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                          会場：農林水産省第二特別会議室  
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               議 事 次 第  
   
１．開  会  
２．総合食料局長挨拶  
３．議  題  
（１）遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第７条第１項及び生
鮮食品品質  表示基準第７条第１項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準
附則第２項の規定に基づ  く別表１に掲げる対象農産物及び別表２に掲げる加工
食品の見直しについて  
（２）日本農林規格（１４年度実施分）の見直しの方向について  
（３）その他  
４．閉  会  
   
配布資料  
１ 農林物資規格調査会委員名簿  
２ 遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第７条第１項及び生
鮮食品品質表 示基準第７条第１項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準附
則第２項の規定に基づく別 表１に掲げる対象農産物及び別表２に掲げる加工食
品の見直しについて（案）  
３ 日本農林規格（１４年度実施分）の見直しの方向について（案）  
４ ＪＡＳ規格の制定・見直しの基準  
５ ＪＡＳ規格の見直し計画  
   
              農林物資規格調査会委員名簿          
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 山口 博人 
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 横山 順子 
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お茶の水女子大学教授 
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事務局出席者 西藤総合食料局長、小林品質課長、井坂上席規格専門官  
       金山課長補佐（食品表示対策室表示企画班担当）  
   
   
○小林品質課長 それでは時間となりましたので、農林物資規格調査会総会を開
催させていただきます。  
 本日の出席状況ですが、板倉委員、大木委員、大武委員、坂井委員、新蔵委
員、福岡委員、鈴木委員、山口委員、横山委員、９名の方が所用のため欠席して
おられます。総数20名のうち11名出席ということで過半数を超えておりますので、農
林物資規格調査会令第６条第１項の規定に基づき、会議は成立しました。  
 なお、今回会議の傍聴を公募しましたところ、22名の方が応募されていますことを
ご報告いたします。  
 それでは、ここで本日の農林物資規格調査会総会の開催に当たり、総合食料局
長の西藤からごあいさつを申し上げます。  
○西藤総合食料局長 総合食料局長、西藤でございます。  
 委員の皆様、お忙しい中、本日もご出席を賜りまして御礼を申し上げます。  
 農林物資規格調査会総会、本日の議題は２つと聞いております。１つは遺伝子組
換え食品の品質表示基準の改正でございます。遺伝子組換え食品の表示を４月１
日からお願いしてきているわけですが、そもそもこの品質表示基準を定めるとき
に、遺伝子組換え食品、食品自体も年々変化してまいりますし、検出技術あるいは
いろいろな状況変化がございます。それで、毎年いろんな角度から見直しをしてい
こうということで、そういう点では本年度見直しの最初の時ですが、組み換えＤＮＡ
の検出技術の進歩等を踏まえまして、ばれいしょ加工品について、今までも部会で
ご論議いただきまして、本日は新たに検出技術により、組換えＤＮＡの残存が確認
できるばれいしょ加工品について、遺伝子組換え食品の義務表示対象品目に追加
してはどうかということが１点目でございます。  
 それとＪＡＳ規格につきましては、平成11年の法律改正に伴いまして、５年ごとに
順次規格を全部見直すことになっております。それで昨年来、当総会でも見直しの
基準についてご論議をいただきまして、今日はその見直し基準に基づきまして14年



度の規格見直しの方向性についてご論議いただくと。その２点の議題と承知してお
ります。  
 どうぞ委員の皆様、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、簡
単ではありますが、開会に当たり御礼のあいさつにさせていただきます。どうかよろ
しくお願い申し上げます。  
○小林品質課長 では、農林物資規格調査会運営規定第２条第２項の規定に基
づきまして、本間会長に議長をお願いしたいと思います。  
 どうぞよろしくお願いいたします。  
○本間会長 それでは、平成14年の最初の会議かと存じますが、よろしくお願いし
たいと思います。  
 いろいろなＪＡＳ法に関する出来事が実際は起こっておりまして、委員の方々にお
きましてもいろいろ関心が深められたことと思いますが、そのような見地からも深い
議論を賜りたいと思っております。何とぞよろしくお願いいたします。  
 では、着席して始めさせていただきます。  
 それでは、本日の総会の議事録の署名人がお二人必要でございます。運営規定
第７条に基づくものでございますが、吉田委員と有馬委員、お二人に本日の議事録
署名人をお願いしたいと存じます。  
