝子組み換え農産物及び遺伝

子組み換え農産物でない農産物を生産、流通及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもっ

て分別して管理し、その旨を証明する書類により明確にした管理の方法、これが分別生産流通

管理でございます。

次に （５）でございますが、原料大豆のすべてに生産情報公表農産物の日本農林規格によ、

る格付の表示がされている場合には、認定生産行程管理者の氏名または名称、農産物識別番号

及び生産情報の公表の方法ということでございます。ちょっと読みづらいのですが、括弧書き

を外しながら読んでおります。

それから、次の（６）でございますが、原料大豆のすべてに有機農産物の日本農林規格に

よる格付の表示が付されている場合には、当該原料大豆に当該格付の表示を付した認定生産行

程管理者、認定小分け業者又は認定輸入業者の氏名又は名称。

それから、７つ目が、豆腐用凝固剤の物質名ということでございます。あくまでも物質名

ですので、豆腐用凝固剤ですとか、凝固剤などの一括名ではなくて、物質名そのものを書いて

いただくことになります。

８つ目ですが、豆腐の製造工程において使用された消泡剤の物質名。消泡剤の物質名でご

ざいますが、加工助剤であり、食品衛生法上表示する必要がないものを公表させることの整理

については部会ではご議論がありましたけれども、これは生産情報として公表すべきであろう

ということで、このような結論に至っておりまして、ここに書かせていただいているところで

ございます。

それから、豆腐の固形分でございます。豆腐の固形分については、豆乳段階の大豆の固形

分ではなくて、製造工程での最終製品の固形分ということでございます。

次に （１０）豆腐の製造工程における殺菌方法、それから （１１）豆腐の製造業者の氏、 、

名又は名称及び住所、それから最後に、一般消費者が公表された豆腐の生産情報に関する問い

合わせを行うことができる部署及び連絡先ということでございます。

ここれらの情報をあらわすと、例の１なり例の２、このような書き方になるというのが、

４－９の公表のイメージということでございます。

次に、こんにゃくの生産情報、４－５に戻らせていただきます。今度はこんにゃくの生産

情報でございます。こんにゃくについては１から１５ございます。また同じように括弧書き等

を省きながら読み上げていきたいと思います。
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１つ目は、こんにゃくの原料の種類でございます。２つ目は、こんにゃくの原料となるこ

んにゃく生いもの原産地名ということでございまして、これが先ほどの豆腐と同じように、国

内で生産されたものについては都道府県名、外国で生産された原料については原産国名を公表

していただく。それから、使用された原料こんにゃくの原産地名が２つ以上ある場合にあって

は、重量の多いものから順に公表していただきます。

なお、都道府県名または原産国名に加えて、より詳細な情報を公表していただくことも可

ということになっております。

それから、次は原料こんにゃくの生いもの品種名でございます。これは、例えば「はるな

くろ」などの登録品種名を公表していただいたり、あるいは育種品種以外は、在来種等の公表

ということになります。

それから （４）原料こんにゃく生いもの生産年 （５）こんにゃくの原料となる精粉の製、 、

造地名でございます。こんにゃくの原料となる精粉の製造地名については、国内で製造された

原料精粉については国産、外国で製造された原料精粉については原産国名を公表していただき

ます。先ほどと同じように製造地が２つ以上ある場合にあっては重量の多いものの順に公表し

ていただく。あるいは国産または原産国名に加えてより詳細な情報を公表していただいてもよ

ろしいことにしております。

６つ目、精粉の原料となるこんにゃく生いもの原産地名、これも同じように国内で生産さ

れたこんにゃく生いもを原料とするものにあっては国産、それから、外国で生産されたこんに

ゃく生いもを原料として精粉を製造した場合には原産国名、先ほどのこんにゃくの原料となる

精粉の製造地名と同じような書きぶりで公表していただきたいとなっております。

それから、７番目は、原料こんゃく生いものすべてに生産情報公表農産物の日本農林規格

による格付の表示がされている場合には、認定生産行程管理者の氏名または名称、農産物識別

番号及び生産情報の公表の方法を公表情報としていただきます。

８つ目は、原料こんにゃく生いものすべてに有機農産物の日本農林規格による格付の表示

が付されている場合には、当該原料こんゃく生いもに当該格付の表示を付した認定生産行程管

理者、認定小分け業者、または認定輸入業者の氏名または名称を公表する。これは先ほどの豆

腐と同じでございます。それから （９）原料精粉のすべてに有機加工食品の日本農林規格に、

よる格付の表示が付されている場合には、当該原料精粉に当該格付の表示を付した認定生産行

程管理者 （８）の書きぶりと一緒でございます。それから（１０）こんにゃく生いも、精粉、

及び凝固剤以外に使用した原材料がある場合にあっては、その名称を公表するということでご
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ざいます。こんにゃく生いも、精粉及び凝固剤以外に使用した原材料は、こんにゃくに使用す

る海藻類、あるいはゴマ、シソなどの副原料が対象となりますが、こうした副原料として使用

されたものの中には、一括表示欄に海藻粉末などの表示をしても良いこととなっておりますけ

れども、生産情報公表ＪＡＳ規格では、より詳細な情報を消費者に提供するという観点から、

海藻粉末という公表ではなくて、ヒジキとかアオサなどより具体的内容を公表することになり

ます。

それから、１１番目、こんにゃくの製造工程において使用された凝固剤の物質名または濃

度ということで、これは、例えば水酸化カルシウムという物質名とともに、凝固剤の濃度が何

％のものを使用（何％）というふうに公表していただくことになります。それから、１２番で

すが、こんにゃく製造におけるのりかき工程における加熱温度ということでございます。こん

にゃく製造においては、こんにゃく生いもを調製したもの、または精粉に水または温湯を加え

て強い粘性を示して糊化する工程、これをのりかき工程といいます。何℃から何℃というふう

に幅を持たせた公表もよろしいですよとしております。それから （１３）こんにゃくの原料、

の種類が精粉である場合にあってはこんにゃくの加水率ということで、精粉の量と水がどのく

らいかということで、倍率ですので、例えば精粉に対して１０倍の水を加えたら１０倍という

ような公表の仕方になります。最後は、一般消費者が公表されたこんにゃくの生産情報に関す

る問い合わせを行うことができる部署及び連絡先ということでございます。それから、生産情

報公表豆腐、生産情報公表こんにゃくの定義、それから生産情報公表加工食品、あるいは識別

番号、こういうものの定義でございます。

第３条でございますが、これは生産情報公表豆腐の規格ということで、生産情報公表豆腐

の生産の方法についての基準は、豆腐の生産情報を識別番号ごとに正確に記録するとともに、

その記録を保管し、事実に即して公表していることとするということでございます。

それから、同じく第４条、生産情報公表豆腐の品質に関する表示の基準は次のとおりとい

うことで、表示の事項、識別番号、生産情報の公表の方法、それから、表示の方法では、加工

食品品質表示基準第３条第１項第１号に掲げる事項、識別番号及び生産情報の公表の方法の表

示は次に規定する方法により行われていることとして、１つ目、名称ですが、その内容を表す

一般的な名称に近接して生産情報公表加工食品と記載してください。２つ目は識別番号、容器

又は包装の見やすい箇所に記載してください。３つ目、生産情報の公表の方法、これはファク

ス番号あるいはホームページアドレス等、生産情報を入手するために必要な連絡先を容器また

は包装の見やすい箇所に記載してくださいということです。表示事項の基準に掲げる事項及び
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前条の規定により公表された豆腐の生産情報の内容と矛盾する用語を表示しないことで、これ

