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農林物資規格調査会総会

日時：平成２０年８月２６日（火）

会場：農林水産省本館第２特別会議室

時間：１４：００～１６：０７

議 事 次 第

１．開 会

２．審議官挨拶

３．議 題

（１）日本農林規格の見直しについて

・合板の日本農林規格

・生産情報公表牛肉の日本農林規格

・生産情報公表豚肉の日本農林規格

・ドレッシングの日本農林規格

・醸造酢の日本農林規格

（２）品質表示基準の見直しについて

・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

・食酢品質表示基準

（３）その他

４．閉 会

配付資料

１ 農林物資規格調査会総会委員名簿

２ 日本農林規格の見直しについて「合板」

３ 日本農林規格の見直しについて「生産情報公表牛肉」
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４ 日本農林規格の見直しについて「生産情報公表豚肉」

５ 日本農林規格の見直しについて「ドレッシング」

６ 品質表示基準の見直しについて「ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料」

７ 日本農林規格の見直しについて「醸造酢」

８ 品質表示基準の見直しについて「食酢」

９ ＪＡＳ規格及び品質表示基準の制定・見直しの基準

その他資料

・ 特別用途食品制度の対象食品の見直しに伴うしょうゆ品質表示基準の改正について(案)
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農林物資規格調査会委員名簿

石 井 胖 行 （財）食品産業センター参与

石 和 祥 子 消費科学連合会副会長

伊 藤 潤 子 前日本生活協同組合連合会理事

沖 谷 明 紘 日本獣医生命科学大学名誉教授

香 西 みどり お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科教授

加 藤 さゆり 全国地域婦人団体連絡協議会事務局長

神 谷 文 夫 独立行政法人森林総合研究所研究コーディネータ

河 合 誠 （社）住宅生産団体連合会木質複合建築開発委員会委員長

河道前 伸 子 全国消費者協会連合会食品安全対策委員長

川 畑 正 美 消費者

近 藤 栄一郎 全国青果物商業協同組合連合会理事

佐 藤 節 夫 （社）日本食肉市場卸売協会副会長

鈴 木 智 日本合板工業組合連合会副会長

関 本 吉 成 （社）全国中央市場水産卸協会経営委員会委員

高 鳥 直 樹 前（社）大日本水産会品質管理部長

田 島 眞 実践女子大学生活科学部教授

仲 田 恵利子 関西生活者連合会理事

並 木 利 昭 日本スーパーマーケット協会参与

西 園 是 洋 鹿児島県経済農業協同組合連合会代表理事理事長

保 田 茂 兵庫農漁村社会研究所代表

（五十音順、敬称略）
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午後２時００分 開会

○表示・規格課長 まだ加藤委員がお見えになっておりませんけれども、定刻となりましたの

で、農林物資規格調査会総会を開会させていただきたいと思います。

本日は、委員の皆様方にはご多忙のところご参集いただきまして、まことにありがとうござ

います。

早速、本日の出席状況でございますけれども、神谷委員、鈴木委員、関本委員、高鳥委員、

仲田委員、保田委員が所用のため欠席されております。

まだ加藤委員がお見えになっておりませんけれども、お見えになる予定でございますので、2

0名の委員のうち14名の委員が出席されているということで過半数を超えておりまして、農林物

資規格調査会令の規定に基づき、総会は成立しております。

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、傍聴する方を

公募いたしましたところ、20名の応募があり、本日、傍聴されております。

それでは早速、運営規程に基づき、沖谷会長に議事をお願いいたします。

○沖谷会長 円滑な議事進行にご協力のほど、お願いいたします。

まず 初に、梅田審議官からご挨拶をお願いいたします。

○梅田審議官 私、この７月11日に消費安全局担当の審議官として指名を受けました梅田でご

ざいます。よろしくお願いいたします。

委員の皆様方におかれましては、ご多忙中のところ、農林物資規格調査会総会にご出席いた

だきまして、まことにありがとうございます。

近の情勢でございますが、消費者庁創設に向けて、今、いろいろと新聞で騒がれておりま

すが、この秋、開会予定の臨時国会には消費者庁設置の関連法案が提出される予定となってお

り、来年の発足に向けた準備が進められておるところでございます。消費者庁につきましては

消費者の期待も高く、消費者の食品の安全を確保し、消費者が安心して食生活を送ることがで

きるようにするため、その機能や運営が適切にされることが期待されているところでございま

す。

一方、食品に関する不適正表示の問題は、有機農産物でない米に「有機栽培米」の表示がな

されたり、産地表示を偽装するなど後を絶ちませんが、我々農林水産省といたしましては、食

品業界のコンプライアンスのさらなる徹底や食品表示の適正化のための取り組みの充実を今後

とも図っていきたいと考えております。

本日の審議内容でございます。本日の農林物質規格調査会総会におきましては、ＪＡＳ規格
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につきましては合板の日本農林規格ほか４規格の改正、品質表示基準につきましてはドレッシ

ング及びドレッシングタイプ調味料ほか１基準の改正について、ご審議いただくこととなって

おります。

委員の皆様におかれましては、それぞれのお立場から忌憚のないご意見を賜りますようお願

い申し上げまして、私のあいさつとさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○沖谷会長 ありがとうございました。

それでは、審議に入る前に、本日の総会の議事録署名人の指名を行います。

運営規程によりまして会長が指名することになっておりますので、加藤委員 ちょっとお─

くれていらっしゃいますが、大丈夫ですね。 加藤委員と西園委員にお願いいたします。─

次に、事務局から資料の確認をお願いします。

○上席表示・規格専門官 事務局から資料の確認をさせていただきます。

まず、議事次第がございます。その下に、資料１といたしまして委員の皆様方の名簿、資料

２といたしまして「日本農林規格の見直しについて「合板 」がございます。それから、資料３」

といたしまして、同じく規格の見直しとして「生産情報公表牛肉 、資料４といたしまして、同」

じく「生産情報公表豚肉 、資料５といたしまして、規格見直しの「ドレッシング」でございま」

す。資料６といたしまして、品質表示基準の見直しについて「ドレッシング及びドレッシング

タイプ調味料 、資料７といたしまして、ＪＡＳ規格の見直しの「醸造酢 、資料８といたしま」 」

して、品質表示基準の見直しの「食酢」がございます。それから、資料９といたしまして「Ｊ

ＡＳ規格及び品質表示基準の制定・見直しの基準」がございます。それから「特別用途食品制

度の対象品目の見直しに伴うしょうゆ品質表示基準の改正について（案 」という資料がござい）

ます。それから、机上配付といたしまして「合板の日本農林規格の一部改正案についての意

見」という資料をお配りしています。

何か足りないもの等ございましたら、事務局までお申しつけください。

それと、本日の議事内容につきましては、発言者を明記した上、後ほど農林水産省のホーム

ページで議事録を公表することとされておりますことをご報告いたします。

○沖谷会長 それでは、審議に入ります。

議題３の（１）合板の日本農林規格の見直し案について審議いたします。

事務局から資料の説明をお願いいたします。

○上席表示・規格専門官 資料２のご説明をさせていただきますが、この改正案につきまして

は、法令的な観点から、後ほど字句の変更があり得ることをご了解願いたいと思います。
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それでは、２－２ページをお開きいただきたいと思います。

今回の合板の見直しの内容でございますが （１）から（９）までございます。まず定義の見、

直し、それから防虫処理剤の品目削除、合板の表面の品質についての樹種区分の見直し、充て

ん補修の基準の明確化、寸法測定器具の読み取り精度の見直し、コンクリート型枠合板と構造

用合板の単板厚さの下限値の見直し、それから構造用合板２級の曲げヤング係数の厚さ区分の

。見直し、含水率とかホルムアルデヒド放散量及び磨耗試験等の試験方法の見直しでございます

２－３ページを見ていただきますと、合板につきまして、一般の方々が直接購入することは

少ないと思いますが、業者間の取引基準として、標準規格として位置づけられております。

現在、認定工場は780工場でございますが、このうち外国認定工場が130工場ございまして、

例えばインドネシアには60、マレーシアには45、カナダ18といったように、海外でもＪＡＳの

工場はかなり稼働している状況でございます。

国内流通量でございますが、平成18年度はおおむね870万立米でございまして、ここのところ

大きな変更はございません。

格付率でございますが、平成18年度65％となっておりますが、これは平成14年度が34％とい

うことで、平成15年度から急増しておる状況でございます。この理由でございますが、シック

ハウス対策ということで、皆さんいろいろお聞きになっていると思いますが、目がチカチカす

るとか頭が痛くなるということでございます。平成15年７月１日から居室の内装仕上げ合板を

使用する場合はＪＡＳとかＪＩＳとか、それから国土交通大臣の認定したもの、特にＦの４ス

ターとか２スターとかあるわけですが、そのようなホルムアルデヒドの放散量の少ないものを

使いなさいということになったために、格付率が大きく増加しております。

それから、他法令等での引用でございますが、国土交通省令として告示とか、そういったも

のがいろいろ引用されております。

将来の見通しでございますが、ここに書いてございますように、24ミリとか28ミリとかいう

厚物合板が増加するものと思われます。これは建築のやり方が少し変わってきたといったこと

もあると思いますが、厚みのあるものが増加する。

国際規格の動向ですが、ＪＡＳはＩＳＯ 国際標準化機構の規格とおおむね一致しており─

まして、ＩＳＯは見直しはされておるわけでございますが、現時点で大きな見直し、変更等は

検討されていないと聞いております。

２－４ページ、構造用合板の定義の見直しでございますが、ちょっと飛びまして、２－93ペ

ージをごらんいただきたいと思います。
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皆さんいきなり「さね加工」と言ってもわからないと思いますので、こちらの写真を見てい

