
           農林物資規格調査会食品部会議事録  

                               食品流通局品質課  

日 時：平成１２年６月２７日  

場 所：農水省第二特別会議室  

出席者：粟生委員、大木委員（代理）、沖谷委員、河村委員（代理）、小笠原委員、永江委員、新谷
委員、馬場委員、深澤委員（代理）、藤原委員、本間委員、矢野委員、山中委員、山野井委員  

   [事務局] 西藤食品流通局長、石原審議官、内藤食品流通局品質課長、大西食品  

      表示対策室長、菅家品質課課長補佐、井坂品質課上席規格専門官他  

               開    会  

○内藤品質課長 それでは、時間となりましたので、農林物資規格調査会食品部会を開催させて
いただきます。  

 私、品質課長の内藤でございます。６月８日付で品質課長になりました。不なれなものですから
御迷惑をかけるかもしれませんが、今後ともよろしくお願いいたします。  

   

             委員の異動並びに出席状況報告  

   

○内藤品質課長 それでは、開催に先立ちまして、４月１日付で本調査会委員に異動がございま
したので、まず、そのことにつきまして御報告いたします。  

 食品部会及び特定ＪＡＳ部会委員をお願いしておりました白石委員が本調査会委員を辞退され
ましたので、日本チェーンストア協会の小笠原常務が後任として任命されました。 また、農林産
部会の谷本委員におかれましては、先般お亡くなりになられました。その後任といたしまして、社
団法人全国木材組合連合会の緑川理事が任命されました。  

 それでは、新しく委員になられました小笠原委員を御紹介したいと思います。  

○小笠原委員 小笠原でございます。よろしくお願いいたします。  

○内藤品質課長 それでは、本日の出席状況でございますが、和田委員が所用のため欠席され
ます。  

 大木委員につきましては、代理といたしまして、消費科学連合会企画委員の内藤英代さんが出
席され、河村委員につきましては、代理として全国農業協同組合大消費地販売推進部主任調査
役・坂本志郎さんが、また、深澤委員につきましては、代理として社団法人日本加工食品卸協会
の角田牧夫さんが出席しておられます。  

 総数15名の委員のうち14名の委員が出席され、過半数を超えておりますので、農林物資の規格
化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則第11条の規定に基づきまして会議は成立いた
します。  



 ここで、本日配付しております資料の確認をさせていただきたいと思います。  

○井坂上席規格専門官 それでは、お手元に御用意させていただいております資料について確
認させていただきます。  

 まず、一番上が食品部会の配置図でございます。  

 次が、一枚紙でございますが、会議の議事次第。それと、右の上に資料ナンバーが振ってござ
いますが、資料１といたしまして食品部会の委員名簿が入っております。  

 次が、同じく一枚紙でございますが、諮問文の写しが入っております。  

 次が、とじて厚くなっておりますが、右側に３－１と打っております農産物缶詰の規格見直しとい
うのが３－１から３－５まで入っております。  

 次が３－６として、これもちょっと厚いのでございますが、入っております。  

 次が３－７といたしまして、ＣＯＤＥＸの規格の仮訳が入ってございます。  

 次に４－１といたしまして、調理冷凍食品の規格見直しというものがございまして、３ページぐら
いのところに４－２というものがございまして、４－１と４－２を合わせたものでございます。もう一つ
別に４－３といたしまして、ＣＯＤＥＸの仮訳が入れてございます。  

 次が右に５－１と振ってあるものでございまして、５－１と５－２でございますが、風味調味料の規
格見直しというものが用意してございます。  

 次が資料６で、規格の設定または改廃に係る意見提出手続とＷＴＯ関係の通報の資料でござい
ます。  

 資料７といたしまして、「ＪＡＳ規格の見直しの順位についての考え方」というものを用意してござ
います。  

 資料８が、一枚紙でございますが、改正されましたＪＡＳ法の抜粋でございます。  

 次が資料９でございます。ちょっと厚うございますが、改正ＪＡＳ法の施行令の一部を改正する政
令というものが用意してございます。  

 最後になりますが、資料10といたしまして、「有機農産物及び有機農産物加工食品の関係告示
資料」というものが用意してございます。  

 以上でございますが、おそろいでございましょうか。  

 以上でございます。  

   

   

   

               食品流通局長挨拶  

   



○内藤品質課長 それではここで、本日の農林物資規格調査会食品部会の開催に当たりまして、
食品流通局長から一言御挨拶を申し上げます。  

○西藤食品流通局長 食品流通局長の西藤でございます。  

 委員の皆様方、本日は、大変お忙しいところを本調査会に御出席を賜りまして、お礼を申し上げ
ます。  

 また、ＪＡＳ制度、表示問題につきまして、あるいは流通行政全般にわたりますが、委員の皆様
方、日ごろから何かと御協力賜っておりますこと、御礼を申し上げたいと思います。  

 ＪＡＳ制度につきましては、先ほど部会長ともちょっとお話をしていたんですが、２年前のちょうど
今ごろだったかなあと。制度全体の見直しについて、やっぱりこの場でいろいろ論議をしていただ
きまして、昨年の国会でＪＡＳ法の改正が行われ、その大きな柱の一つとして有機農産物、有機食
品の検査・認証制度を導入したわけですけれども、それについても本年１月にこの部会での御論
議を経て告示行為をさせていただいておりますし、品目横断的な品質表示をお願いするということ
がさきのＪＡＳ法の改正のもう一つの大きな柱でございましたが、これにつきましても既に施行いた
しておりまして、生鮮食料品については、この７月１日から全品目について、順次来年度にかけて
品質表示をお願いするという形になってきております。  

 また、本日お願いしております、それぞれＪＡＳ規格の見直しは、これもさきの法律改正の大きな
柱でございまして、我々は一度規格を設定すると、生産・流通・消費の状況変化があってもなかな
かそれを改定できないという状況の中で、さきの制度改正のときに、定期的な見直しを行うという
ことを法定上しておりまして、食品についてはこれは第１回目の見直しかと思っております。そうい
う点で、生産・流通・消費の状況に応じて有効なＪＡＳ規格にしておきたいと思っておりますので、
委員の皆様方、本日私ども事務局から膨大な資料で恐縮でございますけれども、十分御論議をい
ただき、御意見を賜りたいというふうにお願いします。  

 どうぞよろしくお願い申し上げます。  

   

   

                 諮問文朗読  

   

○内藤品質課長 では、農林水産大臣から農林物資規格調査会あて諮問いたしました事項につ
きまして朗読させていただきます。  

○井坂上席規格専門官 それでは、平成12年６月26日に農林水産大臣から農林物資規格調査
会会長あてに諮問のありました事項につきまして、朗読させていただきます。  

 風味調味料の日本農林規格等の改正等について。  

 下記の日本農林規格及び品質表示基準の制定等の必要性について、農林物資の規格化及び
品質表示の適正化に関する法律第７条第５項及び第19条の８第５号の規定に基づき、貴調査会
の意見を求める。  

 記。  

 １、 風味調味料の日本農林規格及び風味調味料に係る品質表示基準。  



 ２、 調理冷凍食品の日本農林規格及び調理冷凍食品に係る品質表示基準。  

 ３、 農産物缶詰及び農産物瓶詰の日本農林規格並びに農産物缶詰及び農産物瓶詰に係る品
質表示基準。  

 ４、 果実かん詰及び果実びん詰の日本農林規格並びに果実かん詰及び果実びん詰に係る品
質表示基準。  

 ５、 種類別農産物かん詰以外の農産物かん詰の日本農林規格。  

 ６、 農産物びん詰の日本農林規格。  

 ７、 野菜かん詰及び野菜びん詰の日本農林規格並びに野菜かん詰及び野菜びん詰に係る品
質表示基準。  

 以上でございます。  

○内藤品質課長 それでは、本調査会の運営規定第４条の規定によりまして、本間食品部会長に
議長をお願いして議事を進めさせていただきたいと思います。  

 よろしくお願いいたします。  

   

               議事録署名人の指名  

   

○本間部会長 それでは、早速議事に入らせていただきます。  

 まず、議事に先立ちまして、農林物資規格調査会運営規定第８条の規定によりまして、本日の
会議の議事録の署名人をお願いしたいと思います。  

 本日は、小笠原委員、粟生委員のお二人にお願い申し上げます。  

 よろしゅうございましょうか。  

             〔小笠原、粟生両委員了承〕  

   

                 議    題  

  (1) 果実かん詰及び果実びん詰の日本農林規格等の見直しについて  

  (2) 野菜かん詰及び野菜びん詰の日本農林規格等の見直しについて  

  (3) 種類別農産物かん詰以外の農産物かん詰の日本農林規格の見直しについて  

  (4) 農産物びん詰の日本農林規格の見直しについて  

  (5) 農産物缶詰及び農産物瓶詰の日本農林規格並びに農産物缶詰及び農産物瓶詰  



   品質表示基準の制定について  

   

○本間部会長 それでは、議題が七つ用意されてございますが、議題の(1)から(5)までを一括して
扱いたいと思います。すなわち、(1)から(4)までの四つの規格を廃止いたしまして、新たに５番目の
ＪＡＳ規格等を制定する案でございますが、この部分を一括して事務局から御説明願いたいと存じ
ます。  

○井坂上席規格専門官 それでは、これらの農産物缶詰関係について御説明いたします前に、
今回のＪＡＳ規格の見直しの考え方につきまして、まず冒頭、御説明させていただきたいと思いま
す。  

 では、資料７と８をごらんいただきたいと思います。一番後ろの方でございます。  

 資料８が改正ＪＡＳ法の抜粋でございまして、第９条の二におきまして、日本農林規格を制定した
後、「日本農林規格がなお適正であるかどうかを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なく
とも５年を経過する日までに調査会の審議に付し、速やかに、これを確認し、又は必要があると認
めるときは改正し、若しくは廃止しなければならない」とされております。これによりまして今後ＪＡＳ
規格を順次見直していくということでございます。  

 それでは、次に資料７でございますが、現在ＪＡＳ規格が 102品目ございます。 102品目を５年間
で順次見直すということを考えております。見直す順番といたしましては、②にございますように、
原則として制定または改正した年次の古い順に順次見直していくということでございます。  

 これとは別に、③にございますように、自己格付のうち検査を依頼しないものがございますので、
そういう自己格付をするための認定工場の認定の技術的基準を早急に制定する必要があるもの
につきましては古い順によらないで、その必要性に応じて見直しの対象とするということでござい
ます。  

 ④といたしまして、見直しの効率化のために、同じようなもの、類似しているものにつきましては、
改正なり制定年次が異なっておっても同一の年度で見直すということでございます。  

 １枚繰っていただきますと「ＪＡＳ規格見直し順位」ということで、ここに 102品目挙げてございま
す。12年度につきましては一番上の野菜かん詰及び野菜びん詰から一番下のはっかまでを予定
しているということでございます。  

 ★印がついているものは今回の調査会にお諮りするものでございます。木質建材につきまして
は先般６月21日に審議をお願いしたところでございます。畳表も同じでございます。残りのものに
つきましては今年度早急に、まとまり次第審議をお願いするということでございます。それで13年
度以降順次こういう内容で見直しを実施していきたいと考えております。  

 それでは、こういう考えに基づきまして今回見直すところの農産物缶瓶詰の規格の見直しについ
てでございます。３－１をごらんいただきたいと思います。  

 資料３－１の２枚目の上の方でございますが、食料缶瓶詰につきましては従来個別のものごと
の規格が立てられておりまして、今までも水産物缶詰とか畜産物缶詰に順次まとめてきておりまし
て、最終的には、そこに書いてございますように、２の(1)の①から④でございますが、農産物缶
詰、水産物缶詰、畜産物缶詰、これら以外の缶詰の４区分に整理したいということでございます。
今回は①の農産物缶詰というものでございます。  

 前後して申しわけありませんが、３－１の頭に戻っていただきたいと思います。こういう果実か
ん・びん詰、野菜かん・びん詰、種類別農産物かん詰以外のかん詰や農産物びん詰につきまして



は、これらを一たん廃止いたしまして、農産物の缶詰と瓶詰に統合するということでございます。  

 それぞれのものが「規格の制定・改正」のところに書いてあるわけでございますが、大分古いも
のもございます。今回見直しでございますので、それぞれの缶詰の規格について存続するか廃止
するかということを検討するために、１に書かれておりますような製造・流通・消費の各段階の関係
者の意見を聞いております。  

 製造段階におきましては、格付を受けていませんが、規格の内容をそれぞれのメーカーが生産
するときの品質指標としているという御意見もございますし、輸入品との差別化のため、格付を受
ける際は、等級のあるものについては上位の等級を受けるということもございます。また、製品の
品質管理のために、格付は受けないんですが、ＪＡＳ規格で定めておる測定方法を利用しておる
実態もあるということでございます。  

 次に流通段階でございますが、海外で製品をつくる場合、それを日本に輸出することを前提とし
ているんですが、その場合ＪＡＳ規格の基準に合うものをつくって、それを日本に持ってくるという
使い方がされているということもあります。それと、規格における等級が取引上の指標となってい
るという利用のされ方もございます。それと、ＰＢ製品の商品設計の際に、ＪＡＳ規格を基本といた
しまして、それ以外のそれぞれの特徴的なことをさらに上乗せした商品設計をするときの基本とし
て使っているというような利用のされ方。  

 消費者段階におきましては、商品選択の指標になっているという御意見もございました。  

 こういう結果から、農産物の缶詰につきましてはＪＡＳ規格を存続してはいかがかということでご
ざいます。  

 参考といたしまして、その下に「製造工場の推移」が載せてございます。  

 その下でございますが、「生産量及び格付量の推移」が載せてございます。数が多いので、果実
かん詰ですと果実かん詰というものの総体としてまとめさせていただいております。果実かん詰に
つきましては格付率が44％ぐらいあるわけでございますが、ここの大きな要因といたしましては、
みかんかん詰が大体55、ももが50ぐらいの受検率がございますので、大体このような数値になっ
ております。  

