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農林物資規格調査会総会

日時：平成１７年８月２６日（金）

会場：農林水産省第２特別会議室

時間：１４：００～１７：５４

議 事 次 第

１．開 会

２．議 題

（１）有機畜産物の日本農林規格及び有機飼料の日本農林規格の制定案について

（２）日本農林規格（ＪＡＳ規格）の改正について

ア 日本農林規格の改正

（ｱ）有機農産物加工食品の日本農林規格

（ｲ）農産物漬物の日本農林規格

（ｳ）果実飲料の日本農林規格

（ｴ）にんじんジュース及びにんじんミックスジュースの日本農林規格

（ｵ）炭酸飲料の日本農林規格

（３）品質表示基準の一部改正について

ア 農産物漬物品質表示基準

イ 果実飲料品質表示基準

ウ にんじんジュース及びにんじんミックスジュース品質表示基準

エ 炭酸飲料品質表示基準

オ 遺伝子組換え食品に関する品質表示基準

（４）日本農林規格及び品質表示基準の制定・見直しの基準について

（５）平成１７年度の日本農林規格及び品質表示基準の見直し品目について

（６）その他
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４．閉 会
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資料

１ 農林物資規格調査会委員名簿

２ 有機農産物ＪＡＳ規格等の制定について

３－１ 有機飼料の日本農林規格について（案）

３－２ 有機畜産物の日本農林規格（案）

４ 有機農産物加工食品の日本農林規格の見直しについて（案）

５ 農産物漬物の日本農林規格の見直しについて（案）

６ 農産物漬物品質表示基準の一部改正について（案）

７ 果実飲料の日本農林規格の見直しについて（案）

８ 果実飲料品質表示基準の一部改正について（案）

９ にんじんジュース及びにんじんミックスジュースの日本農林規格の見直しについて

（案）

１０ にんじんジュース及びにんじんミックスジュース品質表示基準の一部改正について

（案）

１１ 炭酸飲料の日本農林規格の見直しについて（案）

１２ 炭酸飲料品質表示基準の一部改正について（案）

１３ 遺伝子組換え食品に関する品質表示基準の一部改正について（案）

１４ 日本農林規格及び品質表示基準の制定・見直しの基準について（案）

１５ 平成１７年度の日本農林規格及び品質表示基準の見直し品目について
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農林物資規格調査会委員名簿

有 馬 孝 ・ 宮崎県木材利用技術センター所長

粟 生 美 世 （社）栄養改善普及会理事

石 井 胖 行 （財）食品産業センター参与

石 塚 皓 司 全国水産物商業協同組合連合会常任理事

伊 藤 潤 子 日本生活協同組合連合会理事

岩 本 敬 明 （社）住宅生産団体連合会木質複合建築開発委員会委員長

会長

沖 谷 明 紘 日本獣医畜産大学応用生命科学部教授

小 野 正 全国農業協同組合連合会大消費地販売推進部長

垣 添 直 也 （社）日本経済団体連合会常任理事

河 原 はつ子 全国地域婦人団体連絡協議会常任理事

田 島 眞 実践女子大学生活科学部教授

田 中 隆 行 （社）全国木材組合連合会理事

寺 内 正 光 （社）日本食肉市場卸売協会会長理事

徳 永 瑛 子 日本主婦連合会副会長

冨 沢 彦 昭 （社）全国中央市場青果卸売協会監事

畑 江 敬 子 （国）お茶の水女子大学大学院人間文化研究科教授

宮 地 邦 明 日本チェーンストア協会食品委員会委員

森 田 満 樹 （株）食品科学広報センター主任研究員

保 田 茂 兵庫農漁村社会研究所代表

山 根 香 織 主婦連合会副会長

（五十音順、敬称略）
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午後 ２時００分 開会

○水田表示・規格課長 それでは、定刻となりましたので、農林物資規格調査会総会を開催さ

せていただきます。

本日は、委員の皆様方にはこの総会のためにご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、有馬委員、石塚委員、伊藤委員、岩本委員、垣添委員、寺

内委員が所用のため欠席されておられます。総数20名の委員のうち14名の委員がご出席をされ

ており過半数を超えておりますので、農林物資規格調査会令の規定に基づき、総会は成立して

おります。

なお、本調査会は農林物資規格調査会運営規程に基づき公開となっております。傍聴する方

を公募いたしましたところ54名の応募があり、抽せんの結果45名の方が本日傍聴されておりま

す。

それでは、運営規程に基づき、沖谷会長に議長をお願いいたします。

○沖谷会長 ただいまから農林物資規格調査会総会を開催いたします。

まず、議事に入る前に、本日の総会の議事録署名人の指名を行います。運営規程によりまし

て、会長が指名することになっておりますので、石井委員と田島委員にお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いします。

それでは、議題の審議に入ります。

最初の議題は （１）有機畜産物及び有機飼料です。これらについては、今年２月の総会で、

審議を行い、別表の資材について再度総会で審議することになっていたものです。事務局から

説明をお願いします。

○植木上席表示・規格専門官 それでは、ご説明させていただきます。

その前に、お手元の資料でございますけれども、大部の資料を用意させていただいておりま

す。一応ご確認の方をお願いしたいと思っております。

議事次第がございます。資料の１番が委員名簿でございます。それから、資料２としまして

有機畜産等でございます。それから、資料３－１、３－２がございまして、以下、資料４、５、

６、７、７は大分分厚いかと思いますが、８番、９番、10番、11番、12番、13番。14、15はち

ょっと薄いものかと思いますけれども、以上、全部で資料番号15までございます。何かござい

ますれば、事務局までご連絡いただければと思ってございます。

それでは、有機の畜産につきましてご説明させていただきます。

資料の２番と３番でございます。先ほど会長の方からご説明ありましたとおり、この件につ
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きましては、今年２月の総会で一度ご審議をお願いしてございまして、そのときに別表の資材

の関係でこの７月にご審議いただいた有機農産物の規格との整合性を図るということから再度

ご審議をお願いしたいとしたところでございます。簡単に概要につきましてご説明をしたいと

思います。資料２でございます。

有機畜産物ＪＡＳ規格等の制定でございます。背景・趣旨は省略させていただきます。

２番の有機畜産物に係るＪＡＳ規格の検討でございます。まず、部会におきましてコーデッ

クスガイドラインに準拠しまして、合計８回にわたりご議論いただいたということが書いてご

ざいます。３番目が有機飼料でございます。これにつきましても部会を開催しまして、昨年２

月に部会案が了承されたということが書いてございます。それから４番目、有機農産物ＪＡＳ

規格等の改正の反映でございます。これにつきましては、今ご説明しましたとおり、有機農産

物及び有機農産物加工食品のＪＡＳ規格の改正に伴いまして、その改正部分を反映したものを

ご審議いただくわけでございます。

２ページでございます。１番目が、有機飼料のＪＡＳ規格のポイントでございます。２月の

総会の段階では、有機農産物飼料と有機加工飼料と２つの規格としてご審議をいただいたわけ

でございます。その後、若干法令的な審査といいますか整理をしまして、普通、食品の場合に

は農産物と加工食品という概念のカテゴリー分けがございますけれども、飼料の場合にはなか

なか加工飼料とそうでない飼料という概念的な仕分けがないということから、この２つの規格

を合わせまして有機飼料というふうにしてございます。内容的には、２つの規格をがっちゃん

こといいますか、１つにしたものでございまして、内容は同じでございます。

２番目が、有機畜産物のＪＡＳ規格のポイントでございます。これにつきましては、項目だ

けでございますけれども、１番目としまして対象となる家畜・家きんの種類、これを限定して

ございます。これが例えば３番目の方で一頭当たりの最低面積等がございますので、やはりそ

うなりますとある程度種類を限定しないとなかなかこういうものが規定できないということか

ら、想定されるものを中心に家畜・家きんの種類をリストアップしてございます。

それから、２番目が有機飼料でございます。こういうものを与えなさいよということでござ

います。

それから、３番目が飼養管理でございまして、今申し上げたように、一頭当たりの最低面積

確保とか、野外の飼育場への自由な出入り等、こういうことを規定してございます。

それから、４番目が動物用医薬品の使用制限でございます。動物用医薬品及び抗生物質の予

防目的での使用は禁止、治療目的で使用した場合には、法定期間の２倍以上の期間を置きなさ
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いということが書いてございます。

次は、資料３－１でございます。有機飼料の日本農林規格でございます。

委員の皆様方には、事前に資料の方を送付させていただいておりまして、そのときには、線

が入っていないものをお送りしてございますけれども、今回お手元にお配りしましたのは２月

にご審議いただいた有機加工飼料の規格をベースに、それに有機農産物飼料の規格をどういう

ふうに加えたのかというところがわかるように、といってもちょっとわかりづらいかと思いま

すが、記述してございます。有機加工飼料の規格から削除した部分が二重線で消してございま

して、有機農産物飼料の規格から持ってきた部分、これが波線で入っているというところでご

ざいます。

第１条が目的でございます。第２条が生産の原則でございます。第３条で定義がいろいろご

ざいます。第４条、生産の方法についての基準がここに書いてございまして、原材料として１

番としまして格付の表示が付されているもの、２番としまして、有機飼料用農産物、３番とし

まして、１及び２以外の農畜産物という形で規定してございます。内容につきましては、既に

２月にご説明しておりますので省かせていただきます。

次は３ページ目でございます。原材料の使用割合ということでございます。

次が、製造、加工、包装等、その他の工程に係る管理ということで規定してございます。

次のページが４ページでございますけれども、別表１でございますけれども、これがサイレ

ージ等を生産する場合、調整用等資材として加えていいもののリストでございます。

それから、別表２でございますけれども、これは保管中の倉庫等における病害虫防除で使用

していいもののリストでございます。これにつきましては、有機加工食品の別表２と同じもの

にしてございます。

次、６ページ以降は有機農産物の日本農林規格の全体像でございます。これにつきましては、

省かせていただきます。

次が資料３－２でございます。有機畜産物の規格でございます。

これにつきましても、ことしの２月の総会でご審議いただいておりまして、今回は別表の部

分ということでございますけれども、若干その後、法令的な観点で内容は同じでございますけ

れども、表現ぶりが変わったところがございまして、その辺を波線で書いてございます。

資料３－２の１ページ目でございますけれども、目的がございまして、次が生産の原則がご

ざいます。次が定義でございます。次が２ページ目でございますけれども、生産の方法につい

ての基準ということで飼養施設の条件がずっと書いてございます。次、４ページ目が飼養の対
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象となる家畜又は家きん等々書いてございます。若干追加した点あるいは二重線で消した部分

