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資料３

ＪＡＳ法の品質表示の適用範囲の拡大に関する質問及び回答（未定稿）

平成１９年１２月

注：本紙は、現時点における考え方をまとめたものであって、パブリックコメント等により変更され

得るものである。

（総論）

（問１）今回、業者間取引を加工食品品質表示基準の対象とする目的は何ですか。

（答）

１．業者間取引は、企業間の信頼関係に基づいて行われており、情報伝達についても原料

規格書等により適切に行われていると考えられますが、今般の牛ミンチ事案のように、

加工食品の最終製品の製造業者等に表示義務を課せば足りるという従来の規制の考え方

では、一般消費者向けの最終製品における表示の正確さに対する消費者の信頼を確保す

ることが困難な場合もあると考えざるを得ません。

２．業者間取引の情報伝達をＪＡＳ法の品質表示の対象とすることは、不当行為に対する

抑止力を高め、最終製品に正しい表示が行われるようにするための対応です。

（問２）今回の義務化により、消費者にどんなメリットがあるのですか。

（答）

１．今回の措置は、最終製品の原料供給者の情報伝達が正確に行われることにより、最終

製品に正しい表示が行われることを確保するものです。

２．いくら「表示」が行われていても、内容が正しくなければ、消費者に適切な選択をも

たらすものとはなりません。

３．今回の措置は、ＪＡＳ法においても業者間取引に情報伝達を義務付けることにより、

事業者に意図的な不適正表示を行いにくくする（抑止力とする）状況を作ることになり

ます。

４．このことにより、最終製品での正確な表示が担保され、消費者にとって適切な商品選

択ができることが期待されます。

５．なお、今回の措置は、加工食品の業者間取引における情報伝達を義務付けるもの

であり、消費者に販売される最終製品の表示事項が増加するといった性格を持つも

のではありません。
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（問３）虚偽表示に関しては、直罰をする法制度の枠組（不正競争防止法、刑法等）

があるので、それで十分ではないでしょうか。

（答）

１．悪質な事例に対しては、不正競争防止法等の他法令による対応も視野に、日頃から警

察当局等との連携に努めております。１１月には 「食品の偽装表示事案対策に関する、

連携の強化」に関して、警察庁と協定を結びました。しかしながら、刑事罰の適用は、

不適正表示の是正を直接目的とするものではありませんし、厳格な構成要件を満たす必

要があり、起訴に至るまでには時間がかかる場合が多いのが現実です。また、これらの

法律によって経営者や法人が刑罰に処せられても、不適正表示が是正されるわけではあ

りません。

２．ＪＡＳ法の措置は、消費者に不適正表示の製品に関する情報を伝えるとともに、事業

者に表示の改善を指示するものであり、不適正表示の是正に重要な役割を果たしていま

す。

（問４）外食や惣菜などのインストア加工の加工食品の原材料についても表示義務の

対象となるのですか。

（答）

１．外食や惣菜などのインストア加工の食品については、現在、加工食品の品質表示義務

の対象とはなっておりません。したがって、外食等向けのみに供給されることが確実な

原材料（外食事業者に直接卸されるものなど）については、表示義務の対象とはなりま

せん。

なお、ＪＡＳ法とは別に、容器・包装に入れて販売するものについては食品衛生法

に基づく表示は必要ですが、ＪＡＳ法においては、加工食品を販売店舗内において

① 無包装で販売する場合、

② 製造者が自ら製造した場所で容器・包装に入れて販売する場合、

には、加工食品品質表示基準に基づく表示の必要はありません。

これは、使用する原材料の種類が多岐に及ぶこと、同一原材料から複数の食品が加

工されることなど表示することに難しい面がある一方で、消費者の求めに応じて店内

にいる従業員等がその商品の内容について説明できること等により、消費者に商品に

関する情報が正確に伝わることを前提に、従来から表示義務が課せられていないとい

うことですので、その点は、誤解のないようお願いします。

２．インストア加工業者であっても、食品を他の事業者へ販売し、それが表示が義務付け

られる加工食品となる場合には、表示が必要となります。
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（各論）