ただきますと、右側に雄ざね、雌ざねと書いてございますが、この出っ張った所を雄ざね、窪

んだ所を雌ざねと申しまして、これを突き合わせて合板同士をくっつける。そのことによって

隙間が開かないようになっております。

（資料を回覧）

現在、さね加工した合板はＪＡＳ規格の対象とはなっておりませんが、この需要が非常に伸

びておるということで、今度、このさね加工した合板をＪＡＳ規格として認めようというもの

でございます。

用途としては、床の下地材とか屋根の下地材として使用されておるということで、このさね

加工したものを使うことによって施工の簡略化が図れるそうでございます。

これをＪＡＳ規格とすることによって、生産の合理化等を図ることができるということでご

ざいまして、具体的な改正内容としては、構造用合板の欄を「 さね加工を施したものを含（

む 」という形で改正を行う。。）

それから、構造用合板の規格のうち表示の方法について （１）品名として「さね加工を施し、

たものにあっては「 さね加工 」と記載することということでございます。さね加工したもの（ ）

は、そういう表示をしなさいと。

それから （２）寸法につきましては、さね加工を施したものの幅及び長さにあっては、有効、

寸法を書かせるということになっております。

次に、２－５ページ、防虫処理剤のホキシムの削除でございます。こちらは普通合板とか化

粧合板の防虫処理剤として使われるものでございますが、有機リン系の農薬でございます。こ

ちらは現在のところ使用実績がなく、今後、使用される見込みもないことから、これを削除し

たいと考えております。これは、主にラワン材につくヒラタキクイムシの食害を防ぐために使

われておるものと聞いております。

それから、ホキシムを削除することによって、その吸収量の規定も削除します。

次に、２－６ページ、国内産広葉樹と同種の外国産広葉樹の話でございます。

真ん中辺の表、表板でございますが、現行「国内産樹種の広葉樹単板を用いたもの」と「国

内産樹種以外の広葉樹単板を用いたもの」という区分になっております。これを「別表１の広

葉樹単板を用いたもの」と「別表１以外の広葉樹単板を用いたもの」に変更するというもので

ございます。

これにつきましては、これまで国内産以外の広葉樹というのはラワン材とかそういうものが
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中心でありましたので、国内産と外国産を分けておればよかったものが、 近は中国等で、シ

ナとかカバといった日本と同じ樹種の表板を用いた合板がつくられているということで、樹種

を指定しないと不都合が生じてきたということで、国内、国外を問わず樹種で区別する。国内

産で使われているような樹種を別表１といたしまして、外国でしかできないような内容材等に

ついては「別表１以外」として整理するというものでございます。

次に、充てん補修の基準の見直しでございます。

、こちらは２－94ページを見ていただきたいんですけれども、合板の材料の単板を削ったとき

穴が開いていたりとか節があったりとかした場合、どうしてもそこが抜けてしまいますので、

それを補修するということで、ここに合成樹脂性の充てん材を詰めて補修したりしておるわけ

でございます。上２つが節の補修、下が開口割れの補修ということで、割れた部分に合成樹脂

等を詰めておるわけでございます。

２－７ページに戻っていただきまして、これまでの基準でございますと「抜け落ちた部分を

充てん補修してあること」という基準であったわけでございますが、余りにも具体性がないと

いうことで 「脱落又は陥没のおそれがないように充てん補修してあること」という形で、具体、

性を持たせて書いたということでございます。

ほかのところも、若干言葉使いは違ったりしておりますが、基本的には同じでございます。

具体的に、抜けたりしないようにということでございます。

次は２－11ページ、寸法の基準で既定されている測定器具について、ＩＳＯとの整合性を図

るため、測定器具の読み取り精度を変更するということで、現行、巻き尺で測る長さの精度を

「0.1ミリまで読み取り可能な測定器具」とされておったわけでございますが、ＩＳＯにおいて

も１ミリまで読み取れればいいとなっておりますし、もともと巻き尺のようなものは目盛自体

も１ミリ単位でしか打っていないようでございますので、こちらもＩＳＯに合わせまして「0.1

ミリ」から「１ミリ」に測定精度を若干下げさせていただきたいということでございます。

次はその下、コンクリート型枠合板とか構造用合板の単板厚さの下限値の見直しでございま

すが、こちらは、これまで単板の厚さは1.5ミリ以上5.5ミリ以下という形になっておったわけ

でございますが、単板を薄く剥く技術も発達したこと、また、原料となります板が不足してき

て、表板にするようなきれいなものを1.5ミリでとっておったのでは、なかなか資源が有効に活

用できないということで、ここは技術的にも可能であるということで、1.5ミリから１ミリにし

て、資源の有効活用を図りたいということでございます。

なお、下限値を１ミリに下げたことによって強度等が下がることはないと確認されておりま
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す。

２－12ページ、構造用合板２級における曲げヤング係数の厚さ区分の見直しでございます。

こちらは先ほど申しましたように、24ミリとか28ミリ厚の合板が非常に増えてきている中、

昨年度、24ミリ厚の合板について曲げヤング係数を新たに設定して、3.5ギガパスカルという基

準値をつくったところでございますが、今度はそれより厚い28ミリについても規格をつくると

いうことで、3.3ギガパスカルという形でヤング係数を規定したいということです。

この値につきましては、構造用合板の構成材料等からはじき出した数字ということで、きち

んとしたものでございます。

それから、その下にあります含水率試験でございますが、こちらは乾燥温度「100から10

5℃」とあったものを「103±２℃」と、若干温度差の幅が狭くなったということとでございま

す。

それと、恒量の確認が「６時間ごと」と非常にきっちりした数字だったんですが、６時間ご

とということは、６時の次は12時、その次はまた６時ということで、夜中にも仕事をしなけれ

ばいけないことになりまして、非常に効率が悪いということで、６時間以上の間隔を置いて測

ればよいということにさせていただきたい。

そのかわり、これまで0.5％単位だった含水率の算出単位を0.1％単位とし、精度を上げたい

ということです。

２－13ページ、含水率試験の試験片の大きさですが、これまで「適当な大きさのもの」であ

ったのを「一辺が75mmの正方形状のもの又は質量20ｇ以上のもの」と変更したいということで

ございます。

次に （２）ホルムアルデヒド放散量の試験でございます。、

こちらの変更点は、バックグラウンドの測定をするということでございまして、通常の試験

の場合、ほかのものでもバックグラウンドということで、環境中にある影響を与える物質の測

定をしてゼロを調整するといったことがよくやられておるわけでございまして、ホルムアルデ

、ヒドにつきましても、実験室の中にホルムアルデヒドもしくはそれに似たような物質があって

それがホルムアルデヒドとして測定されて正しい数値が出ないと困るということで、バックグ

ラウンドを測定して、正しいゼロ点を調整することにしたいと思います。

次は、２－15ページ、特殊加工化粧合板の磨耗試験でございます。

これにつきましてはＪＩＳの規定に準じて改正するということで、これまで「120mmの円盤

状のもの」と決まっておったわけでございますが、それプラス「又は試験に支障のない形状の
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もの」ということで、余り形にこだわらなくても、磨耗試験ができる面積がきちんと確保され

ていればよいということで、そういう形にさせていただきたい。

あと、これまで試験片を３片ずつつくっておったわけでございますが、こちら２片でも十分

測定精度は担保できるということで、試験の効率化のために、３片から２片に変更させていた

だきたいということでございます。

それから、磨耗試験の機械を見ていただこうと思います。２－96ページをお願いします。

２－95ページには、先ほどのホルムアルデヒドの試験方法であるデシケータの写真もござい

ます。こういうものでホルムアルデヒドを測っております。

、２－96ページはが磨耗試験機で、左からＪＡＳの磨耗試験機、真ん中がＪＩＳの磨耗試験機

右がＩＳＯの磨耗試験機ということで、形もよく似ておれば性能的にも変わらないといいます

か、設定を変えれば各々使えるような部分もあるということで、今後はこの磨耗試験機械を、

ＪＩＳのものもＩＳＯのものも使用できる。工場によってはＩＳＯの機械を持っていたりＪＩ

。Ｓの機械を持っていたりするものですから、それを有効に活用したいということでございます

この３者の間の差は、基本的にないことを確認しております。

２－16ページ、その他でございます。

試験の方法の一般条件において使用する薬品は、ＪＩＳ特級を使用することが規定されてお

ります。これは２－55ページに書いてございますが （１）一般条件のエ 「ＪＩＳに規定する、 、

特級のものを規定する」と書いておきながら、中の方で、ホルムアルデヒド放散試験における

試薬のＪＩＳの引用が「ＪＩＳの幾つ」といった形で決められておったものを、これは 初に

決めているので、今後、入れる必要はないだろうということで、これは削除させていただきた

い。

それから 「メスフラスコ」を「全量フラスコ」に改めるというのは、我々は学校で「メスフ、

ラスコ」と習ったわけでございますが、ＪＩＳの方で「全量フラスコ」と用語を定義しており

ますので、我々としても用語として「全量フラスコ」に変えさせていただきたいということで

ございます。変え方としましては、２－17ページにございますように、よう化カリウムの「 Ｊ（

ＩＳ Ｋ ８９１３ 」を削除するとか 「メスフラスコ」を「全量フラスコ」に変えるというも） 、

のでございます。

それから、２－99ページにパブリックコメントの結果がございますが、パブリックコメント

は受付件数２件ございました。１件は「構造用パネルにもさね加工を認めないと、市場ユーザ

ー、メーカーは混乱する」というものですが、これについては、使用実態の把握や構造用パネ
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ルの特徴等を考慮して、構造用パネルの規格改正時に検討していきたいと考えております。