ございますけれども、その辺は内容は変わっておらずに表現ぶりをちょっと整理したというこ

とでございます。

それから、５ページも同じでございまして、６ページの方は一般管理ということでこういう

項目が書いてございます。７ページが健康管理と解体等の工程に係る管理でございます。８ペ

ージの方が名称の表示でございます。10ページ以降、別表が結構あるということでございます。

10ページの別表の１でございますけれども、場合によっては使用可能な肥料及び土壌改良資

材のリストでございまして、今年７月の総会でご審議いただいた有機農産物のＪＡＳ規格の別

表１と整合化を図ったものでございます。11ページ、12ページの途中までございます。

別表２が保管中に病害虫防除で使用可能な資材のリストでございますけれども、これは有機

農産物のＪＡＳ規格の別表２と整合化を図ってございます。

以下、13ページの別表３以降、有機畜産特有のいろいろな別表が書いてございますけれども、

内容につきましては２月に御説明したものと同じでございますので省かせていただきます。

以上でございます。

○沖谷会長 ありがとうございました。

ただいまの事務局の説明につきまして何かご質問、ご意見がございますでしょうか。

はい、どうぞ、石井委員。

○石井委員 ぱっと見ていて気がついたんですが、資料３－２の８ページ目ですね。７行目

「別表２に掲げる薬剤のみが 」とあり、１０行目にも「のみが」となっているんですけれど、

も、この「が」の出方がちょっと下の方はおかしいんじゃないかなと思うんですけれども。

○沖谷会長 これは並列ですか 「が」が要らないということですか。。

○水田表示・規格課長 ここのところは波線のところで入っています有害動植物の防除に使用

される資材として別表２にずっと続いて、そこの「のみが」で１回切れまして、これとその後

の「畜産物の品質の保持改善に使用する資材として別表10」からずっと続いて、その一番最後

の波線の次のところの「のみが」という、この２つの節が並列に並んでおりまして、その次の

「使用されていること」というところにつながっておるところであります。前段と後段とが並

列につながって「のみが」の次がいずれも最後の「使用されていること」というところにつな

がるんですが、非常に節が長いのでわかりにくい表現になっていることはそのとおりだと思い

ますが、今後ちょっと法令的なところもございますので、このあたりはその辺をわかりにくい

ということは念頭に置きながらさらに検討したいと思いますが、場合によったらこのままにな
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るかもしれませんので、そこはご了承いただきたいと思います。

○沖谷会長 ありがとうございました。

ほかにございますか。有機畜産の規格は２月に審議したんですけれども、その後、７月に有

機農産物を審議したところですよね。その記憶が恐らくみんな残っていらっしゃると思うんで

す。それを今度反映したということですね、デリスとかそういうのをみんな除いたのは。有機

農産物の方がちゃんとできてからということだったんですけれども、それを反映したというこ

とで、２月に審議したものとちょっと離れた感じがあるのは、そういうことです。審議の内容

は全くオーバーランしていないということを確認してあります。

よろしいですか。

（発言する者なし）

○沖谷会長 それでは、事務局案でよろしいということで結構でしょうか。

（ 異議なし」の声あり）「

○沖谷会長 それでは、原案どおり改正するということを報告することといたします。

次に移ります （２）のア、有機農産物加工食品のＪＡＳ規格の改正に移ります。事務局か。

ら説明をお願いします。

○植木上席表示・規格専門官 それでは、資料の４番でございます。これは前回、７月の総会

で一度ご説明をさせていただきまして、内容が有機の畜産にかかわる部分がございますので、

また再度次回の総会でご審議いただくということになっていたわけでございます。

内容につきましては、７月の総会でご説明しておりますので、ごく簡単に紹介したいと思い

ます。１ページ目が諮問文でございまして、２ページ目でございます。右側が現行、左側が改

正案でございますけれども、題名の方を有機農産物加工食品から有機加工食品に変更してござ

います。第１条が目的でございまして、第２条が生産の原則でございますけれども、従来は有

機農産物の持つ特性がとございますけれども、左の改正案の方では有機農産物、有機畜産物と

してございまして、その有する特性が製造または加工の過程において保持されることを旨とい

うふうになってございます。第３条ので定義を置いておりまして、この規格全体の有機加工食

品というものの中で有機農産物加工食品と有機畜産物加工食品と有機農畜産物加工食品、こう

いうものに一応概念上分けているということでございます。

４－３ページでございますけれども、第４条が生産の方法についての基準でございます。現

行の方では右の方で原材料の欄で有機農産物と有機農産物加工食品というのを左の方にいきま

すと、有機農産物、有機加工食品を一緒にしまして、有機畜産物を追加したわけでございます。
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それから、第４条の下の方で原材料の使用割合の方は、これは前に戻りまして定義、４－２

ページの定義の中で５％以下というふうに規定していることから、ここは削除してございます。

内容は変わってございません。

４－４ページでございますけれども、ここは製造、加工等の工程に係る管理でございます。

食品添加物と、あと防除用の資材を４－５ページ以下の別表１、別表２に掲げているところで

ございます。

第５条が有機加工食品の名称及び原材料名の表示でございます。実は、皆様方に事前に資料

をお送りしてございますけれども、それ以後、若干整理をしまして今日お示ししている案をご

説明させていただきます。

第５条の有機加工食品の名称の表示及び原材料名の表示は、次に規定する方法ということで

ございます。名称の表示でございますけれども、１、次の例のいずれかにより記載すること。

（１）としまして、有機○○又は○○（有機 （２）としましてオーガニック○○又は○○）、

（オーガニック 、○○には当該加工食品の一般的な名称を記載すること。ただしとございま）

して、有機農畜産物加工食品のうち○○に記載する一般的な名称が有機農産物加工食品の一般

的な名称と同一となるものについては、別途定めるということでございます。

２番につきましては、これは転換中でございます。前回と同じでございますし、次のページ

が原材料名の表示、これにつきましても前回と同じでございますので、それと別表につきまし

ても説明を省略させていただきます。

次が資料の４－10でございますけれども、部会の議事次第と部会での検討メンバーをつけて

ございます。

そして、今ご説明しました名称の表示等につきまして少し詳細な説明ペーパーを12、13ペー

ジにつけてございまして、あと委員の皆様方にはお手元の方にこういうカラーの資料、加工食

品に係る名称の表示規制の概念図というものを説明参考としてお配りしてございます。これに

つきまして水田課長から説明させていただきます。

○水田表示・規格課長 それでは、資料４－12ページですね。今申し上げました有機加工食品

の規格の形式についてというものにつきまして若干ご説明、前回とダブるところもございます

が、若干もう一度ご説明を含めてさせていただきます。前回と若干変わっているところもござ

います。前回ご説明した部分、１ページ目は前回ご説明した部分でございますけれども、有機

加工食品の規格の関係でございます。有機畜産物のＪＡＳ規格の制定ということに伴いまして、

今回、有機農産物加工食品の規格を有機加工食品という形に変えるという形でございます。既
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存の、すなわち有機の農産物加工食品、つまり有機農産物を原料に95％以上使うというものが

有機農産物加工食品でございますが、これに加えまして新たに専ら有機畜産物を原材料とする。

つまり、原材料のうち95％以上が有機畜産物であるというものが有機畜産物加工食品となるわ

けでございまして、具体的には牛乳、乳製品でございますとかローストビーフ、チャーシュー

とか玉子焼きとか、こういったものが考えられるわけでございます。

さらに、これにあわせまして有機農産物と有機畜産物と合わせて95％以上というものが有機

農畜産物加工食品でございます。ハンバーグ、肉じゃが、ビーフシチュー、肉まん、ロールキ

ャベツと、こういった事例を出させていただいているわけでございますが、こういったものに

つきましても有機のＪＡＳ認証を受けられるという形にしていきたいというのが今回の有機加

工食品というものでございます。

一方で、２番目に書いてございますように、既存のＪＡＳ規格でございます有機農産物と有

機農産物加工食品につきましては、指定農林物資というものに指定されております。これは名

称の表示の適正化を図ることが特に必要と認められるということでございまして、これは以前

にこういうＪＡＳ規格がある以前、有機農産物というものがそれぞれの生産者の方々あるいは

団体の方々がそれぞれつくった基準でつくられておりまして、非常に有機農産物の表示が混乱

したということもございまして、このＪＡＳ規格で定められている規格を受けなければ有機と

いうふうに名乗れないというふうな規制をかけたというものでございます。

指定農林物資の要件といたしまして、ここに書いてございますように日本農林規格、すなわ

ちＪＡＳ規格が定められている農林物資であって、ＪＡＳ規格において定める生産の方法とは

異なる方法により生産されたほかの農林物資についても有機というものが非常に使われていて、

これを放置していては一般消費者の選択に著しい支障を生じるおそれがあると、こういった厳

しい要件が課せられておりまして、こういった形で政令で指定をされているというものでござ

います。

具体的にはどういった規制がかかってくるかと申しますと、２つございまして、１つは指定

農林物資になったものについてはＪＡＳマークがついていなければ有機というふうに称しては

いけませんということでございますし、もう一つは指定農林物資以外の農林物資について指定

農林物資に係るＪＡＳ規格において定める名称の表示と同じ表示、あるいは紛らわしい表示を

してはならないという規制でございます。

一方で、今回新たに制定しようといたします有機畜産物あるいは有機畜産物加工食品及び有

機農畜産物加工食品、農産物と畜産物合わせて95％というものでございますけれども、この新



- 12 -

たな部分の指定農林物資としての指定という点につきましては、現時点におきましては次の点、

すなわち１点目、ＪＡＳ規格が今現状では制定されていないということ。それから、２点目と

いたしまして、ＪＡＳ規格と異なる生産方法により生産されたものに有機等の表示が付されて

販売されている事例はほとんどないこと。そもそも有機畜産物とか有機畜産物加工食品あるい

は有機農畜産物加工食品の出回りがほとんどないという実態でございまして、今実態がないと

ころにこういった形で規格をつくっていくというところであることから、指定農林物資として

の指定は難しいという部分でございます。

次のページに移りますが、このため有機加工食品の規格につきましては名称の表示規制の対

象を明確にする観点から、先ほど申し上げましたように有機農産物加工食品と、それから有機

畜産物加工食品、それから農産物と畜産物両方使って95％以上という有機農畜産物加工食品、

この３つに分けて規定をするということとしたいというものでございます。

カラーの図の説明参考の方をちょっと見ていただければと思いますが、一番上にございます

のが有機農産物という、これは生鮮のものでございます。有機トマトとかオーガニックコーン

とかでございます。その下にございますのが有機農産物加工食品、有機農産物が95％以上とい

うものでございます。これが今、ＪＡＳ規格がございまして、指定の農林物資に指定されてい

るわけでございますが、それ以外のものは規格もございませんし、指定もされておらないとい

うことでございます。

これが改正前の状況でございまして、改正後の状況を右に書いてございますが、右にござい

ますように、一番下に有機畜産物を入れております。有機の卵ですとかオーガニックビーフで

す。その上に有機畜産物加工食品、有機畜産物がすなわち原料に95％以上占めるというもので

ございます。その間に有機農畜産物の加工食品というものがございます。

こういったものについて有機のＪＡＳの規格をつくりまして、こういった右側にあるような

表示をするという形になるわけでございます。この４－13ページの資料の４番に書いてござい

ますが、この有機農畜産物加工食品のうちごく一部のもの、一般的には農産物95％でつくれる

ようなものについて、特別に畜産物をかなり入れてつくったような場合に、指定農林物資であ

ります農産物加工食品の名称の表示と同一のような名称の表示になることが考え方としてはあ

り得るわけでございます。例えば有機畜産物加工食品のところに書いてございます有機豆腐と

いうのがございます。通常は農産物しか使いません。ですが、これに仮に畜産物、牛乳のよう

なものを５％以上入れてつくったような場合には有機農畜産物加工食品の方になります。これ

を有機豆腐というふうに称しますと、ここの点につきましては表示規制の対象という形になっ
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てしまう部分がございますので、これを避けることが必要であるということが法制的にはある

