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農林水産省消費・安全局表示・規格課  

   

日時：平成１６年３月１１日（木）  

会場：農林水産省第二特別会議室  

時間：１４：００～１７：４３  

   

   

   

議 事 次 第  

   



１．開  会  

２．消費・安全局長挨拶  

３．議  題  

（１）日本農林規格の見直しについて  

ア 規格の改正  

(ア) しょうゆの日本農林規格  

(イ) 植物性たん白及び調味植物性たん白の日本農林規格  

(ウ) ハンバーガーパティの日本農林規格  

(エ) 枠組壁工法構造用製材の日本農林規格  

(オ) 枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格  

イ 規格の廃止  

(ア) 乾しいたけの日本農林規格  

(イ) 機械による曲げ応力等級区分を行う枠組壁工法構造用製

材の日本農林規格  

（２）品質表示基準の改正について 

 しょうゆ品質表示基準 

（３）その他 

４．閉  会 

   

   

資料  

１ 農林物資規格調査会委員名簿  

２ しょうゆの日本農林規格の見直しについて（案）  

３ しょうゆ品質表示基準の改正について（案）  

４ 植物性たん白及び調味植物性たん白の日本農林規格の見直しについ

て（案）  

５ ハンバーガーパティの日本農林規格の見直しについて（案）  

６ 乾しいたけの日本農林規格の見直しについて（案）  

７ 枠組壁工法構造用製材の日本農林規格の見直しについて（案）  

８ 枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格の見直しについて

（案）  

９ 機械による曲げ応力等級区分を行う枠組壁工法構造用製材の日本農

林規格の見直しについて（案）  

10 ＪＡＳ規格の制定・見直しの基準 

   

   

農林物資規格調査会委員名簿  



 事務局  

  中川消費・安全局長、岡島審議官、柄澤表示・規格課長、皆川食品

表示・規格監視室長、 川村上席表示・規格専門官、島崎食品規格班課

長補佐、花原生産行程規格班課長補佐、武田 林産物規格班課長補佐  

   

   

   

○柄澤表示・規格課長 お待たせいたしました。定刻になりましたの

で、ただ今より会議を始めさせていただきたいと思います。  

 本日は、農林物資規格調査会総会の開催のため御参集いただきまして

ありがとうございます。  

 本日の出席状況でございますが、○○委員が所用のため御欠席でござ

います。総数20名の委員のうち、その他19名の委員の皆様に御出席をい

 

氏   名

 

役    職    名

 

 有馬 孝禮 

 池田 高明  

 伊藤 潤子 

会長代理 

 岩崎 充利 

 大木 美智子 

会長 

 沖谷 明紘  

 小野  正  

 垣添 直也  

 加藤 信子  

 近藤 栄一郎 

 斉藤 俊子  

 塩越 康晴  

 田中 隆行 

 谷口  肇  

 寺内 正光  

 並木 利昭  

 畑江 敬子  

 藤井 良隆  

 保田  茂 

 山中 博子 

 

前東京大学大学院農学生命科学研究科教授 

（社）全国中央市場水産卸協会常任理事      

日本生活協同組合連合会理事 

 

（財）食品産業センター理事長 

消費科学連合会会長 

 

日本獣医畜産大学応用生命科学部教授       

全国農業協同組合連合会大消費地販売推進部長   

（社）日本経済団体連合会常任理事        

関西生活者連合会理事              

全国青果物商業協同組合連合会理事     

主婦（食品表示ウォッチャー）       

全国消費者協会連合会食品安全対策委員長     

前（社）全国木材組合連合会副会長 

中部大学応用生物学部教授          

（社）日本食肉市場卸売協会会長         

日本スーパーマーケット協会事務局長       

お茶の水女子大学大学院人間文化研究科教授    

（社）住宅生産団体連合会木質複合建築開発委員会委員長 

前神戸大学農学部教授 

全国地域婦人団体連絡協議会理事



ただいておりますので、過半数を超えております。農林物資規格調査会

第６条第１項の規定に基づきまして会議は成立いたします。  

 なお、農林物資規格調査会運営規定第６条第１項の規定に基づきまし

て、今回、会議の傍聴を公募いたしましたところ、14名の方が応募され

ておりますことを御報告申し上げます。  

 それでは、農林物資規格調査会運営規程第２条第２項の規定に基づき

まして、沖谷会長に議長をお願い申し上げます。  

○沖谷会長 それでは、ただ今から農林物資規格調査会総会を開催いた

します。本日は国会中で、本来ならば御挨拶いただくのですけれども、

消費・安全局長及び審議官が国会中で出席不可能でございますので、御

挨拶は省略させていただいて、先に進ませていただきます。  

 それでは、議事に入ります前に、本日の会議の議事録の署名人の指名

を行います。農林物資規格調査会運営規程第７条第１項の規定によりま

して、本日の会議の議事録署名人を並木委員と畑江委員にお願いしたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。  