は表示禁止事項になります。

生産情報公表こんにゃくの規格も、豆腐と同じようなことでございます。実際には、４－

８のように、これは表示事項のイメージでございますが、識別番号あるいは生産情報公表加工

食品、それから公表の方法というものを書いていただきまして、それに加えて必要な加工食品

品質表示基準で定める事項でありますとか、その他法令で定める表示事項が一緒に表示される

ということになります。

。こんにゃくについて、同じく４－１０、これが公表事項のイメージというふうになります

例１は、生産情報公表農産物のこんにゃく生いもを原料としたもの、それから例２としては、

有機農産物のこんにゃく生いもを原料としたもの、それから次のページ４－１１の例３は、こ

れは有機精粉を原料としたもの、それから例４は有機農産物のこんにゃく生いもと有機精粉、

これを混合して使用した場合にはこういうふうに書いていただくというようなイメージになっ

ております。規格制定案はそのようなところでございます。

部会での主要な論点は、これも後ほど部会長報告をしていただけるということで、省略さ

せていただきます。

それでは、次はパブリックコメントの結果でございますが、４－１６をお開きいただきた

いと思います。６月の部会の終了後に７月１２日から約１カ月間、８月１０日まで募集を行い

ました。結果として、個人または団体から合計６件いただいております。次のページから主な

ものでございます。１つ目は、上の欄でございますが、生産情報加工食品のＪＡＳ規格につい

て、豆腐、こんにゃくだけでなく、加工食品全般を対象としてほしい。あるいは生産情報の公

表場所を特定して統一的に公表するようにしてほしいということでございます。まず１つ目に

ついては、生産情報の公表に当たって、調査あるいは分析、検討すべき課題が生鮮食品などに

比べて格段に多いということから、それぞれ品目ごとに特徴のある加工食品を一くくりに規定

することはほぼ不可能に近いということ、品目ごとに検討を行うことから、加工食品全般を対

象とする規格は難しいということでございます。

それから、２つ目でございますが、統一的に公表ということでございますけれども、これ

は牛トレーサビリティー制度のような義務的な制度ではありません。それぞれの事業者が取り

組む任意の制度でありますことから、認定を受けたそれぞれの生産行程管理者が生産情報をそ

れぞれが公表する必要があるというふうに考えておりますので、原案どおりにしたいというふ

うに思っております。
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それから、２つ目の枠でございますが、豆腐の生産情報の中で （８）豆腐の製造工程にお、

いて使用された消泡剤の物質名、これを公表すべき生産情報から外してほしいということでご

ざいますが、先ほどもご説明申し上げましたが、生産情報公表加工食品のＪＡＳ規格は、任意

の制度であります。一方、加工食品については、加工食品品質表示基準に基づく原材料名など

最小限必要な情報をすべての食品に表示することを義務づけているところでございますが、生

産情報公表ＪＡＳ規格は、そういった情報に加えてさらに詳細な内容について知りたいという

方に情報を提供する仕組みでございますので、今般の部会においても、食品に表示される情報

よりも詳細な情報を生産情報公表ＪＡＳ規格で公表すべきではないかという意見が多く出され

ました。ということで、こうした議論を踏まえて、消泡剤の物質名を公表項目としたところで

ございます。

パブコメの結果については以上のとおりでございまして、当省の考え方をご説明申し上げ

ました。

○沖谷会長 それでは、このことについては本年の５月と６月の部会で２回審議されています

ので、部会長を務められました田島委員から報告をお願いいたします。

○田島委員 本年５月１２日及び６月３０日の部会で、生産情報公表加工食品、豆腐、こんに

ゃくのＪＡＳ規格の制定について審議いたしました。部会では、まず生産情報公表豆腐の制定

案について審議いたしました。これについては、食品衛生法によって加工助剤として表示の必

要がない消泡剤について生産情報として公表することの賛否について複数の委員から活発な意

見が出されました。最終的には事務局から今回の生産情報公表ＪＡＳというものが通常の表示

よりも一歩進んだものを公表する規格であるということから、できる限り進歩的に取り組みた

いということで、公表事項とする了解が得られました。

続いて、生産情報公表こんにゃくの制定案について審議いたしました。こちらでは、原料に

生いもと精粉を使用したものについては、割合を公表してほしいという意見、あるいは公表事

項のところの生いも及び精粉の原料生産地について、精粉についても都道府県単位で公表すべ

きではないかという意見が出されました。それにつきまして、事務局からは、生いもと精粉で

の水分の違いによる計算方法について、業界では現時点で整理されていないので、割合を単純

に一緒にすることは困難であるということ、また、精粉の原料業者は生いもの産地よりも自社

で製造する精粉の品質を重視していることで、精粉の生産地を公表することの方が適切である

という説明があり、了解が得られました。

これらの結果、生産情報公表豆腐、こんにゃくのＪＡＳ規格の制定案については、部会とし
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て事務局案どおり了承したことをご報告いたします。