わけでございます。

ただ、現在こういったものの、先ほど申し上げましたように販売実態がないというところが

ございますので、この名称の表示方法についてはそういった実態をよく見きわめて、その上で

今後さらに検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。

机の上だけで考えていきますと、かえっておかしなことになるようなケースもございますの

で、具体的な表示や販売の実態等を見きわめながら、今後検討してまいりたいというふうに考

えているところでございます。

それから、最後に５番目のところに書いてございますように、先ほどちょっと申し上げまし

た有機畜産物、有機畜産物加工食品、有機農畜産物加工食品、これは指定農林物資の指定が現

時点では難しいということでございますが、規格をつくりました後にこういったものの格付の

状況ですとか、あるいは表示の状況ですとか、こういったものを踏まえましてその指定に向け

て引き続き関係部局と協議をしていくということとしたいというふうに考えております。これ

が指定されますと、先ほど申し上げました表示の今後さらに検討すると申し上げたようなとこ

ろの部分も解消されるわけでございますので、こういった点、今後さらに引き続き実態を見な

がら検討を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

○沖谷会長 ありがとうございました。

ただいまの２つ説明がありましたけれども、事務局の説明についてご質問、ご意見ございま

したらどうぞ。

○徳永委員 今、実態がないのでそれを見きわめながら検討するとおっしゃっていましたけれ

ども、企業側としてはこれからつけていかれる気はあるんでしょうか。

○水田表示・規格課長 例えば有機牛乳みたいなものですね。そういったものについては取り

組みたいというような声は聞いております。ただ、これは畜産物95％以上になりますので有機

畜産物加工食品の方になりますが、ちょっとそれ以外の有機農畜産物の加工食品で先ほど申し

上げました事例に該当するようなものでやりたいというような声を聞いているものはございま

せんし、現実に今ここの部分もほとんどございませんので、そういう意味では実態としてはほ

とんどないという状況でございます。

○沖谷会長 有機農畜産物の肉まんだと皮の小麦も有機、中身の肉も有機ということですね。

パンなんかで乳製品を５％以上入れちゃったときに有機小麦を94％使っていても有機パンとは
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言えなくなっちゃうということですよね、入れている牛乳、乳製品は有機でも。オーガニック

でつくったものだというのに、別の名前をつけて呼ばなきゃならないということ、その説明だ

ったんですよね、最後の方は。そういうことを随分時間かけて検討していたんですけれども、

別途検討するということに最終的にはなったんですけれども、いかがでしょうか。はいどうぞ、

徳永委員。

○徳永委員 今、これ国内の加工食品に対してだけなんでしょうか。外国でつくられて、外国

の方がこれ有機でつくりましたと言われて提示されても本当がどうか見きわめにくいと思うん

ですけれども。

○沖谷会長 じゃ、それ事務局。

○中野表示・規格課課長補佐 外国でつくられたものもＪＡＳの認証を受けることによってＪ

ＡＳマークを貼付して有機加工食品として流通するということになります。それは国内、国外

両方ともできると。

○沖谷会長 日本の認証機関がやってもいいし、外国のそういうところがやってもいいという

こと、両方オーケーになっているわけですね。

○中野表示・規格課課長補佐 外国の認証機関の場合も日本の政府が認めた機関である必要が

あります。

○沖谷会長 ほかにご質問ありますか。有機畜産物の規格をつくっちゃってからまがいものが

出るというケースを待っているという不思議な状況になっちゃったんだけれども、そういうこ

とは恐らくないですね。いいものが出てくればいいというふうに思っていますが、ほかにご質

問あるいはご意見ございませんか。

（発言する者なし）

○沖谷会長 それでは、有機農産物加工食品の日本農林規格について、原案どおり、今度は有

機加工食品の規格に改正するということでよろしいでしょうか。名称が変わります。

（ 異議なし」の声あり）「

○沖谷会長 それでは、有機農産物加工食品の日本農林規格について、原案どおり改正すると

いうことを報告することといたします。

では次、２の（２）のイ、農産物漬物のＪＡＳ規格、それから（３ 、ア、品質表示基準を）

あわせて事務局から説明をお願いします。

○植木上席表示・規格専門官 それでは、資料の５番と６番でございます。資料５番がＪＡＳ

の規格の関係、資料６番が品質表示基準の関係でございます。
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まず、資料の５番でございます。１ページ目、２ページ目が諮問文でございます。

３ページ目でございますけれども、まず４ページ目をごらんいただきたいんですけれども、

４ページ目に規格見直しについてとありまして、見直しの基準というのが１番にございまして、

そこで、エ、格付率が著しく低い規格とございまして、漬物の場合には２％でございまして、

廃止の是非を検討するということでございますけれども、下の方の２番へまいりましてウでご

ざいます。製造業者が要望書を提出してございますし、消費者団体の方も存続を希望したとい

うことから、存続するということを前提に改正を検討したということでございます。

格付率は２％ということでございますけれども、漬物は地方のおみやげ物屋さん等でもたく

さん売っておりまして、分母がそういうものを含んだ数字でございますので、皆様方、店頭で

見られる場合にはもう少し格付率が高いんではないかと、そういうようなご意見も部会の審議

ではあったところでございます。

３ページ目に戻ります。１番の見直しの趣旨でございますけれども、今申し上げたように廃

止の是非の基準には該当したんだけれども、生産者、消費者等が強く存続を望んだことから改

正または改善する方向で検討したということが書いてございます。原材料の増量材的使用の制

限等々、良質な製品を提供する観点及び食品添加物の使用を必要最小限とする等消費者ニーズ

の変化に対応した製品を提供する観点から見直しを行ってございます。

それから、見直しの結果でございますけれども、生産量が増加している「はくさいキムチ」

と「はくさい以外の農産物キムチ」の規格を設けてございます。格付の実績のない「農産物か

らし漬け類」等を廃止してございます。これにつきましては、お手元の方にカラーで農産物漬

物の生産量という資料がございます。農産物漬物生産量でございますけれども、1999年と2003

年がございますけれども、いずれもキムチのところが一番多うございまして、99年が22％、20

03年には３分の１を超えるほどになってございます。そういう状況を踏まえまして、部会の審

議の中でぜひキムチの規格をつくってほしいというご要望があって取り組んだものでございま

す。

キムチにつきましては、コーデックスの方にキムチの規格がございまして、そこでは主な原

材料をはくさいということにしてございますので、コーデックスの規格に対応したものとして

「はくさいキムチ」というものをつくりまして、今どこの国でもいろいろなはくさい以外のも

のを使ったキムチも流通しておりますので、そういうものに対応した「はくさい以外の農産物

キムチ」というものをつくったわけでございます。

机上配布の資料の２ページ目の方に農産物漬物及びキムチの生産量とございまして、キムチ
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は赤い棒グラフで書いてございますけれども、99年、2000年と増えまして、最近においても高

い水準で推移しているということがわかろうかと思います。

資料３ページでございますけれども、見直しの結果でございますけれども、２番で「たくあ

ん漬け」等の規格に「糖用屈折計示度」の項目を追加してございますし、食品添加物について

ポジ化をしてございます。

資料の４ページは説明しました。

５ページが規格の改正の概要でございますけれども、１つは適用の範囲ということで、個々

の規格を列記しまして、対象を明確化してございます。それから、５ページの下の方も、農産

物漬物という定義を少し明確化してございます。例えば、塩漬けというところに塩漬け前後に

行う砂糖類漬けを含むとか、実態を踏まえて明確化したところはございます。

６ページでございますけれども、下の方に「若しくは赤とうがらし粉を用いたものに漬けた

もの」というふうに書いてございますけれども、今回キムチを規格化したことによりましてこ

の部分を追加してございます。

７ページが漬物の規格の全体像でございます。一番上、農産物ぬか漬類から丸印のところで

ございますけれども、農産物しょうゆ漬類から下の方までございまして、一番下の農産物赤と

うがらし漬類というものを今回新しくつくりまして、その中にはくさいキムチとそれ以外のキ

ムチを設けてございます。それぞれの種類の中にたくあん漬けとか、こういうものがあるわけ

でございまして、改廃等の別の欄に改正とございますけれども、主な内容は食品添加物のポジ

リスト化等でございまして、あと廃止というものが刻みなら漬とか山海漬がございますけれど

も、この辺は格付の実績がないということから規格としては廃止をしてございます。

８ページでございます。今回、キムチの規格の制定が１つの大きなポイントでございますけ

れども、ＪＡＳの規格の方で定義をさせていただいておりまして、それからもう一つ品質表示

基準、これは資料６の方でございますけれども、そこでも定義してございます。品質表示基準

の方は市販品すべてが対象になるのに対しまして、ＪＡＳの方は任意でございますので多少品

質がいいものという形に規定してございます。その辺の違いを比べたものが８ページでござい

ます。農産物赤とうがらし漬類という１つ上の概念は、規格の方も品質表示基準の方も同じで

ございます。

それから、はくさいキムチというところがございますけれども、まずＪＡＳの規格の方でご

ざいますけれども、アンダーラインのところでＪＡＳの規格の方でにんにくとしょうが、にん

にく以外のねぎ類、それとだいこん、この４種類を必ず使いなさいよということが書いてござ



- 17 -

います。それに対しまして、右側の品質表示基準の方では、にんにく、しょうがもしくはにん

にく以外のねぎ類、このうちの２種類を使えばいいよということでございまして、ＪＡＳのマ

ークがあればより多くの原材料を使っているということになろうかと思います。

それから、同じくＪＡＳの規格の方でございますけれども、ＪＡＳの場合には「低温で乳酸

を生成させ、製品の熟成度及び保存性を確保するため、容器に充てんする前及びした後におい

て発酵させたもの」と、発酵ということをきちっと明記してございます。品質表示基準の方は

そこまでは規定してございません。日本の場合には余り発酵して酸度が高くなりますと、それ

を余り好まないということもございまして、必ずしも品質表示基準の方ではそこはなくてもい

いよということにしてございます。

その下のはくさい以外の農産物キムチでございますけれども、これも同じようにＪＡＳの規

格の方を少し品質がいいものというふうに規定をしてございます。

次が９ページでございます。規格項目の変更部分でございますけれども、できる限り数値基

準を追加しまして、保存料と、あとは着色料を使いますけれども、その中でいわゆる合成着色

料というものを削除してございます。それから、今までは調味料という言葉しかなかったもの

ですけれども、調味料であれば何を使ってもよかったというものを、ポジリスト化してござい

ます。それから、キムチに係る規定をつけてございます。

９ページがたくあん漬けでございますけれども、糖用屈折計示度、これを新たに改正案では

10以上というふうに規定をしてございます。

10ページでございます。10ページで食品添加物、右側が現行、左が改正案でございますけれ

ども、なるべく使用を少なくするという観点、他方、製造の実態を踏まえる観点、この相反す

る状況を調和させましてこういうリストをつくったわけでございます。

甘味料でございますけれども、若干名称や呼称が変わったものあるいは追加になったものと

ございますけれども、甘味料であれば左の方で３種以下というふうに数字で限定してございま

すし、２の着色料であれば、これは右側の方からいわゆる合成というものを削除してございま

す。次の保存料、これも削除してございまして、その代わりといいますか、12ページの方で日

持向上剤、効力の弱いものだと思いますけれども、そういうものを規定してございます。

10ページの上の方ではｐＨ調整剤、これも１種だけというふうに限定をしてございます。そ

れから、11ページでございますけれども、酸味料、調味料、今まで限定がなかったものをポジ

リスト化をしまして、それぞれ５種以下、13種以下というふうに限定をしているということで

ございます。
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12ページでございますけれども、今申し上げたように日持向上剤を追加してございますし、

