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⽇本農林規格の改正について

○ JASについては、｢⽇本農林規格の制定・⾒直しの基準｣(令和４年８⽉２９⽇ ⽇本農林規格調査
会決定)により制定・⾒直し内容の妥当性を判断。

○ 今回の調査会では、上記の基準に照らして妥当と考えられる「集成材の⽇本農林規格」、「合板の⽇本
農林規格」、「⽣産情報公表農産物の⽇本農林規格」等９規格の改正について審議。

改正を⾏うJAS

（１）集成材の⽇本農林規格
（２）合板の⽇本農林規格
（３）⽣産情報公表農産物の⽇本農林規格
（４）⾖乳類の⽇本農林規格
（５）農産物⽸詰・瓶詰の⽇本農林規格
（６）畜産物⽸詰・瓶詰の⽇本農林規格
（７）⽔産物⽸詰・瓶詰の⽇本農林規格
（８）炭酸飲料の⽇本農林規格
（９）煮⼲⿂類の⽇本農林規格
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（１）集成材の⽇本農林規格の改正案



【２】背景
ウッドショックによる影響で原料（ラミナ）が⾼騰
→製品の性能が担保される範囲でラミナを有効利⽤をできるよ
う基準の変更を求める要望。

集成材JAS 主要改正項⽬１・２

２

【１】ラミナの等級区分のうち、⽬視等級区分の定義に「材⾯測定機器による測定」を追加
⽬視（⼈）と材⾯測定機器を組み合わせることで、ラミナ選別の負担軽減・効率化と、⼯場のDX化を⽬指す。

【２】機械等級区分ラミナの基準である曲げヤング係数について単⼀基準を平均値及び下限値に変更
下限値のみから、平均値を組み合わせた基準に変更することにより、製品の性能が担保される範囲で、ラミナの有効利⽤を促進

機械区分
による等級

曲げヤング係数
GPa⼜は103N/mm2

曲げ強さ
MPa⼜はN/mm2

引張り強さ
MPa⼜はN/mm2

平均値 下限値 平均値 下限値 平均値 下限値
L200
L180
L160
L140
（略）
L 60
L 50
L 40
L 30

20.0
18.0
16.0
14.0
（略）
6.0
5.0
4.0
3.0

17.0
15.0
13.0
11.5
（略）
5.0
4.1
3.3
2.5

81.0
72.0
63.0
54.0

（略）
30.0
27.0
24.0
21.0

61.0
54.0
47.5
40.5

（略）
22.5
20.5
18.0
16.0

48.0
42.5
37.5
32.0

（略）
18.0
16.5
14.5
12.5

36.0
32.0
28.0
24.0

（略）
13.5
12.0
10.5
9.5

表16－等級区分機による区分ラミナの強度性能の基準

【１】背景
⽬視等級区分ラミナの選別は、
①⼯程の⾼速化による作業員の負担増、 ②熟練⼯の減少、等により、
カメラやレーザー照射等の材⾯測定機器を予備選別として導⼊する動き。