 野菜かん詰及び野菜びん詰につきましては、生産量も相当多いのでございますが、格付量が
14％程度になっております。これは野菜かん詰の中で生産量の一番多いスイートコーンかん詰が
12％前後でございまして、極端な例で言いますと、アスパラかん詰みたいなものは40％以上ござ
います。ただ、非常に生産量が少ない関係上、トータルの率といたしますと14％ぐらいになるという
ことでございます。  

 種類別農産物かん詰以外の農産物かん詰というのは、生産量の多いものはゆであずきでござ
いまして、これが大体15％あるということでございます。  

 次のページでございますが、２の(1)については先ほど御説明しました。(2)の「規格見直しの内
容」でございます。  

 まず、新たに一本化する規格につきまして、現行の野菜と果実それぞれの缶詰の規格をまとめ
て一本にするということでございます。  

 それと、最近の生産・流通・消費実態に応じて必要な規格を設けるとともに、利用されていない
規格を廃止するということでございます。それで大豆、あずき、くりの缶詰を新たに設けます。それ
と生産量が減少してきておりますアップルソースについては廃止するということでございます。  

 ③といたしまして、取引用の規格ということで、たけのこの大型缶というのがございます。たけの



この小型缶と大型缶というのはつくり方が違いますので、改めてたけのこの大型缶という規格を１
規格設けるということでございます。そこに書いてございますように、９リットル以上のものを大型
缶と規定してございます。  

 ④といたしまして「国際規格との整合化」ということで、国際規格に合わせてそれぞれ種類ごとに
規格を定めるということにしております。現行では、ももですと、ももの２つ割りというのが１規格ご
ざいまして、２つ割り以外の規格がまた１規格あるという整理になっておりますのを、ＣＯＤＥＸに準
じて種類ごとの規格に取りまとめるということでございます。  

 きょう雑物とか欠点事項というのが、今まで第三者格付をやっていました関係上、きょう雑物がな
いこととか、損傷がほとんどないこととか、そういう抽象的な表現で書いておりましたところを、今後
自己格付に移行するということで、数値化できるものについては数値化したということでございま
す。  

 次が資料の３－２でございますが、３－２から３－５までが現行定められております日本農林規
格でございます。ここの説明は割愛させていただきまして、３－６をごらんいただきたいと思いま
す。  

 ３－６の頭紙に41規格が17規格に再編成されるところの概略図が書いてございます。先ほど御
説明しましたように、ももの缶詰につきましては２つ割りとそれ以外の規格がございますのを、今
後はもも缶詰というふうに整理する。洋なしと和なしというものもなし缶詰というふうに一本化して
順次整理していくということでございます。中ほどのたけのこにつきましては、たけのこの缶詰とた
けのこの大型缶という二つに整理するということでございます。  

 種類別農産物かん詰以外の農産物につきましては、新たに大豆とあずきとくりという相当量生産
量があるものについて規格化するということでございます。  

 ちなみに、大豆につきましては大体 2,400トン、あずきが１万 4,000トン、くりが  3,000トンほどご
ざいますので、これらについてはそれぞれ１規格ずつ持つということでございます。  

 個別の種類ごとの規格はここまででございまして、それ以外のものにつきましては、その表の一
番下にございますように、その他の１種類の農産物缶詰と混合農産物缶詰という二つの受け皿を
つくっておりまして、そこで対応するということを考えております。  

 １枚繰っていただきまして、これが新たに制定しようとする農産物缶詰及び農産物瓶詰の日本農
林規格でございます。  

 適用の範囲でございますが、ここは従来の定義を合わせたものを書いてございますが、「この規
格は、農産物缶詰及び農産物瓶詰に適用する」としております。括弧書きにつきましては、トマト加
工品の固形トマトというのがございまして、これは全形のトマトが缶に入っているものもございま
す。整理上、それらにつきましては農産物缶詰・瓶詰という規格で取り扱うことが筋なのでしょう
が、今回の見直しは、先ほど議事次第のところにもありましたように、果実かん、野菜かん、それ
ぞれ名前を挙げたものの見直しということでございますので、トマトの加工品につきましてはトマト
加工品の見直しのときに改めてトマト加工品として整理するのか、ここの農産物缶詰で整理する
のかをあわせて検討させていただきたいということでございます。  

 ２条でございますが、２条ではそれぞれの定義を合わせたものを書いてございます。変えてござ
いますのが一番上の「農産物缶詰又は農産物瓶詰」の定義でございます。ここでは「農産物又は
その加工品をそのまま又は充てん液とともに、缶又は瓶に密封し、加熱殺菌したものをいう」とし
ておりまして、括弧書きといたしまして、その加工品につきましても、調味料以外のもののうち農産
物以外のものを含まないものに限るとしまして、農産物缶詰及び農産物瓶詰につきましては、主
たる原料がすべて農産物で成り立っているものにするということで、この定義をもちまして順次水
産物、畜産物もこのように整理させていただきまして、それ以外のものにつきましては、先ほど御



説明しました４番目のものに整理・統合していくということでございます。  

 次のもも缶詰、なし缶詰、みかん、パインアップル、グリーンピースにつきましては従来の定義と
同じにしてございます。  

 新たに設けました大豆缶詰でございますが、これにつきましては「農産物缶詰又は農産物瓶詰
のうち、大豆の完熟種実を乾燥したものを水で戻したものを詰めたものをいう」と定義をつけており
ます。  

 次にその下の「あずき缶詰又はあずき瓶詰」でございますが、「農産物缶詰又は農産物瓶詰のう
ち、小豆の完熟種実を乾燥したものを水で戻したものを詰めたものをいう」と定義づけております。 

 以下、スイートコーンからえのきたけまでは今までの定義と同文とさせていただいております。  

 その下のくり缶詰でございますが、「農産物缶詰又は農産物瓶詰のうち、くりの外皮を除去したも
のを詰めたものをいう」と定義づけております。  

 その下の混合農産物缶詰以下は同じでございます。  

 フルーツカクテル以下は缶詰の定義でございませんで、それぞれ用語の定義となっております。
ここにつきましては、今までありました果実かん詰、野菜かん詰の用語の定義をそれぞれ載せて
ございます。  

 次が３ページ目のもも缶詰及びもも瓶詰の規格でございます。ももにつきましては３条として１条
設けておりまして、ここで２つ割り、４つ割り、薄切り、立方形というすべての形状を取り扱うことに
しておりまして、それぞれの規格を足した内容となっております。ですから内容物の品位につきま
しても、現行２つ割りのものには上級と標準がございますので、上級と標準をそれぞれ残してござ
います。  

 内容物の品位は、４つ割り、薄切り、立方形は等級がございません。一本の規格でございますの
で、それはそのように同様に処理させていただいております。  

 変わったところは「その他の事項」の４。真ん中のところでございます。現行の書きぶりといたしま
しては「きょう雑物がほとんどないこと」という表現になっておりますが、今回の改正案では、「充て
ん液を加えたものにあっては、固形量に対する果皮の割合が㎏あたり１５平方センチ以下であり、
それ以外のものにあっては、固形量に対する果皮の割合が㎏あたり３０平方センチ以下であるこ
と」ということで、これはＣＯＤＥＸにございます基準を準用してここに入れさせていただいておりま
す。  

 次が４ページでございます。中ほどの原材料欄の「食品添加物」でございます。先ほどＣＯＤＥＸ
規格との整合性をとるということと、あわせましてそれぞれの製造実態等を調査いたしまして、食
品添加物についても使用の実態を洗い直してございます。  

 それで「食品添加物」の２でございますが、現行、変色防止剤といたしまして重合リン酸塩が使え
ることになっておりますが、現在、ももの生産におきましては変色防止剤で重合リン酸塩を使うこと
がなくなってきたということで、重合リン酸塩の一部であるポリリン酸ナトリウムとメタリン酸ナトリウ
ムを品質改良剤として肉質関係の改良に用いているということでございますので、ここは変色防止
剤重合リン酸を改め、品質改良剤としてポリリン酸とメタリン酸を書いているということでございま
す。ほかのところは変化ございません。  

 次が５ページでございます。採点基準の「その他の事項」でございます。４番目でございますが、
規格上果皮の割合を書きましたので、それに伴いまして採点基準も、４の下から４行目から、果皮
のそれぞれの残存の割合を規定してございます。  



 次が４条のなしの缶詰でございます。  

 なしの缶詰につきましては、中ほどよりちょっと上の「形態」というところがございます。今回変わ
るのは「形態」の最後のところの「かつ、損傷が個体数の30％を超えないこと」ということで、これも
ＣＯＤＥＸでこのように決まっておりますので、それを準用したということでございます。現行の書き
ぶりは「ほとんどないこと」という表現になっております。  

 それと、ももと同じように、「その他の事項」の４でございますが、固形量に対する果皮の割合が、
なしの場合はキログラム当たり10平方センチ、果芯の数がキログラム当たり３個、種の数はキロ
グラム当たり８個というふうにそれぞれＣＯＤＥＸに定まっておりますので、現行「きょう雑物がほと
んどないこと」をこのように改めるということでございます。  

 ６ページはございませんで、７ページの上の４のところでございますが、これも官能検査の採点
基準が果皮の割合とか果芯と種子のことをそれぞれ規定しましたので、それに伴いまして採点基
準の中に入れてございます。  

 次が第５条、みかん缶詰でございますが、変わったところは食品添加物の欄でございます。  

 「食品添加物」の５といたしまして白濁防止剤ということで、ヘスペリジナーゼ及び酵素処理ヘス
ペリジンとしております。現行は酵素：ヘスペリジナーゼと規定しておりますのを、用途名について
はっきり「白濁防止剤」と挙げまして、新たに酵素処理ヘスペリジンを追加したという内容でござい
ます。  

 次が６条のパインアップルでございますが、これにつきましては特段修正したところはございませ
ん。  

 次が９ページの７条のグリーンピースでございます。  

 「その他の事項」の２でございます。現行「腹切れ粒」というのが定めてございまして、要は腹が
割れているものが35％以下ということになっておりますが、今回の改正といたしまして、「腹切れ」
というのも余りイメージがよくないということで「腹割れ」ということにして、なおかつ「皮が完全に剥
離し種実が２つに割れているもの」というふうに定義をしっかりつけまして、なおかつ、その重量が
固形量の10％以下。現行35でございますが、これをＣＯＤＥＸに合わせて10％以下にするという改
正でございます。  

 それと「食品添加物」の１の調味料でございます。調味料につきましては、現行、核酸系の調味
料、添加物が明示されておりますが、今回の改正におきましては、核酸系にかかわらずいろんな
ものが使えるように特段添加物を指定しないという改正内容になっておるところでございます。  

 次が８条の大豆缶詰でございます。大豆缶詰につきましてはＣＯＤＥＸがございませんが、グリー
ンピース缶詰の規格がございますので、グリーンピース缶詰の規格を参考にして新たに設けた規
格でございます。  

 品質基準といたしましては、香味として「固有の香味が良好であり、かつ、異味異臭がないこ
と」。色沢として「固有の色沢が良好であること」。肉質としては「硬軟がおおむね適当であること」
としております。  

 「その他の事項」でございますが、１として「液がおおむね清澄で、」ということで、これは水煮の
場合でございます。「浮遊物及び沈でん物がほとんどないこと」。  

 ２として、病害粒の混入がほとんどなく、腹割れ粒の重量が固形量の10％以下、かつ、粒の大き
さがそろっていることとしております。  



 ３として「きょう雑物がほとんどないこと」としてございます。  

 原材料の規格といたしまして、食品添加物以外の原材料につきましては、使える原材料として大
豆、食塩、食酢、しょうゆ。しょうゆから糖類、みりん、酒、動植物の抽出濃縮物とたん白加水分解
物につきましては味つけの場合に使用するものに限るという限定が入れてございます。  

 食品添加物につきましては、ｐＨ調製剤としてクエン酸、賦形剤として乳酸カルシウムの二つを認
めるということでございます。  

 異物につきましては３条１項と同じということで、異物の混入がないことということにしておりま
す。  

 内容量につきましては「表示重量に適合していること」、２番目として「固形量及び内容総量が別
表５に適合していること。ただし、ドライパックにあっては、内容物が充分に詰められていること」と
いうことでございます。  

 容器の状態につきましては３条と同じでございます。  

 次が９条で、これも新しくつくりますあずき缶詰またはあずき瓶詰の規格でございます。  

 品質につきましては、香味については大豆と同様に「香味が良好であり、かつ、異味異臭がない
こと」。色沢については「固有の色沢が良好であること」。性状については「硬軟がおおむね適当で
あること」。その他の事項といたしましては、「状態が良好であること」と「きょう雑物がほとんどない
こと」としております。  

 可溶性固形分につきましては45％以上ということで、ただし、この場合も糖液と煮込んだものの
場合でございます。ですからあずき缶詰の場合、ゆであずき缶詰、要は甘く処理したものについて
は45以上ということで、それ以外のものは別に甘くなくてもいいということでございます。  

 原材料につきましては、そこに書いてございますように、小豆、糖類、食塩、小麦粉、ゼラチン、
でん粉を使ってつくるということでございます。  

 食品添加物につきましては、酸味料としてクエン酸とフィチン酸。酸化防止剤としてＬ－アスコル
ビン酸とＬ－アスコルビン酸のナトリウムが使える。品質改良剤としてポリリン酸ナトリウムとメタリ
ン酸ナトリウム。甘味料としてステビア抽出物と酵素処理ステビアということでございます。  