あとは強化剤でございますけれども、漬物に強化剤を添加する、そういう時代でもないだろう

ということでございまして、これは削除してございます。

それから、13ページでございます。そのほかの規格の主な改正のポイントでございますけれ

ども、たくあん漬け以外の農産物ぬか漬け類、これにつきましては糖用屈折計示度としまして

３度以上ということにしてございます。それから、健康志向ということもあろうと思いますけ

。れども、梅漬けとか、これにつきましては塩分を4.2％以下ということで規定してございます

それから、イのふくじん漬けの規格でございますけれども、これも現行の方は300ｇを超え

る場合には７種類以上ですよと。グラム数が少ない場合にはいろいろな充てんの都合もあって

必ずしも７種類以上、場合によってはなくてもいいよということでございましたけれども、今

はもうそういう充てんする機械とかそういうのもよくなっていますので、100ｇ以上の場合に

は７種類以上だよというふうにしてございます。

それから、13ページの下の方は食酢のところを醸造酢というふうに規格に合わせて名前を直

してございます。

次が14ページでございますけれども、同じでございます。これは梅漬けでございますけれど

も、14ページの方は着色料、これは削除してございます。あとは酸味料も削除してございまし

て、製造用剤、硫酸アルミニウムカリウム、ミョウバン等を製造用剤というくくりにしてござ

います。また強化剤の方も削除してございます。

以下、14ページの下側の調味梅漬け及び調味梅干しでございますけれども、同じように次の

ページでございますが、15ページ、甘味料を若干実態等を踏まえて見直しをしまして３種以下

という限定をつけてございます。着色料につきましても合成系を外しまして、そのほかのもの

も３種以下にしてございます。あとはｐＨ調整剤が加わってございますけれども、全体で１種

ということでございます。

16ページ、酸味料、調味料、今までは全く規定がなかったものを、これはポジリスト化をし

てそれぞれ４種以下、13種以下というふうに規定をしてございます。17ページも前と同じでご

ざいます。ソルビトール等を製造用剤というくくりでまとめておりますし、あと日持向上剤、

これを追加してございます。

それから、18ページでございますけれども、これは測定方法でございますけれども、全窒素

分につきましては、窒素定量装置というもので分析をするのが一般的でございますので、それ

を使うということで少し簡単に記載してございます。
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19ページの方は量り採りと少し表現を直したということと、総酸度とございますけれども、

キムチの規格では酸度というものを設けてございますので、その酸度の測定方法をここで規定

してございます。

21ページ、22ページは先ほど説明した表でございます。23ページ、24ページ、これは製造工

程の代表的なものをご参考までにつけてございます。25ページ以降でございますけれども、こ

れは個々の規格がございまして、全部はご説明いたしませんけれども、どういうものがあるか

だけをご紹介させていただきます。

第１条は適用の範囲、ここで規格の種類を列記しているということでございます。第２条の

定義がずっとあり、26ページの刻みなら漬け、こういうものは削除でございます。27ページの

第３条がたくあん漬けでございます。たくあん漬けの規格につきましてずっと書いてございま

す。28ページも同様でございます。29ページも同様でございます。

29ページでございますけれども、29ページの右側の方に表示とございまして、左の方では削

るとございます。昔の規格には表示の項目がございましたけれども、消費者向けの食品につき

ましては表示は品質表示基準で決めてございまして、規格の方から削除することとなっており

表示のところは削除してございます。30ページ同じでございます。31ページも同じでございま

す。

31ページ中ほど、第４条、たくあん漬け以外の農産物ぬか漬け類の規格でございます。これ

が32ページ、33ページまでございまして、同じように表示を削除してございます。33ページの

下が第５条、ふくじん漬けの規格でございます。それから34ページ、35ページ、36ページまで

まいりまして36ページが第６条、ふくじん漬け以外の農産物しょうゆ漬けの規格がございます。

37ページ、38ページ、39ページへまいりますと、上の方で第７条、なら漬けの規格がございま

す。40ページ、41ページまでございまして、42ページが第８条、わさび漬けの規格でございま

す。42ページ、43ページ、44ページ、ここの表示のところは削除してございます。45ページ、

46ページは削除のところでございます。

それから、47ページ、第９条、これがらっきょう酢漬けの規格でございます。47ページ、48

ページ、49ページへまいりますと第10条、しょうが酢漬けの規格でございます。51ページ、51

ページでございますが、第11条、らっきょう酢漬け及びしょうが酢漬け以外の農産物酢漬け類

の規格でございます。52ページへまいります、53ページも同じでございます。それから、53ペ

ージの一番下の行、第12条、梅漬け及び梅干し並びに調味梅漬け及び調味梅干しの規格でござ

います。これが第12条でございまして、54ページ、55ページ、56ページまでいっておりまして、
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56ページが今の第12条の梅漬け及び梅干し並びに調味梅漬け及び調味梅干し以外の農産物塩漬

け類の規格というもので56ページから57ページ、58ページへまいりまして、第14条が農産物み

そ漬け類の規格でございます。59ページ、60ページ、61ページへまいりまして、あと削除する

もの等ございますのでずっとまいりまして、64ページが第15条、農産物こうじ漬け類の規格で

ございます。

66ページへまいりまして67ページ、これは新設でございます。第16条ははくさいキムチでご

ざいます。香味、歯切れ及び肉質、色沢、調製、次のページ68ページですけれども、塩分、総

酸度を規定してございます。総酸度1.0以下ということでございます。それから、原材料とし

まして食品添加物以外の原材料としまして、はくさい、赤とうがらし粉その他の香辛料等と規

定してございます。食品添加物としまして、ここに書いたものを規定してございます。

それから、17条がはくさい以外の農産物キムチの規格でございます。69ページの原材料のと

ころでは食品添加物以外の原材料としまして農産物というふうに、特にはくさいには限定して

いないというところでございます。

70ページが測定方法でございます。72ページでございますけれども、これは昨年の12月21日

の部会で審議をしたということでございまして、73ページがそのときの委員の名簿でございま

す。畑江委員に部会長をお願いしたところでございます。

パブリックコメントでございますけれども、74ページでございます。パブリックコメントの

方は合計８件、意見が来ております。規格に関してはＷＴＯ通報に対するコメントはございま

せん。

75ページのパブリックコメントでございますけれども、今回、食品添加物をポジリスト化し

てございます。あるところではＬ－ヒスチジン塩酸塩が使われているので、ほかのところでも

使用を認めてほしいとか、そういうご意見をいただいてございます。

他方、75ページの一番下のところですけれども、現状追認の域を越える形でリスト化してい

て、食品添加物が多過ぎるというような、そういうご意見もいただいてございます。これにつ

きましては、食品添加物につきましては消費者ニーズを踏まえて必要最小限にするということ

から改正をしたというところでございます。

次が76ページでございます。たくあん漬け等について日持向上剤としてエタノールを追加し

てほしいということがございまして、これはよく実態を調査しましたところ、日持向上剤とし

て使われているという実態がございましたので、そのところはご意見を踏まえて手当をしてご

ざいます。あと、パブリックコメントの個票が委員の皆様方にはついてございます。
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それから、次が資料の６番目でございます。品質表示基準でございます。

資料６－１ページが諮問文でございます。

２ページが改正の内容でございますけれども、はくさいキムチ、はくさい以外の農産物キム

チ等の定義を設けてございます。

３ページ目以降でございますけれども、１条が趣旨がございまして、第２条、定義でござい

ます。４ページ、糖類を砂糖類というふうに変えてございますけれども、これは統一的に呼称

を変えただけでございまして、中身の変更ではございません。

それから、５ページはくさいキムチ、はくさい以外の農産物キムチというカテゴリーを追加

してございます。今まで皆様方、スーパー等に行かれましてキムチは非常に多いわけでござい

ますけれども、それを買って裏の一括表示欄、表かもしれませんけれども、それを見ますれば

名称のところに今まではしょうゆ漬けとか塩漬けとか、そういう品名であったわけでございま

すけれども、今後ははくさいキムチあるいははくさい以外の農産物キムチという表示がなされ

るようになるというところでございます。

そういうことが６ページ、真ん中辺にはくさいキムチにあってははくさいキムチ、またはキ

ムチと、はくさい以外の農産物キムチにあっては農産物キムチ等々というふうに書けというこ

とが書いてございます。

それから、７ページでございますけれども、原料原産地名の表示というところに波線が引い

てあるかと思います。これは部会でのご審議いただいた点からの変更点でございます。いろい

ろなご意見をいただいておりまして、原料原産地につきましては昨年の９月、加工食品品質表

示基準の方で20食品群について表示ルールを規定したわけでございますけれども、漬物につき

ましてはそれよりも進んでおりまして、それ以前からより幅の広いものを対象に表示をしてご

ざいます。

ただ、従前に規定をしたことから、原料原産地名というのをきちっと１項目を立てまして、

そこで表示をしなさいよというふうになってございましたけれども、一方加工食品品質表示基

準等では原材料名の欄にだいこんとかにんじんとあって、だいこんの次に括弧でもって国名を

書くことができ、そのような表示が結構多うございまして、そういう表示を認めようというこ

とでございます。７ページの左の方で 「ただし、原料原産地名を原材料の欄において主な原、

材料名の次に括弧を付して記載することができる」といったのはそういう趣旨でございます。

９ページが部会の議事次第と10ページがメンバーでございます。11ページでございますけれ

ども、パブリックコメントが２件あるということでございまして、それにつきまして12ページ
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でございます。12ページの方に内容を書いてございます。２つ目の方で原材料名の欄に括弧を