○沖谷会長 これまでの説明につきまして、質問、意見がありましたら、どうぞ。

公表の仕方については、別のマニュアル、ガイドラインみたいなものがあるんですか。説明

はあったんですけれども、凝固剤の範囲は幅を持たせて表示するとかが文章には全然出てこな

いのですね。

○藤田表示・規格課課長補佐 項目はこのとおりでございまして、生産情報公表牛肉の場合で

したら様式を示してがっちりこういうふうに公表してくださいというようなものもあるんです

が、それをしてしまうと、もうそれ以外の公表ができない、公表の方法に弾力性がなくなりま

すので、項目だけ決めておいて、それは必ずこういった形で公表していただくということで、

特にこういうがっちりした形の様式等は定めておりません。

○沖谷会長 モデルみたいなものはお出しになるんですか。

○藤田表示・規格課課長補佐 一応イメージみたいな形にはなるということで、それは検討し

たいと思います。

○石井委員 やはり公表の方法について質問しますが、４－９に、今の公表情報のイメージと

いうものが出ておりますけれども、例えばここにある情報は全部書かなければいけないものな

のか。このうちから幾つかを選択していいものかということが一つ。そのお答えによっては遺

伝子組み換えのところを後でご質問をさせていただきたいと思います。

○藤田表示・規格課課長補佐 公表項目がその製品について該当するところは公表をする。そ

れに該当しないところは空欄なり、そもそも欄がなくなる、そういう形になります。

○石井委員 そうすると問題はかなり逆になるんですけれども、遺伝子組み換えでないものを

分別すると書いたときに、どこまで責任を持つかということが非常に問題になるんじゃないか

と思うんですが。遺伝子組み換えのものが混入した場合の扱いをどうするかということが非常

に大きな問題になるわけです。完全に分別したというペーパーがついているものであっても、

分析をすると出てくるものがかなりの率であるというのが現実なんです。ここについてどうい

うふうに扱われるのかについて心配なんですけれども、どこまでを求められるのかということ

を教えていただきたいと思います。

○藤田表示・規格課課長補佐 このところは、遺伝子組み換え食品の品質表示基準がございま

すので、そこでの扱いと全く同じということです 「生産、流通及び加工の各段階での善良な。

る管理者の注意をもって分別管理し、云々」というのがございますけれども、そういったＩＰ

ハンドリングの形の分別管理をした結果、証明書が発行されて、それが豆腐屋さんのところに



- 24 -

書類として来るわけです。それは証明書ですので、その事実をここに公表するという形になり

ます。

○石井委員 悪いケースを考えると、例えばＢｔ１０の様に、全く思ってもみなかったものが

入っていたというのが起こるわけです。そういうことが起こり得るんじゃないかというのがち

ょっと心配なんですけれども、この辺はあくまでもそういう管理がされていたというところま

での責任と考えてよろしいでしょうか。

○藤田表示・規格課課長補佐 一応証明書をもって製造業者はつくっているわけですので、そ

れを正しいという前提でこういう規格をつくっております。

○粟生委員 この間こんにゃくの工場に見学に行ってきたんですが、ここでいうこんにゃくの

原料の種類とか、全部同一条件のものを、最後の段階で、片方は充填で、片方は木枠に入れて

かためて、切って、ｐＨ値を調整した液に入れて、シールをしている。元は全部同じなのに、

最後の包装段階で違うんですけれども、そのときは識別番号というのは、包装に関係なく同じ

番号がつく可能性はあるということですか。

○事務局 識別番号は４－６の下から３分の１あたりのところに、識別番号の定義が書いてご

ざいまして、同一の生産情報を有する豆腐又はこんにゃくを識別するために必要な番号又は記

号ということですので、製造条件が同一であれば同一の識別番号となります 。。

○沖谷会長 ほかにございませんか。

（発言する者なし）

○沖谷会長 それでは、原案どおり制定するということでよろしいでしょうか。

（ 異議なし」と言う者あり）「

○沖谷会長 では、その旨報告いたします。

それでは、今、貝谷審議官がお見えになりましたので、ごあいさつをいただきます。

○貝谷審議官 おくれまして大変申しわけございません。この９月から消費・安全局担当審議

官をいたしております貝谷でございます。この局、発足まだ３年半ということで、食品の安全、

表示問題を含めまして大変大きな任務を担っております。また、その任務の関係で専門的ご見

地からご審議を賜っております本調査会、会長初め各委員の先生方には大変お世話になってお

ります。きょうもりんごストレートピュアジュース初めさまざまな規格の審議を賜っておりま

して、厚く御礼を申し上げる次第でございます。

長々と申し上げませんが、一点だけ私から申し上げます。皆様方の任期をお聞きしますと来

年１月までということになっているようでございまして、総会という形ではきょうが最後とい
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うことになろうかと思います。私からは、これまでの２年間のご審議を賜りまして、大変ご協

力を賜りましたことを厚くこの場をかりまして御礼申し上げまして、おくれましたけれども、

ごあいさつにさせていただきたいと思います。

○沖谷会長 ありがとうございました。

それでは、議題（２）のア及びイ、うに加工品、うにあえもののあえもの品質表示基準の

改正案について、事務局からご説明願います。

○宮丸上席表示・規格専門官 それでは、資料５について、ご説明申し上げます。

品質表示基準の見直しについて、うに加工品、うにあえものでございます。これは非常に

機械的なものでございます。５－２をお開きください。ここに趣旨が書いてありますけれども、

２段目に、横断的な加工食品品質表示基準に定められた原料原産地表示の実施に当たり、所要

の改正を行うということでございます。加工食品品質表示基準が、ご案内のとおりこの１０月

で原料原産地表示を２０食品群に対して義務化したということでございまして、その２０食品

群の中に塩蔵魚介類及び塩蔵海藻類というのがございます。うに加工品あるいはうにあえもの

が、それに該当しております。このうに加工品及びうにあえもの品質表示基準は、これは個別

の品質表示基準に当たりまして、横断的な加工食品品質表示基準ができる前に制定をされてお

ります。問題となるところは、うに加工品では５－４、うにあえものでは５－７でございます。

まず５－４を見ていただきたいと思います。５－４の第６条、右側、現行の規格に表示禁

止事項がございます （２）当該地において製造されたもの以外のものに表示する当該地の名。

称を含む用語というふうになっておりまして、現行の加工食品品質表示基準でございますと、

例えば北海道産のうにを使って、下関とか門司の生産業者がつくったとすると、横断的な加工

食品品質表示基準の一括表示例で原産地表示をするとなると、原材料には 「うに（北海道 」、 ）

とこういうふうになります。ところが、現行の、先ほどのご説明いたしました第６条の（２ 、）

当該地において製造されたもの以外のものに表示する当該地の名称を含む用語は表示が禁止さ

れておりまして、このような書き方が読めなくなる恐れがあります。それぞれうに加工品品質

表示基準と、うにあえもの品質表示基準からこの紛らわしい表示禁止事項を削除するという内

容でございます。表示禁止事項をなくすことにより、甘くなるのではないかということでござ

いますけれども、それは加工食品品質表示基準の一般誤認防止ルールで十分対処できるという

ことでございます。

この件について、パブリックコメントを募集いたしましたところ、受け付けの実績はなし、

ＴＢＴ通報によるコメントもなしということでございます。
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以上でございます。

○沖谷会長 このことにつきましても、先ほどのりんごストレートピュアジュースと同じ部会

で審議されておりますので、部会長を務められた田島委員から報告をお願いします。

○田島委員 本年３月29日の部会で、うに加工品品質表示基準及びうにあえもの品質表示基準

の改正について審議いたしました。部会では、両品質表示基準について特段質問も出ず、議論

のあった事項はなく、部会として事務局案どおり了承したことを報告いたします。

○沖谷会長 これまでの報告につきまして、ご質問あるいはご意見があったらどうぞ。

○保田委員 表示例で書いてあるのがよくわからない。ここに原材料名うにと書いてあって、

その次に塩うに含有率が書いてあるけれども、原料のうにということは塩うにという意味なん

ですか。あるいは、この原料のうにに何か塩をまぶしたものが塩うにになるので、製品が塩う

にになるわけで、それが全重量の90％ぐらいを占めるという意味なんですか。

○小林表示・規格課課長補佐 塩うにというのは、先ほどご説明のあったうに加工品の品質表

示基準の最初のページのところをごらんいただくと、四角の中に囲ってございますように、う

にに食塩を加えたものを塩うにというふうに言っております。表示にある塩うに含有率という

のは、塩うにの固乾物含有率というものを基準にいたしまして、３５％という数字を今採用し

ているわけでございますけれども、この数字を基準にいたしまして、その製品に含まれている

塩うにの含有率を表示するというふうなことになっております。９０％という数字は計算上求

められる数字ということでございます。

○沖谷会長 ネットのうにではなくて、塩含みのうにということですね。

○保田委員 塩重量が入っているわけですね。

○小林表示・規格課課長補佐 そうです。うにだけではありません。

○沖谷会長 加工するときにまた塩を加えれば別ですけれども、加えなければ、原材料名に書

いてある食塩というのがその塩に当たるわけですね。そういうことですね。

○保田委員 この原材料は、新たに追加する食塩のことですか、あるいはもともと塩うにに入

っている食塩のことですか。

○小林表示・規格課課長補佐 例示の上の粒うにの方に書いてあります食塩は製造の際に入れ

る食塩です。

○沖谷会長 ほかにございますか。

○森田委員 今の確認なんですけれども、表示例下の塩うには原料原産地は義務化対象になっ

ていないから要らないけれども、表示例上の原料原産地の北海道は要るということですね。
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○小林表示・規格課課長補佐 そうです。加工の程度の違いによってということで線引きがさ