 それでは、議事次第に沿って議事を進めてまいります。まず、議題３

の（１）のアの（ア）のしょうゆの日本農林規格の改正案及び関連する

（２）のしょうゆ品質表示基準の改正案について、併せて事務局から説

明をお願いします。  

○川村上席表示・規格専門官 それでは、説明させていただきます。  

 説明に入る前に追加の資料等を配っておりますので、資料の確認をさ

せていただきます。  

 資料は議事次第１枚のほか、資料１の名簿から資料10の見直し基準ま

でという10種類の資料でございます。それ以外に、中央テーブルにはカ

ラーでしょうゆの醸造方式の資料を付けてございます。また、この資料

２の方にもコピーの資料は付いておりますので、傍聴の方等にもカラー

ではございませんが、資料の中にとじ込んでございます。別途、資料の

中にとじ込んでいる以外にカラーのものがお配りしてあるということで

あります。  

 また、後半の林産物の御審議のときに使います、ツーバイフォーのパ

ンフレットが中央テーブルにお配りしてあります。これは部数が少ない

ものですから、傍聴の方にはお配りしておりません。  

 それから林産物関係ですが204ページ、委員の方に事前にお配りした

資料には204ページは後日配布ということでございましたが、今テーブ

ルにお配りしてある資料には204ページは入ってございます。そこがお

配りした資料と郵送した資料と違うところでございます。傍聴の方等の

資料には204ページはとじ込んでおりません。別紙で204ページが置いて

ありますので、よろしくお願いしたいと思います。  



 以上でございます。  

 それでは、資料２、しょうゆのＪＡＳ規格の見直しについて入らせて

いただきます。  

 下の手書きのページでこれから御説明しますが、先に５ページをお願

いします。  

 ア、イ、ウ、エの４項目の見直し基準がございますが、しょうゆにお

いては1,309社という多数の企業があります。そして過去２年間で小売

りのマーケットの増減でございますが、４％ということでございます。

それから多数の県でつくられております。ＪＡＳマークがついているの

は76％ということで、これは廃止の是非の基準にあらずということで、

見直しをする際は、改正又は確認ということでございます。  

 その結果、部会の方で改正をするということで、４ページに見直し結

果の要点が書いてございます。要点は(1)から(4)までの４つでございま

す。  

 １つが、醸造方式を従来「本醸造」以外に「新醸造方式」、「アミノ

酸液混合方式等」があったわけでございますが、「本醸造」以外の新式

醸造方式に代わって「混合醸造方式」というふうに名前を変えさせてい

ただくと。それから「アミノ酸液混合方式」に代わって「混合方式」に

変えさせていただく、これが１つ目でございます。  

 しょうゆは、こいくち、うすくち、たまり、さいしこみ、しろしょう

ゆの５つございます。この５つの規格にそれぞれ製造方式の項目を設

け、さいしこみしょうゆ以外のしょうゆの特級にあっては、本醸造方式

によるものであること。さいしこみしょうゆの特級にあっては本醸造方

式、または混合醸造方式によるものであることと規定いたしました。  

 また、性状の評価表現をより詳しく、実態に合わせたものにしまし

た。  

 添加物は必要 小限とし、添加物もそれ以外も原材料についてはポジ

ティブリスト化をさせていただいたということでございます。  

 ６ページでございます。  

 適用の範囲でございますが、従来はこの規格はしょうゆに適用すると

いうことでございましたが、もう少し詳しく、「この規格はしょうゆの

うち、こいくちしょうゆ、うすくちしょうゆ、たまりしょうゆ、さいし

こみしょうゆ及びしろしょうゆに適用する。」といたしました。種類の

違うしょうゆを混ぜ合わせたようなしょうゆはこの５つの中には当ては

まりませんので、この５つがＪＡＳ規格の適用範囲とさせていただいた

ということでございます。  

 ２、定義でございます。  

 改正案では、「次に掲げるもの（これらに砂糖類、アルコール等を補



助的に加えたもの」と、「補助的に」という言葉が加わってございま

す。右側の「調味料」などなくなってございますが、これは「等」に含

まれる形でまとめてございますので、実質的に変わったのは「補助的

に」ということでございます。 このこころといいますのは、例えばし

ょうゆには醸造酢等を若干使う場合がございます。また一方、ドレッシ

ングタイプ調味料でも、おしょうゆと醸造酢でつくっているような場合

がございます。おしょうゆの場合に醸造酢を使うというのは１％以下

で、ごくわずかに補助的に使うわけでございまして、ドレッシングタイ

プ調味料という場合には、醸造酢を40％程度使っております。これは大

きく違いますので、しょうゆと醸造酢が両方入っているからといって、

片方はしょうゆであり、片方はドレッシングタイプ調味料ということで

ございますので、これはそういうアルコールや醸造酢というようなもの

が補助的に使われているということを定義させていただいているという

ことでございます。  

 １番、「大豆（脱脂加工大豆を含む。以下同じ。）」これは波線を引

いてございますが、部会のときにはこの表現はございませんでした。部

会から変わったということでございます。部会の後、パブリックコメン

ト、ＷＴＯ通報をいたしまして、ＷＴＯ通報の方は今回、特になかった

わけでございますが、国内からの御意見はたくさんございました。その

中で、脱脂加工大豆というのは従来からおしょうゆにも使われているの

で、おしょうゆには丸大豆を使う場合と、脱脂加工大豆とを使う場合の

両方があって、従来から両方ともＪＡＳに適合するわけでございます

が、それを明確にしてほしいということでした。当然のことながら脱脂

加工大豆は大豆のうちだと思っておりますが、それがそう読めないと言

われると困りますので、あえてパブリックコメントの御意見を踏まえ、

「脱脂加工大豆を含む」ということを明確にさせていただいたというこ

とでございます。  

 あと、文章がるる変わってございますが、修文上の問題で、実質的な

ことは余りないんですが、後でカラーの図で説明させていただきますけ

れども、１番の後の方に「本醸造方式」、２番は 後の方で「混合醸造

方式」、３番が「混合方式」ということでございまして、従来は例えば

７ページの２番、右側は「新式醸造方式」というような名前を、左側の

ように「混合醸造方式」に代えるということでございます。  

 カラーのコピーを見ていただきたいのですが、白黒の場合は21ペー

ジ、22ページでございます。本醸造方式の場合は、いろいろなしょう

ゆ、こいくち、しろしょうゆとかたまりしょうゆで若干違うのですが、

この図は普通のこいくちなりうすくちのパターンだと思って見ていただ

ければいいのですが。大豆又は脱脂加工大豆、つまり大豆です。大豆と



小麦からおしょうゆというのはできている。それに種麹を入れて麹に

し、それに食塩水でもろみにする。もろみを発酵・熟成・圧縮して生揚

げにし、そして火入れをして、製品にする。これが本醸造方式でありま

す。要するに、大豆と小麦が主原料でございまして、それに食塩水と麹

菌等でもろみにして、十分に発酵させて、それを製品にするというのが

しょうゆの本醸造のつくり方でございます。  

 次のページでございますが、従来、新式醸造方式と言われていたの

を、今回、下のように混合醸造方式という名称に呼び方を代えたい。こ

れは単にＪＡＳ規格だけではなくて、次の資料３に出てきますおしょう

ゆの品質表示基準の方にも、表示の方の名称も変わってきますので。新

式醸造方式というのは、同じく大豆又は脱脂加工大豆、そして小麦から

食塩水まで一緒なのですが、もろみを作ってからアミノ酸液を使うと。

要するに、本醸造というのは、アミノ酸液を使わないものでございます

が、アミノ酸液を使うというのが、新式醸造とか、次のアミノ酸液混合

方式と言われるものでございます。本醸造以外ではアミノ酸液を使うと

いうことです。アミノ酸液に代わる、いろいろな発酵の調味液みたいな

ものを使う場合もあるわけです。この新式醸造方式には、アミノ酸液を

生揚げの前に使う場合と後に使う場合があり、この二股に別れている下

の方は、生揚げの前に使って、アミノ酸液を使って十分、一緒に発酵さ

せるということでございます。  

 上の方は、圧搾した生揚げにアミノ酸液を入れて、短期間熟成をして

製品にする。こういうアミノ酸液を生揚げの前に入れるのか、後に入れ

るのかという違いがございました。  

 先に、次のページへ行っていただきますと、従来の３つ目の方法、ア

ミノ酸液混合方式、これは生揚げとアミノ酸液を混合して製品にすると

いうことでございまして、従来のアミノ酸液混合方式は、当然、生揚げ

と混ぜるわけですが、これと２ページ目の生揚げにアミノ酸液を入れる

という二股の上の方のラインというと、あまり区別がつかないというこ

とでございます。生揚げにアミノ酸液を入れて、若干熟成するという違

いはあるわけですが、極めてよく似ていたというのが実態でございまし

て、生揚げの前にアミノ酸液を入れて十分発酵期間を持つというのと、

少し違うということでございます。  

 そういうことで、今回、２ページの下の方に混合醸造方式ということ

では、もろみにアミノ酸液を加えて、発酵させた上で生揚げにするとい

う新式醸造の下側の流れのみを混合醸造方式としました。醸造というか

らには、発酵でございますので、アミノ酸液を使っても十分に発酵する

という意味で、生揚げの前に入れる方式を混合醸造方式と呼ぶというこ

とにさせていただいてはどうかということです。  



 そして３枚目にありますように、生揚げの後にアミノ酸液を入れる。

そうすると、ほとんど発酵期間がないものですから、これは単に混合方

式という。  

 このように、従来の新式醸造の上側の流れで、生揚げの後に入れるア

ミノ酸液の方法と、アミノ酸液混合方式、この両方を合わせて今回、混

合方式ということにさせていただいたということでございます。  

 つまり、本醸造というのはアミノ酸液を使わない、そして混合醸造と

いうのは、アミノ酸液を使うのですが、生揚げの前に使って十分に発酵

させるものです。混合方式というのは生揚げとアミノ酸液を混ぜて発酵

期間は極めて短い──当然、生揚げの前にしょうゆとして発酵するわけ

ですが、生揚げの後の発酵期間はほとんどないという、この３種類に整

理させていただい方がすっきりするのではないかということでございま

す。  

 ちなみに、今、ＪＡＳ品で本醸造、今、御審議いただいているので、

混合醸造とか混合方式という呼び方はないんですが、世の中にしょうゆ

というのは大体100万キロリットルぐらい販売されております。100万キ

ロリットルのうち、今、格付率が７０数％ですから、70万キロリットル

から80万キロリットルぐらいはＪＡＳマークが付いているわけでござい

ますが、そのＪＡＳマークの付いているものについて言いますと、81％

が本醸造方式、新式醸造方式のものが16％、アミノ酸液混合方式と呼ば

れるものが３％ということで、大体８割ぐらいが本醸造で、16％が新式

で、アミノ酸液混合方式は３％でございますが、この新式醸造がこれか

らは二手に分かれると。アミノ酸液を前後に入れるのか、入れないのか

によって二手に分かれるということでございます。  

 これが１つ目の改正点でございます。  

 ８ページでございます、商品には５種類ございます。  

 まず、②こいくちしょうゆ。こいくちしょうゆというのは、大体しょ

うゆの83％を占める、 も一般的なしょうゆでございます。改正案は、

これは言葉の整理でございますが、「しょうゆのうち、大豆にほぼ等量

の麦を加えたもの又はこれに米等の穀類を加えたものをしょうゆこうじ

の原料とするものをいう。」としています。こいくちしょうゆというの

は、大豆と麦とを等量の原料としている、これがこいくちしょうゆで

す。  

 ③うすくちしょうゆ。これは関西でよく使われている色の淡いもので

ございますが、「しょうゆのうち、大豆にほぼ等量の麦」、これはこい

くちと一緒なんですが、「又はこれに米等の穀類もしくは小麦グルテン

を加えたものをしょうゆこうじの原料とし、かつ、もろみは米を蒸し、

若しくは膨化したもの又はこれをこうじ菌により糖化したものを加えた



もの又は加えないものを使用するもので、製造工程において色沢の濃化

を抑制したものをいう。」としています。  

 したがって、食塩を大体１割ぐらい多く使いまして、発酵を抑制する

ことによって色が濃くなるのを抑えているというのが、うすくちしょう

ゆで、全体の14％ぐらいございます。  

 今、色度計というしょうゆの色の濃さを見るものをお回ししますの

で、見ていただければ、こいくちやうすくちというのは色の濃さが一つ

の品質指標であることがわかります。それを判定する器具を回します。  

 ④たまりしょうゆ。これは、全体の1.5％ぐらいでございます。これ

は中部地方で、とろみがあって、濃厚なうまみがあるというお刺身用な

どとして使われているものでございますが、これは「しょうゆのうち、

大豆若しくは大豆に少量の麦を加えたもの又はこれに米等の穀類を加え

たものをしょうゆこうじの原料とするものをいう」。つまり、大豆と小

麦の量というのは大豆が圧倒的に多くて麦が少ないというのが、たまり

しょうゆのつくり方、原料の構成でありまして、大豆が主原料で麦がサ

ブであるということでございます。  

 ⑤さいしこみしょうゆ。これは全体の0.7％ぐらいでございまして、

山口から山陰、九州でつくられて販売されているしょうゆで、「しょう

ゆのうち、大豆にほぼ等量の麦を加えたもの」、原料は大豆と麦はほぼ

等量でございますが、「又は米等の穀類を加えたものをしょうゆこうじ

の原料とし、かつ、もろみは食塩水の代わりに生揚げを加えたものを使

用する」としています。違いは、カラーのもので見ていただきますと、

例えば本醸造で見ていただきますと、大豆や小麦にこうじをつくりまし

て、そこに食塩水を入れる。これがしょうゆのつくり方ですが、さいし

こみしょうゆでは、食塩の代わりに他の生のおしょうゆを持ってくる。

おしょうゆというのは、当然、食塩分がいっぱい入っていますので、そ

ういう生しょうゆで仕込むというのがさいしこみでございまして、この

食塩のところに生しょうゆと入るのが、さいしこみしょうゆでございま

す。  

 ⑥しろしょうゆ。これは全体の0.8％ぐらいでして、もっぱら愛知県

でつくられているもので、うすくちより、もっと色が白いといいます

か、まさにしろしょうゆでありまして、関西のうすくちよりももっと色

が薄いものでございます。「しょうゆのうち、少量の大豆に麦を加えた

もの又はこれに小麦グルテンを加えたものをしょうゆこうじの原料と

し、かつ、製造工程において色沢の濃化を強く抑制したものをいう」と

なっております。原料は麦が中心でありまして、少量の大豆ということ

で、麦の方にウエイトがある、これがしろしょうゆでございます。  

 以上、中身的には文章の修文はしてございますが、今回、特段に大き



く改正したということではございません。  

 次に、⑦としてアミノ酸液等の使用割合を今回追加させていただきま

した。  

 「原料として使用したアミノ酸液、酵素分解調味液及び発酵分解調味

液の全窒素の製品の全窒素に対する割合をいう。」といたしました。先

ほど本醸造以外はアミノ酸液を使っているということを説明したのです

が、アミノ酸液の代わりに窒素分といいますか、発酵の材料として酵素

分解調味液という呼び名のものを使う場合とか、発酵分解調味液という

呼び名のものを使うという場合もございます。  

 ちょっと７ページに戻っていただいて、改正案の２にアミノ酸液とい

うのは「大豆等の植物性たん白質を酸により処理したものをいう」、こ

れがアミノ酸液で、つまり大豆を酸により分解したものがアミノ酸液で

ございます。  

 その次に、酵素分解調味液というのは「大豆等の植物性たん白質をた

ん白分解酵素により処理したものをいう。」として、酸ではなく、酵素

よって分解したものを酵素分解調味液と規定しております。  

 次に、発酵分解調味液は、大豆ではなく「小麦グルテンを発酵させ、

分解したものをいう。」としております。  

 ９ページに戻っていただいて、こういうものにつきましては、どれだ

け使ったかということを明確にするために、その全窒素、つまり窒素分

の量を考慮し、おしょうゆ全体の全窒素に対して、アミノ酸液とか酵素

分解調味液などの全窒素分がどの程度かという使用割合を明確にすると

いうことでございます。  

 改正理由は、新式醸造方式とアミノ酸液混合方式の区分を整理して、

混合醸造及び混合方式と改める。アミノ酸液を生揚げの前に使って十分

発酵するのを混合醸造方式、生揚げの後に入れるのを混合方式とすると

いうことです。  

 さいしこみしょうゆの規格に新たに加えた「アミノ酸液等の使用割

合」。さいしこみしょうゆは、先ほど言いましたように、生のおしょう

ゆで仕込むというのが特徴でございますので、どうしても他の生しょう

ゆが入ってきますので、どれだけアミノ酸を使ったかというのを明確に

するために、アミノ酸液の使用割合を入れたということでございます。  

 ３、醸造方法。  

 醸造方式の場合に、特級、上級、標準というのが現行の等級でござい

ます。特級、上級、標準というのは、いろいろ全窒素の割合で決まって

くるわけでございますが、こいくち、うすくち、たまり、しろしょう

ゆ、このしょうゆ５つのうち４つについては、特級は「本醸造によるも

の」に限るということが１つでございます。  



 次に10ページ、さいしこみしょうゆ。さいしこみの場合は「本醸造方

式又は混合醸造方式によるものであること。」としています。さいしこ

みにつきましては、混合醸造方式のものも特級に認めるということでご

ざいます。この理由は先ほど申しましたように、さいしこみしょうゆと

いうのは、他の４つのしょうゆと違いまして、もろみを食塩水ではな

く、しょうゆの原料の生揚げを用いてつくって発酵・熟成させたもので

すが、この際、この生揚げにアミノ酸液等を使っているものを使う場合

もあります。それをさらに発酵させるということで、ある意味で２度発

酵しているようなものでございまして、食塩水の代わりに生しょうゆを

使って、それを使ってまた発酵させるということでございますので、う

まみ等につきましては、本醸造のみのものとそう劣らないということが

わかってございますので、この場合さいしこみに限りましては、混合醸

造のものも特級を認めるということにさせていただくということでござ

います。  

 ４、性状でございます。  

 これは従来、右側のように短い文章で、特級、上級、標準と書いてあ

ったのですが、さらに明確に具体化をして書いたということでございま

して、同じく、こいくちしょうゆ、11ページにはうすくちしょうゆ、た

まりしょうゆ、さいしこみしょうゆ、しろしょうゆとございます。  

 ５、その他品質項目。  

 従来アルコール分というのが、こいくちしょうゆとうすくちしょうゆ

に品質項目としてあったのですが、従来は特級はこいくちしょうゆにあ

っては0.8％、うすくちしょうゆについては0.7％とあったのですが、ア

ルコールというのは当然発酵によってできるのですが、アルコールとい

うのは添加することもできますので、添加したアルコールだとか、本来

の発酵でできたアルコールなのかわかりませんので、ここで品質項目と

して挙げること自身は、はっきり言って無意味であるということで、今

回は落とさせていただいたということでございます。  

 ②アミノ酸液等の使用割合。  

 これはさいしこみしょうゆに限るわけでございますが、さいしこみし

ょうゆだけ特級に混合醸造のものを認める。つまり混合醸造のものとい

うのは、アミノ酸液を使ったものも認める。それは食塩のかわりに生揚

げを使っているからだということなのですが、そのためにそれが余り野

放図にというわけにいきませんので、全窒素の割合で20％までという縛

りをかけさせていただくということでございます。  

 ６、食品添加物以外の原材料。  

 一般的な原材料でありますが、従来は右側のように、原材料がリスト

化されていませんでした。何を使ってもいいということでございました



が、ＪＡＳの見直し基準で原材料の増量材的使用の制限とか、まがいも

のの防止ということで、できるだけポジティブリスト化するということ

が方針でございますので、今回ポジティブリスト化させていただきまし

た。  

 大豆、小麦、大麦及びはだか麦、米、はとむぎ、小麦グルテン、食

塩、そして本醸造以外に使う場合のアミノ酸液、酵素分解調味液、発酵

分解調味液、砂糖類、アルコール、焼酎及び清酒、米発酵調味料、醸造

酢、みりんでございます。この10のものがポジティブリスト化した原材

料ということでございます。  

 次のしろしょうゆには８つでございます。  

 こいくちしょうゆの３番と４番、米とはとむぎがありません。しろし

ょうゆには米とはとむぎを使っている実態がないので、米とはとむぎを

除いた以外は一緒でございます。  

 これは15ページの下に書いていますように、改正理由は「使用できる

食品添加物以外の原材料を明確化した」ものでございます。  

 16ページ、７、食品添加物。  

 添加物を従来は、現行は全くリスト化されていませんでした。食品衛

生法で許されるものは全部使えるということでございましたが、ＪＡＳ

につきましては、食品衛生法でゆるされるものであったとしても、でき

るだけ 少化しようということでございますので、実態等を勘案して

少化させていただいた。  

 甘味料、着色料、保存料、増粘安定剤、酸化防止剤、酸味料、調味

料、核酸、有機酸、無機酸、製造用剤、日持向上剤ということでござい

ます。  

 その中で17ページの８、Ｄ－ソルビトールに波線が引いてございます

が、これもパブリックコメントで現行のＪＡＳ品にＤ－ソルビトールを

使っている実態があるということで、それが少なからずあるということ

がわかりましたので、今回、Ｄ－ソルビトールを抜かすということは製

造実態に合わないということで、Ｄ－ソルビトールを入れさせていただ

いた。パブリックコメントを踏まえて追加させていただいたということ

でございます。  

 うすくちしょうゆ、しろしょうゆにつきましても同様でございまし

て、Ｄ－ソルビトールを追加させていただいております。  

 19ページのたまりしょうゆについても同様でございます。  

 20ページの下に改正理由は、従来全く食品衛生法上使えるものはすべ

て使えるということだったのですが、ＪＡＳ品につきましては、今後は

このリストにあるものに限定をするということで、 少化をさせていた

だくということでございます。  



 21、22ページはカラーのもののコピーでございます。  

 本体の方はほとんど今説明しましたが、24ページを開けていただきま

すと、特級、上級、標準というのはどこが違うかというと、いろいろ官

能検査等でも違うんですが、特に数値的に違うところといいますと、今

回は変えているわけでございませんが、第３条の下の方でございます

が、「新」の方は「略」でございますので従来と一緒ですが、全窒素

分、これが特級が1.5％、上級は1.35、標準が1.2。窒素分、要するにア

ミノ酸ですね。これはおしょうゆの「うまみ」に関係があるということ

でございまして、これが1.5、1.35、1.2とランク付けがある。  

 それから無塩可溶性固形が16、14、そして標準は特に基準はなしとい

うことで、これはおしょうゆの「こく」に関係があるという指標でござ

います。  

 次に28ページの右側の下の２、使用する原材料はＪＡＳ品でないとだ

めだということでございますが、これは見直し基準に沿って、 終がＪ

ＡＳ品であればいいと。途中段階はＪＡＳの原材料でなくてもいいとい

うことで、その方針に沿って削らせていただきました。  

 規格の説明は以上でございまして、38ページ、パブリックコメントが

たくさん来ております。  