付して表示ができるようにしてほしいというご意見ございましたので、ご指摘を踏まえてその

ように対応してございます。

それから、11ページでございますけれども、ＷＴＯ通報によるコメントはなしとございます

けれども、実は募集期間が６月23日から８月25日、きのうでございまして、なかなか海外の場

合には時差かそういう関係でけさ、若干これにつきましては海外からコメントが来てございま

して、ちょっと皆様方にはお配りはできないんですけれども、ちょっと概要を口頭で説明させ

ていただきたいと思います。

この漬物に関しましては、中国とアメリカからご意見が来ております。１つは、中国の方か

らはキムチにつきまして、コーデックスの規格では低温で発酵したということが書いてあるん

で、そういうものをキムチの対象に含めるべきではないかというご意見が来ておりまして、こ

れにつきましては当然そういうものも今回の品質表示基準のキムチに含まれるという回答をす

るという予定にしてございます。

それから、中国の方からは原材料の種類ですね、制限を設けているけれども、そういう制限

を設けるべきではないんじゃないかというご意見をいただいておりますけれども、コーデック

スの規格でも一定の制限をつけてございますので、そういうことでご返事をする予定でござい

ます。

それから、もう１点は原料原産地の関係でございますけれども、原料原産地表示は国際的な

ルールがないのでこれは削除すべきだということを、これは中国とアメリカから来てございま

すけれども、これにつきましてはこの原料原産地表示は外国で製造されるものは対象とならな

いということを回答するということでございます。

それから、中国の方から、これは漬物で内容量を表示する場合に調味液を除いた量を表示す

ることになっておりますけれども、コーデックスによるとそうではないんじゃないかというよ

うなご意見をいただいておりまして、コーデックスの規格でもネットのコンテントを書けとい

うこととか、あるいは場合によっては水分を除いた表示が必要としてございますので、そうい

うことから照らして問題ないということを回答する予定でございます。ＷＴＯにつきましては、

ちょっとそういうことで追加をさせていただきたいと思います。

以上でございます。

○沖谷会長 ありがとうございました。

農産物漬物についての昨年の12月にＪＡＳ調査会部会が開かれております。部会長を務めら
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れました畑江委員から報告をお願いいたします。

○畑江委員 ご報告いたします。12月21日に開催された部会の傍聴者は40名でした。ＪＡＳの

規格につきまして、はくさいキムチの規格に酸度の基準値が規定されたが、キムチは時間の経

過とともに乳酸発酵することから基準値1.0を越えることがあるのではないかという質問があ

りました。農林水産消費技術センターが市販品を調査したところ、平均が0.64であった、メー

カーは乳酸発酵が進んだものが出回らないように賞味期限を短くしているという説明がなされ

ました。

それから、もう１件、韓国や日本で一般に流通しているキムチとコーデックスのキムチ規格

の内容が異なっているのはなぜかという質問がありまして、韓国のキムチの７割は家庭でつく

られており、それ以外は製造業者が生産して流通している、コーデックス規格は家庭でつくら

れるキムチを念頭に韓国が提案したものであるという説明がなされました。

それから、品質表示基準についての質問、意見はありませんでした。

以上のように、部会として原案どおりの改正を了承したことを報告いたします。

以上です。

○沖谷会長 ありがとうございました。

それでは、ただいまの事務局の説明と、それから畑江委員の報告につきまして何かご質問、

ご意見がございましたらどうぞ。

はい、石井委員。

○石井委員 後ほどもう一度別のところでも意見を聞かせていただきたいんですが、全体的に

食品添加物の使用数を限定するためということでかなり大幅な改正がなされているんですが、

この目的がどういうことかということで、私、今までの経緯を知らないものですから、特に食

品添加物の使用数を限定することが若干気になります。そもそも論からいって食品添加物を使

うときには必要最低限に使えというのは食品衛生法でもって決められていることでありまして、

量を減らすということは非常によく、わかりやすいんですけれども、例えば数を減らすことに

よって今度はある特定の種類のものしか使えなくなり、それをみんなが使うということになり

ます。

それから、特に漬物の業界の方とちょっとお話をしたことがあるんですけれども、新しいも

のを、せっかくいいものをつくってもそれをつくるために使った添加物が実際には添加物とし

て認可をされているものなんだけれども、この規格の中に入っていないために、せっかくいい

ものができてもこれをＪＡＳの認定を取ることはできないと。痛しかゆしなんだよなという苦
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笑いをしている人がいたりしまして、ちょっと使用数、数を限定するというコンセプトに私は

多少疑問を感じます。ただ、今こういうことを申し上げてもこれは時期がもう既に手おくれだ

と思いますので、別のところでもってこのことについてもう一度触れさせていただきたいと思

います。

○沖谷会長 ありがとうございました。きょうで一巡目の見直しが終わります。それで、次回

から新しい見直し基準で審査に入ります。きょうの議題の最後にありますけれども、そのとこ

ろで当然議論の対象になると思います。

はい、どうぞ。

○保田委員 今のご意見と若干重ねながらほかのことも含めて発言させていただきたいと思い

ますが、最初に我が国のお漬物類が今キムチが一番多いという説明がありました。これは大変

寂しいなという感じで聞いていたんですが、我が国のぬか漬け類というのは健康上も大変にい

い食べ物なんで、これがだんだん減っていくというのはちょっと問題があるのではないかと、

そんな感じがしています。それはどこに問題があるかわかりませんが、１つはもちろん食生活

が大きく変わったわけですから当然こうなる傾向があるんでしょうけれども、私は１つの理由

としては、今のぬか漬け類がおいしくないということに原因があるのではないかと。そのおい

しくないぬか漬けをつくることについて、おいしくないようなぬか漬けができるようになった

のは添加物をたくさん使っているからだと、こんな気がしています。したがって、私は今現在

この添加物等々をポジ化されたのは大変結構なことだとは思いますが、それでも何でこんなた

くさん使わないかんのかというのが、きょうも見せていただいて感じた印象です。

私は個人的にはもっと減らした方がいいんではないか。そして、添加物に依存しないでもっ

とおいしいぬか漬け類をつくっていただいて、そしてもっとぬか漬け類が消費者の皆さんに好

まれるようにして、その結果としてもっともっと私たちの健康が維持できるというような、そ

ういういい食べ物づくりにつながっていく方が、せっかく改正していただくんだったらそうい

う方向の方がいいんじゃないかなという気がして、せっかくＪＡＳの規格を残していただくん

だったらもう少し頑張って添加物を減らしていただいてもいいぐらいに感じています。

したがって、きょうはちょっと無理だろうと思いますので、ぜひ業界の皆さんに期待してい

るけれども、もっと使わなくてもいいような漬物をつくってほしいというふうに感じています。

雑談といいましょうか、育児の専門家の話によりますと、離乳食で一番すぐれた食べ物はお

母さんの手塩にかけたおにぎりとたくあん漬けだという、そういう話を聞いています。しかし、

今のたくあんは余り子供にとっていいたくあんがない、そういう現実があるわけです。ですか
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ら、もう少し添加物に依存しない、そういうぬか漬け類をもっともっと業界の皆さんにはご努

力いただきたいなと、こんな感じがしております。直接には関係ない話ですけれども、以上で

す。

○沖谷会長 ありがとうございました。昔の漬物がある年代からがらっと変わって新式漬物に

なり、従来は発酵がベースだったんですけれども。調味液が大量に使われている。部会で相当

議論されたんではないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○畑江委員 そこまでは。

○沖谷会長 そうですか。

はい、どうぞ。

○森田委員 部会の前の説明会が何回かございまして、やはり添加物をポジ化しても余りにも

やはり多いんじゃないかなというような意見が出た一方で、やはり今２％という格付率の現状

がある中で、業界の方々にお話を伺ったところ、消費者ニーズも多様化していますので、新し

い製品をつくっていく上で食品添加物をやっぱり使っていかないとやっていけないような状況

もあるし、それからそういった新しい製品開発に寄与している部分もある。その中で、この食

品添加物がポジ化になっていく中で、格付率をやっぱりこれ以上減らして、逆にこれだけポジ

化することで、じゃ格付しなくていいから使うというようなことが多くなったら、それこそ痛

しかゆしだと思いますので、そこのぎりぎりの線でこの数字が出てきたというふうに理解して

おりますし、その中での議論だったかと思います。

確かに、消費者としては添加物をできるだけ減らしてもらいたいというニーズがあるという

ところがあるんですけれども、食品によりけりですし、それから今のような食生活になったと

きにぬか漬けも確かに手づくりのものがもちろんおいしいかと思いますけれども、ぬか漬けを

管理する管理能力というのはかなり高い家事の能力が求められます。生活も多様化している中

で、やはり私も何度も何度もぬか漬けは夏になると悪くし、悪くしというふうにしているんで

すけれども、それだけ技術が求められる中で、その中でいつでもきちんと食品衛生上問題のな

いぬか漬けがスーパーで手に入るということであれば、食品添加物もそれは寄与してきている

ところだと思いますし、その中でのぎりぎりの議論の中でこの数が出てきたというふうには理

解しております。

ただ、今後例えば、先ほどの石井委員の話がありましたように、食品添加物につきましては

必要最小限ということでの前提がある中で常にポジ化ということで議論しておりますけれども、

例えばほかのもっと新規の例えば飲料ですとか、そういうものに関してはそういうやり方がい
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いのかどうか、物にもよると思いますし、ケース・バイ・ケースだというふうにも思います。

これはいつもこの前提にある中で議論をしておりますと、いろいろな食品の新しいものの幅を

狭めるとか、それからＪＡＳの規格を取る人が少なくなるとか、そういったことも出てくるか

と思いますのでこの議論は最後に出てくるかと思いますけれども、ＪＡＳのあり方検討会等で

も議論されているというふうに伺っておりますので、その中で最後にまたお話を聞かせていた

だければというふうに思っております。

○沖谷会長 ありがとうございました。食品添加物のカテゴリーに入るものについても、日持

向上剤とか大体天然系に今シフトしてきているということであり、ソルビン酸も検討すると代

わりのものがあるということですから、食品添加物のカテゴリー自身の議論が本来は必要かな

というふうに思っています。ここはその場じゃないんで、ここのあたりでよろしいでしょうか。

ほかにどなたかありますでしょうか。

（発言する者なし）

○沖谷会長 それでは、原案どおり改正するということでよろしいでしょうか。

（ 異議なし」の声あり）「

○沖谷会長 それでは、ありがとうございました。原案どおり改正するということを、報告及

び答申することといたします。

それでは、次に議題（２）のウ、果実飲料のＪＡＳ規格、それから（３ 、イ、品質表示基）

準の一部改正について事務局から説明をお願いします。

○植木上席表示・規格専門官 資料番号の７番と８番でございます。７番の方はちょっと大部

でございますけれども、よろしくお願いいたします。

資料７番の１ページ目が諮問文でございます。

それから、資料の２ページ目が見直しの結果でございますけれども、１番目が濃縮オレンジ

の濃縮果汁の場合には加糖、糖を加えることをやめる、認めないということでございます。そ

れから、果実ジュースですね。これにつきましては糖と酸味料を両方加えて、味を調整すると

ことは、添加物を必要最小限の使用にとどめることに反するということで、そういうものは認

めずに、酸味料の使用は、糖を加えない場合にのみ認めるということでございます。

それから、３ページ、これは廃止の是非を検討する基準でございますけれども、それぞれ製

造業者の数とか格付率等々、廃止を検討する基準は十分クリアしているということが書いてご

ざいます。

４ページ、５ページ、６ページに簡単な内容をつけてございます。この規格の構成でござい
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ますけれども、左側の方に項目ございまして、品位とか糖用屈折計示度、酸度、エタノール等