 異物につきましては、３条と同じように、ないことということでございます。  

 内容量につきましても、「表示重量に適合していること」と、内容量が、別表６というのは後で御説
明いたしますが、６の表に適合していることということでございます。  

 容器の状態につきましては、「缶詰のものにあっては、内面塗装缶であって、密封が完全で適当
な真空度を保持しており、かつ、外観及び缶の内面の状態が良好であること」。２として「瓶詰のも
のにあっては、密封が完全で、適当な真空度を保持しており、かつ、瓶及びふたの品質及び型体
並びにパッキングの材質が良好であること」としております。 次が10条のスイートコーンでござい
ます。  

 スイートコーンについて変わったところは「その他の事項」でございます。ホールカーネルとクリー
ムスタイルのものについて、次の11ページ上の方でございますが、それぞれきょう雑物の許容限
度をＣＯＤＥＸで設けてございますので、それを準用して、穂軸片とか、皮片とか、そういうものにつ
いて１平方センチ当たりどのぐらいという規定を設けてございます。現行の「ほとんどないこと」とい
う規定をこういうふうに明確に改めるということでございます。  



 次が原材料のところで、食品添加物以外の原材料については改正はございません。  

 食品添加物につきましては、調味料について、それぞれ核酸系の調味料が挙げてございました
のを削りまして、調味料はすべて使えるということでございます。ｐＨ調製剤のクエン酸については
新たに追加したという内容でございます。  

 次が11条のアスパラガスの缶瓶詰でございますが、ここの変わった点は「その他の事項」の２番
でございます。現行は「おおむねそろっていること」という規定でございますが、今回それを「ロング
スピアーを詰めたもの、スピアーを詰めたもの及びチップを詰めたものにあっては、それぞれに規
定する長さ以外のものの割合が固形量の25％以下」ということで明示してございます。  

 次が３でございます。皮、くぼみ、奇形、損傷あるものの割合がそれぞれ固形量の10％以下であ
り、その合計がロングスピアーを詰めたもの、スピアーを詰めたもの及びチップを詰めたものにあ
っては15％以下であることとしております。現行「損傷及び病害虫こんがほとんどなく、かつ、変色
したりん片の残存が目立たないこと」という規定になっておるのを、こういう数値化したＣＯＤＥＸに
準じたまとめ方に直したということでございます。  

 それと食品添加物の欄でございますが、１番の調味料につきましては、これも核酸系の調味料
が書いてございましたのを削りまして、調味料全般にわたって使えるように手当てしたということで
ございます。  

 次が12条のたけのこ缶詰でございます。これは一般向けに売られる小型のたけのこの缶詰のこ
とでございます。  

 この規格の「内容物の品位」の「薄切りのものに限る。」ところの「その他の事項」の真ん中よりち
ょっと上でございますが、「損傷あるものの重量が固形量の５％以下、あま皮が残っているものの
重量が固形量の10％を超えないこと」ということで新たに決めようとしております。これにつきまし
ては現行が「損傷がほとんどないこと」と、「あま皮の除去がおおむね良好であること」という規定
でございますが、たけのこにつきましてはＣＯＤＥＸ規格がございませんので、今まで御説明した考
え方を取り入れまして、できるだけ数値化するということで、ここは自主的に損傷の場合は５％、あ
ま皮の場合は10％という規定を新たに独自に設けたという内容でございます。  

 食品添加物の欄でございますが、調味料につきましては、これも同じく核酸系だけが書いてあり
ましたのを削って、すべての調味料が使えるように処置したことと、ｐＨ調製剤についてはクエン酸
だけが載っておりますが、このほかにＤＬ－リンゴ酸とＤＬ－リンゴ酸のナトリウムがございました
が、この２種類については使用実態がないということで削除し、クエン酸だけを残すということでご
ざいます。  

 次が13条のたけのこの大型缶詰でございます。  

 14ページの食品添加物のところが、現行はクエン酸のほかにＤＬ－リンゴ酸とＤＬ－リンゴ酸ナト
リウムがございますが、これについてもたけのこ缶詰と同様、使用実態がないということで、この二
つは削除してクエン酸だけ残すということでございます。  

 次が15ページの２の「採点の基準」のところでございます。採点の基準の香味、色沢及び液の欄
のｐＨにつきまして、それぞれ 0.1ずつ下げてございます。たけのこの缶詰につきましては基本的
にはｐＨが高いものほどいいということで、通常、たけのこをゆで上げますとｐＨが６ぐらいあるとい
うことでございます。物によりまして乳酸発酵が行われますとｐＨが下がってくるということでござい
ます。ただ、たけのこの場合、ｐＨ６のものを缶に詰めますと保存性が極めて問題になりますので、
できるだけｐＨを下げるように水さらし等を行って下げていくわけでございますが、基本的にはｐＨ
が高いものほどいいものという考えに基づいて、ｐＨのそれぞれに基づく採点基準を決めておりま
すが、今回、製造実態を考慮し、今回それぞれのｐＨ値を0.1ずつ下げております。  



 次がページの14条、マッシュルームでございます。  

 マッシュルームにつきましては、「形態」の４番でございます。ここはＣＯＤＥＸに基づいて新たに
設けた規定でございます。ホールとボタンにあっては、それぞれ規定された形状の茎の長さを超
えるものが個体数の10％以下であることという新たな規定を追加しております。  

 食品添加物の欄は、１の調味料について、核酸系が書いてございましたのを削って、すべての
調味料が使えるというように修正してございます。  

 ｐＨ調製剤につきましては、クエン酸以外にＤＬ－リンゴ酸とＤＬ－リンゴ酸ナトリウムがございま
したが、それを削除してクエン酸だけ残すということでございます。  

 ３の品質改良剤でございますが、現行「重合リン酸塩」という書き方になっておりますが、そのも
のを確定してポリリン酸とメタリン酸の２種類に限定するというように修正してございます。  

 次が15条のなめこの缶詰でございます。  

 なめこの缶詰は、17ページの調味料のところで、ほかの規格と同じように核酸系が書いてござい
ましたのを削っておるということでございます。ｐＨ調製剤につきましては、クエン酸以外にＤＬ－リ
ンゴ酸とＤＬ－リンゴ酸ナトリウムがございましたが、その２種は削除してクエン酸だけ残すという
処置でございます。  

 16条、えのきたけにつきましては、「食品添加物」の項の調味料のところでございますが、ここも
核酸系が書いてあるのを削って、すべて使えるようにしたということでございます。  

 次が17条のくりでございます。これが新しくつくった規格でございます。  

 香味といたしましては、「香味が良好であり、かつ、異味異臭がないこと」。  

 色沢につきましては、「固有の色沢が良好であること」。  

 肉質につきましては、「硬軟がおおむね適当であること」。  

 形態といたしましては、「粒の形がおおむね整一であり、かつ、切り方がおおむね適当であるこ
と。また、大きさが特に不揃いな大小各１個の重量比が２倍を超えないこと」と、くりにつきましては
ＣＯＤＥＸ規格がございますので、こういう規定を取り入れております。  

 「その他の事項」といたしまして、液がおおむね清澄であることと、病害粒、変色粒が固形量の
10％以下であること、外皮片、渋皮片、その他きょう雑物がほとんどないこととしております。  

 可溶性固形分につきましては、これは主にくりの甘露煮を想定しておりますが、くりの甘露煮の
場合は「50％以上であること」ということで、くりの甘露煮といたしまして、「糖液に浸漬した後、さら
に糖液と煮込んだものに限る」と規定してございます。  

 原材料の規定でございますが、食品添加物以外の原材料につきましては、くりと糖類でつくると
いうことでございます。  

 18ページでございますが、食品添加物といたしましては、品質改良剤として硫酸アルミニウムカ
リウムとポリリン酸ナトリウムとメタリン酸ナトリウムということでございます。  

 ｐＨ調製剤といたしましては、クエン酸とＤＬ－リンゴ酸とＤＬ－リンゴ酸のナトリウムが使える。  

 酸化防止剤といたしましては、Ｌ－アスコルビン酸とＬ－アスコルビン酸ナトリウム。 漂白剤とし



まして次亜硫酸ナトリウム。  

 着色剤としてクチナシの黄色い色素ということでございます。  

 異物につきましては３条と同じで、ないことでございます。  

 内容量につきましては、表示重量に適合していることと、固形量及び内容総量が別表16に適合
していることということでございます。  

 次が18条でございますが、これは１種類の農産物を詰めたものの規格でございます。これにつき
ましては従来と同様になってございます。  

 19ページの19条でございますが、これが混合農産物の缶瓶詰の規格でございます。  

 20ページの食品添加物の欄でございますが、これはこの条の前のところでそれぞれ変わったも
のを引き受けている関係上、例えば７でございますが、これはみかんの方が白濁防止剤ということ
で変わりましたので、それに伴いまして、この基準についても酵素を改めまして白濁防止剤という
ことで、みかんと同じように酵素処理ヘスペリジンも加えておるということでございます。  

 あと変わっておりますのが10番と11番でございまして、ももに使っておりましたポリリン酸とメタリ
ン酸のナトリウムにつきましては変色防止剤から品質改良剤に変わっておりますので、それの関
係上、その部分を品質改良剤に入れまして、11番の変色防止剤から除いたという処置が施してご
ざいます。  

 20条の測定方法につきましては変わっているところはございません。  

 次に品質表示基準でございますが、一番下のところでございます。ＪＡＳ規格でアップルソースの
規定がございましたが、それは１条持たないということで処理しておりますが、品質表示基準では
アップルソースの定義を残しておりまして、それに該当するものはそのように表示していただくため
に、従来からもＪＡＳ規格を廃止したものにつきましても、もしまた物がつくられるようであれば、そ
の定義にのっとった表示をしていただくためにそれぞれ残してございます。  

 品質表示基準で変わったところは４ページの４条のカとキでございます。くり缶詰とあずき缶詰が
出てきておりますので、くり缶詰は「くり」と書くのが基本ですが、甘露煮のくりと甘露煮でないくりが
ございますので、ただし書きで「糖液に浸漬した後、さらに糖液と煮込んだものにあっては『くり甘
露煮』と記載しなければならない」としております。キとしまして、あずきにつきましてもゆであずき
がございますので、「糖液と煮込んだものにあっては『ゆであずき』と記載」するということで区分け
をしてございます。  

 以上が内容でございまして、３－７がＣＯＤＥＸに現在定めてありますそれぞれの農産物の種類
ごとの規格でございます。  

 これらの規格につきましては、資料６でございますが、規制の設定または改変に係る意見提出
手続に寄せられる意見・情報とＷＴＯ通報ということで、いわゆるパブコメとＷＴＯ通報をしておるわ
けです。缶詰につきましては、パブリックコメントは４月13日から５月12日までの１カ月間かけてお
りますが、ゼロ件でございます。ＷＴＯ通報につきましても２月22日から４月21日までかけておりま
すが、これも寄せられた意見はございませんでした。  

 以上でございます。  

○本間部会長 細かい説明でございましたが、これにつきまして専門委員会が開かれておりま
す。その討議の内容につきましては、座長を務められました山中先生から御報告いただきましょう
か。  



○山中委員 それでは、御報告いたします。  

 非常に膨大な規格に関することでありまして、ことしの１月14日に、調査会の委員２名、専門委
員９名が出席して、今言われたような規格の見直しに関する専門委員会が開催されました。  

 内容は説明があったとおりでありますけれども、大きく改正の趣旨というのは、一つはＣＯＤＥＸと
の整合性があります。ＣＯＤＥＸに合わせる。もう一つは、非常に多岐にわたっている。一つのみか
んにしろ、三つあったのを一つに合わせるというような簡略化、整理というのが一つ。３番目には
品質表示基準を制定してＪＡＳ規格から外した。この三つが大きな点ではないかと私は思っており
ます。先ほどそのような説明もございましたけれども。  

 詳細に検討いたしまして、細かいところを一部修正したりなどいたしましたけれども、先ほど説明
がありました原案が了承されました。  

 その中で幾つか質問が出まして、これは多くの委員から出たんですが、名称の表示の方法で、
品名も表示できるようにしたらどうか。従来品名というのを使っておりましたので、これも表示でき
るようすべきであるという要望が多くの委員から出されました。  

 非常にたくさん出ましたので主なものだけを言いますけれども、そのほか、変色防止剤の使用実
態はどうか、遺伝子組み換えに関する表示のこと、それから先ほど申し上げましたＪＡＳ規格から
の品質表示基準を削除した経緯などの質問がございました。  

 以上、簡単ですけれども、専門委員会の概要を御報告いたします。  

○本間部会長 ありがとうございます。  

 この件につきましては消費者専門委員会が開かれております。その討議の内容につきましては
事務局から御報告をお願いいたします。  

○井坂上席規格専門官 平成12年１月17日に、調査会委員３名、専門委員５名により、消費者専
門委員会が開催されました。  

 主な検討内容といたしましては、農産物缶詰、農産物瓶詰の定義の中に、案といたしまして「加
熱殺菌したもの」ということになっておりますが、それに「加圧」という文字を加えるべきではないか
という御意見が出されました。検討の結果、果実缶詰の中には加圧しないものもあるということと、
ＣＯＤＥＸ規格も加圧を条件として缶詰を定義していないことから、その部分については原案どおり
了承されました。  

 そのほか、加熱殺菌しない缶詰または瓶詰はどう取り扱われるのかという御質問がございまし
て、これにつきましては、缶詰ではございませんので、必要があれば別途個別規格で対応する旨
の回答をいたしました。  

 以上が消費者専門委員会の概要でございます。  

○本間部会長 ありがとうございます。  

 それでは、ただいまの事務局の説明等も含めまして御意見を承りたいと思います。たくさんの資
料でございますので漠然というわけにはまいらないかもしれませんので、例えば新たに制定され
ました大豆、あずき、くり、この三つがここで初めて登場しておりますが、まず、この三つについて
御意見を賜りたいと思います。  

 最初の大豆でありますが、９ページにございます。事務局の案といたしましてはＣＯＤＥＸのグリ
ーンピースを準用したという説明がございました。あるいは次の10ページにはあずきが載っており