 それでは、議題１の遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第
７条第１項及び生鮮食品品質表示基準第７条第１項の規定に基づく農林水産大臣
の定める基準附則第２項の規定に基づく別表１に掲げる対象農産物及び別表２に
掲げる加工食品の見直しについて、という長いタイトルですが、要するにこのＪＡＳ
法と申しますのが、常に現況を反映したものにありたいということで、見直しというこ
とを行う附則がついておりますので、その附則に基づいた見直しが今日の議題に
なっておるわけでして、その内容を事務局からご説明賜りたいと思います。  
 お願いいたします。  
○金山課長補佐 品質課の金山と申します。私の方から本日の提案につきまして
ご説明させていただきます。  
 まず初めに資料ですけれども、資料の２をごらんになっていただきたいと思いま
す。  
 まず諮問ですが、昨年６月15日に諮問をいただいております。  
 タイトルは非常に長いので省略させていただきまして、遺伝子組換えの品質表示
基準というものですけれども、こちらの第７条第１項の規定に基づく農林水産大臣
の定める基準の附則の第２項の規定に基づく別表第１に掲げる対象農産物及び別
表２に掲げる加工食品の見直しについてということで、この見直しを行う必要があ
る。これにつきまして、ＪＡＳ法の第19条の８第５項の規定に基づきまして、調査会
の意見を求めるということで諮問をお願いいたしております。  
 続きまして、これに基づきまして遺伝子組換えの関係で部会を２度開催いたしまし
た。その結果、この２枚目にありますような基準の改正の案を提案させていただき
たいと思います。  
 まず改正の趣旨ですが、遺伝子組換え食品の表示については、昨年４月１日か
ら義務づけられておりますが、この基準においては５つの農産物と、加工食品とし
て加工後も組換えられたＤＮＡまたはこれによって生じたタンパク質が残存する加
工食品ということで豆腐ですとかコーンスナック菓子など24の食品群を現在義務表
示の対象品目としております。この表示対象品目につきましては、基準の附則第２
項に基づきまして新しい遺伝子組換え食品の商品化の状況ですとか、検出方法に
関する新たな知見等を踏まえまして、毎年見直しを行うこととしております。  
 これにのっとりまして、先ほどご紹介しました遺伝子組換え食品部会の方で２回に
わたって検討を行っていただきました。その結果、従来は義務表示の対象品目とさ
れていなかったばれいしょの加工品につきまして、新たな検出技術によりましてＤＮ
Ａの残存が確認できたということですので、これを対象品目に追加することで部会
の方の了承をいただいたわけでございます。そこで、この改正の概要に書いてござ
いますような改正を提案させていただきたいというものでございます。  
 改正の概要ですけれども、別表の２がありますが、ここに掲げます６つの食品群
を義務表示の対象品目として加えるということを提案させていただきます。  



 ここで若干修正がありまして、皆様のお手元にあります資料で言葉だけのことな
んですが、29というのが一覧表にあると思います。29にこれから申し上げるところを
追加させていただきたいと思います。「第25号から第28号まで」の後に、「に掲げる
もの」を追加していただきたいと思います。修正した中身につきましては、「29 第25
号から第28号までに掲げるものを主な原材料とするもの」というふうに、ちょっと言
葉の整理をさせていただきたいと思います。大変申しわけありませんが、よろしくお
願いいたします。  
 続きまして、この改正を行った結果、今までの基準がどのように変わるかというも
ので、新旧対照表を次につけておりますが、中身は非常に長いんですけれども、改
正部分はこの新旧対照表４ページの別表２に、今まで24品目であったものが25か
ら30号まで、６つの食品群が加えられるという内容でございます。それ以外は修正
はございません。  
 続きまして、今の新旧対照表の後に、部会終了後にパブリックコメントの募集、そ
れからＷＴＯに通報をするという手続を経てまいりました。その関係ですけれども、
まずパブリックコメントですが、募集を10月10日から11月９日の間行いましたが、受
け付けの件数は合計で３件ございました。そのパブリックコメントにつきましては、
次のページに３つともそのまま載せてございます。  
 内容につきましては、消費者団体などの方から２件。この中身につきましては、い
ずれもばれいしょ加工品だけではなく、油ですとかしょうゆですとか、すべての食品
について表示を義務づけて欲しいという内容のものが２件、それからもう一方は個
人の方ですけれども、これは基本的に内容は賛成ですと。ただ、技術の進歩などに
ついては、もっともっとやるべきことがあると思うので、質的な改善を図ってください
という内容が１件、合計３件ございました。  
 続きまして、ＷＴＯ通報による各国のコメントですけれども、こちらの方は11月５日
から１月９日まで受け付けを行いましたけれども、通報期間中に各国からのコメント
は特にございませんでした。  
 以上簡単ですけれども、今回の遺伝子組換え加工食品の品質表示基準の見直し
につきましてご説明をさせていただきました。  
○本間会長 ありがとうございました。  
 ただいまの報告につきましては部会が開催されておりまして、そこで詳細な技術
を含めた検討報告がなされております。その討議内容につきまして、私が座長をい
たしましたので、今回、事務局からご報告をいただきたいと思っております。お願い
いたします。  
○金山課長補佐 それでは引き続きまして、部会長に代りまして事務局の方からご
報告をさせていただきます。  