⽬視（⼈）と材⾯測定機器
を組み合わせて管理

ラミナ選別の負担軽減・効率化︕
⽊材産業のDX化を加速︕

（課題）
カメラ等では全ての⽋点の確認などに課

題。

出典︓（株）太平製作所

カメラ視認等による
ラミナの材⾯測定機器の例

材⾯選別時の画
像 （新たに設定）



集成材JAS 主要改正項⽬３、その他改正項⽬

３

【３】再割加⼯した集成材が格付け可能に
新たな集成材の⽤途拡⼤のため、再割加⼯した集成材の基準を新設し、合わせて⽤語の定義を追加する

・表⾯割れの抵抗性の⾒直し
・⼨法測定試験の新設
・ホルムアルデヒド放散量試験の試薬等の⾒直し
・JIS様式への変更

再割加⼯した集成材（イメージ）

（背景）
再割加⼯した集成材については、運⽤上⼀部で格付が可能とされていた

製造業界から、基準の規格化・範囲の拡⼤を求める要望

データ等に基づき、基準の検討を実施

①同⼀等級集成材の再割に限る、②再割りを想定してのラミナ選別の実施、
③再割り加⼯は３つ割りまで ④最終製品の曲げA試験の実施

等基準を新設。合わせて再割加⼯の⽤語を定義

集成材の⽤途拡⼤、ニーズに合わせた製造がより容易に︕

【４】その他改正事項

再割加⼯した集成材再割加⼯する前の集成材



（２）合板の⽇本農林規格の改正案



合板JAS 主要改正項⽬

４

【１】ホルムアルデヒド放散量の試験⽅法の⾒直し
製造中⽌となった従来のデシケータの代替品においても試験可能とするため、JIS規格に揃える

【２】普通合板の板⾯の基準を拡⼤
壁や天井向けの普通合板への針葉樹単板の利⽤拡⼤を⾒据え、節の数の許容量を引き上げた基準を新規設定

【３】その他改正事項 ①剝離の測定⽅法の明確化、②そえ⼼板の品質の
評価⽅法の明確化、③標準⼨法の記載⽅法の⾒直し 等を実施

これまでJASに規定されていた
従来のデシケータ（JIS R 3503）

JIS A1460に規定されている
デシケータ（ISO 13130）

【１】ホルムアルデヒドの試験⽅法（背景と課題）
現⾏のホルム放散量試験では、JAS試験法で定められた
試験器具（デシケータ）の製造販売が既に停⽌

繊維板ＪＩＳ規格で⽊質ボード向けの試験⽅法を引⽤

従来以外のデシケータでの試験を可能に︕
（将来的には）林産物JASにおけるホルム試験⽅法の標準に︕

【２】普通合板の板⾯の基準拡⼤（背景と課題）
①現⾏は広葉樹単板の基準が由来
②近年⽇本の⼈⼯林資源の増加で針葉樹の供給が拡⼤
③幅広い⽤途へ有効利⽤できるよう、基準拡⼤の要望

造作⽤途の普通合板に特化し、許容される節の⼤きさ・数を現⾏基準
より拡⼤した、新しい等級を追加

[新設] E︓20mm超〜100mmが 7個以下/m2
F︓20mm超〜100mmが30個以下/m2

針葉樹合板の利⽤拡⼤に貢献︕新たな製品開発の可能性︕

これまではJAS格付けできなかった
写真のような製品がJAS普通合板
として利⽤可能に︕

製造中⽌

裏⾯に5〜20mm以下の節が11個
以上あり、現⾏Dの基準を満たさず。

（基準D:5mm超〜100mmが7個以下/m2）

（画像提供︓株式会社ノダ）

改
正
後

従
前

例えば



（３）⽣産情報公表農産物の⽇本農林規格の改正案



改正の概要
改正箇所 改正点
4 ⽣産の⽅法 公表の⽅法を例⽰するとともに、組合せによる公表が可能である旨

を明記
5.2表⽰の⽅法 ⽣産情報を⼊⼿するために必要な連絡先として例⽰されている

ファックス番号、ホームページアドレスに加えて、電話番号を明記
5.2表⽰の⽅法 ⽣産情報を⼊⼿するために必要な連絡先を記載する⽅法を例⽰

するとともに、⽂字以外に⼆次元コードも可能である旨を明記

⽣産情報公表農産物の⽇本農林規格について

●⽣産情報公表農産物JASは、農産物の⽣産情報（誰が、どこで、どのように⽣産したか）を消費者に提供する仕組みとして、農産
物の⽣産情報を記録するとともに、その記録を保管し、事実に即して公表していることを規定

●⾒直しの結果、当該JASを利⽤する⽣産者にとってより分かりやすい規格とするために、公表や表⽰の⽅法を例⽰するなどの改正
●当該JASで規定されている⽣産の⽅法の基準は、 農林物資に関する⼀般消費者の合理的な選択の機会の拡⼤に寄与していると