２件目は「構造用合板における入り皮及びやにつぼの基準を、単板積層材の基準に合わせて

ほしい」というものでございますが、これは単板積層材と構造用合板とは使用用途等が異なっ

ておるようでもございますし、同様の基準でよいかどうかについては今後、検討させていただ

、いて、必要があれば改正することにしたい。特にこの場合、強度的な因子もあるということで

もう少し検証が必要だろうと考えております。

非常に長い規格改正でございます。ほかにも細かいところが少しあるかもわかりませんが、

基本的にはこういう改正でお願いしたいということでございます。

○沖谷会長 ありがとうございました。

先ほど議事録署名人を加藤委員にお願いしたんですけれども、急用で欠席というご連絡があ

りましたので、代わりに石井委員にお願いしたいと思います。

それでは、ただいま説明がありましたことにつきましては、今年２月の部会で審議されてお

ります。部会長代理として河合委員から報告をお願いします。

○河合委員 本年２月21日に部会で審議されましたので、その報告をいたします。

４点ほどの質問と、それに対する回答がございましたので、若干時間がかかりますが、よろ

しくお願いいたします。

まず 初の質問ですけれども、現行規格では、普通合板の板面の品質において、樹種を別表

１と別表１以外に分けているが、何が違うのかという質問がございました。

これに対しまして事務局から、先ほども説明がありましたが、別表１には国内産樹種がすべ

て含まれ、別表１以外にはラワンなどの外国産樹種が含まれている。基準は樹種の特性や使用

用途を踏まえ、別表１の方が厳しくなっている。 近ではシナやカバなどの国内産樹種と同種

の広葉樹を使用した合板が輸入されるようになったことから、国内産樹種と国内産樹種以外の

区分から、樹種による区分とし、樹種の特性や使用用途を踏まえた検査が確実にできるように

したという説明がありました。

２番目ですけれども、樹種区分の見直しにより、国産と外国産の区別はつくのかという質問

がございました。

事務局から国産と外国産では、同一樹種であれば性能に大きな違いはなく、国産または外国

産の表示はしていない。なお、樹種は任意で表示できることになっているという説明がござい

ました。

３番目ですけれども、合板の充てん補修に使用する補修剤には何が使用されているのか。ま
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た、ホルムアルデヒドの放散試験は補修部分を含めて行うのかという質問がありました。

事務局から、合成樹脂、非ホルムアルデヒド系のアクリルエマルジョン樹脂が多く使用され

ている。ホルムアルデヒドの試験については、長方形の試験片を10片作成し、部位による差が

出ないようにしているとの説明がございました。

。後ですけれども、防虫処理剤の使用状況がどうなっているのかという質問がございました

事務局から、現在はシフェノトリンのみ使用されている。フェニトロチオンとビフェントリ

ンについては使用実績はないが、今までの使用実績及び今後の使用見込みを踏まえて、現行の

ままとしたという説明がございました。

部会といたしましては、原案どおりの改正を了承したことを報告いたします。

○沖谷会長 それでは、合板の日本農林規格の見直し案につきまして、ご意見、ご質問がござ

いましたらお願いします。

○石井委員 全くの素人なんですけれども、今の部会での審議のご説明の中で、脱落または陥

、没の充てん剤について、ホルムアルデヒドを使っていないものが中心だというお答えがあって

それから、測定するときには云々のお答えについては大きさだけを言われて、そこの部分につ

いてどう考慮するか説明がありませんでした。重箱の隅をつつくような話になってしまうんで

すけれども、それですと、ホルムアルデヒドが含まれるような充てん剤を使うこともあるとい

うふうに聞こえて、そこについての特別な配慮がなされていないように聞こえたんですけれど

も、それでいいものかどうか事務局にお伺いします。

○早川表示・規格課長補佐 充てん剤の使用につきましては 、現行、認定工場等で使われてい、

るのは、非ホルム系のものでございまして、ホルムの確認の試験につきましては、充てん剤が

使われている部分も含めて、合板全体を代表するようばらつきがないよう試験片をサンプリン

グして試験をしている状況でございます。

○石井委員 それで問題はないと思うんですけれども、その10枚という中に必ず充てん剤が入

ったものが含まれているという保証はあるんでしょうか。

○早川表示・規格課長補佐 充てん補修してあるものを試験する場合は、充てん補修部分も含

めてばらつきがないように試験をしていただいているところでございます。

○石井委員 もしもそうであれば、充てん補修をしている場合には試験をする際にその部分を

必ず入れるとか、そういう文言が入っていないと、それは善意を期待する法律になってしまう

のではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○上席表示・規格専門官 試験をするに当たって、そのような作為的なことをするのは試験の
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方法として余り好ましくなくて 「試験片を何枚とる」と言った場合は、検体の中から無作為に、

決められた数をとるということだと思います。そこはあくまでも、試験というのはサンプリン

グ法に則ってということだと思います。

○沖谷会長 現状、すべての板に抜け節とか何かがあるんだったらわかるんですけれども、な

いものとあるものとがごっちゃになっていたときですよね。それがあるという印は何もついて

いないわけですよね、合板には。全部一律、等価値だということになっていると思うんです。

現状、問題があればということで、今までそのままで動いてきたわけですよね。

○早川表示・規格課長補佐 現状をお話ししますと、充てん補修に使用されている樹脂につい

て充てん補修している認定工場に確認したところ、アクリルエマルジョン樹脂、酢酸ビニルエ

マルジョン樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、この非ホルムアルデヒド系の４種類しか使わ

れていない状況にあり、充てん補修されている部分を含めてサンプリングし、規格に規定され

ているホルムの試験をやっているといった現状であり、充てん補修剤からホルムが放散してい

るといった現状にはありません。

○石井委員 もしも現状がそういうことであれば 「充てん剤についてはホルムが出てこないも、

のを使うべし」とか、そういうふうに書いてあれば非常に皆さん納得がいくし、安心できると

思うんですけれども、充てん剤については、そういう規定はないわけですよね。現状はそうな

、っているからそれでいいというのは、多分、それで現状流れているんだと思うんですけれども

そうだとすると、こういう法規の場合は、それを保証する文言なり規定を入れ込む方がいいの

ではないか。

余りここでこだわってもしようがないので、 後は意見ですけれども、そのようにするべき

ではないかと私は思います。

○沖谷会長 他の合板の接着剤についても規制していないわけですよね。ですから、親の方に

接着剤の種類について規定していないので、節穴云々についてさらに何か意見を出すというの

はどうかなと思うんですよね。

何を使ってもいいけれども、ホルムアルデヒドの放散量は試験するということになっている

ので、いろいろな接着剤がこれからも考案されると思うんですけれども、開発とかそういうも

のについて余り規制するような……。そういう形で認めたらいかがですかね。ホルムアルデヒ

ドというものの放散だけでと、節穴の充てんに使っている接着剤についても、それを低くした

ければそういう接着剤を使うということで、ホルムアルデヒドが出たらいけないということで

はないですよね、使う場所によってランクがいろいろあるわけですから。そういうことで、い
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かがですか。

よろしいですか。 ありがとうございます。─

○川畑委員 防虫処理剤について、先ほど使用実態は１点のみということだったんですが、部

会での質問の中で、聞き間違ったのかもしれませんが、使用実態があるのはシフェノトリン１

点で、あとは使用見込みがあるから残すということでした。今回、ホキシムを削除ということ

ですが、この使用実態がないのはコスト面とか流通面のためなのか、それとも有機リン系の農

薬であるために使用実態がないのか、確認をお願いします。

○上席表示・規格専門官 有機リン系という話からしますと、他のものも有機リン系でござい

ますので、有機リン系だからという話ではなくて、これはあくまでも、使用実態も今後の使用

見込みもないものは落とし、今は使用実態がないけれども、これまで使っておったとか、これ

から先も使う予定があるというものについては一応残してあるということです。

○川畑委員 そうしますと、ホキシムは今後、使われる予定がないということですね。わかり

ました。

、○河道前委員 部会報告にも出てきたんですけれども、広葉樹の樹種区分の見直しのところで

別表１は国産と輸入物が一緒になったものである。国産かどうかは任意で表示できるというこ

とでしたけれども、やはり輸入のものか国産のものか、食品とイコールではありませんけれど

も、非常に知りたい情報だと思いますので、別表１にまとめたとしても、国産か外国産かとい

う原産地でしょうか、その辺の表示をすることとするのは難しいことでしょうか。

○上席表示・規格専門官 こちらはあくまでも性能等で、樹種だけで分けておりまして、原産

地とかそういうものを今回の基準の中に盛り込むというか、それを表示させることは、今回は

考えてはおりません。

ラワンというのは日本ではとれませんから、明らかに外国なんですけれども、そのほか、同

じ樹種のものを国産か外国産かで区分することは、今回、考えておりません。

○河道前委員 今の関連で、外国産が増加している中で、やはりその国によって環境も違いま

すので、でき上がる木材も多少違ってくるかな。素人考えなんですけれども。機能的には一緒

かもしれませんけれども、そういう心配は要らないと考えていいんでしょうか。

○早川表示・規格課長補佐 基本的に木材というのは樹種によって特性がかなり違うというこ

とで、その性能は樹種に依存しているとお考えいただければと思います。

今までなぜ「国産の樹種」としていたかというと、シナとかカバなどの樹種を表面に使うと

いうのは、化粧的な要素を加味する必要がある箇所に使用されるわけですけれども、それと全
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く同じような用途なのに、そういったところに使っていないラワン等と同じ基準で評価するの