ます。それから17ページにくりと、三つの場所がございます。  

○委員 ９ページのところの食品添加物で「１ 調味料」という表示がありますけれども、調味料の
定義というか内容についてはどこかに出てるんですか。  

○井坂上席規格専門官 調味料として使える食品添加物につきましては、厚生省さんでそれぞれ
具体的に例を挙げてありまして、その範囲は限定されております。  

○委員 概略言うと、うまみ調味料。  

○井坂上席規格専門官 グルタミン酸ソーダから、「調味料」と表示できる添加物の範囲が示され
ております。  

○委員 従来、一般に使っている酸味料とかそういうのはみんな「調味料」という普通名詞として使
いますけれど、この場合には限定された、厚生省で言う調味料ということ。  

○井坂上席規格専門官 指定された調味料。  

○委員 酸味料はまた別なものが酢酸とかありますので、そうじゃなくて、厚生省で言う調味料で
すね。  

○委員 特別な法律的に……。  

○委員 使用基準のないやつだと思いますけれども。それが相当あると思いますけれども。  

○井坂上席規格専門官 数はたくさんございます。  

○委員 たくさんありますね。  

○井坂上席規格専門官 はい。  

○委員 調味料は使用基準がない添加物だと思いますけれど。酸味料もそうですけれど。  

○委員 そうすると、こういうところで出てる言葉で、厚生省で定義したものは必ずそれに準ずると
いうことですね。  

○井坂上席規格専門官 用途名につきましては、厚生省さんが定めております表示の義務のあ
る用途名につきましてはそのままの名前。それ以外のものについては使用実態を踏まえてそれぞ
れ名前を工夫しております。ですからここで言いますところの賦形剤とかはございませんので、こ
れはＪＡＳの世界で勝手につくったといいますか、こういう用途で使っているということでございま
す。  

○委員 そうするとＪＡＳを見たときに、調味料ということが出てきたときに、厚生省のそういう法律
を一回見なきゃならない。  

○井坂上席規格専門官 そういうことになります。  

○委員 わかりました。  

○委員 確かに「賦形剤」というような言葉は厚生省は使ってないはずです。これはそういう議論も
少しありまして、私は厚生省に合わせた方がいいんじゃないかと言ったんだけれども、実情がこの
方がわかりやすいという産業界の意見がありましたので、むしろ私が折れました。  



○委員 ただいまＪＡＳの規格とＣＯＤＥＸとの整合性をという話があったんですけれども、例えばき
ょう雑物の混入率ですよね。スイートコーンとかももなんかの皮の混入率ですね。かなり率が高い
んじゃないかと感じるんですけれども。例えばコーンの毛ですよね。これが28グラムで18センチで
すか。ということになると、普通の４号缶に直しますと物すごく量が多いんですよ。ですから無理し
てＣＯＤＥＸに合わせているのかなあという感じがしてならないんですけれども。  

○井坂上席規格専門官 そのような御意見は実際に製造メーカーからも出されました。ただ、先
ほども御説明しましたように、第三者格付から自己格付に移行していくに当たりまして、現行のよう
な「きょう雑物がほとんどないこと」という規定では自己格付ができにくいということで、ＣＯＤＥＸの
数値が、日本の実態が、この半分がいいのか、３分の１がいいのかというのはいろいろ検討をワ
ーキングの中でされたんですが、特段別の数値を定めることもできなくて、結果的にはＣＯＤＥＸが
あるんだからＣＯＤＥＸの規定をそのまま準用するということになりました。  

○委員 ただ、メーカーさんもそうですし、ブランドオーナーもそうなんですけれども、海外で生産し
てこっちに入れる場合、特に缶詰なんかはＪＡＳの規格がベースになってるんですよ。ＪＡＳの規格
が非常に緩くなってきているということは、品質の面からいって問題がないのかなと。そういった意
味で非常に不安を感ずるんですけれどね。  

○本間部会長 それでは、ほかにいかがでしょうか。例えばくりなんぞはよろしいでしょうか。  

 特にございませんようですので、新たに制定した三つ以外に、全体を含めました議論ということ
にさせていただきます。ただいま、ＣＯＤＥＸを準用するとかえって品位が下がるんではないかとい
う御意見もございましたけれども、全体ということでいかがでございましょうか。  

○委員 大豆のところで腹割れの話が出てますけれども、新しく大豆の規格をつくるに当たりまし
て、今までの缶詰を調べた結果こういう形になったんでしょうか。腹割れの「10％」というのはどこ
から決められたのかお伺いしたいんですが。  

○井坂上席規格専門官 先ほど御説明しましたように、「腹割れ粒の重量が固形量の10％以下」
につきましては、大豆は豆類でございますので、グリーンピース缶詰の国際規格が10％になって
いるから合わせたということと、ＣＯＤＥＸの数値そのものを採用したということで、市販の実態の調
査はいたしておりません。  

○委員 消費者としますと、大豆とグリーンピースというのは豆そのものが持ってる性質が違いま
すので、グリーンピースは割れやすいですけれども、大豆は、私どもが水煮を買いましても、その
ようなことは余りないように思うんです。ですからもし規格を決めるんでしたらば、今までないところ
を決めるんでしたら、やはりＣＯＤＥＸではなくて、市場調査をして中身を調べた結果決められる方
が合理的ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。  

○井坂上席規格専門官 おっしゃるとおりで、そういうことをやればよかったんですが、大豆とグリ
ーンピースにつきましては、おっしゃるように物が違うということもございますが、生豆といいます
か、乾燥戻しということで、グリーンピースも大豆も同じようなもので、業界等の意見としましては、
そんなに差異がないんじゃないかという御意見もありましたのでＣＯＤＥＸを準用したということで、
おっしゃるようにもう少し実態を把握すればよかったかなと思っております。  

○委員 缶詰業界の方は異存はなかったわけですか。そのぐらいでよろしいと缶詰業界の方がお
っしゃったわけですね。  

○井坂上席規格専門官 はい。  

○委員 そうすると、反対に言えば10％も腹割れでありがたいなという部分もあるんではないかと
（笑声）、私は今こういう規格を初めて見ましてそういうふうに思いましたので、もし今度そういう見
直しがありましたら、実際を見てやっていただけるとありがたいと思います。  



○井坂上席規格専門官 おっしゃるとおり、今後５年以内の見直しもございますし、それとは別に
実態にそぐわない時点でそれぞれ改正をするということでございますから、その辺につきましては
早急に点検させていただきたいと思います。  

○本間部会長 いかがでございましょう。割と正直なお答えが出てきたようでございまして、膨大な
規則を見直さなきゃならないという過程で、ＣＯＤＥＸというものが存在しているなら、とりあえずそ
れを準用して整備を図りたいという実態もあろうかと思います。これも追って市場に合わせたいと
いうお答えでございますが、いかがでございましょうか。  

 それでは、おおむね御了解いただいたということでよろしゅうございましょうか。大変大事な意見
だったと思います。ＣＯＤＥＸが我々の規格よりは下だったというものもあるよということだと思いま
すが、一つの整理の過程ということで、それではこれを御了解いただいたということにさせていた
だきましょうか。  

 それでは、次の項に参りたいと思います。  

 事務局から御説明願います。  

   

      （６） 調理冷凍食品の日本農林規格等の見直しについて  

   

○井坂上席規格専門官 では、次に４－１の資料でございますが、調理冷凍食品の規格の見直し
に関してでございます。  

 調理冷凍食品につきましては53年に制定しておりまして、それ以来改正いたしておりません。調
理冷凍食品につきましても、先ほど御説明しました農産物缶詰と同じように、製造・流通・消費の
各段階の利用状況について調査しております。  

 製造段階につきましては、ＪＡＳ規格の骨格となっております「衣の率」が製品の品質指標として
浸透しておるということでございます。それと、規格制定時に比べて原料事情が変化しており、生
産・流通実態に少し合っていないという御意見もございました。それと、これも先ほどありました御
意見と同じですが、製品の品質の管理のためにＪＡＳ規格の測定方法を利用しているということで
ございます。  

 流通段階におきましては、これも先ほどございましたように、ＰＢ製品の商品設計の際にＪＡＳ規
格が用いられているということと、輸入品の品質チェックをするときにＪＡＳの規格が用いられると
いうことがございます。  

 消費段階につきましては、衣の割合など、そういう基準は必要なんだということでございます。そ
れと、電子レンジで温めるだけで食べられる製品が多く出回っているので、そういうものに対応す
る新たな規格が必要ではないかということでございます。  

 以上のような結果から、調理冷凍食品のＪＡＳ規格は存続することが妥当ではないかという考え
方に至っております。  

 次は資料として製造工場について表を載せておりますが、平成10年現在、全体で860程度の工
場がございます。  

 次が生産量と格付量でございますが、ここに載っておりますのは、例えばえびフライですと格付
割合が 1.5％ということになっております。ここの統計につきましては、例えばえびフライの場合



50％が業務用、一般消費者向けが50％と、半々ということになっております。  

 一般向けの中には、後ほど御説明いたしますが、ＪＡＳを受けると受からないようなものが８割ご
ざいます。ＪＡＳを受ければ受かるものが２割という割合になっております。それらの細かいきっち
りした数字が現在ございませんので、全体としてのえびフライの量しかわかりませんので、とりあ
えずこの資料としてはそういうものを載せさせていただいております関係上、それで割り算しますと 
1.5％と低い値になるということでございます。  

 次がコロッケですが、コロッケの場合は業務用が７割から８割ということで、一般消費者向けは20
～30％しかない。なおかつ、一般消費者向けの中で規格に受からないものが８割ということでござ
います。この規格に受からないものが、現在の規格は生ものを想定しております。えびフライです
と、えびに衣がついて、買った人が揚げるということを想定した規格になっております。現在は既に
揚がったものがございまして、そういうものがいわゆる規格外と言われるものでございますが、一
般消費者向けの２割から３割の中の、なおかつ８割以上が電子レンジで温めれば食べれるもの
で、自分で揚げるのが２割ということになっておりまして、それらが、えびフライと同じように分母分
子の関係になりますと 0.6になるということでございます。統計上の細かい数値がないために、調
理冷凍食品の集計というのは、このように非常に細かい格付割合となっております。  

 ちなみに、しゅうまいですと業務用が６割、ぎょうざですと５割、春巻ですと８割という感じになって
おります。  

 次のページのフィッシュハンバーグとフィッシュボールにつきましては、フィッシュハンバーグにつ
いては生産量の統計も53年の制定当時の資料として 536トンあるというのがわかっておりますが、
それ以後「その他」という中で集計されておりますので、生産量も定かでないし、格付量についても
最近全くないという状況でございますので、これについては今回廃止したい。フィッシュボールにつ
きましては生産量が「その他」で処理されておるのですが、格付数量は毎年400～500トンずつある
という状況でございます。  

 次の規格の見直しの考え方でございますけれども、規格制定時に比べて大きく生産・流通実態
が変わってきておりますので、それに対応した規格に直すということと、魚につきましてはＣＯＤＥＸ
規格がございますので、それとの整合性を図るということでございます。  

 もう一枚繰っていただきますと、調理冷凍食品の関係でございますが、ここで二重線が引いてご
ざいますのが現在規格を設けてあるものでございます。四角で囲ってありますのが新たに設けよ
うとするものでございます。見え消しの部分が今回廃止するものでございます。  

 フライ類につきましては、いかとか、かきとか、魚とか、それぞれのフライの規格をつくるというこ
とでございます。  

 生産量の相当多い米飯やめん類についても、それぞれ規格を設けるということでございます。  

 ピザ以下のものにつきましては、相当嗜好性が高いものもございますので、今回の規格化は考
えていないということでございます。  

 ちなみに、冷凍米飯類ですと13万トン、冷凍めん類ですと17万トンという数字が挙がっておりま
す。  

 そういうことを踏まえまして、規格の見直しでございますが、４－２の新旧対照表を用意してござ
いますので、これに沿って説明させていただきます。  

 最初の方は文言の整理でございまして、今回、調理冷凍食品のうち、えびフライとか、コロッケと
か、そういうものにみんな「冷凍」の文字を冠するということで、左側の改正案は右側に書いてござ
いますものにそれぞれ「冷凍」の２文字を付しているということでございます。  



 ２条で冷凍フライ類を定義して、あとはフライ種ごとにそれぞれ規格を定めるという構成をとって
おります。  

 冷凍フライ類につきましては、そこに書いてありますように「農林畜水産物をフライ種とし、これに
衣をつけたもの」。また、それを油で揚げたものという定義をつけておりまして、えびフライ以下は
それぞれ冷凍えびフライのうちどういうものをフライ種として使った場合かということが書いてある
わけでございます。  

 えびフライにつきましては、右側の中段にアンダーラインが引いてありますが、「及びその小片」
ということで、小片を集めたえびフライも今までは「えびフライ」だったんですが、これは製造実態が
全くないということでございますので、これは「えびフライ」の定義から削除するということでござい
ます。  

 いかについては種類を限定しまして、これらのものをフライ種としたものはいかフライ。かきフライ
につきましても、イタボガキという種類のものがかきフライというふうにしております。  

 冷凍魚フライにつきましても、魚をフライ種としたものと定義をつけております。  

 コロッケについては、文言の整理はございますが、内容の変更はございません。  

 冷凍カツレツにつきましては、食肉をフライ種としたもので、それを油で揚げたものという規定を
設けております。  

 冷凍しゅうまい・ぎょうざ・春巻・ハンバーグにつきましては文言の整理だけでございます。  

 ハンバーグにつきましては、右側の３のところでございまして、フィッシュハンバーグが削除され
ますので、そこの部分を削ってございます。  

 ミートボールにつきましては同じでございます。  

フィッシュボールも文言の整理だけでございます。  

 新たに設けましたのが冷凍米飯類でございます。冷凍米飯類につきましては、調理冷凍食品の
うち、１番でございますが、要は白飯でございます。精米に炊く、蒸す等の加熱調理を行ったもの
を対象とする。それと、１の加熱調理の前または後に具を入れて、ピラフとか、炊き込みご飯とか、
そういうものにしたものを対象とするということ。３番といたしまして、１また２を成形したもの、これ
をのりや薄い卵焼きで包むというような、すしとか、おにぎりとか、きんちゃくずしとか、オムライスと
か、そういう御飯とのりとか、御飯と卵というようなものは対象とするということでございます。  