判断できることから、今後も特⾊のあるJASとしての役割が発揮されるものと思料
●JASの国際規格との連動性、規格の検索性・利便性向上のため、他のJASと同様にISOの様式作成の⼿引きを考慮して作成され

たJIS Z 8301に従い様式を改正

５

規格の内容
⽣産情報公表農産物JASで
規定されている⽣産情報
a) ⽣産者の⽒名⼜は名称，住所及び連絡先

b) ほ場等の所在地

c) 収穫期間

d) 農薬の⽤途別分類，種類及び使⽤回数

e) 特定農薬の⽤途別分類，種類及び使⽤回数

f ) 肥料の種類及び施⽤量

g) ⼟壌改良資材の種類及び施⽤量

h) d)〜g)までの⽣産資材以外のものの名称及び
その使⽤⼜は施⽤の⽬的

⽣産情報公表農産物JASの格付数量（単位︓t）
H30年度 R1年度 R2年度

合計 15,931 15,334 13,941
⽶穀 8,167 9,023 8,758
きのこ類 7,743 6,292 5,165
野菜 21 19 18



（４）⾖乳類の⽇本農林規格の改正案



⾖乳類の⽇本農林規格について

６

●⾖乳類は、必須アミノ酸をバランスよく含んだ飲料であり、植物性たん⽩需要の拡⼤といった社会情勢を背景に、令和3年の⽣産数
量（約42万kL）は、10年前（平成23年）の⽣産数量（約22万kL）の約2倍に増加

●⾖乳類JASは、「⾖乳」、「調製⾖乳」、「⾖乳飲料」に区分し、「性状」、「⼤⾖たん⽩質含有率」などの品質の基準が規定
●平成22年以降認証事業者がいないが、当該JASで規定されている項⽬及びその⽔準は、製造基準や取引の基準として活⽤され

ており、製品の品質の改善及び取引の円滑化に寄与していると判断できることから、今後も平準化を⽬的としたJASとしての役割が
発揮されるものと思料

●⾒直しの結果、規格の内容は現⾏どおりとし、JASの国際規格との連動性、規格の検索性・利便性向上のため、他のJASと同様に
ISOの様式作成の⼿引きを考慮して作成されたJIS Z 8301に従い様式を改正

規格の内容
⾖乳類JASで規定されている基準

⾖乳 調製⾖乳 ⾖乳飲料
性状 固有の⾊沢を有し、⾹味が良好であり、きょう雑物がほとんどなく、かつ、異

味異臭がない
⼤⾖たん
⽩質含
有率

3.5 %以上 2.8 %以上 1.7 %以上
（果実の搾汁の製品に占め
る重量の割合が５％以上の
ものにあっては0.9％以上）

原材料 ⼤⾖ a)⼤⾖、脱脂加⼯⼤
⾖
b)⾷⽤植物油脂
c)調味料

a)⼤⾖、脱脂加⼯⼤⾖、
粉末⼤⾖たん⽩

b)⾷⽤植物油脂
c)調味料
d)⾵味原料
e)⾹⾟料

添加物 使⽤しない Codexの規定に適合
内容量 表⽰量に適合

⾖乳類の⽣産数量（単位︓kL）
R1 R2 R3

合計 408,919 430,534 423,969

⾖乳 108,320 125,035 122,942

調製⾖乳 205,072 209,289 208,244

⾖乳飲料 77,161 79,589 77,225

その他* 18,365 16,621 15,558

*業務⽤、加⼯⽤原料としての⾖乳類



（５）農産物⽸詰・瓶詰の⽇本農林規格の改正案

（６）畜産物⽸詰・瓶詰の⽇本農林規格の改正案

（７）⽔産物⽸詰・瓶詰の⽇本農林規格の改正案



農産物⽸詰・瓶詰JAS
たけのこ、アスパラガス、スイートコーン、グリンピース、あずき、
⼤⾖、マッシュルーム、えのきたけ、なめこ、みかん、もも、な
し、パインアップル、くり、フルーツみつ⾖、その他1種類⼜は
2種類以上の農産物を詰めたもの