々書いてございます。それで、右上の方でオレンジ、うんしゅうみかん、グレープフルーツ、

レモン、次のページ、リンゴ、ブドウ、パインアップル、もも、果実飲料の１種類、果実ミッ

クスとか等々になってございまして、それぞれにつきまして濃縮、濃縮というのは業務用でご

ざいます。ご承知のとおり、果実飲料はほとんどが水分でございますので、これを濃縮して保

存なり輸送して取引をするというのが一般的でございまして、その観点から業務用の濃縮の果

汁の規格がございます。コーデックスも同じ仕組みでございます。それと、ジュースでござい

ます。これはストレートとジュースというふうに分けてございますけれども、構成はジュース

といったものがあって、ジュースの中の一部が絞ったそのままのストレートだというような、

そういう整理でございます。ジュースでございますけれども、これは本当は絞ったまま、それ

がジュースでございますけれども、通常はやっぱり濃縮して保存なり輸送して、それでまた元

に戻すと。戻したものもジュースであるということでございます。

そのときに、じゃ、どこまで戻すのかということでございまして、同じリンゴとかオレンジ

でも時期とか地域によって糖度とかそういうのが違いますので、一定の基準が要るということ

でこの糖用屈折計示度というのを決めてございます。ですから、オレンジの場合であれば10以

上あればジュースということでございます。濃縮の果汁には20以上でございますから、通常は

２倍以上に濃縮したものを規格品としているわけでございます。

それから、オレンジ、うんしゅうみかん、グレープフルーツにつづいてレモンがあります。

レモンは、糖用屈折計示度の代わりに酸度の比較がございます。オレンジとかうんしゅうみか

んとかその辺は甘さが指標になりますけれども、酸っぱさが指標であって、クエン酸換算の酸

度という規格があるということでございます。それで、改正の内容でございますけれども、オ

レンジのストレート、これは今まで10から20というものを10以上と上限を取っ払ってございま

す。絞ったままは絞ったままなんで、あえて上限をつける必要ないということございまして、

コーデックスの方も上限はないということからそういうふうに上限を外してございます。

オレンジの方の濃縮の加糖量、糖を加える、これもなくしてございます。先ほど申し上げよ

うに、濃縮したものは濃縮のままでそれには加糖は認めないということございまして、うんし

ゅうみかんは今でも認めてございませんけれども、グレープフルーツ等も同じように全部削除

してございます。

それから、食品添加物の方でストレートに関しましてはなるべく必要最小限ということでオ

レンジのストレートの二酸化炭素を削除してございます。うんしゅうみかんのストレートでな
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いジュースの方に二酸化炭素を加えてございまして、やっぱりストレートでないジュースでは

ある程度製品の多様化という観点から二酸化炭素は追加してございます。

次のページでございます。同じように例えばリンゴであればストレートの上限10から20を10

以上というふうにしてございまして、リンゴのストレートの二酸化炭素、これは削除してござ

いまして、その右の方に食品添加物で酸味料とあって星印がございます。これ酸味料を使う場

合は砂糖類とかはちみつ、そういうものを使わないものに限るとございます。ジュースという

のは基本的には絞ったままという、そういうイメージがございますので若干の酸味だけとか甘

味だけの添加してバランスをとる、そこまでは何とかいいでしょうと。ところが、両方を加え

ていったら必要以上に手をかけすぎていると、そういう観点からこういうふうに規定してござ

います。その次のページも同じような趣旨で、酸味料のところをこういうふうに規定してござ

います。

76ページをごらんいただきたいんですけれども、今、濃縮してそれを元へ戻すのが一般的と

いうふうに申し上げました。76ページの別表１、右側にございますけれども、これが濃縮した

ものの基準でございます。その次のページに別表３とございまして、例えばオレンジの場合に

は°Ｂｘ11とございまして、これを標準的なオレンジジュースの糖度にしましょうという一種

の決めごとでございます。こういうふうに一応決めて、そしてそれをベースにそこまで戻せば

ジュースとするいうふうに決めたということでございます。そういう仕組みになってございま

して、左の方で注で、別表３以外の果実にあっては、果実の搾汁を製造した際の糖用屈折計示

度を基準とする、ここにないものについては、ちゃんと搾ったときの値をベースにしましょう

ということが書いてございます。

次は７ページでございます。濃縮果汁、還元果汁、濃縮オレンジ等の定義が書いてございま

す。例えば７ページの右の方でみかん類というのを従前はこういうふうに品種を限定しており

ましたけれども、実際にはみかんというのはいろいろなものがございますので、これは外して

ございます。

８ページでございます。今までは果汁ジュースという定義がなかったものですから、その辺

の定義をしたということでございます。９ページ、10ページと若干用語の整理をさせていただ

いております。それから10ページでございますけれども、果汁入り飲料でございます。現行で

ございますけれども、果汁の搾汁及び還元果汁のうち糖用屈折計示度が別表３の基準の10％以

上100％未満のものを使用したものと書いてございまして、搾ったままと仮定した数値の10％

以上の糖用屈折計示度があればいいよというものが果汁入り飲料でございます。それを改正案
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の方では１、２、３というふうに分けてございますけれども、２番の方は果実の搾汁を希釈し

たものの考え方を新しく加えてございます。搾汁を希釈した場合、１の規定では１００％を超

えるものも理屈上はあるということから、一応今回規定したということでございます。

それから、11ページの上の方で３とありますけれども、希釈して飲用に供するものというも

のがございますので、そういうものは希釈時の状態で果汁入り飲料かどうかということで、そ

ういうことを書いてございます。

それから、11ページの下の方が濃縮オレンジの規格変更の概要でございますけれども、これ

につきましては品位のところで芳香及び風味というふうになってございまして、事前に送付し

た資料にはそう書いてございましたけれども、芳香と風味というのは一部ダブる要素がある、

あるいはまた風味というのは少し明確に要素に分解できない総合的な観点も含んでいるんで品

位の用語としてはいかがなものかというご指摘もありまして、ほかの規格での用例等を調べま

して、そこは今回は香味というふうにより明確になるように改めてございますが、内容的に変

わったということではございません。

11ページ、加糖量を削るとありますけれども、濃縮ものについては糖は認めないということ

で削ってございます。

12ページでございます。香料、天然香料と右に書いてございますけれども、これは一般的な

名称にしたということだけで、中身は変わったわけではございません。品名を名称としてござ

いますけれども、これも品質表示基準に合わせたものでございます。12ページの下の方で糖類

を加えたものとありますけれども、濃縮のものには糖類を加えないので削除しているというこ

とでございます。

次、13ページでございます。13ページも濃縮のものは糖類を加えないでそのところを削って

ございます。14ページも同じでございます。15ページも同じでございます。

16ページでございますけれども、賞味期限等の表示、これも加工食品品質表示基準に合わせ

た記述にしてございます。17ページも同じでございます。18ページもその他表示事項とか表示

禁止事項、濃縮ものは業務用でございますのであえて規定する必要はないということから、削

除してございます。

19ページでございます。19ページで使用原材料に関する規定でございまして、改正案の方で

使用する濃縮果汁または還元果汁については砂糖類等を使用しないということで、濃縮果汁に

濃縮果汁を使うことはあるのかということでございますけれども、やっぱりいろいろな取引の

形態とか製造実態もございますので、そういうこともあり得るということで大もとの濃縮果汁
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に糖類を含まないということであれば材料にも加えないということをここで規定してございま

す。

20ページ、この辺は官能検査の関係で、点数法をやめたことから削除してございます。

21ページがオレンジジュース。ジュースというのは搾ったままのもの、あるいは搾って濃縮

したものをまた元の状態に戻したものと、そういうイメージでございます。品位の方は同じよ

うに香味というふうに直してございます。糖用屈折計示度、あとは下の方は糖類を砂糖類、こ

れも同じでございます。22ページでございます。22ページの方は香料を天然香料というふうに

言いかえをしてございまして、あとは強化剤につきましては個別に列記してございます。

23ページでございます。４番目が果汁入り飲料の規格でございます。用語の定義において果

実の搾汁を希釈した場合というのを追加しましたので、エタノール分の下の方を少し追加して

ございます。

次が24ページでございます。24ページが食品添加物、今まで着色料とか特定していなかった

ものをポジリスト化してございます。増粘安定剤とか甘味料、この辺も若干増えたのもござい

ますけれども、２種以内とか３種以内としてございまして、総量としては多分減っているんで

はないかなというふうに思ってございます。

それから、25ページでございます。強化剤の方もポジリスト化をしてございます。

そこで、改正理由の方、保存料でございますけれども、保存料についてはその使用を希釈用

製品のみと限定をしておりましたけれども、最近はペットボトルが普及していまして、飲みか

けのものをそのまま保存するという形態も多うございますので、希釈用以外にも保存料の使用

を認めるということでございます。これは製品の形態の多様化に対応したものということでご

ざいます。

それから、26ページでございますけれども、27ページにもありますけれども、糖用屈折計示

度の基準でございまして現行の方で一番下、その他の果実12と書いてございまして、オレンジ

とかうんしゅうみかんを個別に規定しておりますけれども、その他は一律12というふうに規定

していまして、さすがにそれは乱暴だねということがございまして、それが改正案の下の方で

ございますけれども、別表１以外の果実にあっては、製造した際の、そのときの値を用いまし

ょうと。別表１は濃縮でございますので２倍にするということでございます。

27ページでございます。これも同じ趣旨でその他を一律６としておりましたけれども、個別

にはかっていきましょうということでございます。

28ページ、これが主な製造工程でございます。
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それから、29ページから規格がございます。簡単にまたざっと御説明します 、第１条が適。

用の範囲でございまして、第２条が定義でございます。30ページも定義でございます。31ペー

ジから濃縮シリーズでございます。31ページの第３条が濃縮オレンジでございます。32ページ

までまいります。32ページが濃縮でございますので品質表示基準の適用を受けないで表示の方

法というのが書いてございます。33ページも同じでございます。34ページ、35ページが濃縮う

んしゅうみかんでございます。

その次が36ページ、第５条、濃縮のグレープフルーツでございます。次のページが第６条、

濃縮レモンでございます。この場合には糖度に代えて酸度を指標とするということにしてござ

います。

次、38ページが第７条の濃縮のリンゴでございます。39ページが濃縮のブドウでございます。

40ページが濃縮のパインアップルでございます。41ページが濃縮のももでございます。42ペー

ジが今までのもの以外の濃縮果汁の規格表でございます。

44ページがオレンジジュース、ここからジュースでございます。ジュースというのは搾った

まま、場合によっては濃縮したものをまたそのときまで戻したものというイメージでございま

す。オレンジジュースでございます。

それから、45ページでございますけれども、一括表示のところを全部削除してございます。

果実ジュースは一般消費者向けの商品でございますので、品質表示基準が適用されることから

規格から表示の方法を全部落としてございます。46ページ、47ページ同じでございます。47ペ

ージがうんしゅうみかんでございます。48ページも同じでございます。49ページがグレープフ

ルーツジュースでございます。51ページがレモンジュースでございます。53ページがリンゴジ

ュースでございます。55ページがブドウジュース、58ページがパインアップルジュース、60ペ

ージがもものジュース、あと62ページがこれまで以外の１種類の果実を使用した果実ジュース

でございます。

63ページ、64ページ、65ページがミックスジュースでございます。68ページが果粒入り果実

ジュースでございます。70ページが果実・野菜ミックスジュースでございます。

72ページが果汁入り飲料、ここから果汁入り飲料のシリーズに入ってまいります。

74ページが測定方法でございます。

76ページ、77ページが別表でございまして、その他果実というところを削除しまして、少し

丁寧に規定してございます。

79ページ、こちらの方が昨年の部会の議事次第と、80ページが委員名簿でございます。
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81ページ、パブリックコメントでございます。ＷＴＯに関してはございませんでした。パブ