 次は冷凍麺類でございます。これも新たに設けるものでございますが、定義といたしましては、
小麦粉またはそば粉を主原料とし、これに水、食塩、かんすいその他めんの弾力性、粘性を高め
るものを加えて練り合わせ製めんしたものを、蒸し、もしくはゆで等の加熱処理をしたものというこ
とで、これにつきましては先般制定しました生タイプ即席めんの定義と同じでございます。それに２
としまして、調味料で味つけ、または油揚げとか何かのかやくを加えたもの、またはこれらを添付し
たものをいうというふうに定義づけております。  

 以上が物の定義でございます。  

 次のページでございますが、第３条でございます。  

 先ほど御説明しましたように、現在の定義でも油で揚げたものは対象となり得ることになっており
ます。それで規格の中をごらんいただきますと、３条のえびフライの衣の率ですと「50％以下であ
ること」ということで、すべてのえびフライの衣の割合は原則50以下ということになっております。当



時は電子レンジ等が普及していなくて、実態として、皆さん買われたものを自宅で油で揚げて食べ
られるということから、そういうものを想定していたわけですが、現在電子レンジが非常に普及し
て、既に油で揚がったものが大量に出てきまして、それらをこの基準で格付を受けようとしますと、
衣の率の測定方法がフライ種と衣をはがして衣の重さをはかるという方法ですので、油を含んだ
衣は当然重くなりますし、フライ種は揚げられることによって水分が減少いたしますので、この基準
をクリアしようとするとフライ種を大きくしなければならないことから、実質上格付が受けれないとい
うことであったわけでございます。  

 そこで今回、衣の率に新たに基準を加えまして「食用油脂で揚げたものにあっては65％以下で
あること」ということで、衣の率50％の生のものを油で揚げると衣の割合が65になるということで、
それについては65％以下という規定を設けて、今後、生で自宅に持って帰って油で揚げるものも、
既に揚がったもの、いずれもＪＡＳの格付ができるように手当てしたところでございます。  

 それと同時に、揚げ油の酸価につきましても今回、「揚げたものにあっては、 1.5以下」という規
定を設けております。  

 ５ページでございますが、食品添加物につきましてもそれぞれ使用実態を調査いたしまして、削
るなり加えるなりの整理をしてございます。  

 ちなみに、その次のページで言いますと、古い規格でございますので、現在レシチンという添加
物はございませんので、レシチンのうちの何を使っているかということで、植物レシチンということで
ございますので、「植物」の文字を書き加えるということ。  

 品質改良剤は現在使われていないということですので、これは削除するということでございます。 

 ｐＨ調製剤につきましても、グルコノデルタラクトンから氷酢酸と酢酸ナトリウムに変わってきてい
るということで、これも入れかえてございます。そのような処置をとっております。  

 ５ページの下の方で、表示の基準を削るということになっております。以降すべて表示の基準を
削っております。これにつきましては、３月31日に加工食品品質表示基準と生鮮食品品質表示基
準というものを定めておりまして、それらに基づいて今後表示していくということでございますし、現
在種類ごとに定めております品質表示基準も、加工食品の品質表示基準に書いてあること以外
のものを定めるように直す作業をしているところでございまして、今後一般消費者向けのものにつ
きましては、すべてＪＡＳの規格から表示基準を外しまして、加工食品品質表示基準と種類別の品
質表示基準のあるものは個別の品質表示基準を二つ足した内容で表示していただくということ
で、規格の中では一般消費者向けの表示基準は定めないということでございますので、そのため
に全部削除してございます。  

 先ほど落としましたが、たけのこの大型缶詰につきましては、業務用といいますか、一般消費者
向けでございませんので、表示基準を切ってしまいますと業務用の表示基準がなくなるということ
でございますので、たけのこの大型缶にだけ表示基準がついている。それ以外のものは全部削っ
てあるということで、調理冷凍食品につきましても表示基準は、これは特に業務用と限定されてい
るものはございませんので、すべて削除しているということでございます。  

 次に４条のいかフライでございます。いかフライにつきましても、それぞれ調査いたしまして規格
値を定めております。  

 性状等につきましては他の規格と同様な決め方をさせていただいておりますが、衣の率につき
ましては、いかフライの場合は表面積が大きいということで、調査した結果に基づきまして55％以
下と定めております。油で揚げたものについても60％以下と決めさせていただいております。揚げ
油の酸価も1.5以下ということでございます。  

 原材料につきましては、実際に使われている原材料について調査した結果に基づきまして、フラ



イ種、衣、食品添加物についてはそれぞれ使用実態を踏まえて挙げております。 ９ページのかき
フライでございますが、かきフライも同様でございます。衣の率は50％以下、油で揚げた場合は
60％以下、揚げ油の酸価が 1.5以下ということでございます。原材料関係につきましては、先ほど
のいかと同じような手法をもって調査した結果に基づいて整理してございます。  

 次が６条の冷凍魚フライでございます。これも同じでございます。衣の率も、前条と同じですから
50％以下で、油で揚げると60％以下というふうに、それぞれ規定を設けてございます。揚げ油の
酸価につきましては、魚でございますので、ここの数値は実態を踏まえて2.5にしているところでご
ざいます。原材料については同じでございます。  

 次に第７条、コロッケでございます。コロッケにつきましては現行30％以下になっておりますが、
これに新たに油で揚げた場合は40％以下という規定をつけてございます。揚げ油の酸価について
は1.5というのを定めております。  

 原材料欄についてはほとんど変更はございません。  

 食品添加物につきましては、使用実態を踏まえまして、それぞれ実態に即した内容に訂正して
おります。  

 15ページの８条、カツレツでございます。冷凍カツレツにつきましては、衣の割合は55にしてござ
います。油で揚げたものが65というふうに、これもそれぞれ出回っているものを調査した結果を踏
まえて規格値を設けさせていただいております。原材料につきましては、前の規格と同じように使
用実態を考慮して決めてございます。  

 次が16ページの９条のその他フライということで、個別の種類ごとのフライのほかのフライという
ことで、てんぷらとか、トリの空揚げとか、そういうものが該当するわけでございますが、非常にバ
ラエティに富んでおりまして衣の率は一律に定めれないということで、衣の率は定めてございませ
ん。油で揚げたものについては 2.5という規定を設けてございます。原材料につきましては前の規
格と同様の内容で整理してございます。  

 次が10条でございます。冷凍しゅうまい、冷凍ぎょうざ、冷凍春巻でございます。これにつきまし
ては、17ページの下の方でございますが、粗脂肪の欄で、油で揚げたものの場合の脂肪量をそれ
ぞれ実態を調査して、しゅうまいですと15％、ぎょうざですと12、春巻ですと18というふうに定めて
おります。  

 皮の率につきましては18ページでございます。春巻のところに、油で揚げたものにあっては60％
以下、揚げていないものは50％以下という規定を設けてございます。  

 それ以外の、要は実態がないものについては手当てしてございません。  

 原材料につきましても一部使用実態を調査して整理してございます。食品添加物も同じでござい
ます。  

 21ページの表示事項も、先ほど御説明しましたように整理してございます。  

 21ページの右側の一番左側の欄に網かけになっているところがございます。これにつきまして
は、資料６の規制の設定または改廃に係る意見提出手続に基づき、ＷＴＯに基づきまして、それ
ぞれ意見を求めております。調理冷凍食品については５件の意見が寄せられております。ＷＴＯ
通報によるコメントはございませんでした。  

 調理冷凍食品について寄せられている意見の概要が次のページに書いてございます。その後ろ
には、それぞれ寄せられた生の意見を載せてございます。  



 ここの部分につきましては、概要版の上から、２条から３条、14条と書いてあって、その後、電子
レンジ対応食品で、密封しているものをＪＡＳで規定していると、それを電子レンジにかけると爆発
してしまうということでございますので、ここのぎょうざの規定を後ろの条が引いておりますので、ぎ
ょうざの規定の中から密封するという条件を切っております。電子レンジが普及していないときは
お湯で温めていますから、密封していないとお湯につかってしまうわけですから、密封ということが
必要なんですが、それを規定に書きますと電子レンジでの対応ができないことから、規定の上で
は密封の要件を取りまして、今後は書き方として、使用方法の表示を義務づけておりますので、使
用方法の中で、お湯で温めるのか、電子レンジでやるのか、それぞれの使い方を指示すれば足り
るということで、規定の中から密封条件は外してございます。  

 表示の方は同じように削除してございます。  

 ハンバーグステーキとミートボールにつきましては、数値的には直してございません。原材料の
ところは使用実態をもとにそれぞれ修正してございます。  

 27ページの冷凍フィッシュボールでございますが、先ほど御説明しましたようにフィッシュハンバ
ーグを削除するということで、フィッシュハンバーグとフィッシュボールは同じ規格でございますの
で、ここはフィッシュハンバーグを外させていただいて、冷凍フィッシュボールの規格にするというこ
とでございます。内容的には規格数値はいじってございません。原材料について使用実態と整合
性を持たせているということでございます。  

 次に29ページの冷凍米飯類でございます。冷凍米飯類につきましては、性状といたしまして、米
の粒がそろっておるとか、砕けまたはつぶれがないということを規定しております。成形しているも
の以外のものにあっては、塊がないことということでございます。そのような一般的なことを決めさ
せていただいております。  

 具の配合割合でございますが、これはチャーハンとピラフに限るものでございまして、10％以上
入っておるということを規定してございます。  

 食品添加物につきましては、使用実態を踏まえまして１から10まで整理させていただいておりま
す。  

 次が30ページの14条、冷凍めん類の規格でございます。  

 冷凍めん類につきましては、性状については、「表面の乾燥、酸化等による外観の変化がほとん
どないこと」と、「色沢が良好であり、かつ、きょう雑物がほとんどないこと」と、「使用法に従って調
理した場合に、弾性力、粘性、及び香味が良好であること」としております。  

 めんにつきましては規格値といたしまして「水分」を設けております。水分が54％以上76％以下と
いうことで、この数値は生タイプ即席めんの水分規定を準用いたしております。  

 食品添加物につきましては、１番から10番にございますように、それぞれ使用実態を調査いたし
まして、それに基づき整理したものが挙げてございます。  

 31ページの15条でございますが、それぞれ油で揚げたものを入れておるということでございます
ので、揚げ油の酸価の測定方法について新たに加えてございます。この測定方法につきましては
ＡＯＡＣの方法を準用して載せてございます。  

 めん類に水分規定が入りましたので、32ページの中段でございますが、新たに水分の測定方法
を加えてございます。  

 以上がＪＡＳでございますが、次が品質表示基準でございます。品質表示基準につきましては定
義はＪＡＳと同様となっております。  



 品質表示基準も何カ所か網かけのところがございます。まず、６ページの左の一番上でございま
す。ここの網かけしたところは、先ほどちょっと御説明しましたパブリックコメントに寄せられた意見
に基づいて修正した部分でございます。  

 大変申しわけないんですが、資料６のパブリックコメントと両方突き合わせながら御説明させてい
ただきたいと思うんですが、調理冷凍食品の規格の委員会が昨年１月に開かれております。加工
食品の品質表示基準という横断基準が完成していないときに開かれているということでございまし
て、加工食品品質表示基準にかかわることについて、パブリックコメントでも寄せられている部分
がございます。  

 パブリックコメントの方の第２条を見ていただきますと、冷凍米飯類に「玄米」を追加してほしいと
いうことでございますが、玄米につきましては３月31日に玄米及び精米品質表示基準をつくりまし
て、もみ殻を取ったものを「玄米」という、玄米から少しでもぬかを取ったものは「精米」というとふう
にそれぞれ整理してございますので、ここで言うところの玄米は、よくお聞きしましたところ、ぬか
層を取っているということでございますので、このものは整理上は既に精米に入っているということ
で、特段手当てすることはないということでございます。  

 次の「冷凍」の文言につきましては、先ほど御説明しましたように、物には冷凍とチルドと常温と
いうふうにございますが、選択のために「冷凍」の文字をつけるということでございますので、「冷
凍」の文字は入れるということでございます。  

 ３条から14条のところに内容量の基準について書いてございます。寄せられた意見は、チャーハ
ンやピラフは、現行、個数と内容重量両方を書かなきゃならないことになっているので、個数が数
えれないものにはそもそも無理だということでございますので、６ページの一番下のただし書きで、
「冷凍米飯類のうち、成形したもの以外のものを除く」ということで、チャーハンやピラフは内容重量
だけ書けばいいということにしております。  

 先ほど、電子レンジ対応食品につきましては、もとになるところのぎょうざ、しゅうまい、春巻の規
定から密封ということを外しておりますので、そこで対応できるということでございます。  

 パブリックコメントを実施したとき、まだそれぞれに表示基準がついておりましたので、ＪＡＳ規格
と品質表示基準、ダブって両方に意見が寄せられております。  

 品質表示基準の第４条の・の三つ目でございますが、「原材料表示を改正しないこと」という御意
見もございまして、その部分に対応したのが６ページの上のところで、使用した原材料を食品添加
物以外の原材料と、ソースを加えた場合は食品添加物以外のソースの原材料、加熱調理用の油
脂、添加物というような四つの区分で表示するというふうになっておりますので、ここはそのように
修正したということでございます。  