れております。

○森田委員 消費者側からすると、同じように下関粒うにというふうに書いてあって、後ろの

表示を見るとうにの含有率も同じような感じなんだけれども、つくり方が違うとそれは認知さ

れることになるのかなとも思うんですけれども。こういうも事例は他にもたくさんあると思う

んですけれども、こういうふうに例示として見せられると、やっぱり問題だなと思ったのと、

何が変わるのかと思います。

もう一点は、加工食品品質表示基準の場合に、原産地と製造した場所が違う場合は、隣接し

た場所にというのがありませんか。例えば沼津加工のアジの場合は、原料が違う場合は隣接し

た箇所に書くというような、そういったものが、表示の共同会議か何かで出てきませんでした

か。

○宮丸上席表示・規格専門官 後ほどお答えするということでお願いします。

○沖谷会長 では、休憩します。

午後 ３時４０分 休憩

午後 ３時５０分 再開

○沖谷会長 それでは、再開します。休憩前の質問のお答えをお願いします。

○小林表示・規格課課長補佐 それでは、森田委員のご質問についてお答えを申し上げます。

まず、表示の共同会議での議論でございますけれども、そのような紛らわしい表示についての

疑問はあったそうでございます。具体的には、原料原産地の表示をルール化していくに当たり

まして、例えばあるＡ国でとれたアジを使って沼津で開きをつくったものについて、単に沼津

産のアジの開きというような表示をした場合には、加工地なのか、原料の産地なのかが不明確

で適当でないというようなことから、そのような表示はしないことにしましょうということで、

加工食品品質表示基準の表示禁止事項におきましても、第６条の２号で、産地名を示す表示で

あって、産地名の意味を誤認させるような表示につきましては表示を禁止されております。具

体的に加工食品品質表示基準の中でどのようなスタイルで書いてくださいという規定はないの

でございますけれども、この原料原産地表示のＱ＆Ａ等におきまして改善例が示されておりま

して、先ほど申し上げましたアジの開きの例で申し上げますと、加工地沼津、原料原産地はＡ

国というようなことで、アジの開きという品名に近接をして表示をするというようなことが一

つ例示されております。

以上でございます。
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○沖谷会長 そういうことでご了解いただいて、原案どおり改正することにしてよろしいでし

ょうか。

（ はい」の声あり）「

○沖谷会長 では、その旨答申します。

それでは、次に林産関係の規格です （１）のエ集成材の日本農林規格の改正及びカ構造用。

集成材の日本農林規格の廃止について、一括して説明をお願いします。

○宮丸上席表示・規格専門官 集成材の規格改正案について、ご説明を申し上げます。資料６

でございます。

まず資料６－３をお開きください。さきの総会においては、製材の規格についてご審議いた

だきました。今回の集成材も同様の理由によって規格の統廃合を行うものでございます。集成

材と構造用集成材については、集成材工場においてほぼ同一の製造条件で製造されまして、試

験方法等も共通部分が多いことから、利用者の利便性を図るため、また国際規格との整合性を

図るという観点からも、集成材の日本農林規格として一本化することとし、これに伴い、構造

用集成材の日本農林規格は廃止するということでございます。

左の図でございますが、現行は２品目、４規格ありますが、これを１品目、４規格に整理す

るということでございます。

説明に入る前に、では、集成材はどういうものかということについて復習をする意味で、

６－８１ページをお開きいただきたいと思います。

ここに集成材の種類を書いておりまして、種類のところが４規格に分かれております。造作

用の集成材、化粧ばり造作用集成材、構造用集成材、化粧ばり構造用集成材、さきの２つは非

耐力部材ですので、重さがかからない、化粧用とか、一般の造作用に使うものでございまして、

梁とか、そういうものは下の方になります。例えば、造作用の集成材は、主な用途を見ていた

だくとわかりますが、階段の手すりでありますとか、ステップ、壁材、パネルの芯材など、内

部用の造作に用いるものということでございます。化粧ばりの造作用集成材でございますが、

これは造作用集成材の表面に美観を目的として薄い化粧板を張りつけたものでございまして、

長押でありますとか、敷居、鴨居、落掛、上がり框、こういうものに使います。

構造用集成材でございますけれども、構造耐力を目的とした部材ということで、ひき板、ラ

ミナを、その繊維方向を互いにほぼ平行して積層接着したものです。柱とか桁、梁、湾曲アー

チなど、木構造の耐力部材でございます。体育館とか公民館、教会、事務所、住宅などに使わ

れて、設計者のデザインを生かす用材でございます。
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それから、化粧ばりの構造用集成材ということで、構造耐力を目的とした部材でありまして、

ひき板をその繊維方向に互いにほぼ平行して積層接着するということで、その表面に美観を目

的として化粧板を張りつけたもの、構造用集成材に化粧板を張りつけたものということでござ

いまして、主として在来軸組工法住宅の柱材として用いられるということでございます。これ

から、この造作用集成材、化粧ばり造作用集成材、構造用集成材、化粧ばり構造用集成材の規

格を説明してまいりたいというふうに思います。

資料６－３ページにお戻りいただきたいと思います。

今、１番目をご説明申し上げましたので、次は２番目の構造用集成材の使用環境区分の変更

ということでございます。資料の６－７に飛ばせていただきますが、現行の使用環境は、この

図のように使用環境１、使用環境２というふうに分かれております。今回使用環境区分の１と

２の間に、右の改正案を見ていただきたいのですが、使用環境Ｂというものを加えるというも

のでございます。この意味は、屋内の環境であって、かつ住宅の火災時でも高度な接着性能が

要求される環境を追加するという意味でございまして、使用環境１と使用環境２の間に使用環

境Ｂというものを追加することでございます。

次は、資料６－３の３番目にお戻りいただきたいと思いますが、一番下の３でございます。

構造用集成材で使用できる接着剤の基準の変更でございます。これについては、先ほどの６－

７の横のページでございますが、別紙２と書いております、ここのところでございます。これ

は、この別紙の１で説明をいたしました使用環境区分の整理をいたしましたが、これの整理に

伴うものでございます。一見すると接着剤が増えたように見えますが、これはそうではござい

ませんで、改正後のレゾルシノール・フェノール樹脂について、現行ではレゾルシノール系樹

脂、これに含まれていたものでございますが、今回このレゾルシノール系樹脂を「系」という

文字を取ってレゾルシノール樹脂とレゾルシノール・フェノール樹脂の２つに分けて別々にし

たということでございまして、特に接着剤がふえたということではございません。

次は、６－４ページの一番上の４でございます。構造用集成材のラミナに使用する樹種の追

加ということでございます。ラミナでございますが、ラミナの定義を見た方がいいと思います

ので、６－１４ページをお開きいただきたいと思います。見づらいですが、真ん中に太字で書

いております。集成材の構成層をなす材料またはその層をいうということですから、１枚１枚

か、または集成されたもの、それ自体もラミナというふうに定義をしております。

それでは、これの説明でございますが、６－２５、２６ページをお開きください。この中に

黒字で書いてあるところがございまして、３のホワイトサイプレスパイン、それから次のペー
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ジ５のジャックパインを追加しました。これはそれぞれオーストラリア及びカナダから追加要