は、やはりおかしいのではないかということで、同じ樹種であれば使用用途も大体同じだろう

ということから、評価する基準も同じにしなければならないということで、このような改正を

させていただくことになったところでございます。

また、それが輸入物か国産かというのは、ＪＡＳマークの表示の中に製造業者の名前が表示

されますので、それを見ればその製品が大体どこでつくられたか、国産の工場でつくられたも

のか外国の工場でつくられたものかは、大体わかるようになっているかとは思います。

○沖谷会長 国産奨励みたいなところがあるんでしょうけれども、同じ樹種が国によって性能

が違うかということになると、ものすごく専門的だと思うんですよね。いつの時期にとれたの

か、秋か、春かといったことにもなって、そこまでＪＡＳが立ち入ることはほとんどできない

のではないかと思います。

ただ、国産か輸入かというのは別途の意図がありますからね。食品、魚でもいろいろなもの

がありますから、それと同様に考えていくべきではないかと思っております。

ほかに何かありませんか。

それでは、合板の日本農林規格の見直しについて、原案どおり改正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 ありがとうございました。

では、その旨、報告いたします。

次に、生産情報公表牛肉の日本農林規格の見直し案と、生産情報公表豚肉の日本農林規格の

見直し案について、一括して審議いたします。

事務局から説明をお願いします。

○上席表示・規格専門官 それでは、説明させていただきます。

まず、生産情報公表牛肉の方からご説明させていただきます。

資料３－２をお開きください。

生産情報公表牛肉というのは、平成15年10月に制定されたものでございます。改正内容につ

きましては、管理者の公表内容を見直すとか、新たに公表の対象となった動物用医薬品の薬効

別分類を追加する、家畜市場を通じて購入した肉用子牛の取り扱いを見直す、それから「生産

情報公表牛肉」の用語の表示方法を見直すということでございます。

次に、３－３ページをお願いします。



- 16 -

規格の位置づけでございますが、こちら牛肉の生産履歴に関する情報を正確に伝えることを

第三者が認証するということで、特色規格として位置づけられております。

生産行程管理者は現在34事業者、小分業者は43事業者でございます。

平成18年度の格付量は0.4％ということで、牛肉の生産量に比べてごく少ないものでございま

すが、なかなか格付けするのが難しいといいますか、いろいろやりにくいということがござい

まして、今回の改正によりまして、格付数量が若干でも増加するのではないかと期待しておる

ところでございます。

改正の概要でございますが、先ほど申しましたように、生産情報公表牛肉の管理者、これは

現在、管理者となった人たちの氏名、名称、住所と電話番号をすべて公表しなさいということ

になっておりますが、牛の場合は生まれてから肉になるまでの間にいろいろな管理を通ってお

りますから、飼い主が変わって複数になる場合があるということで、個々の管理者の電話番号

、まで公表する必要はないだろう、認定生産行程管理者に聞けば確認できるだろうということで

これを省略したいということでございます。これは個人情報保護の観点からも、電話番号まで

公開する必要はないだろうということでございます。

改正文としましては 「住所及び連絡先」のところにアンダーラインが引いてありますが、こ、

こについては認定生産行程管理者が代表して表示してあれば、ほかのものは書かなくていいと

いうこと。現行、これに関係のあるところとしましては（７）牛の管理者の連絡先ということ

であったわけでございますが、これをこちらに持ってきて、こういう形で整理して、すべての

方の連絡先を書かなくてもいいようにしようというものでございます。

次に、３－５ページ、使用した動物用医薬品、これは要指示薬医薬品と使用規制対象医薬品

というのがあるそうでございまして、要指示薬医薬品というのは獣医さんの指示がなければ購

、入、使用できないもの、使用規制対象医薬品は同様に指示がないと使えませんし、使った後は

一定以上の期間を置かないと出荷とか屠殺はできないというものだそうでございます。

これについて、ＪＡＳでは薬効別分類と名称を公表することになっておりますが、これまで

定められていなかった動物用医薬品が新たに指定されたということで、それを追加するもので

ございます。

３－６ページの（10）整胃腸剤 （13）肝臓疾患用剤及び解毒剤が追加、それから（19）でご、

ざいますが （14）から（18）までに掲げる薬剤以外の病原微生物用剤が追加された。寄生性皮、

ふ疾患の用剤は以前からありましたが、病原微生物用剤が追加になったということでございま

す。
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その下、３でございますが、市場から購入した肉用子牛の取り扱いの見直しでございます。

多くの肥育農家は肉用子牛を家畜市場から購入しているのが実態でございます。現在は、認

定生産行程管理者が特別に外注管理をお願いした人が管理している肉用子牛でないと、生産情

報公表牛肉の対象とはならなかったわけでございますが、そういう形での外注管理がほとんど

進まない、家畜市場で流通するものがほとんどである。

３－９ページをごらんいただきますと牛の流通のことが書いてございますが、ほとんどは家

畜市場を通して行われている。その数は、出生頭数141万頭に対しまして市場取引が57％、市場

外が21％、取引外が22％ということで、６割ぐらいが市場を通じて取引されているという実態

でございます。

戻っていただきまして、こういう実態でございますので、市場から購入した子牛をＪＡＳの

対象としないと、なかなかこの制度がうまく機能しないといいますか、発展しない、格付率も

上がらないという状況でございますので、これら家畜市場から買ってきた肉用牛につきまして

も、生産者から家畜市場を通じて購入した牛肉のうち、給餌した飼料と使用した動物用医薬品

の生産情報が確認できるものに限って、生産情報を有するものとして認めたいというものでご

ざいます。

具体的な改正案としては、次のページにございますが 「認定生産行程管理者が外注管理（生、

産行程の管理の一部を外部の者に委託して行わせていることをいう ）していない肉用子牛の生。

産者から家畜市場を通じて購入した肉用子牛のうち、肉用子牛の生産者が給餌した飼料の名称

及び使用した動物用医薬品の薬効別分類及び名称が記録及び保管されているものにあっては、

（１）及び（２）の生産行程を有するものとする」と改正したいというものでございます。

次に３－８ページ、生産情報公表牛肉の表示位置の見直しでございます。

これまで、現行の（１）名称に書いてございますように 「その内容を表す一般的な名称の次、

に括弧を付して「生産情報公表牛肉」と記載すること」とあったわけでございますが、この規

制をなくしまして、一般的な名称に近接して書いてもいいよということで、限られたプライス

ラベル等の表示スペースに工夫して表示してもらって結構というふうにしたいということでご

ざいます。

生産情報公表牛肉の改正につきましては、以上でございます。

続きまして、生産情報公表豚肉についてご説明いたします。

これも、おおむね生産情報公表牛肉と同様でございます。これも同じように特色規格でござ

います。
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こちらは格付率がもっと低くて、0.2％となっております。

資料４－４ページでございますが、先ほどの牛肉と同じように、生産行程管理者の名前が書

いてあれば電話番号を省いてもいいというものでございます。

４－５ページも先ほどと同じでございまして、動物用医薬品が新たに指定されたことから、

薬効別分類を追加するということで、こちらはちょっと薬の数は減っておりまして （10）を見、

ていただきますと、整胃腸剤が追加されております。

その下、豚群識別番号の定義の見直しでございます。

４－10ページをごらんいただきますと写真がございますが、子豚が生まれてお乳をもらって

いるところ、それから育成豚房があって肥育豚房がある。これを現行、それぞれの段階で30頭

以内の群で管理しなさいということになっておるわけでございます。これで事前登録された農

場で飼育されるとか、飼養プログラムが同じで、同じ飼料を飼養段階に応じて給餌、衛生管理

も同じ、同じ薬を使用している、したがって公表される生産情報が同じということでございま

すので、これは30頭という制限をあえて課する必要はないのではないかといったことを言いた

いものでございます。

もとに戻っていただきまして、豚は１頭で十数頭の子供を生むようでございますので、30頭

といいますと、３頭の親が子供を生むと、もうそれを超えてしまう。豚の生産情報は、認定生

産行程管理者の生産条件によって決まる、豚群の大きさには左右されないということから、今

現在、決めております30頭以内の豚群管理制限をやめて、生産実態に応じて生産行程管理者自

らに決めていただいたらいかがかということでございます。

改正内容につきましては 「30頭以内の群で当該群に属さない豚が混入しないよう管理された、

もの」を「同一の生産情報を有する群で当該群に属さない豚が混入しないよう管理されたも

の」と改めたいということでございます。

次に４－７ページ、豚群の荷口制限の見直しでございます。

これも先ほどと同じように、同一の生産行程管理者が生産した豚であれば生産情報の同一性

が担保されることから、固定管理または豚群管理した豚の荷口化の制限を見直したい。したが

って、同一の認定生産行程管理者の荷口ごとに事実に即して公表するということで、荷口と申

しますのは、１回に屠殺した豚の数が１つの荷口かなということでございます。したがいまし

て、30頭とかそういうことにとらわれずに、事実に即して書いて、同じ日に殺した同じ生産行

程管理者が生産した豚については同じ形にするということで、現行にあります「一頭ごとに生

産情報を記録するとともに、その記録を保管している豚肉にあっては 」を削除させていただい、
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、 （ 。） 、て 「いずれの豚」の後に「 豚群を含む 」と入れ、あとは「30頭」といったものを削除して