 内容量につきましては、その下にありますのは先ほど申し上げたような６ページの下の方の処理
をしてございます。  

 ８ページでございます。左側の下の方に「表示禁止事項」というのがございまして、表示禁止事
項の第５号でございます。現行は、フィッシュハンバーグとフィッシュボールについて、かまぼこに
着色し、または着香し、かに風に作ったものを使用した場合に「かに」の用語は使ってはいけない
ということになっております。ここは今度改めまして、「かに」の用語は書いていい。ただし、かにの
原材料に占める重量の割合を表示する。その表示を義務づけた上での「かに」表示なら、かに風
味のかまぼとかにが両方使ってあっても「かに」の表示をしていいというふうに整理いたしました。 

 その下の、パブリックコメントの方ですが、そば粉の配合割合につきましては、既に定めてありま
す乾めん、即席めん類、生タイプ即席めんのＪＡＳ規格では、すべて原材料に占める割合が30％
以上のものは「そば」と名乗れるということで規定しておりますので、今回、この規格だけ穀類粉中
の割合にしなければならない理由も特段ございませんので、これについては対応しないということ



でございます。  

 次に別記様式でございますが、別記様式の６中「『凍結前加熱の有無』を省略すること」という御
意見がございますが、食衛法で凍結前の加熱の有無を表示しなければならないと定めております
ので、これは我が方で一方的に切るわけにいきませんので、そのまま残すということでございま
す。  

 最後になりますが、名称表示でございます。この案をパブリックコメントにかけたときには名称の
ひょうじについては例外はないとなっていたわけでございますが、３月31日に出しました加工食品
の品質表示基準の別記様式の備考の４号で、「名称」は「品名」、「種類別名称」、「種類別」という
ようなものにかえることができるという規定を設けたことによりまして、これにつきましてはそのよう
に対応できているところでございます。  

 次の９ページでございますが、新たにめん類を入れた関係上、かんすいを使っていないものに
「中華めん」という表示をしてはならんという規定も設けてございますし、そば粉の割合が30％以上
じゃなければ「そば」という言葉を使っていけないという規定を新たに設けてございます。  

 以上でございます。  

○本間部会長 どうもありがとうございました。  

 この件につきましては専門委員会が開かれております。その討議の内容につきまして、座長を
務められました山中委員から御報告をお願いいたします。  

○山中委員 御報告いたします。  

 先ほどの農産物と同じ１月14日に、調査会委員２名、専門委員９名によって、調理冷凍食品のＪ
ＡＳ規格の見直しの専門委員会が開催されました。これもかなり長時間行ったんですけれども、そ
の概要を御説明いたします。  

 御存じのとおり調理冷凍食品は生産額が伸びておりまして、したがいまして、規格がこの場合は
逆にふえた。特に水産物、米飯類、めん類を中心に規格がふえたわけであります。  

 詳細に検討いたしましたけれども、その中で、パブリックコメントにもございましたように、名称の
表示の方法で、原案では例えば「冷凍えびフライ」というふうに変えているわけですね。冷凍食品
については食品衛生法によって冷凍食品である旨の表示が必要でありますので、冷凍食品なん
とか、冷凍食品えびとか、そういう表示が望ましいという意見が出ました。それから、冷凍というの
は、先ほどパブリックコメントに「冷凍」が必要ではないんじゃないかというようなのもありましたけ
れども、専門委員会でも、「冷凍」の表示をつけた方が消費者にとってはわかりやすいという意見
も出ました。それで結局原案どおり「冷凍」の表示をすることで決着いたしました。それが本日出て
きているわけです。  

 それから、食品添加物が大分使われておりますけれども、統一された用途名に整理することの
要望が出されました。  

 それから、先ほど言われましたけれども、冷凍米飯類の白米についてｐＨ調製剤の使用を認め
ることの必要性に疑問が出され、事務局で改めて実態を確認の上対処することといたしましたけ
れども、実態は冷凍米飯類の白米というのはほとんど生産されてないということで、先ほどちょっと
言われましたよね。そういうふうに決着したことになったと思います。  

 そのほか細かいことはいろいろありますけれども、専門委員会の概要を御報告いたしました。  

 以上です。  



○本間部会長 ありがとうございました。  

 続きまして、消費者専門委員会が開かれております。その委員会での内容につきまして、事務
局から御報告をお願いいたします。  

○井坂上席規格専門官 平成12年１月17日に、調査会委員３名、専門委員５名によりまして専門
委員会が開催されました。  

 主な検討内容といたしましては、冷凍カツレツの規格中、肉の脂肪分についての規定を設ける
べきではないかという意見が出されました。これに対しまして、使用する肉の種類をロースとかヒレ
とか限定してございませんので、規格化は困難である旨の説明をいたしまして、了承されました。 

 それと、格付率が低いと。資料的には見かけ上そうなっておるのですが、今後の方策をどうする
んだという御意見が出されました。  

 環境を汚染する包材についても取り扱うべきではないかという御意見も出されました。 フライ類
の衣の率について順次下げるべきではないかという御意見も出されました。  

 名称につきまして、「冷凍」の文字は必要であるという御意見も出されました。  

 以上でございます。  

○本間部会長 ありがとうございました。  

 それでは、ただいまの御報告を含めまして御審議をお願いいたしたく存じます。特にいろんな新
しいのが出てきておりますので、順序はございませんので、思いついたところからでも結構でござ
います。  

○委員 先ほど、冷凍食品をレンジ等でやりますと爆発するということで密閉性をやめた方がいい
という話なので、その点はわかるんですが、密閉しないで冷凍して大丈夫なんでしょうか。要する
に中にある食品に霜がついてしまうんではないかという懸念があるんです。ですからできれば、こ
れは密閉のままで使わないようにという表示をしていただいて、密閉性は保持された方がいいよう
な気がいたしますけれど、ほかの方はどうお考えですか。  

○井坂上席規格専門官 密封しないといっても、ピンホールみたいな蒸気が一部抜ける小さな穴
が幾つかあいているという実態でございます。  

○委員 わかりました。ただ、これを見ますと私たちは、密閉しないというのは包装があいてるとい
うふうにとれるので、メーカーさん側と私たちとの考え方がちょっと違うのかなと、今お話を伺いま
してわかりました。それでしたら、そのあたりの表現の方法をちょっと考えていただければありがた
いです。たまたま私はここへ来ましてこういうお話を伺って意味がわかりましたけれど。  

 でも、今のお話を伺ってますと、消費者側には別にそういうお話をしなければ、メーカーさん側で
ピンホールのようなのでやってるというのであれば、別にそういう表示は要らないというか、私たち
にお知らせいただかない方がかえっていいのかなという感じはいたします。  

○井坂上席規格専門官 ここはあくまでもＪＡＳの規格でございますから、そういう資材を用いてこ
ういうふうにしなければならないという決めでございますから。ただ、消費者にとっては、使用方法
がございますから、ピンホールがあいてるやつは電子レンジで何分加熱して食べてくださいという
ように書いてあると思います。穴があいてなくてお湯で温める分については、熱湯で何分加熱して
ということが表示してあるはずですから、使用方法に沿ってやっていただければ特段問題が起き
ることはないと思いますけれども。ただ、容器の規格としては密封を条件にしますと電子レンジ対
応の商品ができなくなりますので、そのために「密封」の文字を削除したということでございます。  



○委員 わかりました。  

○本間部会長 いかがでございましょうか。  

 特段ございませんでしょうか。  

 まだほかに大分ございますので、よろしければ原案を御了承いただいたということでよろしいでし
ょうか。  

              〔「異議なし」の声あり〕  

○本間部会長 ありがとうございます。  

   

      （７） 風味調味料の日本農林規格等の見直しについて  

   

○本間部会長 それでは、第７番議題の風味調味料のＪＡＳ規格等の見直しについてお願いいた
します。  

○井坂上席規格専門官 それでは、資料５－１でございます。風味調味料の規格見直しということ
で、風味調味料の規格は50年に制定しまして、その後54年に風味原料の改正を行っており、平成
８年にまた風味原料と食品添加物の規格の改正を行っているということでございます。見直しが平
成８年でございますから、４年前でございますので、比較的新しい規格でございます。  

 ＪＡＳ規格の見直しでございますので、存続するか廃止するかということに対しまして、それぞれ
関係者の意見を聞いております。  

 製造段階におきましては、大半の製品がＪＡＳ規格に基づき製造されているということで、大いに
利用されているということでございます。その数値につきましては、５－１の中ほどにございます格
付率を見ていただきますと、風味調味料につきましては85％以上、多いときで９割と、ほとんどの
ものにＪＡＳ規格がついているという状況でございます。 製造技術等についての見直しでござい
ますが、これは前回平成８年に見直しておる関係上、それ以後の大きな変化はないということでご
ざいます。  

 消費ニーズに対応した風味原料の使用実態があるために、使用原材料について追加という要
望が出されておるということでございます。  

 次に流通段階の意見といたしましては、利用状況としては、大半の製品がＪＡＳ製品であるため
買えば必ずＪＡＳマーク品が手に入るのでございますが、一部地方のメーカーの製品を取り扱う場
合には、ＪＡＳマークの有無が取り扱い業者の判断基準の一つになるという使われ方をしていると
いうことでございます。  

 消費者の方でも選択の指標となっているということでございますので、これらのことを踏まえまし
て、風味調味料のＪＡＳ規格は存続させることが妥当と考えられるということでございます。  

 ＪＡＳ規格の見直しの内容でございますが、見直した結果、５－１の一番下に書いてありますよう
に、特段直すところがございませんで、唯一ありますのは、使用原材料で「いわしぶし」の使用実
態があるということから、「いわしぶし」について手当てするということでございます。  

 次のページの５－２の新旧対照表でございます。  



 １ページ目は特段直すところはございません。  

 ２ページ目でございますが、原材料の食品添加物以外の原材料欄の風味原料のところでござい
ます。現行、かつおぶし、さばぶし、あじぶしの粉末または抽出濃縮物と、かつおとさばの抽出濃
縮物と煮干いわしとこんぶと貝柱と乾しいたけが風味原料として認められておるんですが、ここに
最近伸びてきております「いわしぶし」を加えるということで、右側にいわしぶしを新たに追加してい
るということでございます。  

 表示の基準につきましては、先ほど調理冷凍食品で御説明しましたように全部削除するというこ
とでございます。  

 ５ページでございますが、「水分」のところは単位の変更がございますので、その旨手当てすると
いうことでございます。  

 「全窒素分」でございますが、現行分解促進剤とか混合指示薬の明示がございませんので、そ
れぞれ新たに明示するという手当てをしてございます。  

 ＪＡＳの方は以上でございます。  

 品質表示基準でございますが、１ページ目でございます。右側の４条の「表示の方法」でござい
まして、風味調味料の場合、それぞれ後ろの方に計算式がございますが、10％以上入っておりま
すと魚種が書けるということになっておりますので、今度いわしぶしが新たに追加されますので、
従来認められておりました煮干のいわしといわしぶしのいわしを含めて、両方10％以上あれば「い
わし」と書けるという手当てをしてございます。  

 あとの品質表示基準の改正につきましては、それぞれ横断の加工食品品質表示基準に書かれ
ていることを個別の品質表示基準から全部削除して、残った分だけがここに整理されているもの
でございます。  

 あわせまして、これらの件についてパブリックコメントとＷＴＯ通報を行いましたが、いずれも寄せ
られた意見はございませんでした。  

 以上でございます。  

○本間部会長 ありがとうございました。  

 これらにつきましては専門委員会が開催されております。委員会の討議の内容を沖谷委員から
御報告をお願いいたします。  

○沖谷部会長代理 平成11年12月17日に、調査委員会の委員２名と専門委員７名によりまして、
風味調味料の日本農林規格の見直しに関する専門委員会が開催されまして、原案どおり了承さ
れました。  

 その主な検討内容といたしましては、名称の表示方法で品名も表示できるようにという要望が出
されました。その後の説明は後からあると思います。  

 それから、食塩の摂取の観点から、粉末のものと顆粒のものでは使用方法の表示内容を変える
べきではないかという意見が出されました。しかし、これに対しまして、使用方法の表示は１回当た
りの使用量を記載しております。大体５グラム程度。４～５人分用というふうに使用量が書いてあり
ますので、食塩としては１人当たり 0.3％ぐらいであるということで、形状での使用方法、粉末と顆
粒で使用方法の表示内容を書き分ける必要性は薄いという説明があって、検討した結果、別々に
書く必要はない、原案どおりでいいというふうに了承されました。  



 そのほか、グルタミン酸ナトリウム、現行のそういうものとか、いわしぶしの実際の産地に関する
質問があって、回答がありました。  

 以上でございます。  

○本間部会長 ありがとうございました。  

 それでは、消費者専門委員会が開催されております。その委員会の内容につきまして、事務局
から御報告をお願いいたします。  

○井坂上席規格専門官 平成12年１月17日に、調査会委員３名、専門委員５名により消費者専門
委員会が開催されました。  

 主な検討内容といたしましては、１キロ物について「業務用」と表示して、品質表示基準と合わな
い表示をされているものがあるということから、これらのものについての取り扱いはどのようになる
かということが議論となりました。これらにつきましては、「業務用」と書いてあっても一般消費者用
に売るものでありますから、当然品質表示基準の対象になるものだということで回答いたしており
ます。  