 全部で54件来ておりますので、簡単に事務局の方で考えている回答を

申し上げたいと思います。54件の中には、類似のこともございます。全

部は40ページ以降に全文を掲げてございますが、それを事務局の方でま

とめさせていただいて、全部で16のカテゴリーにまとめさせていただき

ました。  

 まず（２）のアの１つ目ですが、しょうゆの製造方式の呼称を変更す

る必要はない。あえて変更する場合には、製造方式の呼称の区分は不

要、または本醸造とそれ以外の２区分でいいということでございます。

これにつきましては、今、御説明したような趣旨で明確に３区分、アミ

ノ酸液を使っていない本醸造、生揚げの前にアミノ酸液を使って十分発

酵させる方法、そして混合方式と、この３つに今回明確に整理させてい

ただいたわけでありますが、しょうゆの製造方式というのは一括表示欄

の名称にも関係する、消費者の選択のための重要な要素でございまし

て、それを従来、少し紛らわしいところがございましたものですから、

今回整理させていただいたということで、従来の紛らわしいところを変

えたということで、呼称を変更する必要はないというふうに当方は考え

てございませんし、合理的に３つに分けさせていただいたということで

ございます。  

 ２つ目、本醸造のうち、人工的に温度を調節して製造したものは、

「本醸造（温度調整醸造）」等とすべき。さらに詳しく、発酵ですか



ら、いろいろ自然の温度でやったり、加温したりといろいろするわけで

ございますが、そこまで書きますと、世の中1,309社のおしょうゆ屋さ

んがありますものですから、なかなかそこまでは無理かなと思っており

まして、これは逆に消費者を混乱させると思いますので、今回はそこま

ではというふうに思ってございます。  

 ３つ目でございますが、次の原材料を追加してほしいと。例えば、た

ん白加水分解物とか、酵母エキスとかデキストリン、還元水飴及び還元

麦芽糖水飴、糖みつ。これは従来リスト化されていないものにつきまし

ては、今回10項目の原材料としてリスト化したわけでございますが、ま

がいもの防止等で、できるだけポジティブリスト化するということでご

ざいますが、業界の調査等では、この挙げられた５つについては特段使

用実態がありませんものですから、あえてリスト化する必要はないとい

うふうに思ってございます。  

 ４番目でございますが、原材料を植物由来のものに限定すべきという

ことでございます。しょうゆというのは、本来、この御意見については

全く同感でございます。しょうゆは本来植物由来である大豆と小麦から

つくられるものであって、魚醤とか、そういうものとは違うということ

でございますが。この考え方は、従来、この規格や表示に一貫して流れ

ているものでございますものですから、今回、あえて特段その考えは変

わってございませんので、あえて植物由来のものに限定するという規定

の明記は必要ではないのではないかと思ってございます。当然、我々も

しょうゆというのは植物由来のものと考えてございます。  

 ５つ目でございますが、大豆には脱脂加工大豆が含まれることを明記

すべき。これは、この御意見を踏まえて、今回明記させていただきまし

た。これは現行のＪＡＳ規格では、表示の基準というのはＪＡＳ規格の

中にありました。ただ、表示の基準というのは、加工食品の表示の基準

とか、しょうゆの表示の基準とか、そちらの方に全部譲るということで

ＪＡＳ規格から分離しました。従来のＪＡＳ規格に表示の基準があっ

て、そこには表示の場合は大豆の場合は、丸大豆の場合は大豆、脱脂し

た場合は脱脂加工大豆と書きなさいという規定があり、当然、脱脂加工

大豆が使えるようにおのずとわかるように書いてあったんですが、今回

表示の基準を落としたものですから、脱脂加工大豆はどこにも出てこな

い。でも、当然のことながら脱脂加工大豆は使われているのですが、表

示の基準を落としたため、それがわからなくなったので、脱脂加工大豆

というのをわかるように「大豆（脱脂加工大豆）」とするということ

で、明確化させていただいたということでございまして、従来の取り扱

いとの変更は一切ございません。パブリックコメントの御意見を踏まえ

て、よりわかりやすいようにさせていただくということでございます。  



 ６つ目でございますが、砂糖類は糖類として規定した方が適当。この

場合はいろいろな御意見がございます。加工食品の表示基準の方で、そ

ういう「砂糖類」という用語で統一させていただいているものですか

ら、これは横並びでそのように言葉として使わせていただくということ

でございまして、他意はございません。  

 ７番、ＪＡＳ格付を受けないものは原材料や添加物は何を使ってもい

いのかということでございますが、ＪＡＳ規格を受けずにしょうゆと表

示して一般消費者に販売する場合、原材料については、しょうゆ品質表

示基準に従い、大豆を主原料とし、その植物由来の原料に限定し、しょ

うゆ本来の性質を変えない手法であれば何でもいいということです。つ

まり、おしょうゆというのは植物由来というのが基本的な考え方にあり

ますから、植物由来以外のものを使うと、これは当然だめなんですが、

植物由来のものであればＪＡＳ規格では10項目、原材料をポジティブリ

スト化していますが、ＪＡＳ格付を受けないものは、それ以外の植物由

来の原料を使用しても構わない。同様に添加物につきましても、ＪＡＳ

規格では今回ポジティブリスト化しましたが、ＪＡＳ格付以外のものは

食品衛生法に定められているものなら、何でもいいということでござい

ます。つまり、ＪＡＳ品というのは、原材料が明確に10なら10、８つな

ら８つということで、まがいものが入っていない。食品衛生法をさらに

スリム化して添加物がポジティブリスト化されているというメリットが

あると思っております。  

 ８番目でございますが、次の原材料を追加して認めてほしい。これ

は、製造用剤としてＤ－ソルビトール、いわゆる添加物ですね。甘味料

としてアセスルファムカリウム、酸味料としてＤＬ－リンゴ酸及びフマ

ル酸、調味料としてＬ－アスパラギン酸ナトリウムほかでございます

が、このうちＤ－ソルビトールにつきましては、今回この御意見を踏ま

えて入れさせていただきました。部会のときには入っていなかったんで

すが。再度、使用実態等を確認しまして、現行のＪＡＳ品において少な

からずＤ－ソルビトールを使っておられるし、それが俗に言うキャリー

オーバーにならないということでございますので、これはＤ－ソルビト

ールを入れないと実態から乖離するということで、Ｄ－ソルビトールを

追加させていただきたいと思います。  

 それから、それ以外のものにつきましては、わずかに使っているとこ

ろもあるわけですが、このアセスルファムカリウムというのは１工場で

ございますし、ＤＬ－リンゴ酸も１工場でございますし、その他のもの

も１工場ないし数工場ということで、添加物をなるたけ少なくするとい

うことを考えると、他の代替の添加物もあるわけでございますので、そ

ちらの方に代えていただき、添加物をできるだけ絞るということで、こ



れはＤ－ソルビトール以外のものにつきましては、今回、このパブリッ

クコメントはありましたけれども、追加はいたしません。できるだけ添

加物は少ない方がいいということでございます。  

 次に９番目でございます。添加物のアイテム数に上限を設けるという

ことは適当でない、添加物に制限を設けないでほしいというものです。

これはＪＡＳの見直しの精神と全く違うことで、ＪＡＳの見直しでは、

できるだけ添加物は絞りたいということですので、この御意見は採用で

きないということでございます。  

 10番目でございますが、アルコールや調味料を混合しても本醸造とな

るのはおかしいということでございますが、しょうゆの製造において

は、大豆等を発酵させて絞った生揚げと大豆等を酸により分解したアミ

ノ酸液が重要な材料でございまして、今回、３つの醸造方式の名前につ

きましては、このアミノ酸液などを使うかどうかによって３つに分類さ

せていただいているわけでございますが、副原料というのは、全部で10

個の構成要素があるわけでして、アミノ酸液はそのうちの１つでござい

ますが、それ以外にたくさんの構成要素、原料があるわけでございます

が、それは当然アルコールや調味料もごくわずかに、補助的に使う場合

がございます。その場合も本醸造というふうに従来から呼んでおりまし

たので、今回は本醸造の中に、アルコールや調味料を混合するものも入

れるということでございます。  

 11番目でございます。大豆を使用しないものもしろしょうゆと認める

べき。これは新聞等で随分話題になったというふうに思いますが、部会

の方にも意見陳述ということで、会社の代表の方が陳述をしていただい

たということで、部会委員の皆さん方の前で公開で意見を言っていただ

いたということでございます。これは愛知県のしょうゆのメーカー、日

本中の1,309社の中で１社だけなんですが、大豆を使わないで麦だけで

しろしょうゆというか、ＪＡＳ上、しろしょうゆと呼べないんですが、

そういうものをおつくりになっているということでございます。しろし

ょうゆというのは、本来小麦が主流なんですが、当然、英語でいいます

とソイソースですから、大豆も当然わずかに入るわけですが、ここのメ

ーカーは全く使っておられない。これはあるいは大豆アレルギーの方に

対応ということで、大豆が入っていないしょうゆというのが欲しいとい

うニーズにこたえる一つだというふうに思います。  

 しかしながら、しろしょうゆの定義によって、大豆を必須原料から外

すという御意見でございましたけれども、しょうゆ全体の定義に非常に

影響するということで、慎重に検討する必要がございます。また、日本

が現在提案しているコーデックス規格で、日本からは、当然日本の文化

であるしょうゆを提案をしようということで、当然、それは英語名でソ



イソースでございまして、大豆を必須原料とすることを含めておりま

す。国内規格において、大豆を必須原料から外すということは、規格の

対象範囲の大幅な拡大につながる重大な変更であって、国際的にも日本

の主張が成り立たなくなってしまうということでございます。  

 今回のしょうゆのＪＡＳ規格見直しにおいては、しろしょうゆ及びし

ょうゆの定義における大豆の扱いの見直しについて、しょうゆの業界の

総意として意見がまとまっておりません。したがって、今回、大豆の必

須原料から大豆を外すということは見送らせていただきたいと思いま

す。ただし、しょうゆ業界においても大豆を必須原料としない製品をし

ょうゆの範疇に含めるかどうかについては、５年ごとにＪＡＳの見直し

をしますので、次の５年後の規格見直しに向けた検討を近々に開始し、

それには千数百社というメーカーがありますので、コンセンサスをとる

のに相当時間がかかりますのが、時間をかけて業界内の意見調整をして

いくということで、意見はまとまっております。行政側としても、今後

しょうゆをいかなる範疇でとらえていくのか、生産者や実需者、消費者

の広範な御意見を聞きながら合意形成に努めてまいりたいということ

で、今回は大豆を必須原料から外すというのは見送らせていただきたい

のですが、５年後の見直しに向けて業界ともども考えてまいりたいとい

うふうに思います。  

 次に12点目でございますが、たまりしょうゆでは、米等の穀類を少量

使用したものとすべきであるというものです。この「少量」にこの御意

見は意味があると思うのですが、すなわち米等は当然少量であるので

「少量」と書きなさいということなのですが、これは当然メインの原料

は大豆と小麦とございますので、米は当然補助的な少量という意味で、

我々はこの規格を書いてございますので、当然、少量ということで全く

考え方は同じなのですが、少量というのは自明の理であり、あえて「少

量」と書くのは不要であろうというふうに思ってございます。  

 13番、発酵分解調味液及び酵素分解調味液の定義を決めるべきという

もの。また、この調味液ではなくて、粉体使用も考えられるので、語尾

を「調味料」とし、「発酵分解調味料」というふうにしたらどうかとい

う御意見がありました。これにつきましては、前者は 初に説明した定

義の中に、酵素分解調味液というのは、大豆等の植物性のたん白をたん

白分解酵素で処理したものだということが規定されております。また、

発酵分解調味液は、小麦グルテンを発酵させて分解したものをいうと定

義しておりますので、これで定義については十分かなと思います。  

 それからもう一つの「調味液」ではなく、粉体利用を考えて「調味

料」とすべきであるということですが、これは普通は添加物というよう

な扱いではなく、おしょうゆの発酵の材料として大豆や小麦と同じよう



に、アミノ酸液で発酵するとか、混合して窒素分になるという主原料で

ございますので、当然粉体利用というよりも、液体でどぼっと入れるこ

とになります。例えばさいしこみの特級でも20％以内というぐらい、

何％、何十％という単位で入れるということですから、粉体利用という

ことはまず考えられないので、これは液体のままにさせていただくとい

うことでございます。  

 14番、アミノ酸液の使用割合の算定方式を定義すべきということ。こ

れは先ほど言いましたようにこれは定義しておりまして、アミノ酸液の

全窒素の製品の全窒素に対する割合ということで、明確になっていると

いうふうに考えております。  

 15番、さいしこみしょうゆ以外のしょうゆにおいても、アミノ酸液を

使用したものに特級を認めるべきということ。さいしこみだけは生しょ

うゆで仕込むわけでございますので、その中に仕込む生しょうゆにアミ

ノ酸液を使ったものもあるわけでして、しかもある意味で２度仕込むと

いうことになりますので、品質も非常に特級にふさわしいものだという

ふうに思っているものですから、特級にアミノ酸液が20％以内のものは

認めたわけです。しかし、それ以外のものにつきましては食塩水で仕込

むものですし、やはり特級と品質に差があるわけでございますので、そ

れ以外のものは本醸造のみ特級ということにさせていただきたいと思い

ます。  

 16番ですが、しょうゆのＪＡＳ規格は役割を終えたと考えられるため

廃止してよいというもの。これにつきましては、私どもはそうは思って

ございませんでして、７０数％というＪＡＳの格付があって、それによ

って特級、上級、標準によって明確にその基準が決まっておりますの

で、十分消費者の商品選択のお役に立てるのではないかというふうに思

ってございます。  

 39ページの下のＷＴＯ通報による海外からの御意見はございませんで

した。  

 以上でございます。  

 続けて資料３の品質表示基準に移らせていただきます。  

 89ページでございますが、改正点は３つでございますが、１番目と２

番目はほとんど今説明したようなものと、定義における製造方式におい

て「新式醸造方式」及び「アミノ酸液混合方式等」をそれぞれ「混合醸

造方式」及び「混合方式」に変更する。名称の表示方法を「こいくちし

ょうゆ（混合醸造）」に変えるということ。それから表示禁止事項にお

いて、しょうゆの日本農林規格における表示基準の引用部分等を別表に

規定することでございます。  

 この３番につきましては、表示禁止事項の扱いが非常にわかりにくく



従来のしょうゆの表示基準には書かれてございましたので、これを整理

をしたいということでございます。  

 この（１）につきましては、全く今御説明したようなことで省かせて

いただきます。  

 （２）でございますが、91ページを御覧いただきたいんですが、従来

の醸造方式の呼び方が変わってございますが、今回の方式でいいますと

左側の第３条の（１）名称、ア、こいくちしょうゆであって、本醸造方

式によるものは「こいくちしょうゆ（本醸造）」これは従来と変わりま

せん。混合醸造方式──生揚げの前にアミノ酸液を使って発酵させるも

のにつきましては「こいくちしょうゆ（混合醸造）」。生揚げの後にア

ミノ酸液を入れるものにつきましては、「こいくちしょうゆ（混

合）」。これからの表示はこの３種類、うすくちしょうゆ、たまりしょ

うゆ、さいしこみ、しろしょうゆも同じでございますが、「（本醸

造）」「（混合醸造）」「（混合）」ということで、消費者の目安にし

ていただくことになります。  

 本醸造というのはアミノ酸液を使っていないもの、混合醸造というの

はアミノ酸液は使っているけれども、生揚げの前に入れてさらに発酵し

ているもの、混合というのは生揚げの後に入れて余り発酵していないも

の、こういうことでございます。  

 93ページ、表示禁止事項──極めてこれは役人的な官報告示でござい

ますが──書いてございまして、わかりにくいことになってございま

す。右側が従来のもの、左側が新規のものですが、新規のもので説明さ

せていただきますと、１番が略。「略」というのは、右側の「特級」

「上級」「標準」のこと。「特級」「上級」「標準」というのは、ＪＡ

Ｓ規格の言葉でございますから、ＪＡＳ以外のものには使えません。こ

れは明確です。それ以外の「特選」「特製」とか「特吟」「上選」「吟

上」「優選」「優良」、これも従来から決めていた言葉です。  

 今回新たに決めたのは「超特選」や（３）の「濃厚」であります。特

選の上に「超」とつけたものが実態として出回っておりまして、これは

従来しょうゆ協会の内規で決めておられたということを、内規ではなく

ＪＡＳの表示基準として表座敷で明確にしたということです。「濃厚」

につきましても同じであります。  

 その他にも多くありまして、わかりにくいので例示で説明させていた

だきますが、「超特選」というのは、従来は業界での独自の決まりとい

うことだったんですが、この別表１で見ていただきますと、「超特選」

という用語を使っていいというのは、区分として「こいくちしょうゆ又

はたまりしょうゆのうち、特級のものであって、全窒素分が特級の基準

の数値に1.2を乗じて得た数値以上であるもの」となっております。全



窒素というのはうまみでございますので、特級のさらに1.2倍うまみが

多いというのが、「超特選」の用語を表示してもよいという条件という

ことになります。  

 それから、次の94ページ、これは従来からＪＡＳ規格にあったんです

が、「特選」というのは、左側にありますように1.1倍、すなわち１割

増し。従来から１割増しはあったんですが、今回その上に業界でお使い

になっているもう１割上積みすれば「超」がつくということで、「超特

選」というのを明確化させていただいたわけです。  

 それから「濃厚」につきましても、真ん中からちょっと下に「濃厚」

と右側にありますが、「こいくちしょうゆ、たまりしょうゆ又はさいし

こみしょうゆのうち、全窒素分が特級の基準の数値に1.2を乗じて得た

数値以上であるもの」となっております。これも窒素分が1.2倍あるも

のは「濃厚」と言っても構わないということです。そういう意味では

「濃厚」というのは、特級のものの基準のさらに1.2倍あるものだとい

うことでございます。  

 こういう言葉を明確化させていただいたということであります。  

 93ページの（６）に行きまして、「純」とか「純正」とか「生

（き）」とか「生（なま）」とか「生引き（きびき）」とか、こういう

言葉が後で出ます。こういう言葉を使っていいのは、その行の次にあり

ますように、本醸造方式よるものであって、酵素によって醸造を促進し

たものでなく、かつ添加物を使用していないものだというのが「純」と

か生（き）」とか「生（なま）」と言っていいということでございま

す。これは従来から決まっていたものがあるわけでございます。  

 今回、６の一番 後に波線があって、「たまりしょうゆの本醸造方式

によるものについて「生引き」の用語を除く」とありますが、「生引

き」という言葉をたまりしょうゆについて歴史的に使われていたという

経緯がございまして、たまりしょうゆについて歴史的に使われていたの

は、当然、本醸造であって、そして従来はＪＡＳの格付を受けた特級の

ものであるという両方のしばり、特級という第三者確認を受けたもので

あって、かつ本醸造であるという２つの縛りを受けていたんですが、Ｊ

ＡＳの格付を受けないと「生引き」と言えないというのもどうかという

ことで、パブリックコメントでも御意見がありましたので、今回、その

御意見に従い、たまりしょうゆについては本醸造方式、ＪＡＳの格付を

受ける、受けないにかかわらず、本醸造方式のものであれば「生引き」

とは言えるということにさせていただいたということでございます。  

 パブリックコメントは95ページでございますが、５件。  

 １件目は、しょうゆの製造方式の呼称を変更する必要はない。これは

先ほどの質問と一緒であります。  



 ２点目は、温度調節醸造と書かせるべきであるということですが、こ

れもそこまでは不要と考えられます。  

 ３つ目は、大豆を使用しないものもしろしょうゆとして認めるべきで

ある。これもお気持ちはわかるんですが、今後の宿題とさせていただき

ます。  

 ４つ目、これが先ほどのパブリックコメントを踏まえて変えたという

ことですが、たまりしょうゆにおいて、本醸造方式によるものは特級の

格付を受けなくても「生引き」の用語を使用できるようにしてほしいと

の意見です。たまりしょうゆに限って、業界では歴史的に一般的に本醸

造であるということが一つの要件、そしてＪＡＳ特級であること、この

２つの要件で「生引き」という用語を使用してきた経緯があります。し

たがって、部会ではその経緯を踏まえて本醸造であること、そしてＪＡ

Ｓ特級であるということ、これに限って「生引き」を使えるということ

にしておりました。しかし、ＪＡＳ特級を受ける、受けないにかかわら

ず「生引き」と言いたいということでございますので、さらに検討して

みますと、「生（き）」とか「生（なま）」ということは、ＪＡＳの格

付と関係なく、従来から使えるということにしており、その横並びもあ

りまして、今回、「生引き」につきましては、本醸造であることは要件

に必要でありますが、ＪＡＳの格付が必要ということは要件から外すと

いうことで、このパブリックコメントの御意見を踏まえて、先ほどのよ

うにさせていただいたということでございます。  

 後に５つ目、遺伝子組換えであるかどうかを表示すべき。これは別

途、遺伝子組換えについては、遺伝子組換えの表示基準で定まっており

ますが、おしょうゆにつきましては、長期の発酵を経るもので、組み換

えられたＤＮＡ、またそれによって生じたたん白質が残存してないとい

うことで、現時点では30品目のリストには上がっていないということで

ございます。  

 以上でございます。  

○沖谷会長 ありがとうございました。  

 この件につきましては、部会が開かれております。その検討内容につ

きましては○○委員が部会長を務められましたので、○○委員から御報

告をお願いします。  

○○委員 それでは報告いたします。  

 平成15年10月16日に、調査会委員４名、専門委員13名により、農林物

資規格調査会部会が開催されました。この部会には、規格基準の作成に

際しまして、内外関係者の意見を聴取する機会を設けるため、アクショ

ンプログラムの骨格に基づき公示しましたところ、出席を希望された方

が13名。また、しょうゆのＪＡＳ規格の見直し及びしょうゆ品質表示基



準の改正について意見を述べることを希望された方が１名おりました。  

 この陳述の内容でございますが、要するに必須原料の大豆を使用せず

に、今、御説明ありましたように、小麦のみで製造したものを「しょう

ゆ」さらに「しろしょうゆ」として認めてもらいたい。また、必須原料

を大豆とせず、小麦のみもしょうゆに認めてほしいというような、今御

説明いただきました内容でございます。  

 また、しょうゆのＪＡＳ規格及び品質表示基準につきまして質疑があ

りました。その内容としましては、今日も御説明いただきましたが、図

表で本醸造が小麦だけでも製造できるように見えるがいかがかと。ま

た、魚を使った魚醤という名称が使用できなくなるということかと。そ