「事実に即して公表することができる」と改正したいというものでございます。

５の表示の見直しも、先ほどの牛と同じで、名称の次に括弧して書くことになっていたもの

を、どこに書いてもいいようにしたいというものでございます。

○沖谷会長 このことについては、今年３月の部会で審議されております。

部会長を務められました香西委員からご報告をお願いいたします。

○香西委員 本件につきましては、本年３月５日の部会で一括して審議されました。

まず、生産情報公表牛肉の日本農林規格の改正につきましては、外注管理をしていない子牛

であっても生産情報が整っていればＪＡＳ規格の対象とすることにより、ＪＡＳの格付が増え

ることは歓迎する。しかし、生産情報の信頼性は担保できるのかという質問がありました。

これにつきまして事務局からは、使用した動物用医薬品については、カルテ 投薬証明書─

のことですけれども、カルテにより確認可能である。また、登録認定機関が認定生産行程の管

理者に年１回以上の定期調査を行うので、購入した子牛の生産情報についても、その際に確認

することができるという説明がありました。

そして、業界委員からは、生産現場において投薬や給餌については管理されており、それを

証明する帳簿も備えている。また、牛は獣医師のもとで管理されており、生産情報は牛トレ法

で管理されている。また、屠畜前には生体検査も行われているなど、厳重な管理が行われてい

るといった説明がありました。

、これを受けまして消費者の方の委員から、認定生産行程管理者が記録していると説明しても

信じてもらえない実態があるので、認定生産行程管理者が取り組んでいる内容を消費者に公表

してほしいという要望がございました。

また、生産情報公表豚肉の日本農林規格の改正につきましては、特段の意見はございません

でした。

部会としまして、原案どおりの改正を了承したことを報告いたします。

○沖谷会長 ２つありましたけれども、まず、生産情報公表牛肉の日本農林規格の見直し案に

ついて、ご質問、ご意見を伺いたいと思います。

ないようですので、原案どおり改正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 ありがとうございました。

その旨、報告します。
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続いて、生産情報公表豚肉の日本農林規格の見直し案について、ご質問あるいはご意見をお

伺いします。よろしいですか。

それでは、この見直し案についても原案どおり改正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 ありがとうございました。

では、その旨、報告いたします。

続きまして、議題３ （１）ドレッシングの日本農林規格の見直し案と、関連する議題３の、

（２）ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料の品質表示基準の見直し案について、一括

して審議いたします。

事務局から説明をお願いします。

○上席表示・規格専門官 ご説明させていただきます。

ドレッシングの日本農林規格の見直しにつきましては、資料５に基づいてご説明させていた

だきます。

資料５－２ページをお開きいただきますと、改正の内容が書いてございます。

ドレッシングは消費者が日常的に使用しておりまして、消費者保護の観点からこの規格が必

要ということで、標準規格という形になっております。

改正内容でございますが、マヨネーズ及びサラダクリーミードレッシングの定義につきまし

て、使用できる原材料にはちみつ及び香辛料抽出物を追加する。それから 「油脂」の用語を、

「油脂含有率」に改める。それから、食品添加物以外の原材料について、使用できる糖類の範

囲を広げるという改正でございます。

５－３ページをお開きいただきますと、ドレッシングにつきましては、国内製造業者が46業

者あって、生産量はおおむね33万トンから35万トンで推移しております。格付率は49％という

ことで、約半分の格付です。今回の改正によって将来的に数量が変わるかというと、それほど

変更はないのではないかと考えております。

それから、国際規格でございますが、ＣＯＤＥＸの欧州地域規格というのはございますが、

国際規格はございませんで、その欧州規格につきましても、特段の動きはないと聞いておりま

す。

５－４ページ、定義の変更でございますが、マヨネーズ及びサラダクリーミードレッシング

の定義について、使用できる原材料としてはちみつを追加する。はちみつにつきましては、は

ちみつを使うとマヨネーズにならないということで、一部マスコミ等で流れたこともございま
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したが、はちみつにつきまして、これを原料として追加しましょうということでございます。

それから、香辛料抽出物は以前から使っておりました。ただ、定義の中ではこれは香辛料の

中に含まれておりまして、特別に「香辛料抽出物」とは書いていなかったんでございますが、

規格の中には使える原材料として香辛料抽出物もあるということで 「香辛料」と「香辛料抽出、

物」を明確に区分して定義の中に入れたということでございます。

それから、サラダクリーミードレッシングにつきましては、油脂の含有率が低いという品質

の特徴をあらわしやすくするために、原材料に占める食用植物油脂の重量の割合を「10％以上5

0％未満」という形で明記するということでございます。

次に、規格の変更ですが 「油脂」の用語をより適切な用語とするため、測定結果に基づく含、

有率をあらわす「油脂含有率」に変更する。中身が変化するわけではありませんが、パーセン

トであらわしているものもございますので 「油脂」という用語よりも「油脂含有率」と言う方、

が適切であろうということでございます。

もう一点は、先ほど申しましたはちみつを追加するということと、原料の中に使用できる糖

類の範囲を広げるということで、５－５ページで現行の（６）砂糖類のところを見ていただき

ますと 「砂糖、ぶどう糖 」云々とか「砂糖混合高果糖液糖及び水あめ」とか書いてあったわ、 、

けでございますが、砂糖類に関しましては、これ以外の砂糖類についてもおおむね品質的に問

題はないというか、変わりはないだろうということで、ここは「砂糖類」と一言で括って、こ

れ以外の砂糖類についても使えるようにしようというものでございます。

それから、サラダクリーミードレッシングでございます。こちらも油脂含有率と食品添加物

以外の原材料について、マヨネーズの規格と同様の改正を行うことと、クエン酸の使用量につ

いて、必須原材料として食酢又は柑橘類の果汁を使用することになっておりますが、このクエ

ン酸の使用量について、現在「酢酸の25％以下」という基準がございます。柑橘の主成分であ

、りますクエン酸を25％以下と規定すると、柑橘類の果汁の使用割合が制限されてしまいますが

、どちらかというと、柑橘果汁の率の高いドレッシングを好まれる方も多いだろうということで

クエン酸の使用量については「25％以下」という基準を削除したいと思っております。

それから、マヨネーズとサラダクリーミードレッシング以外の半固体状ドレッシングの規格

につきましては、油脂含有率につきまして、製造技術の向上に伴い規格値を変更するというこ

とでございます。

下の表を見ていただきますと、これまで「油脂 「30％以上であること」とあったのでござい」

ますが、これを「油脂含有率」に変更すると同時に「10％以上であること」と変更したい。こ
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れは消費者の皆様方の低脂肪を好まれる傾向と、先ほど申しました製造技術が向上したことに

よって、10％でも半固形状のドレッシングがつくれるようになったということで、10％に引き

下げる。

それに伴いまして、これまで水分「65％以下」であったものについて 「85％以下」に変更し、

たいというものでございます。

それから一番下の使用できる原材料ですが、現行の「油脂、食酢及び砂糖類」のところが

「油脂及び食酢」になっておりますが、そこは「砂糖類については○○を使う」というのを削

除したため、こういう形にするものです。

５－６ページ、乳化液状ドレッシングと分離液状ドレッシングの規格につきましても、半固

形状ドレッシングと同じような改正を行いたいと思っております。

それから、測定方法の変更でございます。

、こちらは方法ではございませんが、用語として「油脂」を「油脂含有率」に変更することと

、水分と油脂含有率の測定方法について、わかりやすく詳細な表現ぶりにするということ、また

新しく妥当性が確認された改良法を規定することにしております。

それから、クエン酸の使用量の基準を削除したことに伴いまして、クエン酸の使用量の測定

方法を削除したいと考えております。

５－７から８ページは、これまで申したことが新旧対照表の形で記載してあります。

次に、ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料の品質表示基準の見直しについてご説明

いたします。

資料６－２ページをお開きいただきますと内容がございますが、ドレッシングの日本農林規

格の見直しとの整合性を図る観点から、定義を整理する改正を行うということで、６－３ペー

ジをお開きいただきますと、定義のマヨネーズのところで、はちみつが使用できるようになる

こと、それから、原材料に占める食用植物油脂の重量は65％以上ということで、先ほど申しま

したように、定義の中に油脂の重量の割合を含めてある。

サラダクリーミードレッシングにつきましても同様に、はちみつと、それから食用植物油脂

の使用の割合を10％以上50％未満と改正したいということでございます。

○沖谷会長 このことについても今年３月の部会で審議されております。

部会長を務められました香西委員からご報告をお願いいたします。

○香西委員 部会におきましては、初めに意見陳述人から、マヨネーズの原材料にはちみつを

加えることを可としてほしい旨の意見陳述がありました。
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質問としましては、使用するはちみつの純度は規定しないのかという質問があり、事務局か

らは、ＪＡＳでは規定しないが、公正競争規約において表示ルールが定められている旨の説明

がありました。

意見、要望としまして、はちみつを使用することはよいことだと思うが、乳児にはリスクが

あると思うので、その使用についてしっかりとＰＲしてほしいという要望が出されました。

部会としまして、原案どおりの改正を了承したことを報告いたします。

○沖谷会長 それでは、ドレッシングの日本農林規格の見直し案、及びドレッシング及びドレ

。ッシングタイプ調味料品質表示基準の見直し案について、ご質問、ご意見をお伺いいたします

○川畑委員 今回の改正内容とは違うんですが、５－９ページの新旧対照表の中で、食品添加

物以外の原材料の中にでん粉が入ったまま改正がないようなんですが、サラダクリーミードレ

ッシングの場合は、このでん粉は加工でん粉ではないということでよろしいんでしょうか。

○上席表示・規格専門官 ここに書いてございます食品添加物以外の原材料のでん粉について

は、加工でん粉ではなく、でん粉でございます。

○河道前委員 砂糖類については広く「砂糖類」とすることになったんですが、５－５ページ

の現行の基準に含まれる以外の砂糖類にはどのようなものがあるのですか。

もう一つ、５－５ページの下の（３）マヨネーズ及びサラダクリーミードレッシング以外の

半固形状ドレッシングの規格で糖類を削除しているんですけれども、これは使ってはいけない

ということではないですよね。そこがよく理解できないので、お願いします。

○上席表示・規格専門官 砂糖類については、今、調べさせていますので。

マヨネーズ及びサラダクリーミードレッシング以外の半固形状ドレッシングで砂糖類を削除

しているのは 「次に掲げるもの以外のものを使用していないこと」として「砂糖類の中のこれ、

しか使ってはいけない」ということを書いてあったのが何でも使えるようになったものですか

ら、落としてあるということです。

○沖谷会長 では、調べている間に他の質問を。

○石井委員 今の砂糖類なんですけれども、この場で以前、私、砂糖類については詳しくご質

問したことがあるんですけれども、その場のお答えでは、異性化糖が全部砂糖類に含まれてい

ますね。ですから、これは異性化糖を使うことができるようにという意味なんでしょうか。

○沖谷会長 ぶどう糖果糖液糖という、このあたりですよね。

、○上席表示・規格専門官 液糖となっている、これには異性化糖が含まれていると思いますが

糖類については今、確認させておりますので、しばらくお待ちください。
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○沖谷会長 この糖類は、使ったものは砂糖類に括弧として全部表示することになっています