 そのほか、いわしぶしの使用実態等の質問がございましたことをあわせて御報告いたしまして、
案については原案どおり了承されました。  

 以上でございます。  

○本間部会長 ありがとうございました。  

 それでは、ただいまの御報告等を含めまして御審議をお願いいたします。  

○委員 水産関係なんですけれども、いわしぶしというのはどのくらいの量的なものがなされてい
るのか、その辺をお聞きしたいんですけれど。  

○井坂上席規格専門官 いわしぶしの使用実績といたしましては136トンございます。  

○委員 それは削るんですか。削りぶしですか。  

○井坂上席規格専門官 これは製品としてです。要は風味調味料として136トン。  

○委員 風味調味料として。  

○井坂上席規格専門官 はい。表示基準からいいますと粉末抽出物込みで１割ぐらいですから、
いわしぶしとしては十数トン使われるということだろうと思います。  

○委員 それでは調味料としての数量で、いわゆるかつおぶしのようにたくさんあるような感じじゃ
なく……。  

○井坂上席規格専門官 いわしぶしそのものの量ではございません。  

○委員 なるほど、わかりました。これはやはり瓶詰とかになってるんですね、調味料ですから。  

○井坂上席規格専門官 主にアルミのラミネートパックで、スティック状のものから、大きなものは
500ｇとか、袋に入っているものでございます。  

○委員 わかりました。  



○井坂上席規格専門官 一部瓶詰のものもございますね。卓上型のこのぐらいの瓶が。  

○本間部会長 勉強のために、これは特に産地というものはあるんでございますか。  

○井坂上席規格専門官 風味調味料のですか。  

○本間部会長 いや、いわしぶしの。もしおわかりであれば、勉強のために。  

○井坂上席規格専門官 いわしぶしにつきましては大体漁港の近くということで、この辺ですと静
岡、千葉とかですね。削りぶしの工場というのは大体太平洋岸も……。いわしがとれますと瀬戸内
もいっぱいございますが。  

○本間部会長 ありがとうございます。  

 ほかにいかがでございましょうか。  

 もしないようでしたら、この案につきましては御了承いただいたということでよろしゅうございましょ
うか。  

              〔「異議なし」の声あり〕  

○本間部会長 それでは、予定しておりました議題はこれで終わったかと思いますが、事務局で
何か続く予定はございましょうか。  

   

              （８）その他  

   

○内藤品質課長 昨年の12月、特定ＪＡＳ部会におきまして、改正されましたＪＡＳ法の政省令、有
機の認定の技術的基準、できましたらお話し申し上げるということでいたわけでございますので、
本日は、それら政省令、有機の認定の技術的基準につきまして、概要を御報告させていただきた
いと思います。  

○菅家品質課総括課長補佐 品質課の総括の菅家と申します。よろしくお願いいたします。  

 ６月10日に改正ＪＡＳ法が施行されておりまして、それに伴いましてＪＡＳ法の施行令の一部が改
正されております。資料番号９という資料でございます。  

 関連の資料といたしまして、一枚紙、ＪＡＳ法施行令の一部を改正する政令と、施行令の新旧対
照表、省令の新旧対照表をおつけしてあると思います。政令につきましては一枚紙に載っており
まして、御説明いたします。  

 重要な点は大方法律で決まっておりますので、今回政令で定めましたのは手続的な事項という
ことになっております。  

 具体的内容でございますが、２番でございますけれども、農林水産大臣が行う事務に関する手
数料、その他の手数料の額について、法律の規定を受けまして何カ所かにおいて手数料の額を
定めるということを規定しております。  

 (2)といたしまして、登録格付機関、今回新しくできる機関でございます登録認定機関、これらの
登録の有効期間ということで、これまでは有効期間は特に定められていなかったわけでございま



すが、今回の法律改正でその期間を定めるということになっておりまして、これについてはそれぞ
れ５年ということに政令で定めております。  

 (3)でございますが、「検査費用の負担」ということでございまして、農林水産大臣が外国における
登録認定機関、認定製造業者等に対して検査に行くことができることに法律上なっているわけで
ございますが、この際に先方の事業者において旅費を負担していただくという規定を政令で置い
ております。  

 ４番、「指定農林物資」ということでございますが、名称の表示の適正化を図ることが必要な指定
農林物資、これを法律上政令において指定するという規定を置いているわけでございますが、そ
の法律の規定にのっとりまして、いわゆる有機農産物、有機農産物加工食品というものを政令で
指定しております。  

 (5)でございますが、「都道府県の自治事務」。今回、法律改正によりまして農林水産大臣の事務
がふえておりますけれども、ふえた事務について、地方分権の観点から、国に残すものと都道府
県に残すもの、こういう整理を政令で行っております。内容につきましては、登録格付機関の行う
格付に係る手数料の認可、登録の更新、格付業務規程の認可に関する農林水産大臣の権限に
属する事務のうち、格付を行う区域が一の都道府県の区域を越えない登録格付機関に関するも
のにつきましては都道府県知事の自治事務という整理を行っております。  

 本政令につきましては、改正法の施行の日（平成12年６月10日）からあわせて施行されておりま
す。  

 以上が政令の概要でございます。  

 省令の関係でございますが、分厚い新旧対照がお配りしてありますけれども、これは政令よりも
さらに細かい手続的事項について定めておるものでございますので、ここでの詳しい御説明は省
略させていただきたいと思います。  

○大西食品表示対策室長 続きまして、有機農産物と有機農産物加工食品の関係の告示につい
て御説明をさせていただきます。  

 御案内のとおり、ＪＡＳ法が改正されまして６月10日に施行されました。有機農産物及び有機農
産物加工食品につきましては、現在登録認定機関の登録の申請が一部出されているという状況
でございます。これから登録認定機関が登録されますと、これから御説明させていただきます有機
農産物あるいは有機農産物加工食品についての認定の技術的基準に基づきまして認定業務が
行われ、秋には新しくＪＡＳマークのついた有機農産物あるいは有機農産物加工食品が市場に出
るものと私どもは考えております。  

 資料10をごらんいただきたいと思います。有機農産物及び有機農産物加工食品の認証業務が
始まるわけでございますけれども、それに関連する告示といたしまして１番から８番まで、有機農
産物の日本農林規格以下、有機農産物及び有機農産物加工食品の生産行程についての検査の
方法まで、この告示に基づきまして認証業務が行われることになります。 １と２につきましては、
先般御審議をいただきましたものに基づきまして制定された告示でございます。  

 ３番以降について御説明をさせていただきます。  

 10ページをごらんいただきたいと思います。これは内容的にはほとんど同じということでございま
して、地鶏肉も含めまして、登録認定機関または登録外国認定機関となるための登録基準でござ
います。６月９日に告示されたものでございまして、その内容といたしましては、認定の業務に従
事する者の資格、認定の業務に従事する者の人員、認定の業務の管理に関する事項、こういうも
のについて基準を定めました。  



 簡単に御説明させていただきますと、従事する者の資格といたしましては、１番といたしまして、
学校教育法による大学もしくは旧専門学校令による専門学校以上の学校において、「別表の左
欄」というのは下の別表でございます。例えば有機農産物ですと、農産物の生産に関する授業科
目を修得して卒業した者であって、農産物の生産または農産物の生産に関する指導、調査もしく
は試験研究に３年以上従事した経験を有する者、こういうものが資格となるわけでございます。  

 そういう人が検査に従事する者は２名、判定に従事する者は１名ということで、そういう数の人が
いなければならない。  

 認定の業務の管理に関する事項につきましては、ここに掲げられているような規程を定めまして
業務を実際に行うことになるわけでございます。こういうことでないと登録認定機関にはなれないと
いうことでございます。  

 次でございますけれども、「有機農産物加工食品についての製造業者の認定の技術的基準」で
ございます。これも同じく６月９日に告示されたものでございまして、これは先ほど御説明させてい
ただきました登録認定機関が製造業者の認定をする際の技術的基準でございまして、これに従っ
て審査をすることになるわけでございまして、一つは製造または加工、保管、品質管理及び格付
のための施設がどういうことかということを審査する。  

 ２番目といたしまして、品質管理の実施方法について行う。  

 ３番目が、その品質管理を担当する者の資格と人数。どういう資格を持った者が何人以上いな
ければならないということでございまして、これらの資格につきましては、先ほどの登録認定機関
の内容に準じた資格ということでございます。  

 ４番目でございますけれども、格付の組織及び実施方法。先ほども御説明がありましたけれど
も、今後は登録認定機関の認定を受けますと、認定を受けた工場でみずから格付を実施すること
になるわけでございますので、その組織と実施方法について定めております。  

 ５番目は格付を担当する者の資格と人数でございます。これについて規定しているということで
ございます。  

 次のページでございますけれども、「有機農産物についての生産行程管理者の認定の技術的基
準」につきましても同じ６月９日に告示をさせていただいておりまして、まず一つといたしましては生
産及び保管に係る施設。２番目として生産行程の管理または把握の実施の方法、３番目といたし
まして生産行程の管理または把握を担当する者の資格と人数、４番目といたしまして格付の実施
方法、５番目といたしまして格付を担当する者の資格及び人数につきまして、それぞれ具体的に
規定をいたしているところでございます。  

 次でございますけれども、「有機農産物及び有機農産物加工食品についての小分け業者の認
定の技術的基準」でございます。  

 これは、生産者、農家の方々が容器・包装にＪＡＳマークをつけて市場に出荷をする。それを購
入した仲卸さん等がスーパーさん等からトマトなりキュウリなりを２個、３個入れて袋にＪＡＳマーク
をつけるという場合には、勝手にＪＡＳマークをつけることができません。小分け業者の認定を受け
た方以外は、もとについていたＪＡＳマークを再度つけることができないわけでございます。しかし、
最終的な商品を購入する消費者の方々はやはりＪＡＳマークを目印に商品を選択するということに
なりますと、最終の製品にＪＡＳマークがないと選別できないということでございまして、小分けをし
てＪＡＳマークをつける場合に小分けの認定を受けなければならないということで、その技術的基
準でございます。  

 小分け及び格付の表示をするための施設と小分けの実施方法、小分けを担当する者の資格及
び人数、４番目といたしまして格付の表示をする組織及び実施方法、格付の表示を担当する者の



資格と人数について規定しております。これもこの基準に基づいて登録認定機関が個々の小分け
業者を認定するための技術的基準でございます。  

 次が「有機農産物及び有機農産物加工食品についての輸入業者の認定の技術的基準」でござ
います。これも６月９日に告示させていただいております。  

 我が国と同等の制度のある国で、その国の制度に基づいて認証したものを日本にそのまま政府
機関等の証明書を付して輸出すれば、輸入業者の資格を取った輸入業者が、そのものについて
我が国でその商品にＪＡＳマークを付する資格を得る、そのための技術的基準でございます。した
がいまして、輸入業者の資格を取った方は、外国の制度に基づいて生産されたものに我が国でＪ
ＡＳマークをつけて市場に出荷をすることができる、あるいは小分け業者に販売をすることができ
る、こういうことになるわけでございます。  

 そのための条件といたしましては、一つは輸入品の受け入れ及び保管のための施設、輸入品の
受け入れ及び保管の実施方法、３番目といたしまして輸入品の受け入れ及び保管を担当する者
の資格及び人数、４番目といたしまして格付の表示を付する組織及び実施方法、５番目といたしま
して格付の表示を担当する者の資格と人数について具体的に規定をしているところでございま
す。  

 最後でございますけれども、「有機農産物及び有機農産物加工食品の生産行程についての検
査方法」でございます。登録認定機関から認定を受けました製造業者もしくは生産行程管理者の
方々は、この検査方法に従ってみずから検査をし、基準に合っているものについてはＪＡＳマーク
を付すことができるということでございます。  

 第１条としては適用の範囲が規定されております。それから有機農産物の生産行程についての
検査。それから有機農産物加工食品の生産行程についての検査ということで、品目ごとにどういう
方法に従って検査をするかということを具体的に規定しているものでございます。  

 以上、簡単でございますけれども、説明させていただきました。  

○本間部会長 ありがとうございました。  

 今後出てくる可能性のあるものについての説明でございます。ただいまの政省令あるいは有機
の認定基準等の御説明につきまして、せっかくの機会ですので、御質問等がございましたら。いか
がでしょうか。  

○委員 私ども、消費者に物を売る立場からしたら、非常に進んだ、全く消費者に喜ばれる流れだ
と思うんですけれども、ただ、資格取得の場合、小売屋さんを含めて、卸、仲卸さんで認定を受け
る場合の有資格者が今のところはざらにはいないと思うんです。それで例えば１カ月でも、市場の
職員でも、仲卸の職員でも、該当するべき人を養成しなきゃいけないと思う。それに対しての特定
な受ける場所とか、そういうものも用意してやらなければ、突然をこれをやりますよといったって無
理だと私は思うんですよ。  

 私どもは水産ですけれども、一時、すべて魚屋さんは調理師の資格を取りなさいということがあ
ったんですね。それで私ども、夜店が終わってから２時間なり講習を受けまして、１カ月受けると資
格を与えるというような便宜性があったこともあるんですよ。ですからこれだけの法律をつくってお
きながら、それだけ末端に浸透しなければ意味がないのかなと、このように思うんです。消費者は
安全性を今盛んに言ってますけれど、ＪＡＳマークを張った食品を求めると思うんです。そういう流
れを考えてもらった方が、川下の我々の業界としては大変いいことでないのかなと思うんですが、
その辺お話をお聞きしたいと思うんです。  

○大西食品表示対策室長 有機農産物及び有機農産物加工食品につきましては、来年の４月１
日から規制の対象になるということを先ほど御説明させていただきましたけれども、それまではガ



イドラインによるもの、あるいは民間が自主的に認証しているもの、あるいは都道府県が認証して
いるものが市場に流通することになります。一部秋以降は、ＪＡＳの制度に基づいたＪＡＳマークの
ついた有機農産物も市場に出ることになると思います。 今御質問のありました内容でございます
けれども、例えば小分け業者の資格というもので御説明をさせていただきますと、15ページをお開
きいただきますと、３番のところで小分けを担当する者の資格と人員ということでございまして、こ
こでは小分けの責任者、担当者として次に該当する者というので(1)と(2)でございますけれども、こ
れに該当する人が１人以上置かれていること。これは学校教育法による高等学校等を卒業して、
食品の流通の実務経験が２年あればその資格があるということでございますので、通常の仲卸さ
ん、卸さんであればほとんどの方がこれには該当するであろうと思います。  