れからしょうゆの定義の中の大豆の中には脱脂大豆も含まれていると考

えてよいかなどの質問が出されました。  

 こういうことで、事務局から小麦だけで製造したものをしょうゆと認

めるべきという意見に対しましては、しょうゆの定義には大豆が必須原

料になっている。小麦だけではしょうゆとは言えない。また、図表につ

いても同様であるということで、今日、御説明いただきましたコーデッ

クス等の説明をいただきました。業界ではこのことを５年後に向けてさ

らに検討していくということ、それも踏まえまして、現在は原案どおり

進めていこうということになっております。  

 また、２番目の魚醤につきましては、動物性原料である魚を使用して

おり、しょうゆの定義には含まれませんという、また、しょうゆ以外の

ものである加工食品、品質表示基準に基づく表示を行うこととなり、

「魚醤」と表示することは可能であると。しかし、当然「しょうゆ」と

表示はできませんよというようなことの説明を受けております。  

 また、３番目の大豆の中には脱脂加工大豆も含まれるかということに

つきましては、今日ここでも御説明いただきましたように、含むという

内容になっております。  

 以上のような多数質問が出ましたが、概ねそういうような中で質疑・

応答を踏まえまして検討いたしました結果、意見口述された要望につき

ましての５年後の見直しに向け、さらに業界等で検討してもらうことと

しました。それから調査会には原案どおり改正するという審議結果で報

告するというような結果になっております。  

 以上でございます。  

○沖谷会長 ありがとうございました。  

 それでは、ただ今の事務局の説明と部会の検討内容の報告につきまし

て、御質問、御意見をお伺いいたします。  

○○委員 小さいことですけれども、資料２の14ページのアミノ酸液の

使用割合20％以下、これは質問ですけれども、アミノ酸由来の全窒素割



合、つまりアミノ酸由来のたん白は、醸造過程でできてくるたん白と識

別できるのですか。  

 それから資料３の表示基準の方で、91ページ。こういうふうに名称が

変わってくると、例えば名称が「こいくちしょうゆ（混合醸造）」「う

すくちしょうゆ（混合醸造）」。具体的に消費者の皆さんが御覧になる

ときには、本醸造、混合醸造、単なる混合というふうな形になってしま

うようなので、私としては、もとにあった「アミノ酸液混合」という言

葉を残しておいた方がわかりやすくていいのではないかというふうな感

じがするんですが。その辺、どうしてアミノ酸混合液が落ちたのかとい

う質問です。  

 ３つ目は、今いろいろな強調表示に類する「超特選」「特選」等々

が、この表示は許されるわけですね、今の御説明では。  

○川村上席表示・規格専門官 はい、条件付きで。  

○○委員 だから、やはり表示というのは、消費者の皆さんの選択の基

準ということなのでしょうから、こんなたくさん基準があると、やっぱ

り混乱するのではないかという気がするので、今回で時間的に無理なら

やむを得ないとしても、少し私は整理をした方がいいのではないかと、

こんな思いがしています。  

 以上、３点です。  

○川村上席表示・規格専門官 初の添加したアミノ酸液のアミノ酸

か、大豆や小麦のアミノ酸かというのはわかるかというと、それはわか

りません。識別はつきません。ＪＡＳですから、当然第三者の登録認定

機関が配合割合等を監査しますので、配合割合で20％以内ということを

確認いたします。  

○○委員 自分で計算するわけですね。  

○川村上席表示・規格専門官 分析では無理です。  

○○委員 はい、わかりました。  

○川村上席表示・規格専門官 それから、 後の方のいろいろな特例の

用語を使えるようにしているということでございますが、実態として

「超特選」とか「濃厚」とか「生引き」とか、「生（き）」とかいろい

ろ使われておりますので、それを制限するというよりも、我々としては

できるだけ、同じ使われているならルール化することが重要と考えてい

ます。ここでルール化しなければ、自由に業界の中でいろいろな考え方

で使われるので、我々としてはきちっとルールを定めた上で、1.2倍な

ら1.2倍とか、全く添加物が使わないものだけが「生（き）」や「生

（なま）」という方がいいのではないかということで、明確なルールの

もとに、そういう用語を使う場合は使っていだだくということにさせて

いただければと思います。  



 ２番目のお答えについては、担当の方から。  

○島崎表示・規格課課長補佐 今回の大きな改正で醸造方式の改正を行

いました。基本的に も紛らわしかったという点で、新式醸造の中に２

種類の方式があるということ。そこを何とか整理をしていきたいという

ところから議論が始まりまして、今回の結果に落ち着いたのですけれど

も、混合醸造方式の中には、ここで定義をしておりますアミノ酸液だけ

ではなくて、酵素分解調味液だとか、発酵分解調味液だとかいう用語

が、アミノ酸液のかわりに使われる可能性があります。  

 そうすると、アミノ酸液混合方式の現在の品質表示基準を見ていただ

いても、例えば品質表示基準の91ページの右側にも、「アミノ酸液」

「酵素処理液混合」など、かなり複雑な記載がされてあると思いますけ

れども、これをもう少しすっきりするという形と、それから原材料のと

ころで、これらに何が入っているかというのを一応識別できるという判

断から、今回のこの醸造方式の名前をさせていただいたということでご

ざいます。  

○沖谷会長 今の名前については、まだこれからずっと使われていく名

前なんですけれども、部会ではこういう形で出てきたんですけれども、

ほかの方はいかがですか。短くなったので、シンプルにはなったのです

けれども。  

○○委員 部会のときにはあまり気が付かなかったんですけれども、本

醸造というところで、今日も補助的に調味料を一部使っているという話

がありました。それからパブリックコメントの中にも、結構そういうこ

とが出ているんですが、この「補助的」というのはどの程度の量で使わ

れているのかちょっと教えていただきたいなと思います。消費者としま

しても、この「本醸造」という中では、補助的な原材料はほとんど使っ

ていないというイメージがありますものですから、その辺の御説明をい

ただきたいと思います。  

○島崎表示・規格課課長補佐 数字そのものが何％以内というのはすぐ

にはお答えできないのですが、非常にわずかな量だというふうに理解を

しております。  

 それから実際原材料の中には、もし使われていた場合はすべて記載が

してありますので、消費者の方が購入されるときは、一応判断ができる

というふうに考えております。もちろん、ここのパブリックコメントに

あったようなことについても、この間議論をしていきますけれども、現

在、「本醸造」の中にも使われて、それが消費者に受け入れられている

ものがあるということから、これらについての制限を行いませんでし

た。  

 なお、基本的にスーパー等で売っているのは、概ね「特級（本醸



造）」であるというところで、補助的なものは概ね入っていないものが

かなりあるということもお伝えできるかと思いますが。そこは、また原

材料表示で確認をお願いしたいというふうに思っております。  

○沖谷会長 特に名称は相当パブリックコメントでもそのままでいいと

いう意見が出ていたのですけれども。ずっと使うことになると思うんで

す、少なくとも５年間は。  

○○委員 消費者としては、確かに今度の方がわかりやすくなったとい

うふうに思いますけれども、パブリックコメントは長野県ですか、多か

ったですね。こんな必要はないと、たくさん来ていますよね。どうして

こんなに、それにこだわっているのでしょうか。やり方が前と後ろのア

ミノ酸の入れ方が違う、製造過程がすごく違ってきてしまったから、大

変だからこう言っているようでもないし、ずっと昔からあった名前だか

ら、ずっと続けたいという感じでしているんだろうと思うんですが、そ

こら辺をこれからどんなふうにしていくのでしょうか。これだけ多かっ

たらどんなふうにお考えになるのかなというのをちょっと心配にもなっ

てくるんですけれども。せっかく地方の方がこうしているということ

で。それが１つ。  

 それから、もう一つパブリックコメントの中で、使用できる原材料に

酵母エキスを追加してほしいというのが幾つもあったと思うんですけれ

ども、それを見たときに、私はすごく消費者も添加物は少なくしてほし

いというふうに思っていますので、それを抑えられることもあるし、小

さな面でも大きな面でも安全だということが確かめられているしという

こともあったので、まがいものの防止という感じもあったようなんです

が、どうしてこれが入らなかったのでしょうか。これからも使われてい

くような感じもするんですけれども、使っている人がいないわけです

か。ちょっとわからないのですけれども。  

○川村上席表示・規格専門官 まず 初の御質問、醸造方式の変更に反

対する意見が多かったというのは、先ほど言いましたように、世の中の

ＪＡＳ品はしっかりチェックをしているものですから、世の中の７割か

ら８割はＪＡＳ品でございますので、ＪＡＳ品でいいますと本醸造が

81％、それから新式醸造が16％、アミノ酸液混合方式は３％という比率

で世の中に商品としてあるわけでございますが、特に今回、新式醸造方

式が生揚げの前にアミノ酸を入れるか、後に入れるかによって２つに分

かれるということです。それが今回、混合醸造方式──先ほどのカラー

のコピーで言うと下のラインは、全体の大体３割ぐらいでして、どちら

かというと生揚げの後に入れられる方が多い。つまり従来のアミノ酸液

混合方式とあまり変わらないというのが大多数でございまして、そうす

ると「醸造」という文字が使えなくなるというのが、その理由として１



つあるのかなと思います。  

 つまり、今まで「新式醸造」といっていたのが、今回は「混合」と呼

ばざるを得ないということになります。「醸造」という文字は外れると

いうのはつらいというところがあるのかなという気がします。我々とし

ては、物事を発酵したものかどうかということを明確にするために、そ

こははっきりさせたいというふうに思ってございます。  

 それから２つ目は、酵母エキスにつきましては、酵母エキスを販売さ

れている方は、ぜひそれをしょうゆ業界も使ってほしいということがあ

るんですが、しょうゆ業界の方としては、ほとんど使っていないという

実態がございまして、使っていないものをあえてポジティブリストに入

れる必要はないだろうと思っております。  

 以上でございます。  

○○委員 わかりました。  

○沖谷会長 他にいかがですか。  

 言葉としては、混合醸造というのは混合してから醸造という、混合ア

ンド醸造ということだと思うんですよね。わかりやすいんですが、前の

新式醸造とアミノ酸液混合というのは極めて似ているんですけれども、

どこが違うかというのがよくわからなかったということがあって、確か

にしょうゆの説明をするときに、すごく僕らは困っていたんですけれど

も、製造実態というんですか。新しい技術というのはすばらしいとは思

うんですけれども、きちっとすぐ名称を見てわかりやすいというか、そ

ういう言葉の方がいいなというふうには、私自身は思いますけれども。

消費者は覚えていかなければならないですね。混合といったら、生揚げ

したものにアミノ酸液を混ぜるというか、もう発酵が終わったもの、別

途の方法で発酵したものですね。発酵というか、酵素を使って分解する

ものというか。  

○○委員 今のことに関連してなんですけれども、実際消費者が家庭用

として、普通購入するものと、それと業務用で使うものがあると思うん

ですけれども、たまたま私どももＰＢをもっていて、そのときの話で

は、私たちが話しているのはすべて特級なんですよというふうにお聞き

したものですから、通常こいくちということであれば、本醸造というふ

うなことでございますので、少しお聞きしたいのは、この格付をして、

本醸造は81％と今お聞きしたんですが、一般的に消費者向けみたいに流

通しているものと、業務用との割合みたいなのはどんなふうになってて

いるのでしょうか、わかればで結構ですが。  

○川村上席表示・規格専門官 全体で概ね日本でも国内のしょうゆの需

給は100万キロリットルでございますが、全体としては一般消費者用が

35％、どちらかというと外食とかいろいろな業務用が65％でございます



が、ただ、それは一般用を多く扱っている大手５社に限れば、一般用が

60％、業務用が40％ということで、大手に限れば消費者向けの一般用に

つくられています。中小のところは、どちらかというと業務用のものを

つくっておられるという構図でございます。  

○沖谷会長 他に御意見はございますか。  

 名称ばかりにこだわらず、ポジティブリストの点もありましたけれど

も。  

 よろしいですか。  

 御質問、御意見はこれまでということにしまして、しょうゆの農林規

格の改正案及びしょうゆの品質表示基準の改正案につきまして、原案ど

おり改正するということでいかがでしょうか。（「異議なし」の声あ

り）  

○沖谷会長 それでは、しょうゆの日本農林規格の改正案及びしょうゆ

品質表示基準の改正案につきましては、原案どおり改正することで報告

及び答申することにいたします。どうもありがとうございました。  

 それでは、次に議題の３、（１）アの（イ）の植物性たん白及び調味

植物性たん白の日本農林規格の改正案について、事務局から説明をお願

いします。  

○川村上席表示・規格専門官 資料４でございます。  

 117ページを開けていただきたいと思いますが、植物性たん白をつく

っている会社は16社でございます。小売り販売額の増減は５％というこ

とで若干増えてございます。複数の都道府県でつくられている。ＪＡＳ

マークが付いているのは63％ということで見直し基準にはメーカー数が

20社以下ということで引っかかりまして、廃止の是非を検討するという

ことで、まず廃止の是非を検討しました。しかしながら下の２のウにあ

りますように、製造業者が存続を希望しているとか、植物性たん白とい

うのは、非常に重要な食材でございますので、消費者の32％においても

規格の存続を希望しているということで、これは廃止するのではなく、

改正または確認をするということに戻りまして、今回改正をさせていた

だくということでございます。  

 116ページに戻っていただいて、結果は２つでございます。  

 （１）「調味粒状植物性たん白」及び「調味繊維状植物性たん白」の

規格を削除する。  

 （２）食品添加物の使用を必要 小限とする。  

 この２点がポイントでございます。  

 119ページ、定義、適用範囲でございますが、「この規格は、粉末状

植物性たん白、ペースト状植物性たん白、粒状植物性たん白及び繊維状

植物性たん白に適用する」ということにさせていただいて、従来ありま



した「調味粒状粒状植物性たん白及び調味繊維状植物性たん白」を削除

させていただく。この理由は、この２つにつきましては実態として製造

がないからということでございます。  

 先に148ページの参考資料を見ていただきたいんですが、植物性たん

白はいろいろなところに使われてございます。種類としては、粉末状の

もの、そしてペースト状のもの、粒状のもの、繊維状のもの、この４種

類がございます。それが乳化性の機能からソーセージに使われたり、吸

水、保水性の機能からハムに使われたり、結着性の機能から蒲鉾に使わ

れたり、食感改良のためにパンやめん類に使われたり、かみごたえのた

めにハンバーグに使われたり、あとは栄養強化のためにプロテインパウ

ダーに使われたりしています。それから幼児食用ということで、離乳食

みたいなものに使われたりということでございます。  

 全体としてこの４種類の植物性たん白がいろいろな場面に使われてい

るということを、まず御理解いただいてもとに戻りたいんですが、119

ページの定義の抜粋でございます。  

 「次に掲げるものをいう」ということで、これは現行と変わりませ

ん。「大豆等の採油」とありますが、要するに大豆を搾った後のそうい

うものを使ってたん白をとったものということでございます。  

 ２番として、「１に食用油脂、食塩、でん粉、品質改良剤、乳化剤、

酸化防止剤、着色料、香料、調味料等を加えたもの（調味料または香辛

料により調味したものであって、調味料及び香辛料の原材料に占める重

量の割合が３％以上のものを除く）であって植物たん白含有率が50％を

超えるもの」とあります。  

 要するに、１番というのがたん白だけというプレーンな植たん、２番

は、プレーンなものに食塩とかでん粉とか、品質改良剤、乳化剤とか着

色料とか添加物を入れたり、いろいろなものが若干入っているもの、こ

れが２番でございます。その２番の中の括弧書きで、「３％以上のもの

を除く」ということでございますが、次の120ページで、調味植物性た

ん白というのが出てきます。今回、これは調味植物性たん白の中に、そ

の形として粒状のものと繊維状のものと続くわけでございますが、これ

を全部削らせていただく。これは改正理由にありますように、生産実態

のない調味植物性たん白を実態がないから削るということでございます

が、調味植物性たん白とは何ぞやということは、従来の方の右側に書い

てございます。「植物性たん白を」云々で「調味料及び香辛料の重量の

割合が３％以上であり」とありますが、つまり調味植物性たん白という

のは、３％以上調味料が入っているのを「調味植物性たん白」というと

いうことで、この３％以上入っているものは我が国で製造実績がないと

いうことで、ここを削除させていただく。  



 そこで戻って、前の２番なんですが、３％以下ものはあります。調味

というほどではありませんが、調味料の入っているものはあるというこ

とで、だから３％以上のものを除くということでは、２番では2.9％以

下のものにつきましては、この２番で読むということで、１番は要する

にプレーンな植たん、２番は３％以下の調味をしたもの、ここまでが今

回のＪＡＳ規格の定義です。  

 120ページにありますように、３％以上のものはもうありませんか

ら、これは規格から外しましょうということにさせていただいたという

ことでございます。  

 次から４つの種類、粉末状、ペースト状、粒状、繊維状とあります

が、世の中に植物性たん白というのは、生産数量は大体６万トン強でご

ざいます。ＪＡＳが先ほどありましたように63％ですので、４万トン近

くＪＡＳの格付がございます。ＪＡＳの格付の方は検査でわかってござ

いますので、それでいいますとＪＡＳの付いている４万トン近くのう

ち、一番多いのが粉末状でございまして、全体の49％。そして２番目に

多いのが粒状で40％。３番目に多いのがペースト状で10％。繊維状のも

のはわずかに１％でございまして、おおむね粉末状と粒状が圧倒的多数

を占めているというのが実態でございます。  

 一番多い粉末状の話が120ページでございます。ＪＡＳでいうと49％

を占めているものでございますが、食品添加物以外の原材料を少し見直

しました。原材料につきましては、１～３は従来と一緒ということです

が、４番として、今回、油脂とか食塩、でん粉以外に砂糖類というのを

追加させていただく。この砂糖類というのは、甘味付けの意味の砂糖類

ではなくて、機能性を付与するという、砂糖類の中にオリゴ糖というの

がありますが、オリゴ糖を加えたいということで、そういうことに取り

組んでいる事業者もおられますので、調味の目的で砂糖類を加えるわけ

ではなく、機能性の意味でオリゴ糖を追加した植たんということもあり

得るということで、この砂糖類というのはオリゴ糖という意味で今回つ

け加えさせていただきました。  

 添加物ですが、できるだけ 小限にするということで、従来は品質改

良剤として「重合リン酸塩及びリン酸三ナトリウム」だったんですが、

これはリン酸塩の総称の名前でございますので、メタリン酸ナトリウム

のみを今回添加物として認めることとしています。  

 それから乳化剤につきましては、レシチンというのは総称でございま

すので、「植物レシチン、分別レシチン、酵素処理レシチン、酵素分解

レシチン」と分けて列記しています。新規につけ加えるのは、「グリセ

リン脂肪酸エステル」です。これは消泡剤、泡を消す目的で使われてい

る乳化剤でございます。これを追加させていただきたいということで



す。  

 121ページでございますが、「糊料」につきましては、従来は認めて

いたのですが、今回は認めないことにいたしました。  

 一括表示事項ですが、消費者が直接、植たんを買うことはまずないの

で、業務用ですので、ここでは表示事項が残ります。表示事項につきま

しては、従来、１から７まであったんですが、２番の植物性たん白含有

率の事項ですか、業者間の取引では当然、含有率はおわかりになってお

買いになると、仕入れられるということで、あえてここで入れる必要は

ないということでございます。また、賞味期限と品質保持期限の用語の

統一というのも図りました。  

 次の方の、下の表示方法につきましては、（２）の植物性たん白含有

率は削るということでございます。あと、１の方の名称につきまして

は、若干文言の整理をさせていただいたということであります。  

 （２）の原材料名につきましては、従来は右側にありますように、

「使用した原材料を、アからウまでの区分により」ということでござい

ますが、今回はア、イという２区分にした。これはどういうことかとい

いますと、次の122ページ、従来はアというのは主原料、これは脱脂大

豆とか小麦とかという植物性たん白の材料です。イとして主原料以外の

原材料で油脂とかということであります。ウとして、添加物です。アが

主原料で、イが副原材料で、ウが添加物という構成になっておったので

すが、材料はあえて主原料か副原料かというのは当然順番に多いもの順

に書くわけですから、おのずとわかるので、従来のアとイというのを分

けて書くというのではなく、もうアとイは合併して多いもの順に書くと

いうことにさせていただいたということでございます。  

 それから122ページの下の方、その他表示事項及びその表示の方法、

これは一括表示以外に書く表示でございまして、これは植たんの名前は

商品名でカタカナの名前とかいろいろありますけれども、そういうので

わかりにくい場合は粒状植たんとか、そういうことも別途書くようにと

いうことで整理させていただいたわけでございます。  

 改正理由は、食品添加物は必要 小限に、そして植たん含有率につい

ては、業者間の取引の実態としてあえて必要ないということで外すとい

うことです。  

 123ページ、ペースト状は全体の10％ぐらいでございますが、これに

つきましてはほぼ同じでございます。添加物以外の材料につきまして

は、小麦は小麦グルテンを使う場合もありますので、それをつけ加えさ

せていただいたというようなことです。それから添加物につきまして

は、品質改良剤を制限させていただいております。それから乳化剤を削

除させていただきました。  



 それから保水性という事項は、保水タイプのものに設けたものです

が、保水タイプのものの製造実態がありませんので、ここは削除させて

いただきました。  

 あとは、表示の方法は先ほど説明したことと基本的には一緒でござい

ます。たん白含有率をなくしたといったこと等々、内容は粉末状と一緒

でございます。  

 その他表示事項、125ページも同じでございます。  

 126ページは、粒状植たんでございます。植たんの中で２番目に多い

植物性たん白でございますが、原材料につきましては変更ございませ

ん。添加物につきましては、乳化剤を削っております。組織改良剤も絞

っております。ｐＨ調整剤は使わないこととさせていただきました。そ

して着色料もカラメルという総括の名前だったので、カラメルの中で

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳに制限するということでございます。それから酸化防止剤も