よね。どういうものを使ったかわからないということではなくて、何か新しい、せっかく広げ

るんだから、それに入るのは何かということ。

○上席表示・規格専門官 糖類については、ここに書いていないものとして、例示でございま

。すが、麦芽糖とか乳糖とかオリゴ糖、これらが今現在、砂糖類として考えられているものです

○沖谷会長 だそうです。ですから二糖類とか三糖類で甘味を持っている糖がありますから。

○上席表示・規格専門官 糖アルコールは、考えてはおりません。

○沖谷会長 ソルビトールとかマルチトールとか、還元ぶどう糖とか、そういうものは入って

いないですね。

ほかにございますか。

なければ、ドレッシングの日本農林規格とドレッシング及びドレッシングタイプ調味料の品

質表示基準を原案どおり改正するということで、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、報告及び答申いたします。

次に、醸造酢の日本農林規格の見直し案と、関連して、食酢品質表示基準の見直し案につい

て、一括して審議します。

事務局から説明をお願いします。

○上席表示・規格専門官 すみません、会長から今、お話があったんですけれども、私、皆さ

んに報告するのを忘れておりましたので、先にそれを報告させていただきます。

生産情報公表牛肉についてのパブリックコメントの結果でございますが、意見が１件ありま

したが、改正案に関係する意見ではありませんので、なしということでございます。

それから、事前意図公告によるコメントもありませんでした。

生産情報公表豚肉についても同様に、１件の意見がありましたが、内容は改正案に関係する

意見ではありませんでした。

ドレッシングの日本農林規格とドレッシング及びドレッシングタイプ調味料の品質表示基準

についても、パブリックコメントはなかったということでございます。

申し遅れまして、すみませんでした。

それでは、醸造酢の日本農林規格の見直しについて、資料７に基づいてご説明させていただ

きます。

７－２ページを見ていただきますと、今回の醸造酢の改正は、主たる原料である穀類と果実
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のほかに、野菜とかその他の農産物、それからはちみつを用いたものを新たに醸造酢として追

加したいというものでございます。それから、測定方法を国際的な基準に基づく妥当性の確認

された方法に変更することと、新たな分析手法を追加するという改正を行いたいと思っており

ます。

７－３ページをお開きください。

醸造酢の規格は、調味料として消費者が使うのは当然でございますが、ドレッシングの材料

とか漬物の材料として食品産業の原料の１つとして非常に大量に使われているため一定の品質

が期待されるということで、標準規格となっております。

国内の生産状況等でございますが、今現在、国内には267の工場がある。その中でＪＡＳの格

付けしている工場は68だそうでございます。

現在、米酢とか米黒酢とか大麦黒酢とか果実酢、これはワインビネガー等でございますが、

その他醸造酢等を合わせまして、現在43万キロロットルつくられておりまして格付率は46％で

ございます。

今回、ＪＡＳ規格の改正をいたしましても、一般的な醸造酢ではないということで、生産量

とか格付数量が飛躍的に大きく伸びるとか減るといったことはないだろうと思っております。

国際規格につきましては、今のところありません。

皆様、お酢のつくり方はご存じの方もおられるとは思いますが、ちょっとご説明させていた

だきます。

７－４ページにございますように、醸造酢というのは一般的には穀物、お米等をまず糖化さ

せて、それをアルコール発酵させてもろみをつくる。それを酢酸発酵させて熟成させると醸造

酢ができる 「 酒かす 」とございますが、酒かすを原料とした酢もございますし、果実を原料。（ ）

としたワインビネガー等もございます。これは果実をアルコールに発酵させて、それを酢酸発

酵させます。

もう一つ、アルコールを主原料とした醸造酢がございます。アルコールをいきなり酢酸発酵

させてつくるわけでございますが、その酢酸発酵させる際に、穀類を糖化させたものとか果実

の搾汁等を加えてつくるもの、それから調味したものというのは、１、２の醸造酢に食塩とか

砂糖とかアミノ酸等を入れたもの、これも一応醸造酢となっております。

あと、ここにはございませんが、穀類等からできた醸造酢とアルコールを主原料としたもの

を混ぜたものが、規格上、醸造酢となっております。

改正内容でございますが、今、申しましたように、醸造酢の原材料に野菜その他の農産物、
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例えばいもですとかさとうきびとか、それからはちみつを追加するということでございます。

これまでは穀類と果実だったわけでございますが 「野菜の搾汁等の加工品を含む」とか、その、

他農産物で「さとうきび等及びこれらの搾汁を含む」それからはちみつを原料としたものとい

う形で、これらを追加するということでございます。

規格の改正でございますが、定義と同様に、今、申しました野菜とか農産物とかはちみつを

原料としたものも醸造酢の中に加える。

それから、発酵栄養物を削除するということでございます。

発酵栄養物と申しますのは、アルコールを主原料とした酢。これは高酸度酢という酸度の高

い酢、食品産業に使われることが多いのでございますが、そういう酢をつくるときに、アルコ

ール自体には余り栄養分がないということで、これに発酵栄養物としてミネラルとかぶどう糖

といったものを若干加える。ビタミン類などを加えることもあるようでございますが、この内

容につきましては企業秘密ということで、明らかにされていないようでございますが、これら

を加えることによって酢酸菌を発育させて、酢酸発酵させるというものでございます。

この発酵栄養物につきましては、微量であって製品に残ることはほとんどない。また、残ら

ないことからこれはキャリーオーバーとなっておりまして、使っても基本的には表示する必要

がないことになっておりますので、今回、規格改正の中で発酵栄養物については、使用はされ

ておりますが、削除させていただきたいということでございます。

それから、格付された業務用製品についても、品質指標として酸度を表示することとする。

先ほど申しましたように、業務用製品は高酸度のものが多いわけでございますが、それにつ

きましては、基本的に業務用取引としては、酸度の値によって取引されるということでござい

ますので、７－６ページを見ていただきますと、表示事項（業務用の製品に限る ）といたしま。

して「内容物の酸度をパーセントの単位で、少数第１位までの数値を単位を明記して、容器又

は包装の見やすい箇所若しくは送り状に記載してあること 」としたいというものでございます。。

測定方法でございますが、酸度、無塩可溶性固形分及び全窒素分の測定に、分析妥当性が確

認された複数の方法をより詳細に規定するということで、分析方法の妥当性はＦＡＭＩＣで確

認していただきまして、その方法を採用し、また、内容も割と細かく書いていただくことにし

ております。

内容的にどこが変わったかと申しますと、自動滴定装置も使用可能なように規定する。今ま

で手で滴定する場合は、酸度のところはフェノールフタレインと書いてございますが、こうい

う指示薬を使って目で見ながら滴定していたわけでございますが、終点の判断が難しいという
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ことで、機械的にｐＨを測定して、終点を数値で明確に決めたい。

それから、無塩可溶性固形分の中の食塩分の測定でございます。こちらはクロム酸カリウム

を指示薬として滴定するわけでございますが、これも自動滴定装置を使用可能にする、クロム

酸カリウムは環境にもよくないということで、これを使わなくて済むようにするということで

ございます。

７－７ページ、全窒素分でございます。一般的な方法としては、ガラス器具を用いたケルダ

ール法というのがあるわけでございますが、ここも自動滴定装置も使えるようにするのと、ケ

ルダール法以外に、 近、普及してきた燃焼法というのがございます。これはサンプルを燃や

して窒素ガスを集めて、その窒素ガスを還元することによって、もとあった窒素、タンパク質

やアミノ酸ですね、それらを測る方法でございますが、これが 近、急速に普及してきたので

すが、この方法も簡便で時間も速いということで、これを新たに採用したいということでござ

います。

７－８ページには、今度、野菜とかいも類等を使ったときに、先ほどの醸造酢の工程のどこ

が変わるかを書いてございます。

穀類、果実のかわりに野菜、いも類、さとうきびを使うとか、これと混ぜてつくるといった

形。アルコールを主原料としたものにつきましても、アルコールを酢酸発酵させるときに、穀

類を糖化したもの等を加えてつくるということでございます。

次のページからは新旧対照表がございますが、今、ご説明した内容を書いておるものでござ

います。

あと、７－11ページの一番上、２の酸味料のところでございますが、クエン酸とＤＬ－酒石

酸及び乳酸のうち２種以下となっております。この中で、酒石酸につきましてはぶどう酢に使

用する場合に限ります。酒石酸はぶどうによく含まれているものでございますので、これには

使ってもいいけれども、ほかのものにはだめよということで、ぶどう酢に限定をかけさせてい

ただきました。

分析方法については中身が細かいので、省略させていただきます。

次は、食酢の品質表示基準でございます。

８－２ページでございますが、食酢につきましては、醸造酢の日本農林規格の見直しとの整

合性等を図る観点から、定義を整理して、野菜その他の農産物及びはちみつを原材料として用

いたものを醸造酢の範疇に追加する。それから、野菜その他の農産物及びはちみつを規定量以

上使用した醸造酢の名称の次に原材料の名称を括弧を付して記載することができるようにする
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ということでございます。