 その責任者でございますけれども、ここにありますように、責任者は小分けを担当する者の中か
ら、認定機関の指定する講習会において小分けに関する課程を修了した者がいなければならな
いということですが、括弧の中で、「１年以内に当該課程を修了すると見込まれる者を含む」という
ことでございますので、小分け業者で責任者。今の段階ではこういう資格を取っている人はいない
わけでございますけれども、１年以内にその資格を取っていただければ責任者になれるということ
でございますので、十分余裕があると私どもは考えております。  

○委員 ただ、せっかくつくってることですから、そういう有資格者ですね。きちっとした施設に必ず
置くべきと思うんです。私ども水産でも、小売店を開店する際に、食品衛生責任者制度とありまし
て、これは厚生省の指導ですけれども、必ずその資格者がいなければだめですよということなん
ですね。ですから、農産物の方も大変進んできたと思うんですけれども、そういう面ではやはり有
資格者は、これでわかるかわからないかというより、国の指導がなければ、通達がなければなか
なか進まないと思うんです。その辺いかがなものでしょう。  

○大西食品表示対策室長 当然通達も出させていただきます。あと、私どもは今、関係団体等か
らの依頼を受けまして説明に歩いておりますし、ＪＡＳ法の成立直後から、先般も都道府県の担当
者を集めて説明会を開催させていただいておりますように、できるだけこの制度が定着するよう
に、理解されるように、説明会等を十分行わせていただいております。  

○委員 わかりました。私も消費者のひとりとして、ぜひ実行させてください。  

○大西食品表示対策室長 はい。  

○本間部会長 いかがでございましょうか。  

○委員 今の話と全く同じなんですけれど、ＪＡＳの見直しがどんどん進んでいるわけですが、す
べてのＪＡＳが、今御懸念があったように、立派な規格はできてるけれど、工場が本当についてい
けるのかどうか。格付機関はもちろん、見捨てられるかどうか、それはわかりませんけれど、工場
自体が本当に今度の新しい制度に乗っていけるのかどうか。その辺の資格者の養成とかそういう
ものがまだ十分……。今の様子ですと、何千工場もある認定工場が、せっかく立派なＪＡＳの見直
しをやっても、現実には仏つくって魂入れずというような状態になるんじゃないかという危惧を持っ
てるわけです。今、有機について御意見がありましたけれど、ＪＡＳ全般について私もそういう危惧
を持ってるわけなんですけれど。  

○本間部会長 いかがでしょうか。  

○委員 せっかくですから伺わせていただきます。  

 今、特定ＪＡＳのお話が出ましたけれども、生産者というか、小売さんの心配してらっしゃるほど、
そんなに特定ＪＡＳというのに商品が上がってくるんでしょうか。今、有機生産物というのが実際に
はどのくらい流通しているんですか。にせ物が出てるので、心配してこのような特定ＪＡＳ法ができ
たという話を聞いてますので、はっきり色分けされるんだとすると、量的にどのくらいの有機農産
物、それに対する加工食品になるんでしょうか。  



○大西食品表示対策室長 はっきり言わせていただければ、今のところどれぐらいのものが市場
に出ているかというのはわからないんです。昨年のＪＡＳ法改正の際に私どもで、当時認証してお
りました民間の６団体、それから都道府県が14都府県だったと思いますけれども、そこで有機農産
物について認証したものの出荷額の聞き取り調査をしました。そのときの額が約37億円でござい
ました。それ以外にガイドラインによって表示をしているものもあります。  

 有機加工食品につきましては、民間の認証を受けたものがあるのですけれども、これについて
は数値が全然ないんです。けれど、それらが今まではガイドラインによっていたものも、そうでない
ものにも「有機」という表示を付されていたものがあるかもわからないんですけれども、残念ながら
最終製品からはそれがどういうつくり方をしたかというのがわからないということで、今回ＪＡＳ法を
改正しまして、第三者の認証を受けたものについてのみ「有機」という表示ができるような仕組み
を構築したということでございますので、来年の４月１日以降は従来流通をしていたものよりは少
なくなる可能性は多分にあります。それは有機農産物の生産量が減ったというのではなくて、不適
切な表示をしたものが淘汰された、法律の効果が如実にあらわれるということであろうかと思いま
す。  

 それ以降は、消費者の方々がそういうものを選択するということになれば、その需要に応じて生
産者の方がそういう栽培をしてくるということになると思いますので、それ以降は順次ＪＡＳマーク
のついた有機農産物の量が多くなってくるのではないかと思っております。  

○内藤品質課長 先ほど、ＪＡＳ規格を立派にしても、それに工場がついていけなければ仏つくっ
て魂入れずではないかというお話がございました。私はかわったばかりで、よく実態もわからない
ままお答えするのも恐縮でございますが、そういう話を聞きますと、これからＪＡＳをどんどん見直
していって内容を充実するわけですから、それに自己格付というものに移行していくということも考
えますと、製造工場がそれにきちんと対応できることがやっぱり必要だと思っております。業界、い
ろいろあると思いますから、関係の業界と話し合いながら、どういう体制なり能力の向上方策があ
るのか考えたいと思っております。  

○委員 これから立派なＪＡＳがどんどんできていくわけですけれど、消費者の皆さんにお伺いし
たいんですが、自己格付という制度に対して消費者の方は安心していらっしゃるんでしょうか。そ
れをお聞きしたいわけです。そうするためには、お役所がよほど立派な御指導をされないと、この
委員会の席では規格の討議しかやりませんので、実際の方法についてはこの場では討議されま
せんから、消費者の方はわからないんじゃないかと思うんです。  

 これはあくまで良心的な問題であるかどうかという問題にはなるわけですけれど、自己格付とい
う制度がいきなり飛び出してきて、これは時代の流れですからしようがないかもしれませんけれ
ど、どうもまだそういう制度にするには熟してないというか、熟してないというよりも、お役所の指導
がそこまでまだちゃんとやってないんじゃないかと。それで制度ばかりが先行してるというふうに私
は思うんです。消費者の方はそういう制度について理解されているんでしょうか。消費者の方に私
はお聞きしたいんです。  

○本間部会長 これは議題から多少ずれたあれかもしれませんが、お差し支えなければ、我々が
理解するためにということで。  

○委員 私は何人か生徒を持って教えてますけれども、表示の話をするときに、申しわけないんで
すけれども、今のところは余り信用できないかなというふうに言ってるんです。  

 特にきょうのこれを見ても、最初の段階のところから順番に資格を持った人がやっていかない
と、消費者のところまでは本当に信用できるものが来ないんじゃないかという気がするんです。そ
うすると、さっきおっしゃったように、自己格付という最初のところで何となくひっかかってることは事
実です。  

○委員 自己格付というのも、一応それに対する認定は要るんですか。要るんですね。  



○大西食品表示対策室長 そうです。  

○委員 だから資格を取らないことには自己格付ができないから、ちゃんとそういった認定を取ら
れた方であれば私たちは信用します。ただ、先ほど、今のガイドラインで有機とにせ物というか、本
当の有機ではないけれども「有機」だといって出してる人たちがいれば、それは信用できないと思
いますけれども、認証した人が自己格付をするんですから、そうなったら私たちは信用せざるを得
ません。認定された方を信用しないとお仕事ははかどりませんから、認定した人まで私たちは信
用できないわ、とは私は言えないと思います。  

 ただ、そういう制度を消費者はほとんどは知らないと思います。自分たちの食生活その他につい
て非常に興味を持って勉強してる人は知りませんけれども、大方の消費者は自分たちの口に入る
ものに対して、お値段とかいろんなものから考えてやってますから、これは高いから本物だと思う
人もいますよ。でも、私が知ってる限りではそういうふうには言えないと思います。ただ、さっき申し
上げたように、格付された人たちがするのですから、そういう方たちがやるものについては私は信
用したいと思ってます。よろしいでしょうか。  

○本間部会長 ありがとうございます。  

 ほかにございますか。  

○委員 私も昔からＪＡＳ制度にかかわってるものですから申し上げますけれども、今の自己格付
というのは、確かに今回制度で正面から認められたんですけれども、従来の認定工場制というの
はほとんど自己格付なんですね。格付検査機関は確かにサンプリングをして調べますけれども、
加工度の高い工場生産のものほど実質的には問題ないんですね。ですから、今○○先生がおっ
しゃったけれども、物によって違うんですけれど、加工がある程度の規模の工場できちっとつくられ
てるものはほとんど自己格付で問題ないと思ってます。むしろ今回の有機農産物のような生に近
いものの方が非常に難しいので、したがって今度は第三者の認定ということにしたんだと思うんで
す。  

 もちろん食品産業というのは規模の大きいのから小さいのまで、町工場みたいなのからいろいろ
ありますから全部一律には論じられませんけれども、加工食品でかなりの工場生産になってるも
のは自己格付で十分問題ないし、そういう企業がもし問題を起こしますと、消費者の皆さんから直
接でないにしても、流通業界から取引を停止されるとかいうことで被害をこうむるので、自己格付と
いうことを信頼しない、すると関係なく、経済実態としては品質管理はかなり徹底していると思って
いただいてよろしいんじゃないでしょうか。  

○委員 ありがとうございました。  

○本間部会長 基本問題調査会のときにもこのような意見が少し出たような気がいたしますが、よ
ろしゅうございますか。  

○委員 はい。  

○本間部会長 事務局の方はよろしゅうございましょうか。  

○内藤品質課長 はい。  

○本間部会長 最後の方の議題は将来の話でございましたけれども、ぜひ実効を奏するようなＪ
ＡＳであってほしいと願っております。  

 それでは、長らくの御討論でございましたけれども……。  

 それでは、会長から。  



○矢野会長 少し気になってきた点２点についてコメントさせていただきたいと思うんです。  

 一つは、先ほど余り議論の対象にはならなかったんですけれども、瓶缶詰のきょう雑物の含量に
ついてＪＡＳ規格が緩くなってるんじゃないかというお話が○○委員と○○委員からございました。
これは日本の消費者に受け入れられる程度なのか。それより悪くなっているとすると、やっぱり少
し問題があり得ないかと。  

 かつて、ある国の穀物輸出業者が、収穫の段階ではきょう雑物は基準以下なんだけれども、輸
出の直前になってわざわざ砂利みたいなものをまぜて重量をふやすという苦情を耳にしたことが
ございます。同じようなことがいずれ起きないかどうか、ちょっとお気をつけいただけないかという
気がしたのが１点。  

 もう一点は、気になると同時に、農水省、特に内藤課長さんに御検討いただけるとありがたいと
思いますことは、今回のＪＡＳ法の改正で表示にかなり重点が置かれるようになった結果、いろい
ろ変化が起きつつあるように思われます。  

 例えば遺伝子組み換え農産物の件ですと、食料の原料調達先が少し変わりつつあるような新聞
記事を目にいたしましたし、その後の流通過程でＩＰハンドリングと呼ばれるようないろいろ管理が
必要になってきているようです。それで、一体ＪＡＳ法の改正が、全体にフードシステムとでも申し
ますか、そういうものの変化にどういう影響を及ぼしつつあるのかということを、流通過程で加わっ
てくるコストが一体どこに負担がいってるのかとかいうことまで含めて、追跡調査というようなもの
をどこかでお考えいただけないであろうかということです。  

 もう一つ、有機農産物についても同じようなことが考えられるんでありまして、これは行政的に
は、いわゆる有機農業を推進するということとは別問題だということが言われておりまして、これは
これで私は異論がないんですけれども、一部に国内で有機農業というものがこれからふえてくるん
じゃないかと期待をされる人もあったかと思います。ところが、どうも実際には外国で有機農産物
をつくらせて、それを日本へ持ってくるということが早く起きるような気がいたします。これは農水省
が掲げた食料の自給率の向上という目標にとってどういう関係を持つのかということも気になるこ
とであります。  

 それで、先ほどの遺伝子組み換えの問題と有機の関係も含めて、一体今回のＪＡＳ法の改正が
食料の供給、流通、管理等のシステムにどういう変化を起こしつつあるのかというのを、これは既
に個別には調べておられる方が何人かおいでのようなんですが、国策と申しますか、政策的なビ
ジョンから統合して調査をしている人はないんだと思うんです。ぜひこの辺の調査を、どういう形で
やるのかよくわかりませんけれども、御検討いただけないか。いずれ国内ばかりじゃなくて、国際
的に貿易交渉をするというようなときにも、そういうデータをきちんとそろえておかないと、対等の
交渉をするのに大丈夫かなという懸念も抱いておりますので、ちょっと気になってる第２点目でご
ざいます。  

○本間部会長 何かございますか。  

○内藤品質課長 答えにならないと思いますけれども、ＪＡＳ法の新しい動きが流通、我が国の食
料自給率にどういう影響を及ぼし得るのか、及ぼしているのかということについては、当然我々も
関心として持っていかなきゃいけない。ただ、どうしたらそれが把握、調査できるのかという方法論
について、まだ思い浮かばないものですから、貴重な御指摘でございますので、考えさせていただ
きたいと思っております。  

○矢野会長 まず思われることは、国の政策という観点から考えたときに、一体どういう項目の調
査をすべきかというようなことのまとめから必要になってくると思うんです。それから、ぱらぱらとや
ってる人はいるんですけれども、人的資源をお調べになって組織をつくられて、どういうデータが必
要になるのかというあたりを詰める段階から始めなくちゃならないだろうと思うんですけれども、ど
こかで全体的なデータをそろえておいていただかないとビジョンが出てこないんじゃないかというお



それを抱いてるわけです。  

○本間部会長 会長からそのような意見が出ました。いつものＪＡＳの調査会とは違ったような終
わり方でございますが、いずれも将来ＪＡＳがよくなるということを期待しての話でありまして、殊さ
ら結論とかそういうことではないかと思いますが、我々の将来の認識という点で、いろんな意見が
出たことを大事にしていきたいと思って、これで閉会にさせていただきます。  

 ありがとうございました。  

   

                 閉    会  