望のあったものということでございます。

もう一つでございますが、現行の基準においては、各樹種区分の最後のところに括弧書き、

例えば６－２５ページの樹種区分の番号の１でありますとイタヤカエデ、カバ、ブナ、ミズナ

ラ、ケヤキ及びアピトンとありますが、ここに（これと同等の強度を有する樹種を含む）とい

う表現がすべてのところにつけてありましたが、今改正では削除するということといたしまし

た。この理由は、規格を示す際に同等という概念が明確でないということから、樹種を特定し

ていこうということで、これと度を有する樹種というのを削除しております。

これと同じような書きぶりになっているのが、６－３８から３９ページ、ここにも同じよ

うに、ジャックパイン及びホワイトサイプレスパインを樹種として追加しております。

次は、資料４にお戻りいただきまして５番目になりますが、構造用集成材のラミナの厚さ

の変更ということでございます。これも以前から要望のあった構造用集成材のラミナの扱いで

ございますが、ラミナの乾燥技術及び製造技術等の向上によりまして、現行規格では制限が５

センチだったのですが、現在ではラミナの厚さをもう少し厚くしてもいいというような状況に

なっております。これについては、実大強度試験または実証試験を伴うシミュレーション計算

等によって強度が確認をされた集成材にのみ使用できるラミナの厚さを６センチ以下まで認め

るということの内容の変更でございます。

続きまして、真ん中辺にあります６でございます。構造用集成材のラミナの品質及び構成

等の拡大ということでございます。これについては、資料６－９をお開きいただきたいと思い

ます。先ほどお話しした集成材を図式化したというふうに思っていただければというふうに思

います。ここにあります対称というのは、外層と内層、真ん中であれば対称になっているとい

うものを対称、それから下の非対称というのは、強度が対称ではない組み方をしているという

ことでございます。

まず、この集成材の中に内層という部分がありますが、この内層の部分に、若干強度の弱

い、これまで認めていなかった強度のものも入れてもいいんじゃないかということで、これも

当然強度試験等を経て適合したものも許可していこう。これは間伐材等の有効活用ということ

もあって、認めていきましょうということでございます。

なお、当然使用者は使用場所なり強度等級を勘案して適正に利用すると思いますので、問

題ないのではないかと考えております。

次は７でございますが、幅はぎ未評価ラミナの追加でございます。まず幅はぎ未評価ラミ
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ナとは何かということでございますが、６－１４に飛んでいただきまして、先ほどご説明した

ラミナの下のところに、幅はぎ未評価ラミナというものの定義がございます。ラミナのうち矩

形であって、矩形というのは基本的には長方形、直角のものでございます。矩形であって、幅

方向の接着に使用する接着剤が第５条の接着の項に規定する各使用環境ごとの使用可能な接着

剤以外の接着剤を使用したもの、または幅方向に接着剤を使わずにあわせたものというのが幅

はぎ未評価ラミナでございます。

先ほどのところに戻っていただきまして、この幅はぎ未評価については、これも以前から

業界からの要望があったものでございまして、これまで実は強度性能の評価実績がなかったも

のでございますが、近年になりまして実験研究等が進みまして、集成材での使用箇所等を限定

することで必要な強度性能を担保できることが確認されたということでございます。基本的に

は大断面集成材の内層及び中層のみにこの幅はぎ未評価ラミナの使用を認めるということにさ

せていただきます。

次は、図のところでございますが、実は部会では間伐材などの活用から台形ラミナ等の矩

形以外のラミナの使用も認めるという提案をさせていただいておりましたけれども、部会それ

からパブリックコメントにおいて、台形のラミナの傾斜角が大きくなった場合、強度がどうも

疑問だという意見あるいはご指摘がございまして、私どもといたしましても、台形ラミナの傾

斜角と強度の関係の検証が改めて必要だろうということで判断いたしまして、部会では提案い

たしておりました幅はぎ未評価ラミナについて、台形のものは規格の案から外させていただき

まして、矩形のみということで、ここでは提案させていただきたいと思っております。

次に、８番でございますが、ＭＳＲラミナの両端部の評価基準の追加ということでござい

ます。これは等級区分機による測定ができないＭＳＲラミナの両端部の品質について、相当径

比の基準を設けることでございます。まず、このＭＳＲラミナとは何かでございますが、資料

６－１５をご覧下さい。ここも区分の定義がございまして、６－１５の下から４つ目、等級区

分機を用いて長さ方向に移動させながら連続してヤング係数を測定するとともに、ラミナの曲

げ強さ、もしくは引っ張り強さを保証して区分することをいうということで、これはまた資料

番号が飛びますが、６－８３を見ていただきたいと思います。等級区分機というのは、この写

真のもので、こういう機械の中をラミナを通していくわけです。２点で支えつつ、荷重をかけ

て連続して測定していくというような機械でございます。

それでは前に戻らせていただきます。このように、流れ作業で連続して強度の測定を行う

というものでございますけれども、どうしても材の両端部はうまくはかることができない。こ
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のため、６－６ページの図にありますけれども、節などの欠点部分を木口面に投影したときの

面積と、木口面に対する割合、これを相当径比というんですけれども、これによって両端部の

品質の基準とするということにいたします。規格では、６－４０から４１ページに、ちょうど

開いた中間のところですが、例えば１７％、２５％、３３％というふうになっております。こ

の数値は、基本的には現行規格の数値でございますが、引き板の品質基準の外円部の節径比、

これからとっておりまして、これを参考にしてこれを出しています。

それから、９でございますが、塗装の追加でございまして、現在は集成材等で表面を塗装

したものの需要が随分多くなってきているということでございます。塗装された製品が製造さ

れているということで、これについての基準を規定をしているということでございます。

最後に、１０番目、二次接着の定義を規定して、二次接着を評価する方法も追加するとい

うことでございます。集成材は、二次接着された製品が製造されておりますが、現行規格では

二次接着の定義が不明確だったことから、今回の見直しで二次接着の定義を定めるということ

でございます。

また、現行規格では、造作用集成材の長さの方向の二次接着について評価する方法が規定

されていないため、接着性能を確認するために方法を新たに追加するということでございまし

て、二次接着についての定義は、先ほどありました６－１４に二次接着の定義が示されており

ます。ちょうど真ん中辺でございますが、造作用集成材にあっては、集成材同士のフィンガー

ジョイントによる長さ方向の接着接合を、また構造用集成材にあっては同一条件で製造された

集成材同士の幅方向または積層方向の接着をいうというふうになっております。フィンガージ

ョイントというのは、こういう方向で接着するものです。

それでは、二次接着の評価方法ですが、６－１７、下から２段目でございます。集成材同

士の長さの接合接着部はフィンガージョイントとし、造作用材として利用上支障のない強度を

有し、接着仕上げが良好であり、被着材の外観に調和がとれていることを評価する方法という

ことでございます。

簡単に１から１０までご説明を申し上げましたが、次はこの規格の位置づけになります。

６－１０をお開きください。集成材の日本農林規格でございますが、建築その他一般の用に供

される造作用や構造用の集成材に適用されまして、建築基準法等に引用されているほか、業者

間の取り引きする場合の基準として、取り引きの単純公正化に大きく貢献するということで、

これを標準規格として位置づける、見直し基準の資料の９のⅠの１の（２）のアに該当すると

いうことでございます。
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次に、部会での主要な論点ということでございますが、これも後ほど部会長から報告をい

ただけるということでございますので、ここでは省略をさせていただきます。

次に、パブリックコメントの結果に移らせていただきます。６－８８から８９です。６月

６日からパブリックコメントを約１カ月間行いましたところ、個人または団体から５件いただ

いております。

１つは、幅はぎ未評価ラミナについて、台形ラミナの使用を認めていますが、台形ラミナ

の幅はぎ面の傾斜するに従って剪断強度が低下し、またそれがラミナの対角と一致すれば剪断

強度がなくなる可能性が考えられる。したがって、台形ラミナを使用する場合は慎重な対応が

必要ではないでしょうかということでございますが、ここはご意見のとおり、台形ラミナの斜

面の角度と強度の検証が必要だというふうに私ども考えておりまして、今回の改正案において

は、幅はぎ未評価ラミナに台形ラミナは適用しないことといたしますというお答えをさせてい

ただきたいと思います。

次は、第５条１項のホルムアルデヒド放散量の件でございます。これは、６－２９に当た

る部分でございます。結論的に申し上げれば、本規定については別記３の（９）のホルムアル

デヒド放散量試験において、別記１により採取した試料集成材のホルムアルデヒド放散量の平

均値及び最大値が表示の区分に応じそれぞれ次の表の数値以下であることとして、また、基準

表の性能区分を表示の区分に修正するということで、ここはご意見を踏まえて修正をさせてい

ただきたいと思います。

それから、次は一番下の欄ですが、これは幅はぎ未評価ラミナの構造用集成材の外層への

使用ということでございます。これは、異等級構成集成材を外層にも使用できるようにという

ことと、大断面の同一等級構成集成材についても、最外層に使用してもいいのではないかとい

うふうなご意見でございますが、これについては、右に書いてありますとおり、真ん中辺から

ですが、実大試験のデータや住宅建築時の接合方法の安全性等の検証がこれはまた別途必要で

あります。今回の見直しではそこまで検証していないということから、大断面の異等級構成集

成材の中間層及び内層への使用について限定しているということでございまして、原案どおり

としたいと考えております。

なお、事前意図公告についてはコメントはありませんでした。事務局からは以上になりま

す。

○沖谷会長 それでは、このことについては本年５月の部会で審議されておりますので、有馬

部会長からご報告をお願いします。
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○有馬委員 集成材の日本農林規格につきましては、５月23日に開催されました。その部会に