（問５）具体的に表示が義務付けられる事項は何ですか。

（答）

１．加工食品品質表示基準において、最終製品に表示が義務付けられている事項、即ち、

名称、原材料名、内容量、賞味期限（消費期限 、保存方法、製造業者名及び住所、輸）

入品（加工されずに消費者へ販売されるもの）にあっては原産国名です。また、生鮮食

品に近い２０食品群や個別の品質表示基準で原料原産地表示が義務付けられているうな

ぎ加工品、かつお削りぶし、農産物漬物、野菜冷凍食品の原料原産地やそれらの原材料

の原産地については対象となります。

しかしながら、名称、内容量、賞味期限、保存方法、製造業者名及び住所について

は、業者間取引であっても、既に食品衛生法や計量法により表示が義務付けられてい

ますので、今回、新たに表示義務が生ずるのは、原材料名と一部の食品における原産

地名となるものと考えています。

２．さらに、加工食品に仕向けられる生鮮食品についても、生鮮食品品質表示基準で義務

付けられている名称及び原産地（原料原産地表示の対象となる加工食品の原材料である

場合）が、原料供給者間の取引において対象となります。

３．また、内容量、賞味期限、保存方法については、計量法や食品衛生法により、一部の

食品について表示義務がない場合や省略できる場合があり、品質表示基準においても基

本的に省略できることとします。

（更問）業者間取引の表示義務付けでは、食品添加物、アレルギー物質や遺伝子組換

えについては、どのような扱いとなるのですか。

（答）

１．食品添加物については、食品衛生法上、容器・包装へ表示する必要があります。

原材料の一部ですから、ＪＡＳ法においても、最終製品に多い順に記載することが義

務付けられていますが、業者間においては他の原材料と同様に 「多い順に記載するこ、

と という規則は適用せず 多い順がわかるよう に記載すれば良いこととします 問」 、「 」 。（

11参照）

２．アレルギー物質については、食品衛生法により表示が義務付けられているものです。

今般の改正によっても、ＪＡＳ法で義務付けるものではありません （従来どおり）。

３．遺伝子組換えに関する表示については、分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え

農産物であることを表示する場合には、その旨を証明する書類の伝達が必要となってい

ますが、今回変更はありません （従来どおり）。
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（問６）どこに表示すればよいのですか。

（答）

１．表示する場所については、名称、食品添加物、内容量、賞味期限及び保存方法（必要

な場合 、製造業者の名称及び住所については、原則として容器・包装です。食品衛生）

法及び計量法で指定された場所であり、ＪＡＳ法で弾力化することはありません。

２．他方、今回ＪＡＳで義務付けを行う原材料名（２０食品群等の原材料については併せ

て原産地）のうち食品添加物以外については、以下の理由から容器・包装、送り状、納

品書又は規格書等のいずれに記載してもよいこととします。

① 原材料の中身が多岐にわたり、かえって誤記を招きかねないこと

② 包装等への記載にコストがかかること

③ しばしば原材料が変更されること

④ 一部製品については、包装等に記載したのでは企業のノウハウが公になってしまう

懸念があること

３．規格書等への記載をもって表示とする場合には、容器・包装、送り状又は納品書等に

おいて、発送、納品された製品が、どの規格書等に基づいているのかを照合できるよう

にすることが必要です。

４．原材料名の表示方法を例示すると以下のようになります。

① 容器・包装

② 送り状又は納品書等

③ 容器・包装に規格書等が特定できる商品名、コード番号等（原材料名は規格書等に

記載）

④ 送り状又は納品書等に規格書等が特定できる商品名、コード番号等（原材料名は規

格書等に記載）

（更問）これからは業者間取引で規格書等を作成しなければならないのですか。

（答）

業者間取引において、規格書等の原材料名欄等の記載も表示として認めるということで

あり、このことをもって規格書等の作成を義務付けるものではありません。原材料の一覧

表を作成して容器・包装、送り状又は納品書等と照合できるようにすることも可です。
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（問７）個装に表示をしてあるのですが、ダンボール箱にも表示をしなければならな