 資料２－１から資料２－４までが部会の報告に関係する資料であります。そのう
ち、資料２－２と資料２－４は、部会の当日に配付された資料をそのまま添付してご
ざいます。本日のご報告は、資料２－１と資料２－３に基づきましてご報告をさせて
いただきたいと思います。  
 まず、資料２－１の方ですが、第１回の遺伝子組換え食品部会ということで、７月
16日に開催いたしました。その議事の概要ですが、まずこの遺伝子組換え食品部
会ということで、通常の部会と若干異なりまして、毎年見直しを行っていくというよう
な性質がありますので、これは遺伝子組換え食品の関係につきましては、この部会
でやっていこうということで、通常の部会と若干異なりまして、いわば恒常的な部会
という位置づけになろうかと思いますが、その部  
会長ということで、本間先生にお願いするということで選出されたということでございま
す。  
 それから１回目の部会では、意見口述人の４人の方からの意見陳述がございま
した。それから、事務局からの資料についてご説明をいたしました。その資料につ
いては後の方についてお  
るとおりです。２ページから５ページまでが資料１、６ページからが資料２ということで
す。  
 概要ですけれども、まず１点目といたしまして「表示対象品目の見直しの進め方
について（案）」ということで、資料１、先ほどの資料の２ページ目と３ページ目です



が、こういった考え方で見直しを進めますという見直しの進め方の方法について、
まずご了解をいただいたというところです。  
 続きまして、見直しの進め方の中で、品目ごとに今のところですけれども、資料１
の２ページに「２．加工食品」とありますが、こちらの方に書いてあるように、見直し
において「同様の考え方をとる」と。要するに、以前この表示の基準を決めたときと
同様の考え方で、品目ごとに独立行政法人であります農林水産消費技術センター
が、その時点において確立された最新の検出技術によってＤＮＡ定性分析を行う。
そしてその結果に基づいて別表２の見直しを行っていくという方向で見直しを進め
るということで、この方向に即しまして審議が行われました。  
 その結論といたしまして、１ページ目に戻りますけれども、まず１点目、ポテトスナ
ック菓子ですとか冷凍ばれいしょ、こういったばれいしょ加工品については、義務表
示の対象品目に追加することで部会の了承が得られました。ただし、ばれいしょで
ん粉及びその加工品につきましては、②ですが、この時点では３検体中１検体しか
ＤＮＡが検出されませんでしたので、引き続き次回の部会まで追加分析を行って、
再度検討を行うこととなりました。  
 また３番目といたしまして、しょうゆですとか植物油などの品目で表示対象品目に
指定されていないもの、これについては平成11年時点に比べて、こういった油など
のＤＮＡ検出技術というのは進歩が見られないということで、今のところＤＮＡ分析
の必要がなく、表示対象品目には加えないというような整理とさせていただきまし
た。  
 以上が１回目の部会の概要でございます。  
 続きまして、資料２－３の方が第２回目の部会の概要でございます。  
 ２回目の部会は10月２日に行いました。  
 その議事の概要ですが、別添に資料１ということでつけてありますが、先ほど申し
上げましたように、ばれいしょ加工品のうちのでん粉につきまして追加分析を行い
ました。その結果、前回の議論では３検体中１検体しかＤＮＡは検出されませんでし
たが、今回追加分析の結果によりますと、分析を行いました９検体すべてにおいて
ＤＮＡが検出されました。トータルとしては、資料１に分析の結果を掲載させていた
だいておりますけれども、ばれいしょでん粉は、トータルで10の商品につきまして分
析を行って、その10の商品ともＤＮＡが検出されたというような結果になりましたの
で、ばれいしょでん粉を義務表示対象品目として追加するということについて了承
が得られました。  
 また、ばれいしょでん粉を義務表示対象品目として追加することに伴いまして、こ
れを主な原材料とする食品についても、義務表示の対象品目にするということで了
承が得られました。これによりまして、ばれいしょ加工品については、基本的にすべ
て義務表示対象品目に追加することが了承されたということになりました。  
 以上が部会の関係のご報告でございます。  
○本間会長 ありがとうございました。  
 ただいまの事務局の説明及び部会の検討概要の報告等につきまして、何かご意
見がございましたらお願い申し上げます。  
○〇〇委員 先ほどの説明で、ばれいしょ加工品において新たな検出技術が独立
行政法人で確立されたと。その方法では、ＤＮＡが検出されたから追加するんだと
いうご説明だったんですけれども、この方法は学会か何かで、もうオーソライズされ
た手法なのかということと。  
 それと、そういう手法を用いれば、今回はばれいしょだけですけれども、今後、他
の作物も追加される可能性があるのか。その２点お聞きしたいと思います。  
○本間会長 どうぞ。  
○金山課長補佐 ただいまの件ですけれども、説明が足りなくて申しわけございません
でした。  
 資料２－３の方の３枚目をごらんになっていただきたいんですが、第２回の遺伝子
組換え食品部会の概要の中の参考ということでついております。ばれいしょ加工品
についてのＰＣＲ分析方法ということで、ここにフローをつけてありますが、ちょっと
細かい内容は省略させていただきますけれども、従来の方法ではここではイオン交
換樹脂タイプキット法によるＤＮＡ抽出と書いてありますが、これは実は従来の方法



では薬品によりましてＤＮＡを抽出するというような方法をとっておったわけです。  