おける審議内容について、ご報告いたしたいと思います。

構造用集成材の規格に規定されている、まず樹種の追加、これは何で追加するのか、改正す

るのかということ、それからもう一点はラミナの厚さ、それを何で６センチまで広げるのかと

いう質問でございました。これにつきましては、樹種の追加については、まずジャックパイン、

これはカナダから、それからホワイトサイプレスパイン、これはオーストラリアからの樹種の

追加の要望であった、それとＪＡＳの同等性の評価を行っておりますので、それについて追加

したということでございます。

それから、樹種の同等性の評価、先ほど申し上げましたように 「同等」というのが除かれ、

たということでありますが、これにつきましては、明らかになったものを入れるということで

ありますし、今後新たなものが入ったときには、当然５年ごとの規格改正がありますので、そ

のたびごとに入れるということの説明がございました。

それから、ラミナの厚さでありますけれども、先ほどの説明にございましたように、現在で

は乾燥技術では６センチでも乾燥が十分である。５センチで今まで制限していたわけですが、

それを６センチまで認めても大丈夫だ。ただし、それについては製品について、くるい等がな

い確認がとれている。ただ単に急に５センチから６センチにやるというのではなくて、その確

認がとれているものについてのみ認めるという旨の説明がございました。これについては了承

されました。

２番目でございますが、構造用集成材の使用環境区分、この定義がどうも余り抽象的ではな

いかという意見がございました。それから、レゾルシノール・フェノール樹脂が追加された理

由についての質問がございました。まず、使用環境区分の定義については、集成材は、資料に

もございますように、いろいろな使用方法が出てまいりました。そういうことで、使用方法が

ありますけれども、使用環境に応じて使用箇所を限定する。この区分だけで限定することは大

変困難であります。それから、レゾルシノール・フェノール樹脂が追加された。これは先ほど

ご説明がございましたように、レゾルシノール系樹脂、これが２つに再区分したということで

ございます。そういうことで了承されました。

それから、３番目は、幅はぎ未評価ラミナにおける台形ラミナ、斜辺の角度について定義が

あるのかということでございました。それから、未評価ラミナの配置はどうなるのかという質

問がございました。これにつきましては、ラミナの斜辺の角度の定義については、当然余り寝

過ぎてまいりますと剪断抵抗がどうしても落ちてまいります。これはまだ定義していないとい
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うことでありましたし、また、幅はぎ未評価ラミナの配置について、配置するラミナの厚さ以

上に離すということで、一応説明がございました。それと、未評価ラミナ、少々おわかりにく

かったかもしれませんが、幅はぎというのは、ここをつなぐわけです。ここのところを接着剤

なしでもいいんじゃないかというのが一つのポイントでございます。ここはなくてもいいとい

うのは、こちらから力がかかるときはこのところは関係ありません。そういう用途については

よろしい、こういうことでございます。そういうことで、厳しい条件下で実験を確認がされて

おりますので、この点については原案どおり了解されました。

ただ、先ほどご説明ございましたように、パブコメの指摘、それから部会での指摘も含めて

検討の結果、矩形のみ、台形についてはやらないということに今回はしたという状況でござい

ます。

それから、曲げヤング率が低いラミナの使用についてどのようなラミナが追加され、このこ

とによって外材が多く使われ、杉や国産材が使われないのではないか、こういうご質問があり

ました。これについてはむしろ逆でありまして、現行では杉材でも非常にヤング率の低いのが

ある。それを使わないとむしろ材料としては大変歩どまりが悪いことになるということで、物

によっては半分近く使えないことがございます。それで、ヤング率に応じてラミナの配置をあ

わせて考えることによって、集成材の性能を損なわずに材料の有効利用ができるということで、

つけ加えられたのがこの項目でございます。したがいまして、今回の曲げヤング率の低いラミ

ナの規定が追加されたというのは、外国産材が入ってくる、そういうよりは、むしろ逆である

ということであります。その旨説明がございまして、了承されました。

それから、塗装の表示でございますが、塗装の表示について、ホルムアルデヒドの放散量の

表示のみで、塗料の成分表示等の規定はないか、こういう質問がございました。これにつきま

しては、どのような塗装を使用しているかについての表示は行っていないけれども、現段階で

なされているのは、ホルムアルデヒドの放散量については測定したものに準じてやっている。

通常の算出量の表示をしているということで、ホルムアルデヒドについては規定しているので

ということで説明がなされて、了承されております。

以上、部会としては集成材の日本農林規格を原案どおり改正すること、また構造用集成材の

日本農林規格を廃止することを、それぞれ了承いたしました。

以上でございます。

○沖谷会長 それでは、これまでの説明につきまして、質問あるいはご意見ありましたら、ど

うぞお願いします。
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○寺内委員 質問の的が外れているかもしれませんけれども、木材については、国産の森林の

育成をしている人たちは今大変厳しいですね。間伐材や国内産木材のものをどうやって利用し

ていくかということを考えてもらいたい、そういうふうに思っています。材木業者もきちんと

したものをつくっていただきたいと思います。

○沖谷会長 食品のＪＡＳ規格は消費者の皆さんすごく関心が強いんですけれども、材木は精

緻にＪＡＳ規格が決まっていて感心するんですけれども、ＰＲが足りない。有馬委員、何かコ

メントありませんか。

○有馬委員 今のご指摘は、一般的によく我々の耳にするところでございますけれども、木材

の情報が必ずしも伝わっていない。我々は一生懸命出しているつもりなんですけれども、意外

とそれが伝わっていないというのは、これは反省しなければいけないというところであろうか

と思います。会長がおっしゃいましたように、木材の技術というのは、集成材を含めて非常に、

しかもその技術がただ単に構造的に安全であるという技術だけではない。かつてはそういうこ

とが非常に強かったのですが、最近では資源をどうやって使うか。しかも、国内の資源がこれ

だけ成長してきております。しかも、資源戦争は結構進んできております。そういうことから

考えると、適切に地元の、あるいは国内の資源を使ってつくるということは非常に重要だと、

それが今回のポイントになっていると思っております。特に杉に関しては、弱い弱いと、よく

言われることが多かったんですけれども、適切なる使い方をすれば、十分使える。それから、

先ほどの台形集成材、これもむしろ間伐対策でつくられた技術でございます。そういうことを

考えますと、適切に資源を使っていこうというのは、林産部会としては常に心がけたところで

ございます。ただ、一方では安全性、しかも、なかなかわかりにくいけれども、少なくともＪ

ＡＳは構造計算に直結いたしておりますので、それの担保だけはきちんとしなければいけない。

こういう大きな２点から進めてきているというぐあいにお考えいただければと思っております。

○沖谷会長 皆さんも関心をたくさん持っていただいてと思います。

○山根委員 ２つ教えてください。幅はぎ未評価ラミナというのが強度が確認されたからとい

うことで使用を認めることになると思いますけれども、それは理解できるとして、ラミナとい

うものの定義で、接着剤を使用せずにあわせたものも別に問題ないということだったんですけ

れども、第５条で認められた接着剤以外の接着剤を使用したものという欄があるので、この第

５条で認められたものではない接着剤というのは、どんなものがあるのか。品質とか安全性に

問題はないのだろうかということをお伺いしたい。

もう一つ、強度をはかる機械、６－８３ページに機械の絵がありますけれども、これは見る
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とカナダのホームページとなっていますけれども、こういう機械が日本にもあって、日本でこ