くなるのですか。ダンボール箱に表示をしてあるのですが、個装にも表示しな

ければならなくなるのですか。

（答）

１．今回ＪＡＳで義務付けを行う原材料名（２０食品群等の原材料については併せて原産

地）については、個装に表示をしている場合、ダンボール箱に改めて表示する必要はあ

りませんし、ダンボール箱に表示をしている場合、個装に改めて表示する必要はありま

せん。

２．他方、名称、食品添加物、内容量、賞味期限及び保存方法（必要な場合 、製造業者）

の名称及び住所については、食品衛生法及び計量法で指定された場所であり、ＪＡＳ法

で弾力化することはありません （従来どおり）。

（問８）規格書等は膨大な量となりますが、紙で保存する必要があるのですか。

（答）

１．規格書等への原材料名の記載をもって表示とする場合には、規格書等の整理及び保存

に努めなければなりません。

２．規格書等の保存は、紙ではなく電子媒体でもかまいませんが、行政による監視の際に

は、紙で（印刷して）提示していただくことが必要となります。なお、規格書等には表

示に関係する事項以外の取引上の情報が記載されている場合もありますが、行政による

監視の際にはＪＡＳ法に関する調査の範囲内において調査を行います。

（問９）整理・保存に努めなければならない表示の根拠となる書類とは、どのようなも

のですか。

（答）

１ 製造業者等が食品に表示を付すに当たり、根拠とした書類のことであり、電子媒体を

含みます。

例えば、

① 仕入れた食品の「名称 「原材料名 「原産地」等が記載された送り状、納品書、」、 」、

規格書、通関証明書（輸入品の場合）等

② 小分け・製造した食品についての製造仕様書、製造指示書、原材料使用記録、製造

記録等

③ 販売した食品の「名称 「原材料名 「原産地」等が記載された送り状、納品書、」、 」、

規格書等

④ 期限表示に係る期限設定の根拠
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⑤ 特色のある原材料等の表示に係る根拠書類

等をいいます。

２ なお、中間加工品の原材料等の情報がその容器・包装のみに記載されている場合もあ

りますが、使用済みの容器・包装を保存することは実態上困難です。このため、このよ

うな場合は、いつでも仕入元に対し、使用した中間加工品の情報を確認し得るよう、送

り状又は納品書等の整理・保存に努める必要があります。

（更問）表示の根拠となる書類は、どの程度の期間保存する必要がありますか。

（答）

表示の根拠となる書類の保存期間は、販売業者が、取り扱う食品の流通、消費の実態等

に応じ、自らの表示に対する立証責任を果たせるよう、合理的な保存期間を設定していた

だくこととなりますが、概ね３年を目安として保存していただくことが望ましいと考えて

います。

（問10）業者間取引において、義務表示事項の名称はどう表示すればよいのですか。

（答）

１．品質表示基準においては 「名称」について 「その内容を示す一般的な名称を記載す、 、

ること」とされており、業者間取引においても同様とします。

２．しかしながら、容器・包装以外のタンクローリーやコンテナ等における運搬の際に、

記号や略号が使われている場合には、取引相手間で規格書等によりその内容が周知され

ており、かつ、行政による監視の際に一般的名称との対応関係が明示できる場合には、

記号や略号による情報伝達を妨げません。

（問11）原材料の表示は、原材料の多い順に書く必要があるのですか。

また、原材料の配合割合を表示する必要はあるのですか。

（答）

． 、 、１ 業者間取引における食品添加物以外の原材料については 容器・包装への表示の他に

送り状、納品書又は規格書等への表示も認めるとされていますが、最終製品に適切に表

示するためには、必ずしも「多い順に記載すること」が必要ではなく 「多い順がわか、

るよう」に情報を伝達すれば十分と考えています。

２．また、原材料の配合割合を義務表示事項とする予定はありません。ただし、中間原料

の供給者は、最終製品の適正な表示に資する範囲内で、供給先の求めに応じ、原材料の
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情報を規格書等により正しく伝達する必要があることはいうまでもありません。