絞っております。また、香辛料抽出物は使わないこととさせていただき

ました。  

 一括表示事項、表示方法は先の説明と同じでございます。  

 128ページ、繊維状植たん、これはごくわずかでございますが、性状

の２番に「乾燥し」とか、次の水分に「乾燥したものにあっては10％以

下であり、冷凍したものにあっては80％以下」ということですが、これ

はもっぱら今は冷凍したものだけであって、乾燥したものは製造の実態

はございませんので、それを削除させていただいたということでござい

ます。  

 食品添加物につきましては、乳化剤、組織改良剤を削っております。

ｐＨ調整剤も削りました。また、着色料については制限させていただい

た。同じく、酸化防止剤についても制限させていただいた。香辛料抽出

物は使わないことにさせていただいた。  

 表示につきましては、同じでございます。  

 148ページにもう一度戻っていただいて、表でございますが、幼児食

用だけが別枠になってございます。これは部会のときには、栄養強化と

いう右から２番目の欄のところに、下にプロテインパウダーとあります

が、ここに幼児食というのが入っていたんです。幼児食というのは当然

栄養という植たんの機能が使われているので入っていたんですが、それ

につきまして部会の消費者委員の方から、植物性たん白には着色料が削

ったといえども使えるようになっている。赤ん坊に着色料は控えたいと

いう御意見がありまして、なるべく幼児用の植たんには着色料のないも

のを提供してほしい、少なくともＪＡＳ規格についてはそうあるべきだ

という御意見がございました。  

 私ども業界と一緒に調べまして、この幼児食というのは確かに栄養強



化というジャンルには入るわけでございますが、幼児食として使ってい

る植物性たん白は粉末状とペースト状、この２種類のみでございまし

て、粒状とか繊維状は使っておりません。先ほどの規格において使用で

きる添加物を見ていただいたらわかるのですが、着色料を使えるのは粒

状と繊維状でございます。  

 つまり、ハンバーグに植物性たん白の粒状植たんを入れますと、色が

白くて異物のように間違うので、実需者の方から、異物と勘違いしない

ために植たんに肉用の色をつけてくれということなのですが、粉状とか

ペースト状のものは渾然一体として混ざりますので、あえて色を付ける

必要はないということで、粉状やペースト状のものはＪＡＳ規格上、着

色料を一切認めておりません。  

 したがって、幼児食用はもっぱら粉末状とペースト状が使われますの

で、逆に繊維とか粒状のものは使われませんので、幼児食用では着色料

の使用実態はありません。ですから、今回、部会の資料とはちょっと違

ったのですが、幼児食用は別枠にさせていただいて、粉末状とペースト

状が使用実態であること、したがって、それは着色料を使っていないと

いうことを明確化させていただいたということでございます。  

 149ページ、パブリックコメント３件でございます。  

 そのうち２件は遺伝子組換えに関することでございます。  

 遺伝子組換え原料を使用した場合には、それを記載してほしいという

御意見です。  

 もう１件は、遺伝子組換え原料不分別の場合は、現在の技術で検出で

きない場合でも表示することにしてほしいということでございますが、

遺伝子組換えの表示につきましては、別途遺伝子組換えの表示基準に従

って表示ルールが定まっているということでございますが、植物性たん

白というのは、30の義務表示品目の中に入ってございます。ただ、しか

しながら植たん自身が消費者の方がお買いになるわけではなくて、それ

がハンバーグ等に入っている場合ですから、現行のルールでは原材料の

上位３品目であって、５％以上使用したものが表示すべきものというこ

とで、植たんの利用からするとそれほど入っているわけではないもので

すから、そういう意味では植たん自身は上位３品目５％のルールで表示

が義務として書く必要がない場合が多いわけでございますが、植たん自

身は30品目に入っているということでございます。これは別途のルール

で決まっているということです。  

 ３つ目の御意見でございますが、粒状植物性たん白の規格の改正案で

は、食品添加物の組織改良剤として硫酸カルシウムに限定されている

が、現行で認められている塩化カルシウムを認めてほしいということで

ございます。我々としては、現行は確かに塩化カルシウムを認めている



んですが、食品添加物をできるだけ制限をしたいというスタンスがござ

いまして、そのスタンスのもとにできるだけ業界と絞れるものは絞ると

いうことで、調整をさせていただいた結果、他に代替品があるものにつ

いて削っていくということで、硫酸カルシウムにつきましては、相当数

実態として使われているということもあり、入れますが、塩化カルシウ

ムについては、今回削除をさせていただきたいと思います。  

 ＷＴＯ通報はございませんでした。  

 以上でございます。  

○沖谷会長 ありがとうございました。  

 この件につきましては、都合２回の部会が開かれております。事務局

の説明にもありましたように、１回目の部会で規格の廃止の是非につい

て審議されました結果、改正または確認の方向で検討作業を進めること

になりました。２回目の部会で検討結果が審議されました。２回目の部

会での検討内容につきましては、○○委員が部会長を務められましたの

で、○○委員から御報告をお願いいたします。  

○○委員 それでは報告させていただきます。  

 しょうゆと同様、10月16日にＪＡＳ調査会部会が開催されました。  

 公示を行いましたところ、植物性たん白及び調味植物性たん白の日本

農林規格の改正について、意見を述べることを希望した方はおられませ

んでした。  

 植物性たん白及び調味植物性たん白の日本農林規格の改正についての

討議された内容で、一部後紹介しますと、食品添加物を 小限に削減し

ているが、着色料など相当の数に上っている。製品に使用する数を４種

類以下に制限していますが、そもそも着色の必要性自体を感じていな

い。もう少し減らせないかというような意見が出されております。ま

た、無着色にすると、それに対しまして異物と誤認されることもあるの

で、業界側の方から製品に注意書きで対応したとしましても、なかなか

解決できないのではないかなどの意見も出されております。  

 また、粉末状のたん白の規格で原材料に砂糖類を追加した理由は何か

など、そういうような意見、また質問が出されております。  

 その回答としまして、植物性たん白の着色は実需者のニーズに対応す

る上で必要不可欠であるということ、また、案では使用の実態に即して

小限のものに削減するとともに、製品に使用する数を４種類以下と制

限していますと説明がありました。ただ、今日ここでお聞きしました

ら、粉末及びペースト状のものでは着色をしていないというような御説

明をいただきましたが、そういうような意見が前回は出されておりま

す。  

 また、業界のニーズとしまして、無着色の植物性たん白を用いた場



合、 終製品に注意書きをしても、消費者の誤認が避けがたく、着色が

必要と考えていると説明がありました。また、植物性たん白の品質とし

まして、食品加工での機能性は大きな要素でありまして、機能性を持た

せるためにオリゴ糖を利用したいという業界の要望もあり、そういうこ

とで追加しているというような説明がありました。  

 以上のような質疑応答とともに原案に沿って検討しました結果、原案

どおり改正するという審議結果となりましたことを御報告いたします。  

 以上でございます。  

○沖谷会長 ありがとうございました。  

 ただ今の事務局の説明及び部会の検討内容の報告につきまして、何か

御質問、御意見ございましたらどうぞ。  

○○委員 ただ今○○委員の部会報告の中にもありましたが、着色料が

気になるんですけれども。そんなにたくさんは使われていないんでしょ

うけれども、この植物性たん白は割とコンビニ食品とか、若い世代が食

べる食材によく混ぜられているわけですので、このことは私は以前から

気にしているんですけれども、これを残されたのはどういう理由です

か。例えば塩化カルシウムはだめでコチニールは残るというのはバラン

ス上悪いような感じがするんですけれども、その辺どうですか。  

 ページでいけば、例えば128ページ、繊維状と粒状に色素が使えます

よね。多分、肉に混ぜるときにわからないようにするというので、業界

の皆さんのつながりがあるんでしょけど。  

 先ほど塩化カルシウムは方針で認めないけど、こっちでは認めている

形になっている。  

○川村上席表示・規格専門官 それは乳化剤とか組織改良剤というごと

に要るもの、要らないものを整理していますので、着色料の中でできる

だけ絞れるもの、それから組織改良剤は要るか、要らないか、絞るもの

ということでやっておりますので、一概に塩化カルシウムとコチニール

を比較してというわけではございません。  

○○委員 もちろんそれはわかりますけど、コチニールは多分赤色系で

しょうけれども、代替品はたくさんあるわけで、なぜこれを残されたの

かなという感じがするんですが。  

○川村上席表示・規格専門官 そういう植物性たん白の着色料の使用実

態ということを調べた上で必要性を判断しているということでございま

すが。あまり説明にならないでしょうか。  

○○委員 なるべく使わない方がいいんでしょうけどね。  

○○委員 私も、それは前回御質問したときの御回答で、ＡＤＩがコチ

ニールにあるということだったんですけれども、私も帰りまして、ちょ

っと他の件でたまたま調べる機会がありまして、今、コチニールなど、



要するに既存添加物につきましての見直しが厚労省で図られている。そ

の中で、コチニールも含めまして、現在、厚労省でもう一度見直しをか

けているということがわかりました。  

 特に、私はコチニールもそうなんですが、ラックにつきましては全然

データがないんですよね。そんなこともありまして、できればここら辺

は今はっきりわかることに、できれば変えていってほしいなと私も願っ

ているところです。そこら辺について、御意見をいただければなと思っ

たんですが。  

○川村上席表示・規格専門官 現時点ではコチニールを使っている事業

者の方もおられるので、今回は残すという方向でございますが、５年ご

との見直しで、我々としてはスタンスはできるだけ添加物は 小化した

いというスタンスでございますので、厚労省の見直しがあれば、当然食

品衛生法で見直されれば、何をか言わんでございますので、食品衛生法

の規制のさらに内側でも我々は見直していくということでございますの

で、それは食品衛生法をにらみつつ、また５年後の見直しでそこは精査

してまいりたいというふうに思います。  

○○委員 120ページの砂糖類というところですけれども､他のところで

も問題になったようなものです。食品科学の教科書に書いてある砂糖と

いう言葉と、ここの中に出てくる砂糖という言葉がちょっと違うんです

よね。それは５年後を見越して、やっぱり整合性をつけた方がいいんじ

ゃないかなと思うんですが。  

○花原表示・規格課長補佐 この砂糖類でございますけれども、平成12

年から砂糖と糖みつと糖類、この３つを総称して砂糖類ということで、

各品目統一でこういう言葉を使っているということでございます。  

○川村上席表示・規格専門官 加工食品品質表示基準でこの砂糖類とい

う名前を定義して使っておるので、そういう告示上の定義の名前という

ことになります。学問の世界とで、若干齟齬があることは事実でござい

ますが、そういう告示の世界で制度上横並びをとるために、一律に砂糖

類ということことを使わせていただいているということでございまし

て、ちょっと学問的には違うかもしれません。  

○○委員 ただ消費者は食品科学の知識をもって見ますから、何か砂糖

類と書いてあると砂糖かなと思って、オリゴ糖というふうに消費者が思

わないかなと心配しています。ちょっとそこら辺がありまして、今すぐ

にどうこうということではなくてですが。  

○川村上席表示・規格専門官 それは表示上は砂糖とかオリゴ糖とかと

書かれますので、表示されるものとはちょっと違いました、ここはＪＡ

Ｓ規格の使える原材料としては砂糖類と大きくくくっているということ

でございます。  



○○委員 何か他のところでも出てきたような気がするんです。  

○川村上席表示・規格専門官 はい。全品目統一で、ＪＡＳ上は砂糖類

という言葉で統一しています。食品の実際の表示の言葉は違います。  

○沖谷会長 他にございませんですか。  

○○委員 私、内容の異論ではないんですが、文章のことでちょっとお

尋ねしたいんですが、例えば119ページの定義の２のところです。「原

材料に占める重量の割合が３％以上のものを除く」と書いてあります

が、次のページの説明では、３％以上のものは日本では存在しないとい

うことですね。これをここに、こういう表現に変えたということですよ

ね。ここと同じようなことですよね、言っていることは。  

○川村上席表示・規格専門官 そこは違います。  

 今回、実態として３％以上のものはないので、そこは削除することと

いたしました。しかしながら、３％以下のものはあるので、役人言葉で

官報の告示用の文書なのでわかりにくくて申しわけないですが、３％以

上のものは除くということは、逆に言うと３％未満のものはこの２番で

読むということでございます。  

○○委員 ですから、それを申し上げたいんです。なぜそこは、３％以

下のものと短くわかりやすく書いてくれないのかなと。何かこれは３％

以上なのかなと思うと、「ものを除く」と後ろに来るんですよね。今ま

でも大分、こういう書き方があったんですが、これはもうお役所の独特

の言葉で、こういうのは変えられないものでしょうか。いつも思ってい

たもので。消費者が読むときに、とてもややこしいんですよね。  

○川村上席表示・規格専門官 そうですね。これ自身消費者がというよ

りも、ＪＡＳ規格の官報告示に載る文書なので、直接消費者が見ていた

だく文書ではないんですが、確かになかなかそれを読みこなすというこ

とは難しい、だんだん役所言葉も変わってくると思いますが、現時点で

はそういう法律用語といいますか、このような整理になっているという

のが実態でございます。  

○○委員 では、まだこういう言葉は続いていくわけですね。  

 以前に私、消費者は今「見ない」とおっしゃいましたけれども、決め

つけられると消費者としてはちょっと不満がございまして、やっぱりだ

れにも見てわかりやすい言葉をこれからは使っていってほしいと、ずっ

と前にお願いした経緯があって、でも、今だにこういう「かな？」と思

うと、 後にきてそれを取り消してあったり。もし、そういう機会がご

ざいましたら、消費者として提案を申し上げておきます。よろしくお願

いいたします。  

○川村上席表示・規格専門官 重々御趣旨はよくわかります。  

 これは役人言葉というか、官報の法律的な言葉でございますので、Ｊ



ＡＳ規格の改正をいろいろな業界に通知したりする場合は、パンフレッ

ト等で、当然この言葉ではなくて、３％未満とか、わかりやすい言葉に

翻訳をしてパンフレット等でやるということになります。決して、この

とおりで我々はわかると思いませんので、ＰＲする場合はわかりやすい

言葉で行うということでございます。  

○沖谷会長 他にございますか。  

 添加物のところでは、着色料の話がありましたけれども、リン酸塩の

ところは随分整理されて、使用実態に沿って、かなり厳密になっている

ようですね。製品によって、重合リン酸塩の種類が違うというのは、本

当に大変な技術だというふうに感心していますけれども。そういうこと

の実態がわかって、いい分類されているように私には思えますけれど

も。  

 他に御意見ございませんか。  

 それでは、植物性たん白及び調味植物性たん白の日本農林規格の改正

案につきましては、原案どおり改正するということでいかがでしょう

か。（「異議なし」の声あり）  

○沖谷会長 それでは、植物性たん白及び調味植物性たん白の日本農林

規格の改正案につきましては、原案どおり改正することで報告すること

にいたします。どうもありがとうございました。  

 ４時５分まで10分休憩します。（休憩）（再開）  

○沖谷会長 それでは、再開したいと思います。  

 次に議題３の（１）のアの（ウ）のハンバーガーパティの日本農林規

格の改正案につきまして、事務局から説明をお願いします。  

○川村上席表示・規格専門官 資料５でございますが、３枚目の159ペ

ージをお開きください。  

 パティの製造メーカーは９社とかなり寡占化されていまして、これが

廃止の是非の基準に合致いたします。製造の実態は過去２年間12％減と

いうことでございます。複数の県でつくられている。ＪＡＳ規格率が

93％と極めて高いということで、９社というのが廃止の是非の基準に該

当しますが、これは２番のウにありますように、製造業者等が存続を要

望しているということ。消費者の34％においても、規格の存続を希望し

ているということで、ハンバーガーパティというのは、消費者にとって

極めて身近な食品でございますので、これは廃止ではなく、改正または

確認の方向でという御意見がございまして、今回改正ということでさせ

ていただきたいと思います。  

 １枚前に戻っていただきまして、158ページ。改正の要点は５つでご

ざいます。  

 （１）として、ハンバーガーパティには上級と標準というのがあるわ



けでございますが、標準等級において、畜肉以外の家禽肉及び玉ねぎ以

外の野菜等を追加し、実績のない馬肉、めん羊肉、山羊肉を削除する。

肉の種類、そして野菜等の追加ということでございます。  

 （２）標準等級における添加物以外の原材料ということで、野菜とか

つなぎとか卵とか、乳たん白、こういうものについて実態に即したもの

にするということ。  

 （３）添加物を必要 小限にするということ。  

 （４）標準等級における食肉の割合及び野菜の割合について、 終製

品であるハンバーガーの消費者のニーズに合致した規格にするというこ

と。  

 （５）諸規定、例えば日付表示等の整合性を図るということでござい

ます。  

 具体的には160ページですが、その前にハンバーガーパティの実態を

御紹介いたしますと、ハンバーガーパティというのは我が国で年間４万

5,000トン生産をされております。格付率が93％でございますので、４

万2,000トン近くがＪＡＳ品でございますが、そのＪＡＳ品でいいます

と上級品というのが全体の87％、標準品というのが13％ということで、

大部分は上級品ということでございます。  

 160ページ、ハンバーガーパティでございますが、現行と改正案でご

ざいます。  

 現行は「畜肉（牛肉、豚肉、馬肉、綿羊肉、山羊肉をいう。）」とい

うことでしたが、これを今回、「牛肉、豚肉もしくは家きん肉（以下

「食肉」という。）を荒びきしたもの」、ということで、実態のない馬

肉、綿羊、山羊、これは使われることはまずないので、馬肉、綿羊、山

羊を削除する。かわりに家きん肉を入れる。  

 家きん肉というのは、鶏または七面鳥でございます。従って家きんが

入りますと、畜肉だけではなくなりますものですから、全体として食肉

ということにさせていただくと。要するに鳥が入って馬と綿羊と山羊が

落ちるということになります。ハンバーガーパティの実態に即したもの

ということでございます。  

 真ん中辺に従来は「玉ねぎ」とあったんですが、これを「野菜」とす

る。何も玉ねぎだけに限る必要はない。いろいろな野菜が入っていい

と。これは特にハンバーガーパティのバラエティーが、要するに消費者

の嗜好が多様化しているということで、玉ねぎを野菜全般に広げる。  

 真ん中から下の方に、以前は「製品」とあったんですが、これを「原

材料」。製品といいますと、パティを焼きますと脂が落ちたりして、重

量比がなかなか難しいと。何％以上というのも難しいので、これは仕込

みの段階の原材料に対しての重量でないと把握できないということで、



原材料に改めたということであります。  

 つなぎにつきましては、パン粉とか小麦粉が従来入っていなかったん

ですが、これは当然重要なものですので、実態に即してパン粉、小麦粉

を入れると。  

 それから、従来「畜肉」という言葉は、「脱脂粉乳等で食肉を荒びき

したものに加えるもの」と、従来の「畜肉」を家きんが入ったので「食

肉」にしたいということでございます。  

 改正理由につきましては、パティは 終製品であるハンバーガーの種

類が多様化しているので、実態に即した畜肉以外の家きん肉及び玉ねぎ

以外の野菜も使われている実態。一方、馬肉とか綿羊とか山羊は使われ

ていないという実態に即したものでございます。  

 161ページ、原材料の方でございますが、上級については現行も今回

も牛肉だけと。このハンバーガーパティというのはアメリカから入った

という歴史的な背景がありまして、ハンバーガーパティというのが

100％というか、ほとんど牛肉だというのが上級でございます。  

 標準につきましては、いろいろなバラエティーにこたえるということ

でございまして、従来は牛肉、豚肉、馬肉及び綿羊肉と。山羊肉はここ

にはなかったんですが、従来からＪＡＳ品では山羊肉は認めていません

でした。ただ、山羊肉を使ったら、それはＪＡＳ品ではなく普通のパテ

ィということで、定義上は山羊肉もあるんですが、ＪＡＳ品では山羊肉

はなかったということですが、馬肉も綿羊も実態としてはないので、こ

こは落とすと。かわりに家きん肉を入れるということであります。  

 ２、従来右側に調味粒状植物性たん白及び調味繊維状植物性たん白、

先ほど植たんで説明しましたように、３％以上の調味したものは存在し

ませんので、ここは削除するということになります。  

 ３、「玉ねぎ」だけではなくて、野菜全般に「野菜、果実、きのこ

類、種実」種実というのは、例えばカボチャの実などでございます。そ

れから「海藻」なんかが若干入っているものもございます。  

 ４、つなぎにつきましては、パン粉、小麦粉を追加した。変わりにペ

ースト状植たんは使われていないので落とした。次の162ページの上の