 それを最近、遺伝子組換えの関係の技術が非常に急速に進歩しておりますの
で、新しいこういったキットがいろいろな会社で開発をされて、それがこのようなＤＮ
Ａ分析を行うのに非常に効果的だということがわかってまいりまして、こういったキッ
トを使いましてＤＮＡの抽出を行ったと。その結果、今回、ＤＮＡが検出できるように
なったということでありまして、この方法につきましては、いわばＤＮＡそのものを食
品の中から取り出すための工夫といいますか、いろいろな条件ですとか試薬をどれ
ぐらい使うとか、温度をどれぐらいかけるとか、そういった条件を改良していったとこ
ろ、こういった形で検出が可能になってきたというようなことでありまして、もともとの
試薬を使った分析方法につきましては、農林水産消費技術センターの方でＪＡＳの
分析ハンドブックというものをつくっております。  
 ですから、学会等といいますとかなり先端的な研究というような印象を受けますけ
れども、むしろそういうところというよりは、実際にいろいろな者が分析をするに当た
りまして、可能ではなかろうかという方法の中で、こういった改良を重ねてこのよう
な検出が可能になってきたという方法ということでご理解いただければと思います。
ですから、何らかの形で学会等で発表されているのかという点につきましては、こ
の新たな改良法そのものは、今のところはまだ先ほどのＪＡＳのハンドブックにはき
ちんと掲載されておりませんが、これにつきましても、当然のことながら近いうちに
ハンドブックに掲載していって、いろいろな企業の方ですとか使っていただけるよう
な方法であろうと、そういうようなことでこの方法を用いて検出をさせていただいたと
いうことでございます。  
 それから２点目ですけれども、この方法を使いまして、そのほかの食品について
も分析が可能となるかという点ですけれども、これにつきましてはやってみなけれ
ばわからない部分もありますが、私どもの今の認識では、この方法を適用していけ
ば、先ほど申し上げた油ですとかしょうゆといった品目については、この方法を適
用しても正直なところ、今のところ検出はなかなか難しいということですが、それ以
外の今まで検出方法が定められている品目であっても、この新しい方法をいろいろ
と工夫することによりまして、よりよい検出方法で使うこともできるのではないかなと
考えております。  
○〇〇委員 よくわかりました。  
 ぜひ、分析方法というのは基本をなすものですから、パブリックにされることを期
待いたしております。  
○本間会長 方法についてのご質問だったかと思いますが、いかがでございましょ
うか。  
 前回の部会の議論の中で、要するに分析方法というのは幾らでも進歩があると。
どんどん感度は上がっていくんだということのご指摘がありまして、そういう中で、あ
らゆるものをとことん引っかけるというのではなくて、ある一定レベルの選別性の信
頼性の高い水準の中で方法を考えていくということで議論があったと思っておりま
す。  
 そういうわけで、この対象たる食品も、確かかつての検討においてプラス、マイナ
スが非常に出た、出ないというばらつきが非常に多かったばれいしょ製品につい
て、再度技術進歩を踏まえて行ったということでありまして、検出感度が非常に極
端に上がったということではなくて、要するに命中率が高いといったらいいんでしょ
うか。感度は同じレベルであるということにおいてなされた技術だったと私は記憶し
ておりますが、いかがでございましょうか。  
 よろしいですか。対象品目につきましても、このような経緯があったということであ
りまして、附則ということに盛られた内容が初めて見直しということで、実効を見る
第１号だと思いますけれども、委員の方々、今までの手続でよろしゅうございましょ
うか。  
 それでは、諮問の内容につきましては原案どおり別表２に掲げる加工食品とし
て、ばれいしょ加工食品を追加するということになります。  
 そういうわけで、この答申をするということをご了解いただけましょうか。  
       （「異議なし」の声あり）  
○本間会長 ありがとうございます。  



 それでは、この答申の手続は何か、よろしいですか。  
     （答申案配付）  
○本間会長 お手元に答申案、配られましたでしょうか。  
 一応、念のためこの答申案をご一読いただけませんでしょうか。  
○金山課長補佐 それでは答申案を読み上げさせていただきます。  
 農林水産大臣、武部 勤殿、農林物資規格調査会会長、本間清一。  
 遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第７条第１項及び生鮮
食品品質表示基準第７条第１項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準附則
第２項の規定に基づく別表１に掲げる対象農産物及び別表２に掲げる加工食品の
見直しについて（答申）。  
 平成13年６月15日付け13総合第1126号をもって諮問のあったこのことについて、
本調査会で調査審議に付し、別表１に掲げる対象農産物及び別表２に掲げる加工
食品の見直しについては下記のとおり答申する。  
 記。  
 別表２に掲げる加工食品として、ばれいしょ加工品を追加する。  
 以上でございます。  
○本間会長 ありがとうございます。  
 皆さんのお手元にあります答申案ですが、これで答申してよろしゅうございます
か。  
       （「異議なし」の声あり）  
○本間会長 ありがとうございます。  
 それでは、この案に従いましてこの案を答申させていただきます。  
 それでは、本日の第１の議案が終了したことになりますが、これにつきましては繰