農産物/畜産物/⽔産物⽸詰・瓶詰の⽇本農林規格について
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●農産物⽸詰及び農産物瓶詰JAS、畜産物⽸詰及び畜産物瓶詰JAS並びに⽔産物⽸詰及び⽔産物瓶詰JASは、種類ごとに、
⾹味や⾁質などの内容物の品位、原材料、添加物、内容量及び容器の状態の品質の基準が規定

● JAS認証を取得していない事業者であっても、 社内基準や取引の基準としてJASが活⽤されており、製品の品質の改善及び取引
の円滑化に寄与していると判断できることから、今後も平準化を⽬的としたJASとしての役割が発揮されるものと思料

●⾒直しの結果、規格の内容は現⾏どおりとし、JASの国際規格との連動性、規格の検索性・利便性向上のため、他のJASと同様に
ISOの様式作成の⼿引きを考慮して作成されたJIS Z 8301に従い様式を改正

規格の対象

規格の内容
農産物/畜産物/⽔産物⽸詰・瓶詰JAS で規定されている主な基準 (基準値は⼀例)

⾹味 ⾹味が良好であり，かつ，異味異臭がない (まぐろ・かつお ⽸詰・瓶詰)
⾁質 硬軟が良好 (家きん卵⽔煮 ⽸詰・瓶詰)

形態 全果粒︓⾝割れ⼜は⼩⽚の重量が固形量の7%以下
⾝割れ︓⼩⽚の重量が固形量の15%以下 （みかん ⽸詰・瓶詰）

粗たん⽩質 上級︓21%以上 標準︓17％以上 （コーンビーフ ⽸詰・瓶詰）

⽸の状態 密封が完全で，適当な真空度を保持，かつ，外観及び⽸の内⾯の状態が良好（⽸詰）

畜産物⽸詰・瓶詰JAS
⾷⾁、ソーセージ、コーンドミート、コンビーフ、家きん卵⽔煮

⽔産物⽸詰・瓶詰JAS
いわし、さけ・ます、さば、さんま、まぐろ・かつお、いか、あか⾙

７



農産物/畜産物/⽔産物⽸詰・瓶詰の⽇本農林規格について

８

社内基準や取引でJASを利⽤している事業者 農産物 畜産物 ⽔産物
認証事業者で、⾮JAS品においても
社内基準や取引でJASを利⽤している事業者1) 88% 75% 100%

認証事業者ではないが、
社内基準や取引でJASを利⽤している事業者2) 48% 80% 50%
1)︓⽸詰・瓶詰（農産物/畜産物/⽔産物）の認証事業者（38者）を対象としたアンケートによる調査結果
2)︓（公社）⽇本⽸詰びん詰レトルト⾷品協会の会員を対象としたアンケートによる調査結果

調査結果

⽣産状況

⽣産の状況 H30 R1 R2

⽣産数量（ｔ） 63,182 60,810 61,096

格付数量（ｔ） 7,920 7,856 7,482

格付率（%） 12.5 12.9 12.2

⽣産の状況 H30 R1 R2

⽣産数量（ｔ） 6,090 6,464 6,087

格付数量（ｔ） 1,524 1,675 549

格付率（%） 25.0 25.9 9.0

⽣産の状況 H30 R1 R2

⽣産数量（ｔ） 98,352 92,890 87,885

格付数量（ｔ） 1,245 1,153 1,112

格付率（%） 1.3 1.2 1.3

畜産物⽸詰・瓶詰JAS農産物⽸詰・瓶詰JAS

⽔産物⽸詰・瓶詰JAS



（８）炭酸飲料の⽇本農林規格の改正案



炭酸飲料の⽇本農林規格について
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●炭酸飲料は、清涼飲料⽔の⽣産数量のうち 約 17%を占める、広く普及している飲料の⼀つである
●炭酸飲料JASは、「 性状 」、「 ガス内圧⼒ 」などの品質の基準が規定
●炭酸飲料のJAS格付数量は横ばいで⼀定程度あることから、⼀般消費者の合理的な選択の機会の拡⼤が図られていると思料
●当該JASで規定されている項⽬及びその⽔準は、製造基準として活⽤されており、製品の品質の改善及び取引の円滑化に寄与し