具体的な改正内容は、新旧対照表にございます。

８－３ページ、新規の方の定義のところを見ていただきますと、先ほどの醸造酢と同じでご

ざいますが「野菜（野菜の搾汁等の加工品を含む。以下同じ 、その他の農産物……」等を加。）

えてございます。

それから、２のアルコールを主原料としたものについても、同様でございます。

４につきましては、不揮発酸、全糖又は全窒素の含有率の話でございますが、この規格自体

は、不揮発酸、全糖及び全窒素の含有率がそれぞれ1.0％、10.0％又は0.2％未満のものとなっ

ておりますが、これにつきましては、たくさん調味したものは醸造酢の定義にはいらないとい

う規格なんでございますが、その中で、含有率の測定をする場合には酸度を4.0％に換算したと

きの含有率とするということで、酸度が高い及び調味したものについて調べるときは、酸度を

４％で換算したときにこうですよという形で明確化したものでございます。

第４条では 「ただし、醸造酢のうち穀類」云々と書いてございますが、別表３に規定するも、

のに限ると。ここは醸造酢の表示禁止事項なんでございますが、８－６ページをごらんいただ

きますと、現行（５）といたしまして「原材料の一部の名称を、他の原材料の名称に比べて特

に表示する用語」とありまして、そのようなことはしてはいけないとなっておりますが、ここ

のただし書きとしまして 「醸造酢のうち穀類（甘しょ、ばれいしょ又はかぼちゃのでん粉を糖、

化させるこうじに使用する穀類を除く。以下この号において同じ ）及び果実を使用しない醸造。

酢であって、１種類の野菜、その他の農作物及びはちみつ（それぞれ別表３に規定するものに

。） 、限る 」としまして、この別表３は８－７ページ、甘しょ、ばれいしょ、かぼちゃ、たまねぎ

にんじん、トマト、さとうきび、はちみつを使ったものについては、この名称を使用してもい

いということが書いてあるのと、もう一点は、甘しょは80ｇ、ばれいしょは130ｇ、かぼちゃは

260ｇと書いてございますが、これ以上の重量を使用した場合には 「醸造酢」の後に「○○、

酢」としてそれらを書いてもいいですよという規定でございます。

また、これと同じものについては、商品名の近くに「○○酢」と書いてもいいといったこと

を書いたものでございます。

それから、８－５ページの（３）原材料名でございますが、これまでも原材料は多いもの順

に書きましょうということが書いてあって、加工食品品質表示基準とおおむね一緒だったわけ

でございますが、これを加工食品品質表示基準と同じとして、違うところはどこだというとこ

ろだけ明確にしたということで 「合成酢に使用される氷酢酸又は酢酸にあっては、食品衛生法、
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施行規則第21条第11項の規定にかかわらず「氷酢酸」又は「酢酸」と記載すること 」となって。

ございます。

これは、原材料として氷酢酸とか酢酸を使用した場合には 「酸味料」という区分ではなくて、、

合成酢の原料ということで「氷酢酸」とか「酢酸」と明確に書きなさいということを明確化し

たものでございます。

内容的には、これまでの規格と変わっておりません。整理の仕方として、今の加工食品品質

表示基準を準用するということと、ただし、氷酢酸と酢酸については消費者の皆様に明確に知

らせる必要があるだろうということで、変えたものでございます。

この品質表示基準、非常にわかりにくい書き方をしておりまして、説明にも苦労するんでご

ざいますが、内容的には、そういうことでございます。

パブリックコメントについては、ございませんでした。

○沖谷会長 このことについても今年３月の部会で審議されております。

部会長を務められました香西委員から報告をお願いします。

○香西委員 醸造酢の日本農林規格及び食酢の品質表示基準の見直しにつきましては、部会に

おいて特段の意見等はございませんでした。

部会としまして、原案どおりの改正を了承したことを報告いたします。

○沖谷会長 それでは、醸造酢の日本農林規格の見直し案及び食酢の品質表示基準の見直し案

について、ご質問、ご意見を伺います。

品質表示基準の表示のところは、読んでもすぐには理解できないですね。

例えば「野菜酢」と書く表示がありますよね。そこをちょっと説明していただけますか 「ば。

れいしょ酢」とか「かぼちゃ酢」とか書かないで「野菜酢」と、８－５ページの左側の３行目

ですね 「醸造酢（野菜酢 」と記載することができる 」というところ。どういう場合があるの、 ） 。

か、ちょっと例を挙げてください。

○上席表示・規格専門官 ここは「醸造酢のうち穀類、果実、その他の農産物及びはちみつを

使用しない」ということでございますので、要は野菜しか使用していないもの、なおかつ２種

、類以上の野菜を使用しているものということです。ですから、穀類とか果実を使ってはだめで

２類以上の野菜を使ったもの、そのうち１種類以上の野菜が別表３に定める重量以上使用して

おって、また、それ以上に条件があって 「かつ、使用した原材料のうち野菜の重量の割合が、

も多い場合」というのは、ほかのもので何が多いかというと、アルコールが多い場合には書い

てはいけないということ。私 「その他のもの」が何なのかよくわからなかったんですけれども、、
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この「その他のもの」というのは、アルコールが多い場合はだめですよと。野菜が多い場合に

は「野菜酢」と書いてもいいですよということです。

ですから、穀類を使ってはだめ、果実を使ってはだめ、その他の農産物やはちみつを使って

はだめで、野菜を２種類以上使って、野菜の重量も別表３の量以上使っていて、なおかつアル

コールよりも野菜の方が多い場合は「野菜酢」と書いてもいいということです。

○沖谷会長 その野菜が２種類以上あったときに、１種類は必ず別表３に書いてあるものが入

っていなければならないんですか。

○上席表示・規格専門官 そういうことです。

○沖谷会長 おそらく別表３の使用量は、酢酸を生産する糖の量をあらわしているんだと思い

ますが、事前に説明があったんだけれども、３分の２でしたっけ。

○上席表示・規格専門官 ３分の１です。糖質として、お酢の中の酢酸の量の３分の１以上の

量が確保されるように示されているのが、この甘しょの80ｇとかばれいしょの130ｇとか。この

値は、すべてお酢の中の酢酸量の３分の１以上が確保される量として決められています。はち

みつはすべて糖ですので、30ｇと非常に低いんですが、トマトなどは糖度自体が４％、５％の

世界でございますので、570ｇ使わないとお酢の原料としての糖質は確保できないということで、

こういう数値になっているわけでございます。

○沖谷会長 この「野菜酢」というのは、野菜の名前を書かないで「野菜酢」と書くわけです

ね。

○上席表示・規格専門官 ２種類以上のときは。

○沖谷会長 その片一方には、必ず別表３に書いてあるものが入っている。

○上席表示・規格専門官 そうです。それも規定量以上。

○沖谷会長 せっかくばれいしょとかかぼちゃを規定量使っているのに 「かぼちゃ酢」と書か、

ないんですか。

○上席表示・規格専門官 １種類使った場合には、そういうふうに書くということでございま

す。それは前段階としてございますので。

○沖谷会長 そうすると、どういうことになるのかな。酢酸の原料の糖は、せっかく十分ある

のにさらに他の野菜で糖のないものを使うんですか。ダイコンとか。

○梅田審議官 例えばジュースでも、単独のトマトジュースで売るものもあれば、ミックスの

野菜ジュースで売るものもございます。これは業者さんの方で「トマト酢」で売りたいという

のもございますでしょうし、２つ３つ混ぜた「野菜酢」という名称で売りたい場合もあり得る
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ということで、その場合には、必ず１つはクリアしていないとだめよと。少しずつ混ぜて「野