ういう強度の検査ができるのでしょうか。

○宮表示・規格課課長補佐 お答えします。６－８ページを見ていただきたいと思います。先

ほど事務局から説明しましたけれども、現在ＪＡＳ規格で規定されています接着剤の種類でご

ざいます。先ほどのご質問であると、これ以外についてもどうなのかということで、その辺の

安全性はどうなのかということなんですが、安全性という面では、接着剤を使わなくても、幅

はぎしても、先ほど有馬委員からご説明ありましたように、幅方向については強度がかからな

いということで、接着剤を使用しないものも認められるというものですので、接着性能につい

ては求められているものではございません。これ以外のものについては、例えばポリウレタン

の接着剤とか、そういったものとか、いろいろありますけれども、そういったものも幅はぎ未

評価ラミナの幅はぎ方向に使う接着剤として考えられるものと思っております。

それから、先ほどの強度区分機のＭＳＲですけれども、これについては既に日本の国内のＪ

ＡＳ工場にも一部ＭＳＲの機械を入れているところもあります。以上です。

○有馬委員 ＭＳＲの話が出ましたので、これは一番ポイントになるのは、計測時に両端で支

える、こうやって測定するわけです。そうすると、端部の外側が引っかからない。強度でここ

ら辺が弱いのがあったら、これはすぐわかるんですけれども、こうやって支えているわけです

から、端部の外側は実際に目で見て判断するものを入れざるを得ない、それを入れた。それは

なぜそういうことが起こるかというと、集成材というのは、大きな、長い材料を継ぐこともあ

るわけです。したがって、１枚１枚のラミナで評価しているだけではぐあいが悪いことがある

わけです。長い材料になるわけです。これをまた継ぐわけですから、だから、ここのところも

見ておこう、こういうことで入っているということでございます。

○沖谷会長 ほかにございますか。

（発言する者なし）

○沖谷会長 それでは、原案どおり改正及び廃止するということでよろしいでしょうか。

（ 異議なし」の声あり）「

○沖谷会長 その旨答申いたします。

それでは、最後になりますが、３の（１）のオ、単板積層材の日本農林規格の改正及びキの

構造用単板積層材の日本農林規格の廃止について、事務局から説明をお願いします。

○宮丸上席表示・規格専門官 それでは、単板積層材の日本農林規格の改正ということで、資

料７により説明をさせていただきます。
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７－３をお開きいただきたいと思います。前の集成材同様、規格の統廃合を行うというもの

でございまして、単板積層材と構造用単板積層材については、先ほどと同じでございますが、

工場においてほぼ同一の製造条件で製造され、試験方法等も共通部分が多いということから、

利用者の利便性を図るため、また国際規格との整合性等の観点から、単板積層材の日本農林規

格として一本化するということでございまして、これに伴って、構造用単板積層材の日本農林

規格は廃止するということになります。

次に、２番目でございますが、構造用単板積層材の使用環境区分の変更ということでござい

ます。資料７－５は先ほど集成材のところでご説明申し上げた内容と同じでございますので、

ここの部分は省略させていただきたいと思います。

次は、３でございます。構造用単板積層材で使用できる接着剤の基準の変更ということでご

ざいます。これも先ほどの構造用集成材と同様でございます。ここも省略させていただきたい

と思います。

次は、７－３ページの４のところでございまして、仕上げ材及び未仕上げ材の区分の追加と

いうことでございます。造作用単板積層材においては、製造後の原板を用途に応じて二次加工

して最終製品とするというのが一般的でございます。現行基準では、寸法調整を行った最終製

品を対象としているために、原板、これに対する寸法の許容を厳しくしておりました。今度の

改正では、両者の取り扱いを区分するということのために、原板を未仕上げ材と、それから最

終製品を仕上げ材と規定することといたしました。この関係が資料の７－９に出ております。

横開きでございますが、左側の改正案のところに仕上げ材、未仕上げ材というふうに定義をさ

せていただいております。

次は、４ページにお戻りいただきまして、寸法の許容差になります。これはさきの４番目で、

仕上げ材と未仕上げ材に区分するということのご説明を申し上げましたが、さらに規格との整

合性ということを図る観点から、現行の造作用集成材と同様の取り扱いをするということで、

その許容値についても造作用集成材にあわせることにしたいと思っております。

次は、最後６つ目ですが、二次接着の定義を構造用単板積層材にあっては、同一の等級及び

同一条件で製造された構造用単板積層材同士の積層方向の接着をいうと規定して、二次接着を

評価する方法の変更いたしております。

仕上げ基準の考え方については、これは集成材と同様でございます。また、二次接着を評価

する試験方法として、現行ではブロック剪断試験のみが規定されておりましたけれども、水平

剪断試験による評価も可能であるということから、試験方法、これはどちらかを選択して評価
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できるということにさせていただきます。

それから、規格の位置づけでございますけれども、これも集成材と同じようなことでござい

まして、林産関係の規格同様、建築その他一般の用に供され、建築基準法にも引用されている

ほか、業者間の取り引きする場合の基準として取り引きの単純公正化に大きく貢献するという

ことから、見直し基準のⅠの１の（２）のアに相当するということで、これも集成材と同様で

ございます。

それから、部会でのご議論ということでございますが、これも部会長から後ほどご紹介いた

だけるものと思っております。

それでは、最後でございますが、パブコメの結果でございます。個人または団体から合計４

件でございますけれども、複数のご意見をいただいた関係上、このように３ページにわたって

おります。

では、簡単にご説明を申し上げます。第１条関係でございますが、これは、直行する単板を

入れる云々というところでございます。１つだけ読ませていただきます。単板積層材の用語の

定義、構造用単板積層材で、直行する単板を入れる場合、これは繊維方向の積層に横方向、直

角に繊維を入れるという意味でございます。その使用を最外層に隣接する部分に限定と記載し

てあるが、同ページの適用範囲で直行する単板の合計厚さが製品厚さの２０％以下であり、か

つ当該単板の枚数の構成比率が３０％以下となっている云々というふうにあります。我々の考

え方でございますけれども、構造用単板積層材に直行する単板を用いる場合は、１条と２条の

いずれの規定も適用されますので、直行の単板は最外層に隣接する部分に限定して使用できる

ということになっております。それから、構造用単板積層材で、隣接部分以外の直行単板の使

用については、これについては製造側からの要望がないということで、今回検討を行っていな

いということでございます。

それから、基本的に検討に当たっては、隣接部以外に直行層を入れた場合の強度に与える影

響等については、これは食品の規格と同じように十分な検証が必要と考えておりまして、今の

段階では本件については原案どおりとしたいというふうに思っております。

それから、次、第４条のところ、次の枠でございますが、これは左から右にかけて随分書い

てありますけれども、基本的にはいずれも寸法の許容差についてご意見がありました。これに

ついては、当該許容差については同様の意見が複数出されたことから、製造実態等も再調査を

いたしましたところ、技術的に改正案の許容差で製造が可能であるということが確認されまし

たので、今回の改正案で特に問題ないというふうにお答えをしたいと思っております。
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次は、構造用単板積層材の板面基準、これは生節なり、穴とか、死節の幅径が７５ミリ以下