り返しますが、いろいろな技術あるいは供給状況の進歩、あるいはさらにいろいろ
な物のとらえ方、そういうことも含めまして随時見直していくということですので、引
き続き関心をお持ちいただきたいと存じます。  
 それでは、次の議案ですが、日本農林規格の見直しの方向につきまして事務局
から案の説明をいただきたいと思います。  
○井坂上席規格専門官 品質課の井坂でございます。  
 お手元の資料３をごらんになっていただきたいと思います。  
 この資料３が14年度のＪＡＳ規格の見直しの予定品目でございます。現在考えて
おりますのは、そこの１番から24番まで24品目、規格の数といたしまして99規格を
14年度に見直すことを考えております。ＪＡＳ規格の見直しにつきましては、昨年11
月６日に調査会の内部規定として定められましたＪＡＳ規格の制定・見直しの基準
に基づきまして整理したものが、資料３でございます。  
 ＪＡＳ規格の制定・見直しの基準におきましては、ＪＡＳは特定ＪＡＳと普通のＪＡＳ
と２つあるわけですが、14年度の見直しの予定の品目は、特定ＪＡＳは一つも入っ
ておりませんので、全部いわゆる品質ＪＡＳですので、それの見直しの基準の品質
ＪＡＳにかかわる基準で整理したものでございます。  
 見直しの基準といたしましては４つございまして、製造業者等が限定され、製品の
種類ごとの品質に大きな格差が認められなくなっている農林物資の規格ということ
と、見直しを行う年度の過去２カ年度の小売り販売額の平均値が見直しを行う年度
の４年度前の小売り販売額に比べ著しく低下している農林物資の規格。それと１つ
の都道府県以外では格付けされなくなった農林物資の規格というのがございます。
最後になりますが、格付率が著しく低い規格というものでございます。それらを当て
はめて整理しました表が資料３の表でございます。  
 それで、１番のうに加工品から14番のレトルトパウチ食品までにつきましては、今
申し上げました廃止の是非を検討する基準にすべて該当しませんので、この１番か
ら14番につきましては、改正の作業に入るということとなります。  
 次に15番ですが、うにあえものにつきましては、小売り販売額の増減率が36％
減、それとうにあえものは兵庫県のみで格付けが実施されております。ほかの県で
はされてませんので、これは１つの都道府県で格付けしているというものに該当し
ます。それと格付率が７％ということで、廃止の是非を検討する基準のうち３つに該
当しているということでございます。  



 それと16番のこんぶにつきましては、これは北海道だけで格付けがなされている
というものでございます。それと17番と18番の乾燥わかめと塩蔵わかめにつきまし
ては、格付率が乾燥わかめにつきましては１％以下、塩蔵わかめにつきましては
２％ということで、格付率が著しく低い規格というものに該当することになります。そ
れで、15番から18番につきましては、今後廃止の是非を検討するということになりま
す。  
 次に、19番からが木材製品ですが、19番の普通合板から22番の特殊合板までの
４本につきましては、廃止の是非を検討する基準に該当しませんので、改正の作業
に入ることになります。23番の難燃合板につきましては、メーカー数が９社、それと
格付率が、これは金額で出ておりますが２億円以下ということでございます。  
 それと24番の防炎合板につきましては、メーカー数が15、それと格付率につきま
しては１億円以下ということで、廃止の是非を検討する基準に該当することとなりま
す。この23、24につきましては、廃止の是非を検討する基準に該当しております
が、そういうものであっても他法令で引用されている規格につきましては、見直し基
準では改正または確認するということになっております。これらにつきましては次の
ページを繰っていただきますと参考資料としまして引用法令をつけてございます。  
 これは住宅の品質確保の促進等に関する法律の抜粋ですが、この文書の下から
６行目の後段の方ですが、「難燃合板にあっては難燃合板の日本農林規格別記３
の（８）、防炎合板にあっては防炎合板の日本農林規格別記３の（５）に定めるホル
ムアルデヒド放散量試験の方法」ということで、ここでＪＡＳの規格が他の法令で引
用されているということでございます。  
 また、最後のページになりますが、消防法施行規則でございます。  
 消防法施行規則第４条の４第６項の指定表示を指定というものがありまして、ここ
では「消防法施行規則第４条の４第６項の規定に基づき、同項の指定表示を次のと
おり指定」するといたしまして、「１ 難燃合板の日本農林規格により格付けされた
難燃合板に付される表示」、２といたしまして「防炎合板の日本農林規格により格付
けされた防炎合板に付される表示」ということで、ここで消防法に基づきまして防炎
性能がある旨の表示をこれらＪＡＳ規格により格付けされたものに付することができ
るとされておりまして、ここで引用されているということです。また資料３に返ってい
ただきたいんですが、23番、24番という品目につきましては以上のことから改正の
方向で検討するということでございます。  
 14年度につきましてはまとめてみますと、15番、16、17、18の４規格につきまして
は、廃止の是非を検討することとし、それ以外の規格につきましては、すべて改正
または確認をするの方向で検討するということでございます。そういう方向でよろし
いかどうか、ご検討をお願いいたします。  
 以上でございます。  
○本間会長 ありがとうございます。  
 ただいまのご説明のように、５年ごとの見直しという規格がずっと並ぶわけでござ
います。  
それの規格の見直しの順序性を４条件に照らし合わせながら、その順序を説明した
わけですが、  