菜酢」と言うことは許しませんよというのが、この規定でございます。

○沖谷会長 表示のところには原材料が書かれているわけですよね。

○梅田審議官 はい。

○沖谷会長 そうすると、そこを見ればアスパラを使ったとかダイコンを使ったというのはわ

かる。

○上席表示・規格専門官 原材料は当然書いてありますが、特別に「○○酢」と書きたい場合

には、そのような規制をしておりますということでございます。

、○河道前委員 野菜が新たに何種類か加わったんですけれども、ＪＡＳの格付数量については

これによる余り大きな変動はないと思われるということでした。こういう規格ができたのは、

業者の方からの要請なんでしょうか。

○中村表示・規格課長補佐 業者だけではありませんけれども、今まで「○○酢」というのは

実は売られていまして、野菜酢ですね。そういうものが売られていても、はっきりしていなか

ったんですね。醸造されたものとか、そうでなくてフレーバーでにおいをつけて「○○酢」と

称して売っていたものもあったので、その辺をはっきりさせなければいけないということがあ

りまして、特に業者がというだけではなくて、こういう意見を受けて今回の見直しになったと

いうことです。

○沖谷会長 ほかにございますか。

酢酸ではない酸味が入ったものでも「酢」と呼んでいるものがあるんですよね。梅酢とかか

ぼす酢とか。もう 初からＪＡＳの規制ではないんですけれども、それとごっちゃになってし

まっているんですよね、クエン酸から酸味をとるものと 「梅酢」って言いますよね。だけれど。

も、あれはクエン酸の酸味であって。そのあたりについて何かお考えになったことはあります

か。現行の、いわゆる広まっている言葉とＪＡＳの用語と。ＪＡＳでも今、りんご酢とかぶど

う酢とかありますけれども、それは果実酢の中に入れているんですけれども、消費者は混同し

ている部分があるわけですよね。酢酸ベースの酸味料と、それ以外の酸味と。ポン酢なども全

くそうだと思うんですけれども。

これとは関係ないんですけれども、そういうことについてどういうことが検討されたか、せ

っかく食文化をキープしていくためにＪＡＳがあるので、何かそういう議論があったらお聞か

せいただきたい。

、○上席表示・規格専門官 まず先にＪＡＳ規格ができまして、ＪＡＳ規格は、見ていただくと



- 32 -

「醸造酢」の日本農林規格。表示基準の方は「食酢」となっておりまして、基本的に我々が当

初から考えておりましたのは醸造酢でございますので、あくまでも穀類とか果実等を酢酸発酵

、させてつくったものが醸造酢であって、それ以外は醸造酢だとは考えておりませんので、まず

規格としては醸造酢のみということです。

食酢の品質表示基準となりますと、醸造酢のほかに何が入っているかといいますと、ここに

は合成酢というのが入っている。これは醸造酢の規格をつくったときに合成酢というものも世

間一般に出回っておったということで、合成酢も品質表示基準の対象にはしておりますが、そ

の他のクエン酸を主原料としたものについては、規格においても品質表示基準においても、現

時点では、食酢の対象としては考えていないということでございます。

○中村表示・規格課長補佐 検討したかどうかという観点でお答えすると、ちょっと難しい答

えになってしまうんですが、ただ、こういう梅酢とかクエン酸ベースのポン酢というものにつ

いて、いろいろなご意見を伺いながらやっているんですけれども、今のところ個別の品質表示

基準では、梅酢やクエン酸ベースのポン酢までこの基準に加えることにはなっておりません。

○沖谷会長 合成酢の酢酸は、発酵法でつくられた酢酸ですよね。アルコールからの合成でも

酢酸はできますけれども。

○中村表示・規格課長補佐 合成したものです。

○沖谷会長 合成したものですか。合成って、エタノールから酸化させてですか。発酵生産物

ですか。

、○中村表示・規格課長補佐 要するに、食品添加物として売られている氷酢酸になりますので

その使用基準の中でつくられているものになるかと思います。

○沖谷会長 アルコールは、合成アルコールはだめですよね。完全に醸造アルコールしか食品

には。

○中村表示・規格課長補佐 ですから、それからつくられているものです。

○沖谷会長 そうすると、酸は全部発酵というプロセスを経たものを原料にしているというこ

とでいいのかな。

○中村表示・規格課長補佐 すみません、普通に氷酢酸をつくっているやり方で添加物になっ

ているものということなので、正確に全部どうかというと、ちょっと今、はっきりわからない

んですけれども、普通に合成されてつくられているものだと認識していたんですけれども。

申しわけありません、今、ちょっと細かいところは。

○沖谷会長 ほかにご意見ございませんか。
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それでは、醸造酢の日本農林規格及び食酢の品質表示基準を原案のとおり改正するというこ

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、報告及び答申いたします。

どうもありがとうございました。

、○上席表示・規格専門官 先ほどドレッシングの日本農林規格のところでご質問がありました

食品添加物以外の原材料のでん粉には加工でん粉は入っていないのかということで 「入ってお、

りません」とお答えしたんですけれども、実は、食品添加物の改正がまだ告示されておりませ

んので入っておりませんが、食品添加物として、５－９ページになるかと思いますけれども、

加工でん粉という形で入る予定です。今現在は改正作業中ということで、この中には入ってお

りませんが、加工でん粉は入るということです。

すみませんでした。

○沖谷会長 それは、まだ厚生省の告示になっていないからということですか。

○上席表示・規格専門官 はい。

○沖谷会長 今の原案のでん粉というのは、加工でん粉も含まれたでん粉というふうに表示さ

。れているわけですね。だから今度は、向こうの告示ができたら２つに分けるということですね

○上席表示・規格専門官 はい。

（資料配付）

○沖谷会長 それでは、今、審議の結果が配られましたけれども、議題３の（１）及び（２）

の審議結果について確認いたします。

日本農林規格の改正について、いずれも原案どおりということで５個あります。

それから、品質表示基準については２個あります。いずれも原案どおりということです。

よろしいでしょうか。

それでは、お配りしたものには（案）がついておりますけれども、この（案）をとって、報

告及び答申といたします。

それでは、議題３のその他、事務局から何かありましたらどうぞ。

○上席表示・規格専門官 お配りしてあります特別用途食品制度の対象品目の見直しに伴うし

ょうゆ品質表示基準の改正について（案）のご説明をさせていただきます。

通常のＪＡＳ規格の定期見直しにおきましては、部会を経て、それから総会議決という手順

を踏むこととなっております。しかし、今回ご説明いたします案につきましては、厚生労働省
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、所管の特別用途食品制度の見直しという他律的な要因であり、資料９－２ページのⅢ、その他

１に「他法令に基づく基準等を引用している場合のこれら基準改正に伴う形式的なＪＡＳ規格

及び品表改正は、調査会部会を経ずに調査会総会で議決することができることとする 」という。

基準がございますので、これを適用させていただきまして、今日の総会でこの内容をご提示し

まして、次回総会でご審議いただくことをご了解いただきまして、この後、パブコメ等の所要

の手続に入りたいと思います。

それでは、資料に基づきまして、改正案をご説明いたします。

今般、厚生労働省は、平成20年７月４日に、参考としておつけしておりますが、特別用途食

品制度のあり方に関する検討会の報告を受けたということでございます。

特別用途食品とはどういうものかと申しますと、食品に健康増進法に基づく病者用等の特別

の用途に資する旨の表示をする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければいけないという制度

でございます。

この報告の中に何と書いてあるかと申しますと、３ページにありますが、特別用途食品制度

のあり方に関する検討会報告書（概要）の２、新しいニーズに対応した区別用途食品の役割を

ごらんいただきますと、この中で「今後高齢化が進展する中で、在宅療養における適切な栄養

管理を持続できる体制づくりが求められており、特別用途食品もこうしたニーズへの的確な対

応が必要。併せて、許可の対象となる食品の範囲について、当該食品の利用でなければ困難な

食品群に重点化を図るべき」とされているわけでございます。

、そして、３として対象食品の範囲の見直がありまして、次のページに（２）といたしまして

、病者用単一食品と栄養強調表示食品との関係を整理ということで、高たんぱく質、低カロリー

低ナトリウムについては、栄養強調表示が代替的役割と。今後は栄養表示基準に基づく栄養強

調表示で対応するというふうにされたわけでございます。

これを受けて厚生労働省は、健康増進法に基づく特別用途食品の制度を改正いたしまして、

低ナトリウムについては病者用食品の許可対象から除外する予定でございます。

なお、厚生労働省の改正の告示は来年４月施行と聞いております。

この制度が改正されて低ナトリウム食品が病者用食品の許可対象から除外された場合の影響

につきましては、２ページに戻っていただきまして新旧対照表の現行のところを見ていただき

ますと、一番下の「減塩」のところに「かつ、健康増進法第26条第１項の許可を受けたもの」

と書かれております。したがいまして、許可を受けなければ減塩の表示ができないことになり

ます。健康増進法の基準が改正されてこれが許可の対象とならない場合は、我々も表示の根拠
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を失うことになりますので、これに対する所要の改正を行いたいというものでございます。

したがいまして、お話ししましたように、本日の総会でこれを検討することをご了承いただ

けたら、パブコメ等の所要の手続に入りたいと考えております。

、その手続終了の後の総会につきましては、厚生労働省のスケジュール等を注視いたしまして

適切な時期に開催することといたしたいと思っております。

○沖谷会長 ご説明があったように、他律的な要因で関係する品質表示基準について所要の改

正をするということでありますので、部会はやらないで、パブリックコメント等の手続に入っ

ていくということで。これは加工でん粉のときもそうでしたね。

○上席表示・規格専門官 そうです。

○沖谷会長 そのやり方です。

もちろん、パブコメを受けた後に総会において審議にかけるということです。

これについて、何かご意見とかご質問があれば。

よろしいですか。

それでは、ご了解いただいたものとして、事務局にパブコメの手続をとっていただきます。

ほかにございますか。

○上席表示・規格専門官 先ほどの氷酢酸の製法を説明させます。

○中村表示・規格課補佐 若干お時間いただいて説明させていただきます。

化学合成品と発酵法によるものと両方ありますので、どちらかというお話ではなくて、それ

が食品に使えるかどうかという審査を受けて、氷酢酸という形で使われたり、酢酸という形で

使われているのが実態です。

合成法は、メタノールから合成する方法があるようですし、発酵法は、バクテリア等を使っ

て発酵する方法があるんですけれども、基本的には化学合成法が多い、発酵法の方は少ないと

いう状況になっております。

○沖谷会長 ありがとうございました。

酢酸は、そうなんですよね。何を言わんとしているかおわかりだと思いますが、アルコール

。はだめなんですけどね。アルコールもきれいな工業用アルコールが合成できるんですけれども

余計なことを言いましたけれども、原料についてはそういうことであって。

ありがとうございました。

それでは、進行をお返しします。

○表示・規格課長 本日は非常に議題等多うございまして、２時間を超えてしまいましたけれ
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ども、非常にご熱心な議論をありがとうございました。

本日ご審議いただきました日本農林規格及び品質表示基準につきましては、告示の手続を早

急に行いたいと考えております。

以上をもちまして、本日の農林物資規格調査会総会を閉会いたします。

どうもありがとうございました。

○沖谷会長 それでは、終わります。

午後４時０７分 閉会