方に、卵とか乳たん白を追加したということになります。  

 次に調味料でございますが、これは大幅に変わっておりまして、しか

も波線が付いています。波線が付いているというのは、パブリックコメ

ントの意見を加えて変えたという、部会から変えたというところでござ

います。  

 従来、上級品は、食塩、糖類、動植物の抽出濃縮物及びたん白加水分

解物。標準品も同じであったわけでございますが、今回は調味料は砂糖

類、トマト加工品、食塩、たん白加水分解物及び動物性抽出物並びにこ



れら以外ものであって原材料に占める重量の割合が１％以下で調味料と

して使用するもの。  

 調味料ですから、いろいろなものが使われる可能性がありまして、何

も従来のように食塩、糖類、抽出濃縮物だけでなくて、隠し味としてい

ろいろ使われるという実態がございます。そういう実態で何でもオッケ

ーにしてくれというパブコメの意見があったと。ただ、何でもオッケー

ということで、ここを無条件にしてしまうというのは、ＪＡＳの精神と

してなるべくポジティブリスト化するということと反するわけでござい

ますので、１％以上使うような、ある程度の量を使うようなものは、ち

ゃんと名称で書くと。ただ１％以下の、極めてごくわずかに使う、まさ

に調味料として使うものは雑多なものが使われますので、ここは書きよ

うがないので、このようにさせていただく。この表現は他のＪＡＳ規格

でもございまして、それに合わせているということでございます。  

 食品添加物につきましては、できるだけ絞ったということでございま

す。  

 上級品につきましては、従来は163ページにありますように、香辛料

抽出物と乳化剤、この２種類が上級品に認められていたんですが、今回

は乳化剤は使わないことにするということで、香辛料抽出物のみにする

ということでございます。  

 標準品につきましては、調味料につきましては、５’－グアニル酸二

ナトリウムを削除するとか、コハク酸二ナトリウムを削除するというこ

と。かわりにグリシン、これはアミノ酸の一種ですが、甘味がある調味

料でございますが、これを入れたいということでございます。  

 それから強化剤につきましては、標準品においても削るということで

ございます。改正品は添加物を必要 小限にする。  

 食肉につきましては、上級品にあっては従来どおり、牛肉の製品に占

める重量の割合が95％以上であることということで、肉の種類は牛肉の

み、95％ということで、ほぼ牛肉のみということでございます。標準品

にあっては、従来は製品に占める重量の割合が75％以上であり、かつ牛

肉の畜肉に占める重量の割合が50％以上であること。お肉の割合が75％

以上であって、その肉の中身の牛が半分以上と、これが従来の標準であ

ったわけですが、今回は75％以上というのはそのままですが、中身、肉

の種類については、例えば豚肉のハンバーガーパティでも、鶏肉のハン

バーガーパティでも、皆さん、いろいろなバラエティーがあっていいわ

けですから、何だっていいんじゃないですかということで、あえて肉の

種類にこだわる必要はないということで、標準品にあっては、この肉の

種類が牛が50％以上を占めるということを削除させていただいた。  

 この改正理由は、消費者ニーズの多様化ということでございます。  



 野菜につきましては、従来玉ねぎという区分でございましたが、これ

を野菜全般に広げる。上級品は牛肉は95％ということで、野菜の入る余

地がないんですけれども、標準品にあっては、従来は製品に占める割合

が10％以下であること。この製品を原材料に改めますが、原材料に占め

る重量の割合が20％以下であること。これは野菜たっぷりのハンバーガ

ーパティと。この間の部会でもあったんですが、家ではパティではなく

てハンバーグだと思うんですが、つくるときは野菜を半分ぐらい混ぜる

ということがあったわけですが、野菜たっぷりのパティがあってもいい

ということで、10％ではなくて、20％以下ということで、倍増というこ

とで消費者のニーズの多様化ということであります。  

 改正案の本体でございますが、賞味期限の一本化ということもござい

ますし、あとは169ページの右側には、従来、原材料はＪＡＳ品でない

とだめというのを、今回はそれを削除したというふうなこと。  

 第４条の分析法につきましては、肉種鑑別とか云々というのは、肉の

種類に関係ないということもございますので、それにあわせて削除させ

ていただいたり、改正させていただいたりしたということでございま

す。  

 パブリックコメント、173ページでございます。５件参っておりま

す。  

 ５件のうち４件が材料の特に調味料についてのことでございます。先

ほどのパブリックコメントを踏まえてということでございます。これは

食品添加物以外の原材料の調味料については、使用原材料が多様化して

いるため、「食塩その他調味料として使用するもの」という規定に改正

してほしいと。調味料ですから、いろいろなものを使うと。したがっ

て、あまり縛られるといろいろな消費者の多様なニーズにこたえられな

いということでございますので、「食塩その他調味料として使用するも

の」という漠とした書き方にしてほしいということでございました。  

 これにつきましては、いろいろな調味料を使いたいという趣旨はよく

わかるわけでございますが、「食塩その他調味料として使用するもの」

というアバウトな規定になりますと、食品添加物でなければどのようり

材料を使ってもいいという、何でもありということになるものですか

ら、このことについて消費者の意見を聞いたところ、添加物でないもの

の品質に影響を与えている原材料が制限なしに使用されているというの

では、消費者の商品選択の目安として位置付けられているＪＡＳ規格と

しては不適切ではないか。一定の縛りは必要ではないかということでご

ざいます。  

 一方、使用原材料として消費者の嗜好の多様化に対応し、良質な製

品、多様な製品を製造していきたいという意見についても、一定の理由



があることから、私ども調査させていただきまして、現状で使用されて

いるものを具体的に調査しまして、１％以上使っているというものにつ

いては、ＪＡＳ規格の使用していい材料に明記する。１％以下という、

極めてマイナーな、ごくわずかに使う材料については、その他という扱

いにさせていただくということで、今回、この御意見を踏まえて、砂糖

類、トマト加工品、これは１％以上使う副材料でございますので、砂糖

類、トマト加工品、そして食塩、たん白加水分解物、動植物の抽出物、

これは従来からあったものでございますが、従来からあったもの以外

に、砂糖類とトマト加工品を加え、並びにこれら以外のものであって、

原材料に占める重量の割合が１％以下で、調味料として使用するもの、

こういう表現に変えさせていただくということでございます。  

 それから、２つ目の御意見ですが、添加物の調味料として５’－グア

ニル酸とか、５’－リボヌクレオチド二ナトリウムとか、これらのもの

について認めてほしいということでございます。  

 これはできるだけ添加物は少なくというのがスタンスでございまし

て、業界調査をさせていただいて、できるだけ添加物は絞るということ

で、これらについては他に代替物がありますし、使用実態も少ないとい

うことで、今回はこれらについてはＪＡＳ品については認めないという

ことにさせていただくということでございます。  

 以上でございます。  

○沖谷会長 ありがとうございました。  

 この件につきましても植物性たん白と同様、都合２回の部会が開かれ

ております。事務局の説明にもありましたように、１回目の部会で規格

の廃止の是非について審議された結果、改正または確認の方向で検討作

業を進めることとなりました。２回目の部会で検討結果が審議されまし

た。２回目の部会での検討内容につきましては、○○委員が部会長を務

められましたので、○○委員から御報告をお願いいたします。  

○○委員 それでは報告いたします。  

 しょうゆ、植物性たん白と同じく16日にＪＡＳ調査会部会が開催され

ました。この部会でハンバーガーパティに関しまして、公示を行いまし

た結果、意見を述べることを希望する方はいせまんでした。  

 ハンバーガーパティのＪＡＳ規格の主な検討の意見等でございます

が、上級で牛肉95％になっていますが、肉が多いものだけがよいハンバ

ーグというわけではありませんと。家でつくる場合は豆腐や野菜も多く

入れていますという御意見。また、赤身、筋肉等の肉の品質は規定しな

くていいのかと。また、標準で植物性たん白が20％となっていますが、

これほど入ることがあるのかという意見、質問が出されております。  

 また、それに対しまして事務局から、牛肉95％以上という規定に関し



ましては、米国から入ってきたハンバーガーが原型となっておりますの

で、上級、標準となっていますが、アメリカ的なものと日本的なのとい

う考え方ができるのではないか。パティはそれだけで食べるのではな

く、野菜を加え、またハンバーガー用の丸いパンに挟んで、全体で見ま

すと野菜は20％以上になります。  

 また、肉の品質につきましても、肉の部位は指定していませんが、一

般的には赤身の肉を使用しておりまして、この赤身の品質につきまして

は、脂肪の割合を規定して品質を担保しています。粗脂肪28％以下とい

う規定では脂肪が多いように見えますが、実際はパティを焼きますと７

～８％、多くて10％程度、脂肪がとれてしまいますので、おいしさの点

からもこの割合が も適切な割合と考えているというような回答をいた

だいています。  

 また、植物性たん白につきましても、植物性たん白は肉の代替ではあ

りません。食感を変えるものとして使用しておりまして、または20％ぐ

らい入れた場合、野菜たっぷりや植物性たん白のヘルシーハンバーグな

ど、商品の可能性は広げておいた方がよいのではないかなどの説明がさ

れております。  

 以上のような質疑応答を踏まえまして、その結果、調査会には原案ど

おり改正するという審議結果を報告するということになりました。  

 以上でございます。  

○沖谷会長 ありがとうございました。  

 ただ今の事務局の説明及び部会の検討内容の報告につきまして、何か

御質問、御意見がございましたらどうぞ。  

○○委員 先ほどちょっと御説明があった添加物はなるべく少なくした

方がいいということで、163ページで、標準品は５’－イノシン酸二ナ

トリウム、Ｌ－グルタミン酸ナトリウム及びグリシンが残って、グアニ

ル酸二ナトリウム、それから他にもありますけれども、５’－イノシン

酸二ナトリウムがなくなったことに対して議論はなかったのでしょう

か。趣旨はよくわかりましたけれども。  

○川村上席表示・規格専門官 特にハンバーガーパティの業界の方とし

ては、使用実態がないので構わないということでした。  

○○委員 グアニル酸ナトリウムはあまり使用実態がないということで

すか。  

○川村上席表示・規格専門官 はい。  

○○委員 ありがとうございました。  

○沖谷会長 他にございますか。  

 では、ハンバーガーパティの日本農林規格の改正案につきましては、

原案どおり改正するということでいかがでしょうか。（「異議なし」の



声あり）  

○沖谷会長 では、ハンバーガーパティの日本農林規格の改正案につき

ましては、原案どおり改正するということで、報告することにいたしま

す。どうもありがとうございました。  

 それでは、次に、議事次第によりますと木材の方に移るのですが、ま

ず先に食品関係について審議していただいた方がわかりやすいと思いま

すので、（１）のイの（ア）の乾しいたけの日本農林規格の廃止案につ

きまして、事務局から説明願います。  

○川村上席表示・規格専門官 資料６でございます。  

 乾しいたけの日本農林規格の廃止案でございますが、183ページでご

ざいます。乾しいたけの経緯が書いてありますが、２番、検討結果でご

ざいます。乾しいたけの規格は昭和26年に制定されましたが、ＪＡＳと

いうのは昭和25年からですから、 も古い規格の１つということです。

昭和26年に制定され、昭和52年に消費者向けの規格として全面改正され

たという経緯がございまして、歴史の長い規格であるわけでございます

が、実態としましては、（２）にありますように、現時点では格付の実

績がなく、ゼロでございます。そういうことで、今回廃止をしたいとい

うことでございます。  

 184ページに、乾しいたけにつきましては274業者が関係されておりま

すが、製造実態は２年間で５％減ということで、製造は一の都道府県で

はなく、多数の県でやっておられる。しかし、格付率はゼロでございま

す。したがって、実績がゼロということで、廃止の是非を検討したとい

うことでございます。  

 これにつきましては、製造業者等からも特に存続を希望するというの

はございませんでした。今までＪＡＳをつけてこられた業者がないわけ

でございますので、希望しないということで、廃止をしてはどうかとい

うことで部会で御審議いただき、廃止ということで今回挙げさせていた

だいたということでございます。  

 196ページのパブリックコメントでございますが、これは特に御意見

はございませんでした。私どもとしては、今まで実態のないＪＡＳ規格

につきましては、ＪＡＳ規格としての役目は終わったと思ってございま

すが、乾しいたけにつきましては表示の方はきちっとしていくことが大

事であるというふうに思ってございますので、引き続きＪＡＳ規格はな

くても、表示の方できちんと対応してまいりたいというふうに思いま

す。以上でございます。  

○沖谷会長 ありがとうございました。  

 この件につきましては部会が開かれております。その検討内容につき

ましては、○○委員が部会長を務められましたので、○○委員から御報



告いただくところですが、本日は欠席されておりますので、代わって○

○委員から御報告お願いします。  

○○委員 それでは、代わりに御報告いたします。  

 平成15年12月18日に部会が開催されまして、調査会委員４名、専門委

員８人により開催されております。また、部会におきまして、規格基準

の作成に際しまして、内外関係者の意見を聴取する機会を設けるため

に、アクションプログラムの骨格等に基づき公示を行いましたところ、

出席を希望された方が16名、乾しいたけの日本農林規格の廃止の是非に

ついて意見を述べることを希望する方はおりませんでした。  

 乾しいたけの日本農林規格の廃止の是非についての主な検討内容とい

たしましては、今も御説明いただきましたが、乾しいたけの品質のう

ち、外観などは購入時に判断できるが、戻りの善し悪し、戻したときの

色などは判断できない。このような品質指標による規格が必要なのでは

ないかというような意見が出されております。また規格制定以後、格付

の実績がなく、現状として格付機関ないし認定機関がないという状況で

は、規格を存続させる意味がないと思うなど、そのような意見が出され

ております。  

 事務局からの回答といたしましても、水戻ししたときの善し悪しは原

料の産地、収穫時期、収穫年度によってばらつきが大きく、規格として

一律に規定するのは困難なため、現行規格には盛り込まれていない。乾

しいたけの場合、格付検査を行う第三者機関はないですが、制度的には

農林水産消費技術センターが格付検査を行い、ＪＡＳマークを付けるこ

とでできますが、現在の状況としましては、ＪＡＳを受けることを希望

する事業者はなかったという説明がありました。  

 またさらに、乾しいたけにはＪＡＳ規格とともに個別の品質表示基準

が定められておりますので、現状での問題としましては、原産地の不適

正な表示が多くあることが挙げられますが、原産地につきまして、品質

差、また価格差が大きいことから、規格は廃止しても適正な表示かどう

かは、今後も監視していきたいというような説明がありました。  

 以上のような内容から、原案に沿って検討しました結果、存続すべき

合理的な理由がなく、廃止するという審議結果となっております。これ

を調査会に報告するということになりました。  

 以上でございます。  

○沖谷会長 ありがとうございました。  

 ただ今の事務局の説明と部会の検討内容の報告につきまして、何か御

質問、御意見がございましたらどうぞお願いします。  

○○委員 前回のこんぶの廃止と同じで、我が国の伝統的な調味食材の

規格がなくなるのは、大変残念な思いがするんですけれども。だから、



実績がないからなくなっても別に実害はないということなのでしょうけ

れども、こうした規格があることで、また逆に、こういうふうな格付で

ちゃんとみんなが了解すればいいものができるんだなというふうな認識

の基準にはなると思うんです。ですから、もうちょっと待つというのは

無理なんですか。  

 例えば業界の皆さんが、実利がないからなさっていらっしゃらないん

だろうと思うけれども、きちんともう一度再確認を迫って、ＪＡＳマー

クを付けて販売することによって、消費者の皆さんが再認識をすること

で、このマークの意義づけが生まれてくれば、また実績が生まれてくる

ことになるのではないかというふうな希望的観測があるんですが、いか

がでしょうか。  

○川村上席表示・規格専門官 いつも付けている資料でございますが、

資料10にＪＡＳ規格制定・見直しの基準ということで、見ていただきた

いんですが、これはこの調査会で、13年11月に調査会決定ということに

させていただいたものでございます。  

 ＪＡＳ規格は時代に合ったものにしていく必要がある。また時代の要

請が終わったものについては廃止をし、また、例えば生産情報公表牛肉

とか豚肉とか農産物とか有機畜産とか、そういうこれからの要請のある

ものについては作っていくというめり張りをつけてやっていく。  

 これから作るもの、そして時代の要請の終わったものは廃止して、そ

して既存のものはきちっと見直しをするということが、この調査会決定

としての方針だというふうに認識をしまして、この２番の中に、廃止の

是非を検討するべきものとして、ア、イ、ウ、エの４つのいずれかに当

たったものは廃止を検討する。その中で、エとして「格付率が著しく低

い」とあります。今回の場合はゼロということでございますが、こうい

うものは廃止の是非を検討し、先ほど植たんとかハンバーガーパティの

ように、やはり必要だというようなもの、単に会社数が少ないだけとか

いうようなものにつきましては、317ページ、③の中で消費者や実需者

がぜひ残してほしいという声が上がれば、それは復活をするということ

であるわけでございます。  

 今回、乾しいたけについては格付がゼロであるということです。一

方、復活をという声が挙がるかといますと、パブリックコメントも、こ

の廃止についても一切消費者からの意見がゼロでありました。そして実

需者も当然ＪＡＳマークを付けている人は誰もいないわけですから、要

らないと言われているということです。このようなことから、我々とし

ては、乾しいたけにつきましては原産地表示などのの表示は大事だけれ

ども、ＪＡＳ規格については特に存続する理由はないのかなというふう

に思いますし、また、この見直し基準自身は、今ＪＡＳ制度のあり方検



討会という中で、本当にこの見直し基準でいいんだろうかということ

で、５年見直しで１サイクルはほぼ８割方終わって、来年度で 後の５

年目に入るわけですが、２サイクル目の見直しにつきましては、この見

直し基準の見直しを含めて御検討いただいて、格付率がなくても、格付

が低くても、やはりそれはきら星のごとく、必要のあるものについては

残していくんだということでお考えになれば、それはそのように残ると

いう方向で、また御検討いただければ幸いと思いますが、現在のルール

では格付ゼロのものについては、それが一般からのぜひ復活という声が

上がれば別ですが、今回は上がっていないということで、廃止してはど

うかというふうに思ってございます。  

 以上でございます。  

○沖谷会長 他にございますか。  

○○委員 今の関連なんでございますが、逆に質問をしたいんですが、

初にこの格付をしようというときには何か理由があったのでしょう

か。古いことなので、今ごろの質問では答えていただけないかもしれな

いんですが、何か理由があって格付を考えられたと思うんですが、それ

が要らなくなったという、その辺の一番の理由というのは何でございま

したんでしょうか。  

○花原表示・規格課長補佐 183ページにありますように、 初に制定

されたのは業者間の取引規格ということで制定されまして、これを品質

等も含めたＪＡＳ規格にしたというのが実態でございます。  

 それで、先ほどの質問も関連するんですけれども、普通の食品です

と、認定工場になって事前にＪＡＳマークが付けられるというのが通常

でございますけれども、しいたけに関しましては、農家の方がつくられ

ておりますので、認定工場制というのが引けないという実態がございま

す。それでどうしても一種格付ということになりまして、格付をする第

三者機関が今だかつて存在しないというのが実態でございます。  

 もう少し再検討という話もあったんですけれども、もともと業者間の

取引規格でスタートしていますので、現在も全農、農協系統とか生産の

多い大分県とか、熊本県とかそういう県独自でまだ取引規格を持ってお

られますので、流通に関しては今後とも問題がないのではないかなと思

っております。あとは先ほど説明しましたように、品質表示基準を重点

にした基準の項目が残っておれば今後そう影響が出るということはなか

ろうかと思っております。  

○○委員 私は、検討結果のところで、183ページの主な国内の生産が

5,000トン、中国などから9,000トンほど入っているということなので、

業界が格付、ＪＡＳマークを必要としないというようなことなんですけ

れども、そうすると、189ページにあるように輸入した乾しいたけが国



内で選別、包装された場合、今は原産地とかいろいろやかましく皆さん

関心をもっているのに、こういうことはもう全然しなくてもいいんだ

と、全然関係なく販売できるんだというふうに解釈とれるような感じが