この中には食品とそれから合板類という、２つの大きなグループが入っているわけ
でございま  
す。ただいまの見直しの順序性、それから見直しの基準、その辺はいかがでございまし
ょうか。  
○〇〇委員 たまたま部会の方でもご論議があったんですけれども、必ずしもこの
基準に当たったから即廃止ということではなくて、もちろん消費者のご意向もありま
すが、これをやっている業界のご意見とか実態とか、そういうものについて十分実
態を慎重にやっていただいて対応していただきたいと。  
 この間の部会でも、例えば〇〇委員がおっしゃったんですけれども、例えばメーカ
ー数が少なくても格付率が高いものもあるし、例えば伝統食品であるものが廃止に
なるということを聞いて、本当に格付け率が高いというのは、それなりにやっぱりい
ろいろな理由があるのではないかということもあったわけであります。  
 そういうようなこともありまして、ひとつ業界の意見なり実態なりを十分見ていただ



きまして対応していただければと思っております。よろしくお願いします。  
○本間会長 ただいまのサゼスチョンのように、４つの基準というのはとりあえず持
ち合わせながら、順序立てをしていくということでここに並んだわけですが、実際の
この見直し作業というのは丁寧でなければならないというのは、今まで賜った議論
だと思いますが、事務局の方でこの辺につきまして、いろいろの改正・廃止等の一
つの議論の中でどのような手続をとっておやりになるか、再度ご説明をいただけな
いでしょうか。  
○井坂上席規格専門官 ＪＡＳ規格の見直しにつきましては、ここで見直しの方向
性が決まりますれば、この後生産者団体、生産者の方、消費者、実需者、流通業
者の方等にそれぞれ規格の利用状況を調査させていただきます。それとあわせま
して、消費技術センターで、品質実態調査ということで、ＪＡＳ品とか非ＪＡＳ品とか、
ＪＡＳ品の中でもどういう品質実態になっているのかということを調査いたしまして、
それをもとに関係者の意見を聞きながら改正案をまとめる場合と、廃止する場合は
それぞれ関係者が必要としていないということがそれぞれ検討の上確認できます
れば、そういう方向を検討しております。  
 それと、また一定の方向が出ますと、部会でご審議をお願いすることになります
が、部会でご審議が終わりました案につきましては、今度、パブリックコメントを行う
ことになっております。それでパブリックコメントの時にあわせて説明会を設けてお
りまして、これは消費技術センターにお願いしているのですが、そこでそれぞれの
案につきましてなるべく多くの方にご説明させていただくことと、また、消費者の方
につきましては全国の主要な 240団体の方にアンケートを出しまして、今度の規格
の見直しの結果について、それぞれどのようなご意見であるかをあわせて聞くこと
にしております。ＷＴＯもございますので、最終的にその案がまとまりましたら総会
でご審議をいただくと、そういうふうな手順を今までもやってきておりますし、今後も
やっていきたいと思っております。  
○本間会長 どうぞ、〇〇委員。  
○〇〇委員 直接、見直しにどうこうというのはないんですけれども。  
 私もちょっと気になったことがあったんですが、業者の方が、ＪＡＳマークをつけて
も、もうそれでみんなが買う、買わないの判断はしていないんじゃないかと。だった
ら面倒くさい手続して、費用かけてマークつけるのもな、というふうなご意見を聞き
ました。それを聞いて、確かに今現状では、物を買うというときに、ＪＡＳマークを全
部云々という状況にはないんですけど、知っていて軽視しているのか、全く知らされ
ていないのかというところでは、まだ知らされてない方が結構多いんじゃないかと。  
 ここで、それを論議することにはならないと思うんですが、見直しに当たってそうい
うこともＪＡＳということについて、今後どう考えて、どう広げていくのかということも、
関連部署でまた検討していただいたらと思いました。  
○本間会長 ありがとうございます。  
 これは何かご意見ございますか。  
○小林品質課長 先ほどの〇〇委員のお話の補足と〇〇委員のお話とさせてい
ただきたいと思います。  
 〇〇委員のお話は、もちろん手順はちゃんと踏もうということは当然のことなが
ら、内容的にフレキシブルに考えるようにという話だろうと思います。それは、前回
あるいは前々回の総会のときにもお話し申し上げましたが、それはまさにそのとお
りでＪＡＳの規格自体が木材から、場合によっては包装みたいなものもあったりと
か、食べるものもあれば、いろいろなものが入っているわけで、一律の３つ、４つの
基準でばさっと切り刻めるものではないということは当然のことでございます。  
 ただ、それを言っておりますと、ほとんど議論が実務的に進まなくなりますので、
まずラフなふるい目を決めて、その上で具体的なご検討いただきたいという基準だ
ということは、総会の時にもお話しを申し上げたと思いますし、実際にも、一昨日の
部会では一応形式上はこのふるい目にはかかって、廃止の対象として検討すべき
というものが、部会でご検討いただいた結果、何品目か、これはむしろ改正の方向
で一応検討してみるべきではないかという方向が出されております。  
 そういうふうに部会でご検討いただけるということで決まっていけば、それはそれ
で私どもで何ごとも申し上げることはございません。また、現実の運用もかなりフレ



キシブルにやっておるつもりでございます。そういうことで間違いないと考えており
ます。  
 それから２つ目のＪＡＳマークをつけても、余り買う、買わないの判断につながって
いないということでございます。知らされていないのではないかという点がございま