と規定されている、以下云々というふうに書いてあります。これは次のページにまでかかって

おりまして、非常に専門的なご意見をいただきました。ここでお答えをしたいのは、評価の基

準及び試験方法等の変更の検討に当たっては、十分な検証が必要であるということから、現時

点の段階ではこのような検証は行っておりませんということで、すぐの対応は困難であると考

えておりますということで、本件については原案どおりとするとお答えをしていきたいと思い

ます。

それから、下から２つ目でございますが、曲げ性能の曲げヤング係数区分に１３０Ｅ、ある

いは１４０Ｅの２区分を追加してほしいということでございます。これについては、製造側、

実需者側からの要望が今回なかったため追加の検討は行っておりませんので、先ほどから申し

上げましたように、追加するに当たっては試験データ等の検証が必要だということから、現時

点ですぐ追加はできないということでお答えをしていきたいというふうに思っております。

別記３ですが、これは私どもの事務的なミスということで、ご意見のとおり別記３の試験方

法 （１）の（注）を削除することにしたいと思います。、

事務局からは以上でございます。

○沖谷会長 このことにつきましては、前と同じく本年５月の部会で審議されておりますので、

有馬部会長からご報告をお願いします。

○有馬委員 ５月に開催されました単板積層材の日本農林規格制定案の審議の内容について、

概要を説明いたします。

使用環境についての接着剤の性能について、どのように表示を行うのか。それから、耐火性

能試験も課すのかという質問がございました。これにつきましては、事務局より、接着剤の性

能の表示については使用環境を表示しているが、その使用環境に応じて接着性能を課している。

使用環境に対して接着性能を課しているのが１つ、それから、耐火性能試験については、格付、

これには耐火試験のための性能を課していないわけでありますけれども、それについては耐火

性能が求められる使用環境では既に耐火性能が確認されている接着剤を規定しているというこ

とでございます。という説明がございまして了承されました。

それから、２点目、林産物のＪＡＳ規格において使用される接着剤、塗装、防虫剤などのＶ

ＯＣ、揮発性の有機化合物でございますが、表示していないのかという質問でございますが、

これも先ほどの集成材と同じような質問でございます。本規格では揮発性有機化合物のうちホ

ルムアルデヒドの放散量だけを表示している旨の説明がありましたが、それは了承されました。
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それから、単板積層材の防虫処理について、実際の試験方法を規格で採用しているのか。防

虫処理というのは、昔でいうとヒラタキクイムシとか、木材を食うものです。多分それのこと

を指しておられるんだろうと思いますが、単板積層材だとラワン類をかつてはよく使っておっ

たものですから、多分そういうご質問かと思いますが、実際の試験方法で規格を採用している

のかという質問がございました。事務局より、実際に現場で使用されている内容の規格を現在

は使用している。それから、よい方法があれば今後規格の見直しを検討していくという説明が

ありまして、了承されました。

若干つけ加えますと、大半の現在の単板積層材の構造用に使われるものは、ヒラタキクイム

シに食われるような樹種は使っておりません。そういう点では、造作等、何かありましたら、

そちらは多分今説明されたような対処がこれからあろうかと思いますけれども、実質的には恐

らく、問題なかろうという説明がありまして、了承されました。

以上、部会としては、単板積層材の日本農林規格を原案どおり改正されること、そして構造

用単板積層材の日本農林規格を廃止すること、それぞれを了承いたしまして、その旨を報告す

ることといたしました。以上でございます。

○沖谷会長 それでは、これまでの説明につきまして、ご質問、ご意見がありましたら、どう

ぞお願いします。

○徳永委員 わからないので教えていただきたいのですが、今、ここに単板の模型があります

けれども、使用目的とか、これを使われる方向は決まっているのでしょうか。

○宮表示・規格課課長補佐 単板積層材のＪＡＳ規格では特に使用方向を決めていませんけれ

ども、実際には、柱、それから梁に使われています。縦方向で割れてしまうのではないかとい

うことですけれども、薄い材を接着剤で固めていて、そこの接着性能についてはＪＡＳ規格の

中で基準を設けて試験をさせていますので、通常の使い方であれば割れるようなことはないだ

ろうと思っていますし、そういったクレームがいっぱい出てきているというような状況にはあ

りません。

○有馬委員 規格は基本的に柱に使う、それからこういうぐあいに梁に使ったりするのをむし

ろ頭に置いてつくっている、そういうぐあいに考えていただいた方がよろしいかと思います。

したがって、これが担保されるようなつくり方をしているということだろうと思います。

○沖谷会長 材木についてはそうですね。それを使ってどうやって建てるか、それは建築の決

まりがあって、それを通らなければならないということだと思います。

○有馬委員 そのためにも、どういう性能を持っているんだということが明らかになっていな
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いと、使い道がないものですから、それをＪＡＳ規格で作っているということです。

○沖谷会長 建築で正しく使われるために、これを決めているので、正しく使っていただく。

ほかにございますか。

（発言する者なし）

○沖谷会長 それでは、これは原案どおり改正及び廃止するということでよろしいでしょうか。

（ 異議なし」の声あり）「

○沖谷会長 では、その旨答申いたします。

これで審議は終わりですけれども、本日の審議結果について確認をしたいと思います。ただ

いま事務局が皆さんに配付しております。

（答申案及び報告案配付）

○沖谷会長 それでは、事務局から説明をお願いします。

○宮丸上席表示・規格専門官 それでは、日本農林規格の改正等と、それから品質表示規格の

改正等と、２つありますが、それぞれ今回は原案どおりでございます。まず、りんごストレー

トピュアジュースの日本農林規格等の改正についての報告でございます。平成１８年３月２７

日付け１７消安第１３４０６号、平成１８年５月２２日付け１８消安第１７８５号及び平成１

８年６月２７日付け１８消安第３４５３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ご報告するということ

で、記として、１から７までありまして、それぞれ原案のとおり制定すべきものと決したとい

うことでございます。

それから、もう一つ品質表示基準でございます。うに加工品品質表示基準等の改正について

の答申案、平成１８年３月２７日付１７消安第１３４０６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というこ

とで、うに加工品品質表示基準、それから、うにあえもの品質表示基準、それぞれ原案のとお

り改正することが適当であるとことでございます。以上でございます。

○沖谷会長 いずれも原案どおりとなっております。よろしいでしょうか。

（ はい」の声あり）「

○沖谷会長 それでは、お配りしたもので、報告及び答申することといたします。次の議事は

（３）のその他ですけれども、事務局から何か用意はありますか。

○宮丸上席表示・規格専門官 １点だけでございますが、まだ予定でございますけれども、次

回の総会は年が明けてから２月に予定をさせていただいております。ものは、今年度制定案を
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部会で審議していただいております生産情報公表養殖魚でございますが、これが実は事前意図

公告が１月４日までかかりますので、それを計算いたしますと、早くても２月ということです

ので、一応２月の下旬を想定させていただきたいと思っております。

以上でございます。

○沖谷会長 それでは、すべての議題が終了いたしました。どうもありがとうございました。

事務局に進行をお返しします。

○新井表示・規格課長 大変長時間にわたりご審議、ありがとうございました。本日審議いた

だいたＪＡＳ規格それから品質表示基準につきましては、当方で速やかに告示の手続に入らせ

ていただきたいと思います。非常に長い中、この会議室若干寒いかと思いますが、今、地球温

暖化の関係で暖房が入らないようになっておりますので、ご迷惑をおかけしたかと思いますけ

れども、これをもちまして農林物資規格調査会の総会を終了させていただきます。

午後 ５時０５分 閉会