リックコメントの内容は82ページでございます。やはり食品添加物関係のご要望が多かったと

いうことでございますけれども、これは両方ございまして、酸味料の使用ができるようにして

ほしいというものと、あるいは強化剤の使用は問題ではないかという両方のご意見をいただい

ております。この辺は消費者ニーズと、先ほどご発言がございましたけれども、消費者ニーズ

と製品の実態とその中で今回のものをつくったということでございます。

次は資料の８でございます。

品質表示基準でございます。１ページ目が諮問文でございまして、２ページ目でございます。

改正の内容でございますけれども、果汁入り飲料の中で果実の搾汁を希釈した場合には果汁の

重量の割合によって規定するということでございます。場合によっては物すごく糖度の乗った

ものを少し薄めまして、それでも基準ブリックスの関係で100％という表示ができるという形

もございますので、単に薄めたものの場合にはそうではなくて、きちっと重量の割合にしなさ

いよということを規定してございます。

２番目は、薄めて飲む場合にはちゃんと希釈倍数を書きなさいよということが書いてござい

ます。あと、ストレートの場合には二酸化炭素の使用を認めないということ。それから、もう

一つは印刷瓶入り果実飲料の場合がございますけれども、実際にこういう瓶入りのものでござ

いまして、こういう場合には本来表示の面積といいますとガラスの面も含まれる可能性もござ

いますけれども、実態としてこういうものを使用しているメーカーさんは中小が多うございま

して、なかなかこういうところに表示をするというのはお金がかかって難しいと。

他方、こういう瓶は環境に優しいという観点から利用が推奨されておりまして、そういう観

点からそういう場合にはこの王冠に表示をすることになりますので、その場合には若干文字の

ポイント数を5.5というふうに、特例といいますか、そういうことにしようということでござ

います。

３ページ目以降が品質表示基準の内容でございます。３ページで果実ジュースのところを新

しくこれは定義を設けておりまして、次の４ページ目、果汁入り飲料でございまして、２と３

番を加えてございますけれども、３番は薄めて飲むものについてですが、薄めて飲むときに果

汁入り飲料になるものは果汁入り飲料として扱うということが書いてございます。

６ページの方でいろいろと線を引いてございますけれども、カの下から４行目でございます

けれども、新しい左側の方ですけれども、搾汁を希釈して製造したものにあっては、重量の割

合を書けということが書いてございます。クでございますけれども、希釈倍数を書けというこ
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とが書いてございます。

それから、次の７ページでございますけれども、７ページの３でございます。今申し上げた

ことでございますけれども、印刷瓶入り果実飲料にあっては、一括表示事項の表示は、まず加

工食品品質表示基準の様式によらずに表示ができますよということ。さらにポイント数を5.5

でいいよということが書いてございます。ただ、これにつきましては10ページでございますけ

れども、10ページのところで４とございまして、印刷瓶入り果実飲料に係る表示の見直しでご

ざいますけれども、世の中にたくさん商品があって、それぞれの方がきちっと加工食品品質表

示基準に従って表示を努力している中で、印刷瓶だけ特例を認めていいのかどうかという、そ

ういうご意見がないこともないということで、一応この告示の施行の日から少なくとも５年を

経過する日までに表示の実態を踏まえて必要な見直しを行うということを念のために書いてご

ざいます。

それから、11ページ、12ページが部会の議事次第と委員でございます。

それから、13ページでございます。パブリックコメント、ＷＴＯ通報の方はございませんで

した。

以上です。

○沖谷会長 ありがとうございました。

果実飲料については、昨年の12月にＪＡＳ調査会部会が行われております。部会長を務めら

れた畑江委員から報告をお願いします。

○畑江委員 報告いたします。

ＪＡＳ規格の方では果実飲料は水を加えて希釈するが、水を加えたかどうかは配合表以外で

チェックする方法はあるのかという質問がありまして、製品からチェックするのは難しいので

ＪＡＳの認定工場については登録認定機関による定期的な調査が行われるという説明がなされ

ました。

それから、もう一つの品質表示基準につきまして、先ほど事務局からご説明がありましたけ

れども、表示の文字の大きさを８ポイントではなくて5.5ポイントとしていますけれども、そ

のときに表示可能面積何平方センチメートル以下の場合と規定できなかったのかという質問が

ありました。それについては、事務局からご説明いただいたように、現在の印刷の瓶から考え

るとこれ以外の対応は非常に困難であるという説明がなされました。それからまた、先ほどご

説明ありましたけれども、いずれ見直しがあるかもしれないということです。

添加物等について質問がありましたけれども、部会としては原案どおりの改正を了承したこ
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とを報告いたします。

○沖谷会長 ありがとうございました。

それでは、ただいまの事務局の説明と、それから畑江委員の報告につきまして何かご質問あ

るいはご意見ございますでしょうか。

はい、どうぞ。保田委員。

○保田委員 ちょっと私の常識と違うところがあったんで質問したんですが、こっちの方です

か、資料７の７ページと８ページに記載してあることですが、きょう聞かせていただいて、果

実ジュースの中に還元果汁が入っているということを初めて知ったんですけれども、そうする

と７ページに記載されている還元果汁というこの定義と、７ページに書いてある果実ジュース

の中の還元果汁を原料とするジュースはどう違うんですか。その違いをちょっと教えてほしい

んですけれども。

○沖谷会長 どうぞ。還元果汁は定義されているんじゃないですか。

○植木上席表示・規格専門官 果汁の取扱では一たん濃縮することが多いので、それを元に戻

した還元したということで、還元果汁と呼びます。そのときの還元の基準というのは別表３と

別表４と、そういうことで決めておって、ここまで戻したのが還元果汁ですよということを規

定してございます。

○沖谷会長 ジュースの方は。

○植木上席表示・規格専門官 果実ジュースは、ジュースにはいろいろなものがありますので

搾っただけのものもあれば、還元果汁を使ってそれに砂糖とかはちみつを加えたものもありま

す。

○保田委員 還元果汁は砂糖などを入れないことが別表を見ればわかるわけか。

○植木上席表示・規格専門官 濃縮果汁を希釈したものであってということですので、入れな

いということです。

○保田委員 還元果汁は入れないけど、ジュースには入れる。

○植木上席表示・規格専門官 失礼しました。還元果汁にも入っております。ただ、戻すとき

の割合を計算するときには加えた糖類とかは加えないということでございますので。

○島崎表示・規格課課長補佐 資料７の29ページをちょっと見ていただきますでしょうか。実

を言うと、これは言葉の整理をさせていただいたということなんでございますけれども、29ペ

ージの現行の適用の範囲の中に、この規格は、果実飲料（濃縮果汁、果実ジュース、果実ミッ

クスジュース等々ということが書かれてありまして 「に適用する 」というふうに記載がされ、 。
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ております。しかしながら、現行は濃縮果汁あるいはほかの定義はすべて入っているんですけ

れども、果実ジュースというのは適用の範囲に書かれているんですが、定義はなかったことか

ら、ここに定義をさせていただきました。果実ジュースにはそのまま搾汁をしたものと、還元

果汁からつくったものの両方合わせて果実ジュースと呼びますよということで、いわゆる言葉

の整理をさせていただいたということの内容でございます。

○沖谷会長 還元果汁よりももう一段上のカテゴリーですね。

○島崎表示・規格課課長補佐 そうです。適用の範囲に書かれているにもかかわらず、定義が

なかった。この中には果実の搾汁のものと、いわゆる還元果汁からつくられたもの両方が含ま

れるという定義をここに置きましょうということでございます。規格の内容そのものは何ら変

更点はないんですけれども、定義が何もないというのはちょっと不自然じゃないかということ

から、今回定義をさせていただきました。

○沖谷会長 ほかにございますか。どうぞ、河原委員。

○河原委員 私も新しいのでちょっと教えていただきたいんですが、このジュースの中にきょ

う雑物というのがずっと出てきますね。以前、うずらの卵の殻が入っていれば全然製品として

成り立たないというお話を伺ったんですけれども。きょう雑物というのはジュースをつくると

きに入るものなんですか。要するに、皮とか種というのは入る可能性があるんでしょうか。そ

れをつくる過程がよくわからないので、ちょっと確認したいと思います。この言葉が必要なの

かどうかというのがとっても違和感があるんですけれども、お願いします。

○沖谷会長 事務局、どなたか。

○島崎表示・規格課課長補佐 きょう雑物の定義につきましては、今回のパブリックコメント

でも意見が寄せられておりまして、資料７－82ページのところに記載がされております。きょ

う雑物の定義とは、果皮や種子などということが挙げられております。いわゆる原料から由来

するものということですけれども、現実に入るかどうかということになりますと、ストレート

そのままを搾った場合だと可能性が全然ないわけではないというふうに思います。その後、ろ

過工程があったりするとまた違うかもわかりませんけれども、私自身も余り見たことありませ

んが、可能性が全くないというわけではないと考えております。

○河原委員 これは入っていても製品としては通用するということではないですね。それとは

また別ですね。そういうものはもともと市販されるものではないという考え方をすればいいで

しょうか。普通の流通には乗らない。

○ 島崎表示・規格課課長補佐 ＪＡＳ規格上はきょう雑物のないことということになってお
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ります。異物がないのは当たり前の話なんですけれども、規格上はきょう雑物がないこととい

うことでＪＡＳ規格を受けるものについては完全に排除していないといけませんよという規格

になっております。品質表示基準上、もしリンゴの皮が少し入っていたとしても、それが販売

されているものが食品衛生法違反とは言えないと思いますけれども、我々のＪＡＳ規格上はき

ょう雑物がないことということで考えております。

○植木上席表示・規格専門官 資料７－44ページの方でオレンジジュースの規格がございます

けれども、そこで品位のところですね。品位のところで３番、きょう雑物がないことと書いて

ございまして、これはオレンジジュースのほかも全部規定してございますので、ＪＡＳの規格

があるものは当然といいますか、きょう雑物はないと。あれば当然規格には合致しないという

ことになります。

○沖谷会長 どうぞ。

○河原委員 わざわざ言葉としてここに入れる必要があるのかなという感じがするからちょっ

とお伺いしたんです。以前、うずらの卵のときに殻が入っていれば製品として成り立たないか

らこの言葉は要らないと伺ったものですから、この言葉が非常に見ていると違和感があるもの

ですから、もともとあれば成り立たないんじゃないかなと思ったから要らないんじゃないかな

とちらっと思ったものですからお伺いしたんです。

○植木上席表示・規格専門官 ご指摘の点は、これがあるということは、世の中に結構そうい

う製品があるんじゃないかということになり、むしろないのが当たり前だから規格にもなくて

もいいんじゃないかと、そういうご意見だとは思いますが、この辺は一応念のため確認したと

いうことで、必ずしもこのことがあることによって世の中一般にこういうものがあるというこ

とではないということでご理解いただければと思いますけれども。

○河原委員 はい。

○沖谷会長 よろしいですか。ジュースのネクターの場合は果肉も入れているわけですよね。

それはきょう雑物じゃないんですけれども、透明なジュースの場合には、それは沈殿物となっ

ちゃいます。それぞれの製品によってあるべきものとあっちゃいけないものがあるんじゃない

かなというふうに思います。ですから、きちっとろ過しなさいよとか、するべきものをしなさ

いとか、そういう意味できょう雑物に気をつけなさいということを書いて、余計なことかもし

れないんですけれども、気をつけなきゃならないことだというふうに僕は理解しています。

ほかにどうぞ。いいですか。

（発言する者なし）
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○沖谷会長 それでは、原案どおり改正するということでよろしいでしょうか。