した。我々の普及の努力が不十分であったということについては、十分反省しなくて
はいけないなと思います一方、そもそも現在の仕組みなり何なりが少し古いのかな
という感じもしないではありませんので、その辺も含めて広くご意見を聞きながら、
消費者の方に喜んでもらえるようなＪＡＳマークに、少しずつか抜本的かわかりませ
んけれども、やはり変えていかないと、無理やり教え込んでも、魅力ある制度でな
ければ結局は消費者の方に使っていただけないと思いますので、そういった点でも
柔軟に考えていかないといけないと考えております。  
○本間会長 ほかにいかがでございましょうか。  
 ただいまのＪＡＳマークの効用といいましょうか、これは毎回というか、基本問題調
査会から始まって議論になっているわけでありまして、これは本当に引き続き新た
な視点で毎回少しずつ議論をしていくという中で、方向が出てくるのではないかと思
っておりますので。私も同感でございます。  
 どうぞ、〇〇委員。  
○〇〇委員 今、ＪＡＳマークの話が出たんですけれども、ＪＡＳマークはつけてなく
ても、例えばプライベートブランド商品ということで、開発輸入をするときの規格基準
なんかにＪＡＳ基準が併用されているという例もありますので、関係業界にお話を伺
うときには、幅広く  
ご検討いただきたいという要望をしておきたいと思っております。よろしくお願いいたしま
す。  
○本間会長 ほかにいかがでございますか。  
 あるいは事務局の方で、24の規格につきまして並んでいるわけですが、実際には
これ一遍に全部24のものの議論は多分できないだろうと思いますが、その辺の作
業性を含めまして予定と申しますか、どういうふうなグループぐらいでというお考え
はいかがでしょうか。  
○井坂上席規格専門官 今、会長からご指摘がありましたとおり、これは24いきな
り全部を整理できるわけではありませんので、ただ考えておりますのは、要は幾つ
かのグループに分けましてやっていきたいと。  
 まず大きく分けますと、林産物と飲食料品で分ける。飲食料品の中では、今回の
14年ですと油脂類が多うございますので、油脂は油脂である程度まとめたい。それ
としょうゆとかめんつゆとか、いわゆる調味料系のものがありますので、そういうも
のはそういうものでまとめていきたいと。ですから、実際ですと３つか４つのグルー
プに分けて、大体秋ごろまでにすべての部会を開きたいと。総会につきましては、
なるべく早くこれだけのものを総会にかけますので、大体５本か６本まとまった時点
で総会ということを考えております。ですから、14年度につきましても、部会、総会
合わせて、大体15回近くの開催になろうかと思っております。  
○本間会長 グループごとにというか、類似の食品ごとに部会を開いて検討を重ね
るということで、実際は部会の開催数は非常にたくさんふえるということを、ひとつお
覚悟のほどを願いたいと思います。  
 実際には、後で委員の方々にご相談申し上げなければいけないのは、予算がど
うも十分ないというので、どうしようかと、これがちょっと困ったことなんだそうであり
ます。とにかく規定に従って、そういうふうに分けながら検討の会を重ねていくという
ことで、一網打尽な議論で丸バツをつけることはないということだと思っております。  
 いかがでございましょうか。この手順につきまして、よろしゅうございましょうか。  
       （「異議なし」の声あり）  
○本間会長 そうしますと、最初に予定しました議案２件に関しましては、これでご
了承いただいたということだと思いますが、いかがでございましょうか。  
 あるいは何か珍しく１時間以内で終わってしまいましたんですが、私がやると長く
なるらしいですが、せっかく集まった機会に何かＪＡＳ法、その他お話があれば多少
の議論も可能かと思っておりますが、何かご意見等ございましょうか。  
○〇〇委員 ちょっと、ほかの既に終わった議題１ですけれども、もう一度確認して



おきたいんですけれども、議題１は、部会の方ではばれいしょ加工品になったり、じ
ゃがいも加工品になったり、表記がちょっと違っていたように思うんですけれども。
部会の方では盛んにじゃがいも加工品になっているんですが、今日の答申はばれ
いしょ加工品。  
 ここで対象５品目、５つの作物はばれいしょですから、ばれいしょ加工品の方が私
はベターだろうと思いますけれども、今までの部会の方は当然ばれいしょ加工品と
読みかえてよろしいわけですね。  
○金山課長補佐 〇〇委員ご指摘のとおりでございます。  
○〇〇委員 ほかにもあちこち混在しているからと思いまして。  
○金山課長補佐 １回目のときには、そのように非常に言葉が混乱しておりまし
て、その１回目の資料をそのままつけたものですからこういった形になっております
が、現在はばれいしょ加工品ということで統一させていただいております。  
○〇〇委員 わかりました。  
 今日、議題の中でそれぞれのばれいしょの加工品の名前が幾つか上がっていま
したね。これは特記はしないわけですね。今日の答申で、単にばれいしょ加工品を
追加するというだけで、いろいろ話が出ましたね、冷凍マッシュポテトだとか、冷凍
ばれいしょだとかいろいろ。こういうアイテムの名前は特記しないわけですね。とい
うことは、あらゆるばれいしょ加工品が対象になるということですか。  
○金山課長補佐 申しわけありません。そういうことではありませんで、今日の答申
のスタイルは、ばれいしょ加工品ということでくくった形の言い方にさせていただい
ておりますが、実際にはこの遺伝子組換えの表示対象品目ということで、最初にご
説明しました６つの食品群、これを対象品目ということで指定させていただいており
ますので、これに該当するものが対象になるということです。  