３．なお、食肉製品については、食品衛生法施行規則により、原料肉名について配合分量

の多い順に記載することとされています。

（更問 「多い順がわかるように」とは、具体的にどのように表示すればよいのです）

か。

（答）

１．規格書等については、多様な様式により作成されており、必ずしも原材料の多い順で

記載されているものではありません。規格書等に記載された配合割合等を確認すること

により原材料の多い順がわかるようになっていればよく、規格書等を原材料の多い順に

書き直す必要はありません。

２．しかしながら、容器・包装、送り状又は納品書等に原材料名を記載するような場合で

は、何も説明書きがなければ、受け取る側は多い順に記述されていると通常認識される

ことから、原材料を多い順に記載する必要があります。

（ ） 、 。問12 業者間取引における原材料名の表示は どこまで詳しく書けばいいのですか

（答）

１．業者間取引における表示の義務付けは、最終製品に正しい表示が行われるようにする

ためですから、原材料名については、最終製品において表示されることとなる原材料名

が表示されていればよいものと考えています。

２．最終製品の製造に複合原材料（２種類以上の原材料からなる原材料）として使用され

る中間製品については、最終製品の原材料名表示において複合原材料の名称の次に括弧

を付して表示することとされている複合原材料の原材料名を表示し、それ以外の原材料

名についてはまとめて「その他」と表示してもよいこととなります。具体的には、複合

原材料の原材料が３種類以上ある場合、その複合原材料に占める割合が３位以下で、か

つ、重量の割合が５％未満となる原材料は 「その他」と記載することができます。、

３．また、複合原材料の最終製品の原材料に占める割合が５％未満となる場合や複合原材

料の名称からその原材料が明らかな場合（ＪＡＳ規格や個別品目の品質表示基準で定義

された名称等）には、複合原材料の原材料の記載を省略できます。例えば、様々な香辛

料を混合したカレー粉は、最終製品の重量の５％未満となる場合には、カレー粉と表示

し、その内訳を表示する必要はありません。また、マヨネーズは 「ドレッシング及び、

ドレッシングタイプ調味料品質表示基準」で定義された名称ですから、原材料として販

売する場合は、マヨネーズとの名称を表示すれば、その原材料名の表示は省略できるこ

とになります。
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（問13）酒類についてＪＡＳ法の品質表示はどうなるのですか。

（答）

１．酒類（アルコール分１度以上の飲料）は、ＪＡＳ法で定義する農林物資ではありませ

んので、ＪＡＳ法の対象とはなっておりません。酒税の保全及び酒類業組合等に関する

法律や食品衛生法に基づき表示して下さい。

アルコール分１度未満の飲料については、ＪＡＳ法の対象ですので、業者間取引にお

ける表示の対象となります。

２．また、酒類を原材料の一部として使用した食品については、原材料に酒類の名称を表

示してください （従来どおり）。

（問14）字の大きさや書き方に規制はあるのですか。

（答）

消費者に分かりやすいようにとの観点からの規制（一括表示、文字の大きさ、色）につ

いては適用しない予定ですので、例えば「名称」や「原材料名」等の事項名を記載する必

要はありませんが、取引の相手方に情報が伝達できるよう記載しなければならないことは

言うまでもありません。

（問15）加工食品品質表示基準と個別の加工食品の品質表示基準の書き方が異なるも

のについては、どれに従えばよいのですか。

（答）

１．基本的には、加工食品品質表示基準に従って表示することとなりますが、個別の加工

食品の品質表示基準において定められている表示方法に基づいて表示を行なうことは妨

げないと考えています。

２．したがって、業務用製品について、最終製品と同様の表示が行われている場合、これ

を変更する必要はありません。

３．なお、しょうゆ、みそ等については、個別の品質表示基準により定義と名称を定め、

加工食品品質表示基準によりその定義に合致しないものに対し、その名称の使用を制限

しているところですが、業者間取引においても同様の名称使用制限が係ることを検討し

ています （名称使用制限は、加工食品品質表示基準別表４に掲げる３５の個別の品質。

表示基準が対象になります）
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（問16）タンクローリーやコンテナ等の通い容器についても情報伝達義務が課される