するんですけれども、その点についてはＪＡＳマークは受けなくてもい

いということであるんですけれども、ただ流通の段階でこういう輸入が

9,000トンもあるのに、何の関係もなく流通していっていいのか、業界

が認めればそれでいいんだということで解釈していいのでしょうか。  

○花原表示・規格課長補佐 189ページにあるような産地表示につきま

しては、しいたけの品質表示基準という基準の中で同じことが書かれて

おりますので、ＪＡＳ品であろうがなかろうが、適正な表示が今後の一

番大事なことでございますので、これはＪＡＳ規格がなくなったとして

も、続けて表示が義務付けられるということになります。  

○柄澤表示・規格課長 関連で申し上げますと、私ども今、御議論いた

だいていますＪＡＳ規格と別に、品質表示基準、横断的なものと品目ご

とのものがたくさんございます。この乾しいたけにつきましても、今、

引用していただきました189ページに書いてあるような内容のものが別

途存在しているわけでございます。それはもちろんこれからも残りま

す。  

 私ども昨年７月から組織を大きく変えまして、かなり表示の監視機能

を強めておりますけれども、そういった中で概ね四半期に１回、言って

みれば不正な表示が多い商品を特定いたしまして、特別調査というよう

なことを全国の職員を動員してやっております。  

 乾しいたけについても、従前から外国産のものと国産のものと、非常

に品質差、価格差があるということから、不正な表示が多いものですか

ら、これをとらえまして11月ごろから特別な調査をずっと行ってきてお

りまして、近くその結果を発表することにしております。  

 非常に多くのものが流通しているわけでございますが、まだ結果は今

申し上げるわけにはいきませんけれども、いろいろな表示がございまし

て、こういうものは私ども厳正に監視をしておりますし、むしろそうい

った表示をきちっと、表示のルールは今後とも残っていくわけですの

で、消費者にとって重要なのは、こういった表示をきちっとしていただ

いて、不適正なものについては私ども厳選に処分するという方針でやっ

てまいりたいというふうに思います。  

○沖谷会長 この乾しいたけは生鮮食品品質表示基準の対象なんでしょ

うか。  

○花原表示・規格課長補佐 個別に定まった乾しいたけ品質表示基準に

したがって表示することになっております。  

○沖谷会長 一括のものとは違うんですね、個別でちゃんと追いかけて



いくそうです。  

 他にございますか。  

 消費者の方はどうですか、実際になくてもおいしく食べられるという

ことでしょうか。  

○○委員 ＪＡＳ規格がなくなったとしたら、 近いろいろなスーパー

に行くと乾しいたけの特売がすごく多いんですよね。ですから、やはり

必ず原産国の表示を義務づけるような形をやっていただきたいと思いま

す。  

 山のように100円とかで販売されていると、産地がわからないと買お

うとする人がいるんですよね。「これどこなの？」といわれて「中国」

と言うとやめる人もいるんですけれども、やはりその辺はきちっとやっ

ていただきたいなと思います。  

○沖谷会長 現行で、個別の品質表示基準で原産地表示はしなければな

らないということになっているようです。  

○○委員 もちろんそうなんですけれども、していないところがありま

すので。  

○沖谷会長 もう調査は終わっているそうです。でも、これからもちゃ

んと守っていってほしいと思います。  

 他にございますか。  

 それでは、乾しいたけの日本農林規格の廃止案につきましては、原案

どおり廃止するということでいかがでしょうか。（「異議なしの声」あ

り）  

○沖谷会長 では、乾しいたけの日本農林規格の廃止案につきまして

は、原案どおり廃止するということで報告することにいたします。どう

もありがとうございました。  

 それでは、次に議事次第の順番に戻りまして、議題３の（１）のアの

（エ）の枠組壁工法構造用製材の日本農林規格の改正案につきまして、

事務局から説明をお願いします。  

○川村上席表示・規格専門官 資料７が、枠組壁工法構造用製材の日本

農林規格の資料になります。  

 何分、林産物につきましては、皆さん実際スーパーでお買になるもの

ではないもので、かなり難しい規格になってございまして、私も食品の

方の専門なので門外漢でございまして、私自身素人ですので、それで説

明できる限りやらせていただいて、担当班長なり、○○先生なりにフォ

ローしていただければと思います。  

 まず、簡単に説明するためにツーバイフォーのパンフレットを見てい

ただきたいと思います。パンフレットを説明してから、後ほどツーバイ

フォーを積み木のように実践して御説明いたします。  



 パンフレット２ページ、きょう御説明する資料７、８、９は全部ツー

バイフォーと言われるものでございます。ツーバイフォーというのは、

２ページの頭に書いていますように、枠組壁工法の作業手順を簡単に言

えば、下から順に積み上げていく工法という、積み木のように下から順

に積み上げていくということで、３ページにそういう絵が書かれており

ます。  

 ６ページにまいりますと、まず、ツーバイフォー住宅の構造耐力上主

要な部分に使用する枠組材は、構造部材の種類に応じ、それぞれ以下の

日本農林規格に適合するものとしなければならないことは、建築基準法

上の技術基準告示で定めてありますと。建築基準法とＪＡＳ法の部材の

規格は非常にタイアップして力のかかるところには、こういう材を使う

ということは決まっているということでございまして、土台とか、そう

いう力のかかるところから、４番の筋交いまで力がかかるぐあいが違う

わけなんですが、部材の１では甲種材料──甲種というのは力のかかる

曲げ強度の強いものということでございますが、そういうものを使うと

か、基準が決められています。  

 ７ページの方にいきますと、説明の文の３行目に、含水率19％以下の

ものは乾燥材、19％を超えるものは未乾燥材と呼んでいます。木材です

から、乾燥した材と乾燥していない材と２つあります。それによって、

当然乾燥すれば縮むわけですから、大きさは若干違うということで、表

の方に寸法、特に一番多いのはツーバイフォーというのが一番ですが、

これは２０４、これがツーバイフォーになりますが、未乾燥材ですと40

ミリ×90ミリ、乾燥材ですと若干縮んで38ミリ×89ミリ、これがツーバ

イフォーの断面の規格であります。  

 普通２インチ×４インチがツーバイフォーですから、１インチは2.5

センチですから、40とか90とかいうと、ちょっと数字が違うなと、こう

いう感じがしますが、こういう基準になっております。  

 次の９ページでございますが、種類が甲種、乙種というふうに分かれ

ていまして、甲種の方は下に説明がありますように、甲種枠組材は主と

して高い曲げ性能を必要とする部分に使用することができる。乙種は、

主に圧縮を受ける部分に使用されるものです。  

 それから甲種は横材といいますか、横になりますと曲げを受けますの

で、そういうところに強い材料を使うと。乙種は縦に使って、縦ですと

曲げにもう少し弱い材料でいいということで、甲種の中にも特級から１

級、２級、３級と。それから乙種はなぜか「横文字」になっています

が、コンストラクション、スタンダード、ユーティリティと。コンスト

ラクションというのが強いわけですが、そういう規格になっているとい

うことで、下の方に表がありますが、曲げ性能が左側が優、右側が劣と



いうことで、強い材料というのは甲種が一般的に強く、甲種の特級が一

番強くて、１級、２級、そして乙種のコンストラクション、甲種の３

級、乙種のスタンダード、ユーティリティということになっていまし

て、これは強い曲げ強度が必要な土台とか、そういうものには甲種の材

料を使うということになっています。  

 12ページに、１級、２級とかそれを決めるためには、節とか割れとか

ということが評価の観点になるわけですが、節というのは丸い節です

ね。木口割れとか、丸みとか、曲がりとか、そりとねじれとか、そうい

うのが欠点としての判定されて、特級とか１級とか２級とかいう級分け

になるということでございます。  

 実際の材料を使って御説明したいと思います。  

○事務局 これがツーバイフォーということで寸法型式204、それから

ツーバイエイト、寸法型式208と、実際にはこれはもっと長いものです

けれども､これを使って説明させていただきます。  

 まず、家を建てるときに基礎は鉄筋コンクリートであるわけですが、

その上に土台を乗せます、そしてネダという床下の部分ですが、これを

設置します。そして床下の合板をつけまして、この上に下枠、これが床

の部分です。次に建て枠としまして、その前に床の下の部分で、ここに

フローリング等で床を張っていきます。この上に縦枠をはめまして、こ

の部分に構造用の合板を張っていきます。この部分に断熱材等が入って

くるわけです。内側が石膏ボードなどで、こういう形で入れていきま

す。  

○川村上席表示・規格専門官 今、御説明しましたように、ここがツー

バイフォーの40ミリ、ツーバイエイトの方というのはここが倍あるとい

うものです。  

 それでは、資料の説明をさせていただきます。  

 200ページでございますが、今回の改正点き要点は７つでございま

す。この７つをさらに詳しく201ページからありますので、201ページの

例で説明させていただきます。  

 １つは、枠組壁工法構造用製材日本農林規格は、昭和49に制定されて

いますが、もう１つ機械による曲げ応力等級区分に行う枠組壁工法構造

用製材日本農林規格というのが存在します。これが、今日の資料９でご

ざいます。これはツーバイフォーという意味は、同じなんですが、機械

によって曲げ応力を判定するか、そうでないかという判定の仕方が違う

ということで２つあったと。この２番目の方の資料９の方の機械による

云々というのは、平成３年に日米林産物協議の折に要望があって、短時

間に制定したということで、別個に制定したということでございまし

て、今回の見直しで、本来同じものの評価の観点が違うものですから、



今回はそれを合併をして、枠組壁工法構造用の日本での規格に吸収合併

をしたと。一方、機械による曲げ云々というのは、今回、廃止の提案を

させていただくということでございます。これが１つ。  

 ２つ目でございますが、木材のツーバイフォーの寸法形式、２０４、

それからツーバイフォーというのは一般的に代名詞なんですが、全部で

この表にありますように11種類、１０４から４０８まで、11種類の木材

がツーバイフォーの規格にある、材の断面として決まっております。こ

れに新たに２０５、３０４、３０６を加える。これは 近のエコ住宅と

か、断熱材をやるためには材の幅が要るとか、いろいろありまして、こ

ういうツーバイ、もう少し幅のある材を張ったらということで、２０

５、３０４、３０６を新たに追加させていただきたいということで、こ

の改正案が３つ加わる。  

 甲種は先ほどいいましたように、横材として使う、曲げ応力の強いも

の。乙種というのは、縦に使って、荷重のかかりが少ないものというこ

とでございまして、おのおの決まっておるということで、いずれにしろ

３つを追加するということになります。  

 202ページにありますように、ツーバイフォーというのは、乾燥材の

例示ではありますが､厚さが38ミリ、幅が89ミリ、長さはずっとあるん

ですが、こういうものです。それ以外に、全部で11種類あったんです

が、今回14種類になるということで、新たに３つ加わるのは、厚さが38

ミリだけど幅が114ミリという２０５、厚さが64ミリという厚みのある

３０４、そして厚さもあり幅もある３０６、この３つを追加したいとい

うことであります。  

 ３番として含水率。従来から含水率というのは、当然、乾燥材か、未

乾燥材かを示すために、含水率という言葉があったんですが、特に品質

項目として含水率は定められておらず、また試験方法も定められていな

かったので、ここではその試験方法や含水率を品質項目に入れて、含水

率という言葉をきちっと位置付けたということでございます。  

 例えば207ページに、一番下の第４条、左側、新規ですが、含水率と

いう言葉が出てきますが、従来は右側には含水率という言葉がないわけ

ですが、別記の含水率の試験の結果、どうのこうのということで、試験

に基づいて含水率を明確にするということで、前に戻っていただいて、

206ページの下の方、第３条、従来から右側に含水率によって、19％か

どうかによって未乾燥材と乾燥材を分けているというのがあって、これ

は変わらないわけですが、この続きで207ページに行って、ツーバイフ

ォーというのは未乾燥材では40ミリの厚さで幅が90ミリ、乾燥材が38、

89ということなのですが、これの含水率という言葉はありますけれど

も、それの品質項目や分析方法がなかったということで、今回それの追



加をしたというのが３番目の改正点であります。  

 ４番目の改正点でございますが、202ページに戻っていただきまし

て、品質基準の腐れ等について、「程度の軽い腐れの面積が腐れの存す

る材面の面積の10％以下であること。」等具体的に記述し、数値化でき

るものについては、数値化により基準を明確化する。これは腐れだけで

はなく、いろいろなものがあるんですが、今まではほとんど抽象的に書

いてあったですが、できるだけ数値化をしようということで、具体化を

しようということでございます。  

 例えば209ページを見ていただきますと、これは腐れの項目でありま

すが、右側の方には右から２つ目、「軽微であること」としか書かれて

いないんですが、今回は左側の方に「程度の軽い腐れ」で、真ん中に

「10％以下であること」と具体的に書かれていると。  

 それから腐れだけでなく、例えば次の210ページ、「割れ」でありま

すが、割れについては右側の方に「長さが当該材の幅以下であること」

ということだけだったんですが、左側には「長さが当該材の幅以下であ

ること。この場合において、割れの深さが当該材の厚さの２分の１を超

えるものは、貫通割れとみなす」と具体的に書いてあります。  

 ということで、以下同じようにありますが、できるだけ数値化できる

ものは数値化をするということで、より具体的な基準になったというこ

とであります。  

 それから５番目、203ページですが、イングレードテスト（実物大試

験）により、Ｈｅｍ－Ｆｉｒ（ツガ類の総称）、及びＳＰＦ（トウヒ、

マツ、モミ類）の樹種群においては、年輪幅による強度への影響がない

ことが確認されたことから、平均年輪幅についての適用を除外する。当

然、木というのは年輪が密なものは強いわけでありますが、212ページ

を見ていただきますと、上の方、右側に従来のものは上から３つ目の欄

に、平均年輪幅、ラジアタパインを除いて、年輪の幅が６ミリ以下であ

ることが要件であったんですが、これは左側の略ということは、６ミリ

以下というのは、当然そのまま６ミリ以下なんですが、ただ、例外はラ

ジアタパインというのはデータがあって、６ミリに余りこだわらないと

いうことになっているんですが、今回はＨｅｍ－ＦｉｒとかＳＰＦ、ラ

ジアタパインというのはＳＰＦの１つなものですから、それを吸収して

Ｈｅｍ－ＦｉｒとかＳＰＦにつきましては、６ミリにこだわらないとい

うことであります。  

 このきょう追加したデータが204ページであります。  

 Ｈｅｍ－Ｆｉｒ及びＳＰＦについて、平均年輪幅が６ミリ以下の基準

適用除外の妥当性。  

 （１）ＪＡＳ規格において等級区分は、節、割れ等の欠点により定め



られ、平均年輪幅については、原則として一律に６ミリ以下ということ

になっております。強度については、建築基準法上ＪＡＳ規格の等級区

分ごとに基準値が定められ、これが構造計算に用いられている。  

 建築基準法上の基準値は、無欠点の木材による試験データに基づき算

出していたが、Ｈｅｍ－ＦｉｒとかＳＰＦについては、平成９年度以降

年輪幅６ミリ以上含む実物大によるイングレードテストのデータに基づ

き算出されていると。  

 このようにＨｅｍ－ＦｉｒとＳＰＦについては、建築基準法上の基準

値が平均年輪幅６ミリを考慮しないイングレードテストのデータに基づ

き算出されていることから、今回の見直しについても、Ｈｅｍ－Ｆｉｒ

とＳＰＦについては６ミリ以下との基準を適用しないことにした。  

 ということで、下の表はＨｅｍ－Ｆｉｒが（１）、ＳＰＦが（２）で

すが、Ｈｅｍ－Ｆｉｒでいいますと、建築基準法上のデータでいいます

と、ツーバイフォーで言いますと428のサンプルの実験をして95％下限

値、５％は異常値が出るわけですが、強さが36.36以上であったと。そ

れを統計データ等を用いて建築基準法上では34.2でやっているわけでご

ざいます。つまり、建築基準法上の強さの基準というのは、６ミリにこ

だわらずに作っているということで、あえてＪＡＳで６ミリにこだわる

必要はないということで、Ｈｅｍ－ＦｉｒとＳＰＦについては、こうい

うデータに基づき、６ミリにこだわらなくても強いんだということで、

それ以外についてはデータがないので、あえてあくまでも６ミリよりも

緻密な年輪幅でないとだめだということになるわけですが、今回は建築

基準法上に合わせてＨｅｍ－ＦｉｒとＳＰＦについては６ミリという年

輪幅の制限を除外をした。それが５つ目の改正でございます。  

 ６つ目に、樹種グループの略号ＳⅠ及びＳⅡの廃止。  

 ＪＡＳ規格においては、強度等の性能をもとにＳⅠ、ＳⅡの樹種グル

ープに分けていたが、国土交通省（旧建設省）が定める現在の基準強度

において、強度性能は上位のＳⅠに属する樹種より強く、ＳⅡに属する

のはＳⅠより弱い木ということが、従来そう言われていたんですが、デ

ータをとってみると、一概には言えないということが確認されたことか

ら、ＳⅠとかＳⅡというグループ名はもう削除する。これが205ページ

ですが、ＳⅠはＳⅡより強いと言われていたんですが、ＳⅠ、ＳⅡの数

字は右側にありますように、29.4、18、13、8や、36という強い数字も

あるんですが、ＳⅡの方だって34.2とか、モミは30とかありますもので

すから、これは数字は一律にＳⅠの方が大きな数字で、ＳⅡが下という

ことではなく、アトランダムに並んでいるということで、ＳⅠとかＳⅡ

という呼称はもう必要ないということでございます。これが６番でござ

います。  



 ７番目でございますが、ＭＳＲ。ＭＳＲというのは、206ページをご

らんになっていただきますと、第２条でＭＳＲ製材という定義が出てき

ますが、これは枠組壁工法構造用製材のうち、機械による曲げ応力等級

区分を行うもので、今回廃止するものです。  

 ここに吸収合併するものですが、機械によって判断していく、これが

ＭＳＲ製材でありますが、材の両端部の品質の基準について、現行基準

では機械等級区分されたそれぞれの材面が基準となるため、材の中央部

に節がない場合や極端に小さい場合、例え強度的に影響のない節でも、

両端にあることで不合格になる可能性があることから、相当径比の基準

を設ける。これは機械で材の強さを判断していきますと、端の方は機械

にはかからないので判断できないと。端の方に何か節があったら、それ

があまり関係ない節でも、等級ががたっと落ちてしまう。真ん中に比べ

て端が汚いというか、節があったら、それはがたんと落ちてしまうとい

う不合理なこともあったわけでございますが、そういうことを配慮する

ために、材の幅に対して節の径の合計がどのぐらいあるかということに

よって判断するということでありまして、227ページの例を見ていただ

きますと、この真ん中辺の２、「等級区分機により測定のできない両端

部における強度低減欠点の相当径比が、中央部にあるものの相当径比又

は次の表に掲げる相当径比より小さいこと」。要するに、中央にある節

よりも小さければいいと。  

 それか、または例えば、相当径比、端の方が２分の１とか３分の１と

か、幅全体の２分の１とか３分の１というような節だったら、ランクは

落ちることはないというようなことでございます。  

 中身は膨大なので省略させていただきますが、改正点はこの７つでご

ざいます。  

 パブリックコメントでございますが、271ページ、２件まいっており

ます。  

 １つは含水率の問題でして、新たに含水率を品質項目の基準に追加す

るが、その場合の試験方法、全乾質量法以外の含水率計による含水率表

示を認めるのか。  

 全乾質量法というのは、100度から105度で長時間乾燥して、もう水分

が蒸発しないというようなことで測るものでございますが、それ以外の

方法もいいのかという御質問でございます。現在の規格では、第４条の

品質で乾燥材と未乾燥材の区分をする際に、乾燥材の条件として19％以

下ということを規定していますが、乾燥材の条件を満たしているか否か

の評価の方法がなかったことから、今回含水率の試験方法を規定した。  

 今回の規定では、同様に含水率の試験の規定にある針葉樹の構造用製

材規格に倣い、全乾質量法を導入した試験方法を採用した。他に従来か



ら針葉樹の構造用製材に、全乾質量法が採用されていますので、それに

倣って制定した。ただし、他の公的な規格で明確に記述される方法であ

って、当規格の製品特性に合致している場合は、その方法により含水率

を計測することができる。  

 この中に含水率の試験の方法が書いてあるんですが、これは原則的に

全乾質量法であると。ただし、これ以外の方法で妥当な方法があれば、

その方法によることができると書いてあるわけですが、私どもは公的な

方法とか、外国の方法ということで認められているものについては、そ

れが妥当であればいいのではないかというふうに思っていますが、国内

的には現在、公的な方法というのは全乾質量法ということだというふう

に認識をしておりますので、国内においてはこれ以外の方法はないとい

うふうに考えております。  

 今後、そういうのが出てくれば、それは配慮が必要になるということ

になります。  

 ２つ目でございますが、２０５、３０４、３０６の寸法型式の種類を

増やすことは、枠組壁工法の主体であるツーバイフォー建築システムの

思想に逆行することであり、反対である。  