○〇〇委員 そこに理解の混乱がなければいいですけれども。  
○本間会長 と申しますと、〇〇委員の品目の具体性の表現が非常にあいまいで
あるという、そういうご意見ですね。  
○〇〇委員 要するに、誤解招いたら、そんなものは対象になるだろうとか、後でそ
ういう混乱のないようになっておればいいです。どこかで線引きがなされていれば、
それは結構です。  
○本間会長 いかがですか。  
 ご意見でございますが、ばれいしょとひとくくりよりは６品目追加しておりますね。
特に29番、30番というのは具体名ではなくて、４つの品目を組み合わせてつくったも
のという意見がございます。そういうわけで、この辺の認識ももう一度説明した上
で、それを書いて答申とするということで。  
○小林品質課長 それでは、もし他の委員の方々のご了承も得られるんであれ
ば、ばれいしょ加工品の後ろに、例えば括弧でこの冷凍ばれいしょ、乾燥ばれいし
ょを並べるとか、あるいはここについています表みたいな形で下につけるとか、とい
う形で明記しておくということは、我々の方としては差し支えありませんし、意味合い
としてはそういうつもりで書いておりますので、その方がはっきりするということであ
れば、ご指示いただければそういうふうにさせていただきます。  
○〇〇委員 私は、その方がミスりがないと思いますけどね。  
○本間会長 具体名を資料の順序に従って、これは番号にしかすぎないかもしれ
ませんが、一応固定してしまいますので、25番、26番というふうに掲げられた品目
ごとに、この資料の順序に従って書き加えるということで、それを答申するということ
でよろしゅうございますか。  
       （「異議なし」の声あり）  
○本間会長 ありがとうございます。  
 あとは手続上、よろしゅうございましょうか。  
 あと、事務局の方では何か。  
○小林品質課長 特にございません。ありがとうございました。  
○〇〇委員 すみません、今のなんですけれども、ちょっと想像ができないんです
けれども、今のように６つ固定しますね。そうすると、ほかにもしばれいしょの加工
品が出てきたら、それはまたしなくてはいけないということになるわけですか。  
 もし、ばれいしょのどんなものが出てきても、この方法で抽出が可能であれば、限



定しないでばれいしょ加工品にした方が、その都度出てきたときにやるよりいいんじ
ゃないかと思うんですけれども。これは、今日のはやったものだけ限定しているわ
けですよね。  
○本間会長 そうです。  
○〇〇委員 これ以外に加工形態というか、冷凍と乾燥と、ちょっと技術的なことは
わからないんですけれども、ほかにあるかなという気がするんですね。そのときに
は、またそれをしなくてはいけないんでしょうか。  
○本間会長 いかがですか。  
○金山課長補佐 今日示しました６つの食品群というのは、いろいろなばれいしょ
の加工品を想定しまして、例えばフライドポテトであれば冷凍ばれいしょに含めると
か、あるいは肉じゃがのようなものであれば、ばれいしょ調理用を主な原材料とす
る食品ということで加えるとか、そのようないろいろな食品について想定した上で、
とにかくなるべく漏れがないようにということで、この６つの食品群というものを最終
的に設定したという形をとらさせていただいております。  
 ただ、この遺伝子組換え食品の表示の日本の方法としては、表示対象品目をポ
ジティブリスト方式ということで、表示対象品目を明確に示しまして、そのものにつ
いて対象品目にするというやり方をとっておりますので、逆に言いますと、この基準
の中には例えば油を除くということは何も書いていないわけです。ところが実際のと
ころは、植物油ですとかしょうゆとかは対象になっていない。すなわち対象とするも
のをこのようリストアップしていくか、あるいは対象とならないものを除く方式でリスト
アップするかというどちらかになるんですが、対象にならないものを除くということに
なりますと、これはこれで非常に抜け落ちの可能性が出てまいります。油ということ
で書いていってもいいわけですが、実際には食品というのは非常に多様なものが
ありますので、現実には油とは言えないけれども、内容的に見ると油と同じように生
成されてほとんどＤＮＡなど残っていないというようなものもあるわけです。  
 ですから、どちらの方がそこが抜け落ちという点で問題がないかということを考え
たときに、今、日本ではポジティブリスト、先ほどのように表示対象品目になるもの
を指定していこうという考え方でやっております。ですから、この６つの品目でおよ
そばれいしょ加工品については、対象として考えてよろしいかと思うんですが、例え
ばこういうものは例としてふさわしくないかもしれませんが、ばれいしょを使ってつく
った油とかいうものになってきますと、ばれいしょ加工品をそのまますべてというくく
り方にしてしまうと、そういうものについて非常にぐあいの悪い状況が出てまいりま
すので。  
 ですから、この６つの食品群ということで、およそ読めるようには考えておるんで
すけれども、そういうものもあり得るのではないかということでこういったリストをとら
せていただいたということです。  
○本間会長 よろしいでしょうか。  
 それでは、議案をお諮りすることが終わりましたけれども、もしやＪＡＳ法というも
のに対して何か多少なりともご意見等がございますでしょうか。  
 それでは珍しく早く終わりましたので、これにてこの調査会を閉会させていただき
ます。  
 ご協力ありがとうございました。  
○小林品質課長 どうもありがとうございました。  
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