ていると判断できることから、今後も平準化を⽬的としたJASとしての役割が発揮されるものと思料
●⾒直しの結果、規格の内容は現⾏どおりとし、JASの国際規格との連動性、規格の検索性・利便性向上のため、他のJASと同様に

ISOの様式作成の⼿引きを考慮して作成されたJIS Z 8301に従い様式を改正

炭酸飲料の⽣産状況

⽣産の状況 H30 R1 R2

⽣産数量（千kL） 3,999 3,960 3,749

格付数量（千kL） 1,232 1,167 1,133

格付率（%） 30.8 29.5 30.2

炭酸飲料JASで規定されている基準（１）
性状 1. ⾊が良好

2. 清涼感のある⾹味、異味異臭がない
3. 混濁及び沈殿がない
4. ⼆酸化炭素の溶和が良好、微細な気泡が持続

ガス内圧
⼒

添加物 使⽤する⼆酸化炭素の純度は99.95％(体積分率)以上
Codexの規定に適合

内容量 表⽰に適合

規格の内容
炭酸飲料JASで規定されている基準（２）

原材料 • 使⽤する⽔は、遊離塩素を除去したもの
• 使⽤する砂糖の灰分は、0.03％（無⽔物換算）以

下
• 使⽤する異性化液糖の灰分は0.015％（無⽔物換

算）以下
1.⽔に⼆酸化炭
素を圧⼊したもの

0.29MPa以上

2.1に⽢味料、酸
味料、フレーバリン
グ等を加えたもの

① 0.07MPa以上(果汁，果実ピュー
レー，乳⼜は乳製品を加えたもの等）

② 0.10MPa以上(①以外のもの)

９



（９）煮⼲⿂類の⽇本農林規格の改正案
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●煮⼲⿂類は、⿂類を煮熟によってたん⽩質を凝固させて乾燥したもので、⽇本⾷の出汁などとして使⽤される製品
●煮⼲⿂類JASは、「粗脂肪分」、「⽔分」などの品質の基準が規定
●市場に流通するJAS品及び⾮JAS品の品質を調査した結果、当該JASで規定されている項⽬及びその⽔準は、平準化を⽬的とし

たJASとして現在も妥当と判断
●当該JASで規定されている項⽬及びその⽔準は、製造基準や取引の基準として活⽤されており、製品の品質の改善及び取引の円

滑化に寄与していると判断できることから、今後も平準化を⽬的としたJASとしての役割が発揮されるものと思料
●⾒直しの結果、規格の内容は現⾏どおりとし、JASの国際規格との連動性、規格の検索性・利便性向上のため、他のJASと同様に

ISOの様式作成の⼿引きを考慮して作成されたJIS Z 8301に従い様式を改正

規格の内容
煮⼲⿂類JASで規定されている主な基準

上級 標準

粗脂肪分 5 %以下 8 %以下

⽔分 18 %以下

原材料 a)まいわし、かたくちいわし、
うるめいわし、まあじ

b)⾷塩（⿂類を煮熟するときに使
⽤する場合に限る）

添加物 Codexの規定に適合

煮⼲⿂類JASの基準の活⽤事例
製造業者A JASの基準を社内基準として活⽤
⾷品メーカーB JASの基準を原材料の調達条件として活⽤
⾃衛隊C JAS品⼜は同等品を調達条件として活⽤
学校給⾷製造業者D JAS同等品を調達条件として活⽤
⼩売業者E JASの基準を仕⼊条件として活⽤

煮⼲⿂類の⽣産状況（単位︓ｔ）
⽣産の状況 H30 R1 R2

煮⼲⿂類の⽣産数量 22,951 18,397 17,810

格付数量 20 18 17