 つまりツーバイフォーというのは、材料のパターンが少なくて、非常

に簡便であるというのがツーバイフォーの命であったので、物の種類を

ふやすということは、ややこしくなって、どうかという御意見だという

ふうに思います。これにつきましては、特に２０５が出てきたというの

は、幅を持ったというのは、次世代のエコ住宅に対応するため、壁の中

に厚い断熱材を入れるというためには、もう少し幅があった方がいいと

いうふうな要請が出てきたこととか、３０４とか３０６につきまして

も、今までより厚い構造用製材が使われることがふえてきたことから、

より大きなくぎを打ちやすいというような需要があるものですから、エ

コ住宅とか、そういう建築用のくぎが打ちやすいというようなことか

ら、この３つを増やしたいというふうに思ってございます。  

 ＷＴＯ通報で、海外からの御意見はございませんでした。  

 以上です。  

○沖谷会長 ありがとうございました。  

 この件につきまして部会が開かれております。その検討内容につきま

しては、○○委員が部会長を務められましたので、○○委員から御報告

をお願いします。  

○○委員 農林物資規格調査会の林産物の部会でございますが、これに

つきまして平成15年10月23日に開催されました。調査会の委員は４名、

専門委員が13名、合計17名が出席いたしております。  

 この部会において、規格基準の作成に関して内外関係者の意見を聴取



する機会を設けるため、アクションプログラムの骨格等に基づき公示い

たしましたところ、出席を希望された方は２名いらっしゃいました。枠

組壁工法構造用製材のＪＡＳ規格の改正について意見を述べることを希

望される方はいらっしゃいませんでしたということでございます。  

 このＪＡＳ規格の改正案の主な検討内容といたしまして、今、御説明

があったとおりでございますが、まず寸法型式２０５、それから３０６

等の追加理由と需要はどうかということで質問がございました。これに

ついては、今、御説明あったとおりでございまして、やっぱり新しい形

のことが非常に出てきている。それに対する対応でございます。簡単に

言いますと、２０５は断熱材を厚く入れるということでございます。そ

のために、省エネルギー等を図ろうというようなことでやるということ

が１つ。  

 それから３０６等については、幅が広がりますので、石膏ボードなん

かを打つときに、２枚、３枚打つことがあるんですね。要するに、それ

は防火の関係なんかで。そうすると、狭いところに打ちますと材が割れ

たりすると。したがって、広くとっておいた方が無難であるというよう

なこと。それと火に対して、容積が大きい方が若干もつというようなこ

ともありまして、そういうことでこれは現在、ツーバイフォーに要求さ

れている要求から来ているものだということでございます。  

 それから、Ｈｅｍ－Ｆｉｒ、それからＳＰＦの樹種分の年輪幅が６ミ

リ以上で大丈夫かと。今まで、これは緩和の方向でございますが、これ

については簡単に言いますと、先ほどイングレードテスト、インですか

ら中、グレードは等級、テストといいますけれども、これは実際に規格

は今ここで決められている、こういうもので区分された材料について、

実際に実大試験をやるんですね。それで実際に試験をして、強度が 低

どれぐらいあるんだろうかということを一応やっております。したがっ

て、この６ミリというのを取り外した試験を実際にやってある、実大試

験をたくさんやってある。それから求められているということです。  

 そういうことから、大丈夫かどうかということのデータを明示してほ

しいというようなことがありましたけれども、これについては先ほど御

説明があったように、明示がされているということでございます。  

 それから先ほどの樹種グループのＳⅠ、ＳⅡの廃止に関して、国土交

通省と告示との整合性。先ほどお話しございましたように、この枠組壁

工法は建設省の技術基準と製材とがセットになっているものですから、

そういうことでこれが大丈夫かという質疑があったということでござい

ます。  

 それからこれらの意見に対して先ほど申し上げましたように、２０

５、３０６については、省エネのため、それから幅が広いことによる防



火、耐火性能の増加ということで追加するということであります。それ

から年輪幅のデータについては、今、御説明しましたように、データが

提出されております。  

 それからＳⅠ、ＳⅡについては、基準強度の整合性をとるということ

で説明がなされまして、この原案どおり調査会に報告することになった

わけでございます。  

 今の話の中で、多分、腐れだとか節だとか等級がいろいろあるという

ことをこういう場でお話ししますと、大変皆さん方は心配されるんです

ね。腐れがあって大丈夫かなと。それから等級が幾つか並んでいると、

やっぱり上の方がいいんじゃないかと、やっぱり等級は弱いよりは強い

方がいいだろうと、皆さん思いがちでございますけれども、これはその

弱いのは弱いなりの使い方をするというのが基本です。したがって、弱

いのを使ったから心配だとかということではなくて、それはもちろん上

の方は当然上になりますけれども、だけどそれは逆に結果的に大変お高

いものになってしまうということにもなります。  

 したがいまして、大事なことは、その強度的に十分満足するものを使

っていますので、これの使い分けをするということが大変重要な視点で

ございますので、これを選択するために幅が決められている。それが等

級で分けられているということでございます。  

 したがって、低いのがあると心配だというご心配は誤った認識だとい

うぐあいに考えていただいた方がよろしいかと思っております。  

 それから先ほどの含水率の件でございますけれども、含水率は基本的

には全乾質量法でおっしゃったとおりでございますが、実際にはこの全

乾質量法と実際にいろいろな計測する装置があります。それとキャリブ

レーションというんでしょうか、チェックをちゃんとされているものに

ついては、全部乾かしてやるというわけにはいきませんので、それにつ

いては安全を見たやり方で実際認定されている含水率計というのがあり

ますので、そういうものを実際には使っていることが多いということ

を、先ほど説明されたとおりでございます。基本はあくまでも全乾質量

法というのがベースになっているということでございますので、その点

は先ほどの御説明のとおりでございます。  

 以上でございます。  

○沖谷会長 ありがとうございました。  

 ただ今の事務局の説明及び部会の検討内容の報告につきまして、何か

御質問あるいは御意見がございましたらどうぞ。  

○武田表示・規格課長補佐 ちょっと補足をさせていただきます。  

 先ほど、○○先生の方から報告があったんですけれども、樹種グルー

プのＳⅠ、ＳⅡの件で、国土交通省との整合性を図っていくという話だ



ったんですけれども、今、国土交通省の方と話をしておりまして、ＪＡ

Ｓの方と合わせるような形で国土交通省の告示の方も変えていただく方

向で検討してもらっているということで、この場を借りて御報告いたし

ます。  

○沖谷会長 ということだそうです。ありがとうございました。  

 ほかにありますか。  

 適材適所で、資源をむだなく有効に使うということですね。  

○○委員 ちょっと教えていただきたいんですが、水分が19％以下とい

うことなのですけれども、結構私なんかが材を見ていますと、売られて

いる材でしなりが来ている材が結構あるんですね、ツーバイフォー材

で。あのあたりは水分からいくと、どの程度なんでしょうね。まっすぐ

な材を買いたくても、結構売っているものをみますと、しなりが入って

しまっているんですね。ですから、これはＪＡＳの基準からいったらど

の程度なのかなと。  

 また、今、全乾質量法と言いましたけれども、例えば今ケット（ケッ

ト科学研究所）なんかでは水分計というのはよくありますけれども、そ

ういうものでも認定されているものがあるのかどうか、そこら辺、ちょ

っと教えていただきたいと思います。  

○○委員 含水率計についてのケットなんかがどうかと、いろいろなも

のがありますけれども、そこについては認定されているものがありま

す。だから、これはあくまでも全乾質量法とのキャリブレーションをち

ゃんとやっているものと。そのやり方まで一応やられておりますので、

ほかのこのツーバイフォーだけではない木材についての含水率をやった

ときには、そういうことを実際にやるようにはなっております。  

 それから、曲がりというんでしょうか、含水率が、これはどうでしょ

うか。これは○○さんの方がご存じかと思いますけれども、19％という

のは、通常の我々が使う段階というんでしょうか、この１年ぐらいずっ

と放っておいて、平行状態に達したというのは、大体日本の場合では

15％ぐらいなんですね。大体15、 近では少し乾いてきておりますか

ら、12から15ぐらいだと考えていただいて。したがって、19といっても

まだ水分が飛んでいく状態ではあるというぐらいに考えていただいて。

だけど、差し当たり19ぐらいになっていると、いろいろなトラブルが低

くなってくる含水率だということでやっておりますが、実際に使われて

いるのはもっと低いんじゃないでしょうかね。  

○○委員 まず初めに、乾燥のケットとの関係ですけれども、これはそ

れぞれの工場で大半のところがＪＡＳの選別の認定工場であったり、そ

れから 近ですとＩＳＯ9000の認定工場だったりされています。それか

らまた、基準法上の型式の認定だとかいうのに、その場合に木材の乾燥



をチェックするという、そういう品質上のチェック事項があります。そ

れを全部重量法でやるというのは、とても大変なことなので、それはケ

ットなり何なりの会社が、例えば１年なら１年とか、半年に１回更正を

かけてくださいと。物によって期限が違うんですけれども、その更正を

かけた状態でそれを使うようにしています。ですから、あくまでも基本

は、先ほど○○先生のおっしゃられたように、全乾した、要するに乾燥

させた重量で測ったものと、そのケットなり何なりがどういうふうに誤

差の範囲の中にあるかということを、一応承知した形で運用されている

と、こういうふうに御理解いただきたいと思います。  

 それから19％の材であっても、これは19％以下の材料でそのまま建て

方に入ると、これはくぎだとか、合板などによって、拘束されています

ので、その真っ直ぐのものでほぼ乾燥していくと、こういうことになり

ます。  

 ですから、仮にグリーン材であっても、日本の従来からやっている木

造軸組の場合、この場合はほとんどがグリーン材といいますか、未乾燥

材ですけれども、そんなに急に家がひっくり返ってくるというようなこ

とがないのは、建て方に調整しながら乾燥していくと、こういうことだ

と思うんですね。ですから、建てている間にちょっとゆがんでいれば、

それは大工さんが直されると思うんですけれども。  

 ですから、仮に乾燥材を輸入してきましても、バンドルでくくってあ

る外側はバンドルの外周は直射日光に当たったりしますので、バンドル

を外したとたんにそっくり返ります。ですから、置かれた状態が19％か

ら15％ぐらいのところに移るときに、どういう状況に置かれていたかと

いうことだと思うんですね。だから、直射日光に当たったり何かさせる

と、ほとんどそれはそっくり返るような形になります。  

 そっくり返ったようなものは、どうしているかというと、それは長い

ままの材料ですとここに書いている規格でアウトになるわけですね。で

すから、短い材にしてボード受けとか、そういういろいろな呼び名のも

のがあるんですけれども、それぞれのところにまたこういう幅の狭いも

ので役に立つ使い方がありますので、そういうところに回し使いをする

ということになります。  

 それから今度15％以下に下がった場合に、15％以下に下がると、これ

は表面的に雨にだーっと当たっても、表面上は濡れていますけれども、

中までは濡れていない。先ほどの重量乾燥とか、そういうのではかる

と、それはほとんど問題はない状態になっています。だから、すぐに乾

燥するというふうに御理解いただければいいと思います。  

 それから、先ほどの蛇足になりますけれども、シックス材を追加とい

うことをここではご承認していただきたいと、こう言っているんですけ



れども、地球温暖化防止のために新省エネ基準から次世代省エネ基準

に、国の方は推進していこうと、こういう動きがありまして、次世代省

エネ基準でいきますと、首都圏の関東圏でも断熱材は100ミリほどは必

要になります。現在のツーバイフォー材ですと、89しかありませんの

で、百何ミリのものを縮めて入れればいいじゃないかと、こういうお説

もございますが、やはり100ミリは確保したいと、こういう状況であり

ます。  

 それから、先ほどの３１系、３０系については、○○先生が先ほど申

されましたとおり、以前は燃えるものでつくった家は、耐火建築にはな

らなかったんですが、今は性能さえあればコンクリートと同じように耐

火建築区分を認めますよと、こういう方向に変わりましたので、それで

先ほど、何で耐火ボード、石膏ボードを２枚張ったり、３枚張ったりす

るんだという回答のつもりなんですけれども、石膏ボードを２枚張るこ

とによって、耐火性能が上がって、コンクリートなりと同じ実大火災試

験をすると性能があるということがわかりましたので、ぜひともこうい

う幅、１枚だけだったら２インチの幅でよかったんですが、２枚以上張

るとなると３インチの幅が必要になってくると、こういうふうに御理解

していただきたいと思います。  

 以上です。  

○沖谷会長 どうもありがとうございました。  

○武田表示・規格課長補佐 ちょっと含水率の話で整理したいと思いま

す。  

 パブリックコメントであった含水率計による表示を認めるのかという

話なんですけれども、これはきっとグレーディングというか、格付のと

きの検査のことを言っているのかなと思っているんですね。今、○○先

生や○○委員の方から話が出た、含水率計というのは、日々の品質管理

の中で、格付の検査というのはある一定の期間、たしかツーバイフォー

は50日に一遍格付の検査をするんですけれども、その間は四十何日、こ

れはいわゆる業界団体で認定されたものや何かを使って、ある一定の検

査を行うと。  

 しかし、ここで言っている含水率計を使いたいというのは、格付の検

査で含水率計を使いたいというのであれば、ちょっと今の状態では無理

なのかなと。その場合に、他の、今ただし書きで明らかに含水率が測れ

る方法はオッケーだよと言っているのは、きっと明らかというのであれ

ば、他の公的な規格、日本で言うとＪＩＳとか、あるのかないのかわか

りませんけれども、ＪＩＳとか、他の農林規格、製材の方からとるとい

うことなので、製材の方に書かれているとか、あと外国の北米の規格と

か、ヨーロッパの規格なんかに、他の方法で、これで測っていいよとい



うことが書いてあれば、明らかではないかなということで御説明させて

いただいたということです。  

○沖谷会長 今の説明でいいですか。  

 それでは、枠組壁工法構造用製材の日本農林規格の改正案につきまし

ては、原案どおり改正するということで、いかがでございましょうか。

（「異議なし」の声あり）  

○沖谷会長 では、枠組壁工法構造用製材の日本農林規格の改正案につ

きましては、原案どおり改正するということで報告することにいたしま

す。どうもありがとうございました。  

 それでは、次に議題３の（１）のアの（オ）の枠組壁工法構造用たて

継ぎ材の日本農林規格の改正案につきまして、事務局から説明をお願い

します。  

○川村上席表示・規格専門官 資料８でございますが、このたて継ぎ材

というのは、フィンガージョイントと言われまして、ここにジョイント

部分があるんですが、指が重なるようにぎざぎざになってジョイントし

ているというものでございます。ツーバイフォーで、そういうジョイン

トしたものの基準でございます。  

 278ページに今回の改正点３点ございます。  

 改正点１は、平均年輪幅のことで、先ほどと全く一緒でございます。  

 ２番も、ＳⅠ、ＳⅡでございまして、先ほどと全く一緒になります。  

 ３番でございます。曲げ試験に寸法調整係数を追加等。現行の曲げ強

さの基準値は２０４を基準としたものになっていることから、それ以外

の寸法形式のものについては、このまま用いた場合、必要以上な強度を

要求することとなるため、寸法による調整係数を設けることとした。な

お、この寸法による調整係数は、建設省告示の係数を用いたということ

でございまして、ツーバイフォーが基準になっている数値でございます

ので、この297ページに２０６の場合はそれに0.84とか、２１２の場合

は0.63とかという材の大きさによって係数を用いた。この係数は、建設

省の告示に沿ったものということでございます。  

 あとパブリックコメント、ＷＴＯ通報はございませんでした。  

 以上でございます。  

○沖谷会長 ありがとうございました。  

 この件につきましても部会が開かれております。検討内容につきまし

ては○○委員が部会長を務められましたので、○○委員から報告をお願

いします。  

○○委員 これも構造用製材と同じように、平成15年10月23日に部会が

行われました。枠組壁工法のたて継ぎのＪＡＳの規格についての意見を

述べることを希望された方はいらっしゃいませんでした。  



 検討内容としては、たて継ぎ材には寸法形式２０５、先ほど言いまし

たが、新しく加わった２０５については入れないのかという意見がござ

いました。これに対して、たて継ぎ材の寸法形式２０５については、今

まで試験のデータがございませんので、これは入れないということでご

ざいます。要するに、縦に継いだものを２０５のところに使うというこ

とは、今のところ見送ろうということで、一般的な２０５については一

本ものというんでしょうか、先ほどのもので対応しようということでご

ざいます。  

 そういうことで、たて継ぎ材のＪＡＳの規格改正案については、原案

どおり改正する方向で調査会に報告することとなりました。  

 以上でございます。  

○沖谷会長 ありがとうございました。  

 ただ今の事務局の説明と部会の検討内容の報告につきまして、何か御

質問、御意見がございましたらどうぞ。  

 特にございませんでしょうか。  

 それでは、枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格の改正案につ

きましては、原案どおり改正するということでいかがでございましょう

か。（「異議なし」という声あり）  

○沖谷会長 では、枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格の改正

案につきましては、原案どおり改正するということで報告することにい

たします。ありがとうございました。  

 それでは次に、議題３（１）イ（イ）機械による曲げ応力等級区分を

行う枠組壁工法構造用製材の日本農林規格の廃止案につきまして、事務

局から説明願います。  

○川上上席表示・規格専門官 資料９でございます。  

 これにつきましては、先ほど御説明しましたように、枠組壁工法構造

用製材の方に吸収をするということで、吸収する上でこれを廃止すると

いうことでございます。  

 中身につきましては、資料７の方に全文が入っているということでご

ざいます。  

 以上でございます。  

○沖谷会長 ありがとうございました。  

 この件につきましては部会が開かれております。その検討内容につき

まして、○○委員が部会長を務められましたので、○○委員から御報告

をお願いいたします。  

○○委員 これも製材、たて継ぎ材と同じ日の10月23日に部会で検討い

たしました。機械による曲げ応力等級区分を行う枠組壁工法構造用製材

の廃止について、意見を述べることを要する方はいらっしゃいませんで



した。  

 機械による曲げ等級区分を行う枠組壁工法構造用製材のＪＡＳ規格の

廃止案については、先ほど伝えましたように、統合するということでご

ざいますので、原案どおりこれが消えるわけではないので、特に単独で

いるというのに積極的な意味がないということで、廃止する方向で調査

会に報告することとなったわけでございます。  

 以上でございます。  

○沖谷会長 ありがとうございます。  

 それでは、ただ今の事務局の説明及び部会の検討内容の報告につきま

して、何か御質問、御意見がございましたらどうぞ、お願いします。  

 特にございませんか。実質、特に変化ないわけですので。  

 では、機械による曲げ応力等級区分を行う枠組壁工法構造用製材の日

本農林規格の廃止案につきましては、原案どおり廃止するということで

いかがでございましょうか。（「異議なし」という声あり）  

○沖谷会長 では、この日本農林規格の廃止案につきましては、原案ど

おり廃止するということで報告することにいたします。どうもありがと

うございました。  

 それでは、ここで議題３の（１）及び（２）の審議結果につきまして

確認をいたします。  

 日本農林規格案につきましては報告案として、品質表示基準につきま

しては答申案として今、配付しているものを御覧いただきます。  

 間違いございませんか。  

 それでは、お配りしたもので報告及び答申することといたします。  

 予定した議題は以上でございますけれども、事務局で何かございまし

たら。  

○柄澤表示・規格課長 ございません。  

○沖谷会長 それでは、以上で本日の議題はすべて終了させていただき

ます。  

 長いこと御苦労さまでした。ありがとうございました。  

○柄澤表示・規格課長  熱心な御審議ありがとうございました。次回

の総会は、４月２３日（金）、時間は通常より３０分遅い１４：３０か

ら同じこの会議室で開催する予定としております。議題と致しまして

は、チルドミートボール、チルドハンバーグステーキ、ウスターソース

類のＪＡＳ３品目の見直し等についてでございます。  

 それでは、以上をもちまして農林物資規格調査会総会を閉会いたしま

す。  