のですか。

（答）

１．食品衛生法では、表示場所を容器・包装に限定しているものがほとんどであることか

ら、タンクローリーやコンテナ等の通い容器は除外されていますが、ＪＡＳ法では納品

書又は送り状等を広く認めることにより、タンクローリーやコンテナ等の通い容器につ

いても情報伝達義務の対象とします。この場合、原材料名だけでなく全ての表示事項に

ついて、送り状又は納品書等への表示を認めることとします。

２．表示事項のうち、賞味期限（又は消費期限 、保存の方法、内容量については、食品）

衛生法や計量法における取扱いと基本的に同様の取扱いとします。

（問17）業者間取引の表示が義務付けられると、流通業者、消費者等に開示する義務

が生ずるのではないですか。

（答）

１．原材料名を容器・包装、送り状又は納品書等に記載せず、規格書等へ記載する場合に

、 、 、は 行政による監視の際に情報伝達の根拠として規格書等の確認を行いますが これは

現在の商慣行における規格書等の位置付けを変更するものではなく、規格書等の内容を

当該取引事業者以外の流通業者や消費者等へ開示を義務付けるものではありません。

２．農林水産省としては、このことを踏まえた冷静な対応がなされるよう流通関係団体や

消費者団体に対しても、傘下の会員等へ周知いただけるよう説明に努めていきたいと考

えています。

（問18）輸入品では原材料をすべて把握するのは困難ではないでしょうか。

（答）

現状においても、輸入品、国産品を問わず、原材料についての情報が製造業者に伝達さ

れていないと、製造業者が最終製品に原材料を多い順に記載することはできないのではな

いかと考えています。

（問19）輸入原材料については、どの時点から表示の対象となるのですか。

（答）

加工食品の原材料を国内で他の事業者へ販売する時に表示が必要となります。



- -10

（問20）グループ企業間の取引でも対象になるのですか。

（答）

グループ企業間の取引であっても売買を伴う法人間の取引であれば、表示義務の対象と

なります。同一企業内のやり取りは、表示義務の対象とはなりません。

（ ） 。問21 加工や包装等の製造工程の一部を他社へ委託する場合も対象になるのですか

（答）

１．売買を伴わない取引については、表示義務はありません。このため、加工食品やその

原材料の所有権を移転せずに、加工や包装等の一部の工程を委託する場合は、表示義務

の対象とはなりません。

２．加工や包装等の一部の工程を委託する場合であっても、売買を伴う取引については、

表示義務の対象となりますが、具体的な取引形態ごとに精査する予定です。

（問22）いつから義務化されるのですか。

（答）

１．１０月３１日にとりまとめられた「食品の業者間取引の表示のあり方検討会」の報告

書について、１１月１日から３０日までパブリックコメントを行い、いただいたご意見

も踏まえて品質表示基準（告示）の改正案を作成し、１２月４日に開催した第７回の検

討会でご議論いただいたところです。また、並行してＷＴＯ通報（２～３か月）を行っ

ています。

２．検討会でご議論いただいた品質表示基準の改正案については、１２月５日から３０日

間、パブリックコメントを募集しているところです。その後、パブリックコメントでい

ただいたご意見も踏まえた改正案をＪＡＳ調査会総会へ諮り、告示案を決定することと

なります。これらの手続きを迅速に行い、平成２０年４月１日からの義務化を目指して

いるところです。

３．義務化にあたっては、説明会を頻繁に開催するなど事業者の方々に幅広く周知を図っ

てまいります。また、分かり易い手引を作成する予定ですのでご参照下さい。