（ 異議なし」の声あり）「

○沖谷会長 それでは、そのように改正するということを報告及び答申することといたします。

休憩しますか。それじゃ４時10分再開ということで。

午後 ４時０２分 休憩

午後 ４時１１分 再開

○沖谷会長 再開します。

それでは、次に議題の（２）のエ、にんじんジュース及びにんじんミックスジュースのＪＡ

Ｓ規格、それから（３）のウ、品質表示基準について、事務局から説明をお願いします。

○植木上席表示・規格専門官 ご説明いたします。資料は９番と10番でございます。資料の９

がにんじんジュース及びにんじんミックスジュースの日本農林規格でございます。２ページ目

でございますけれども、見直しの結果でございます。細かいのでございますが、見直し結果で

「総カロテン量」となってございますけれども、事前にお送りした資料の方では「総カロチン

量」になってございまして、ここのところは全部「カロチン」を「カロテン」というふうに中

を直してございます。ご了解願いたいと思います。

総カロテン量につきまして、これは4.0ｍｇ／100ｇ以上と実態を踏まえつつ基準を上げてご

ざいます。それから 「容器の状態」という項目を削除してございます。、

３ページが製造及び格付の状態でございます。製造業者は27社、小売販売額はかなり伸びて

ございます。格付率は17％ということでございます。

４ページでございますけれども 「糖類」を「砂糖類」あるいは「製品に占める」を「原材、

料に占める」というのは、これはほかの規格と同様な用語あるいは考え方といいますか、そこ

の整理でございます。５ページも同じでございます。

６ページでございますけれども、総カロテン量、現行、3.0ｍｇ／100ｇ以上というのを4.0

ｍｇというふうに基準を上げてございます。それから、容器の状態、これは密封が完全でとか、

缶、瓶詰めの場合には適度な真空度となっていますけれども、今いろいろな技術が進歩してご

ざいますので、この容器の状態のところは削除してございます。

７ページでございます。使用原材料に関する規定、ＪＡＳの場合にはなるべくＪＡＳを使え

という、そういう規定はほかのものも同様に削除してございます。３番目がにんじんミックス

ジュースでございますけれども、総カロテン量1.5を2.0に上げてございますし、容器の状態を

削除してございます。８ページでございますけれども、これも内容的には同じでございます。
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11ページに製造工程を書いてございます。にんじんを選別しまして、ブランチング、加熱を

しまして、破砕しまして、にんじんの場合には一旦濃縮をするということだそうでございます。

そして、希釈、調合するということだそうでございます。

それから、12ページでございますけれども、12ページから規格が書いてございます。13ペー

ジに総カロテン量3.0を4.0、容器の状態は削除するということが書いてございますし、表示の

項目につきましては品質表示基準で対応するということから削除してございます。14ページは

同じでございます。15ページも同じでございますし、第４条はにんじんミックスジュースでご

ざいます。

19ページが部会の議事次第と部会の委員の名簿でございます。

それから、21ページ、パブリックコメントとＷＴＯ通報でございますけれども、規格に関し

てはございませんでした。

次に資料10でございます。品質表示基準でございます。

２ページが改正の内容でございますけれども、表示の方法を例えば野菜（にんじん）と書か

なくて、にんじんであれば単ににんじんと書いていいよというふうにその辺を実態に合わせて

少し規定を整理したものでございます。

３ページ以降、表示基準そのものが出てございます。今申し上げたことは、資料10－４ペー

ジの(ｳ)のところに、そういう趣旨が書いてございます。まず、(ｲ)で一般的な名称を書けと、

そして２類以上の場合には果実というのを書いて、その後に括弧で書けよという書きぶりにな

ってございます。

６ページが部会の議事次第と、次が部会の委員の名簿でございます。

８ページでございますけれども、パブリックコメントでございますけれども、国内の方はな

かったんでございますけれども、ＷＴＯでございますけれども、これも各国のコメントの期限

がきのうでございまして、これについて実は先ほどと同じように中国とアメリカの方からコメ

ントが来てございます。それで、ちょっとご紹介だけさせていただきますけれども、中国の方

からは資料10の３ページでございますけれども、にんじんジュースの用語の定義で「にんじん

の搾汁にかんきつ類、うめ若しくは」とございまして、これにレモン等が含まれるのかという

ようなご質問があって、これは当然かんきつ類にレモン等は含まれるということを回答する予

定でございます。

それから、アメリカの方からはにんじん以外のものを多少でも加えたのであれば、天然香料

を加えたにんじんジュースという表現がいいんではないかというような、そういうようなご提
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案がご意見か、そういうものが来ておりますけれども、コーデックスに野菜ジュースの規格と

いうのがございまして、そこでも一定の果実等の添加が認められてございまして、そういうふ

うに回答する予定でございます。

それから、にんじんミックスジュースというよりはにんじんブレンドジュースがいいんでは

ないかとか、そういうご意見もありますけれども、これは言葉の問題ですので十分ご返事をし

たいと思っております。それから、アメリカでは栄養表示というのを義務づけているというよ

うな情報提供と、あとは食品添加物と原材料は分けて記載するのかというようなご質問がござ

いましたので、日本の場合にもきちっと食品添加物と原材料を分けて記載することになってご

ざいますので、そういうことでご返事をするということにしてございます。

以上でございます。

○沖谷会長 ありがとうございました。

このにんじんジュース及びにんじんミックスジュースについては、昨年の12月に部会が開か

れております。部会長を務められました畑江委員から報告をお願いします。

○畑江委員 報告いたします。

にんじんジュースとにんじんミックスジュースにつきましては、日本農林規格、品質表示基

準いずれも特に問題はなく、部会として原案どおりの改正を了承したことをご報告いたします。

○沖谷会長 ありがとうございました。ただいまの事務局の説明と、それから畑江委員の報告

につきまして、何かご質問、ご意見ございましたらどうぞ。ございませんか。

（発言する者なし）

○沖谷会長 それでは、原案どおり改正するということでよろしいでしょうか。

（ 異議なし」の声あり）「

○沖谷会長 ありがとうございました。原案どおり改正するということを報告することといた

します。

続きまして、議題（２）のオ、炭酸飲料のＪＡＳ規格、それから（３ 、ウ、品質表示基準）

について、事務局から説明をお願いします。

○植木上席表示・規格専門官 それでは、ご説明させていただきます。

資料は11番と12番でございますが、まずＪＡＳの規格の方は資料の11番でございます。１ペ

ージ目が諮問文でございまして、２ページ目が見直しの結果でございます。製品の多様化に対

応しまして、可溶性固形分とか糖類、この辺の基準を削除してございます。それから、食品添

加物でございますけれども、保存料、酸化防止剤、乳化剤に限りましてはポジ化をするという
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ことでございます。

３ページでございます。製造や格付の状況でございますけれども、製造業者は72社でござい

まして、販売額はやや減少傾向でございますが、格付率は73％と高いということでございます。

４ページ目でございます。規格の項目の変更でございますけれども、可溶性固形分３％とな

ってございますけれども、炭酸飲料、これはご承知のとおり嗜好品でございまして、多様なも

のがあるということから、ここは項目は削除してございます。糖類についても同様でございま

す。

５ページでございます。いろいろと議論していく中で、やっぱり食品添加物というのは消費

者の方は保存料とか酸化防止剤とか、その辺ご関心がございまして、そういうこともございま

して現行は規定はないんでございますけれども、保存料、酸化防止剤、乳化剤につきましては

このように規定を設けてございます。それから、５ページの下、二酸化炭素につきましても炭

酸飲料という品目であることから、規格は二酸化炭素の純度の規格をつけてございます。

それから、６ページでございますけれども、原材料でございますけれども、なるべくＪＡＳ

品を使えというものは、他の規格と同様に削除してございます。

６ページ、７ページ、測定方法につきまして所要の変更をしてございます。

それから、ガス内圧力ですか、これは果汁や乳製品等を使用した製品でガス内圧力が結構高

くなってございますので、ガス内圧力を現行から少し変えるということです。７ページでござ

いますが、７ページの、これ単位の方も少し変わっているんでちょっと見づらいかもしれませ

んが、７ページの一番下でございます。７ページの一番下の（１）果汁、果実ピューレ、乳又

は乳製品を加えたものというのがございまして、現行は0.2ｋｇ／ｃ㎡以上となってございま

すが、そこを0.7ｋｇ／ｃ㎡以上というふうに変えてございます。単位の方は世界的に単位を

ＳＩ計にせよということがございますので、パスカルというふうに変更してございます。

９ページが各種飲料の生産量でございまして、委員の皆様方には机の上にカラーの資料を配

付させていただいております。若干、生産量減っているとはいいつつ、炭酸飲料は99年で19％、

2003年におきましても16％とかなり大きなシェアを占めているということでございます。

それから、10ページが工程図が書いてございます。

それから、11ページが規格でございます。これにつきましては、今ご説明したとおりでござ

いまして、可溶性固形分、糖類等を削除して、保存料、酸化防止剤、乳化剤に限っては限定を

したということでございます。

12ページ、表示の項目につきましてはＪＡＳの規格からは削除しまして、品質表示基準で対
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応するということでございます。

それから、14ページでございますけれども、二酸化炭素の純度を規定し、異性化液糖の灰分

の規定をしてございますし、測定方法を規定してございます。

16ページ、17ページが部会の関係でございます。

パブリックコメントでございますけれども、18ページでございますけれども、パブリックコ

メントは２件来てございます。19ページでございますけれども、食品添加物の関係でございま

す。これにつきましては、消費者ニーズと製品の実態等を踏まえて決めたということでござい

ます。規格に関してはＷＴＯの方はございませんでした。

次が資料の12番でございます。品質表示基準でございます。

１ページが諮問文でございまして、２ページが改正の内容でございますけれども、先ほど印

刷瓶入り果実飲料の場合の5.5ポイント、王冠表示の話を申し上げましたけれども、炭酸飲料

につきましても同じでございまして、同じような規定を設けてございます。３ページ以降に具

体的な基準が書いてございます。若干書きぶりの方はほかの品質表示基準との横並びで整理を

してございますけれども、内容的には同じでございます。

４ページでございますけれども、左の方の大きく２とございますけれども、印刷瓶詰炭酸飲

料にあってはと書いてあるのは先ほどと同じでございまして、5.5ポイント以上の活字という

ことでございます。これにつきましては、附則の２つ目でございますけれども、この告示の施

行の日から少なくとも５年を経過する日までに、表示の実態を踏まえながら必要な見直しを行

うと。特に5.5ポイントという、そういう特例措置を設けなくてもいいんであれば横並びで同

じ基準を適用するということでございます。

今ご説明しました基準でございますけれども、これまでの議題も含めて若干法令的な観点か

ら表現の変更があるということを一言ここでつけ加えてさせていただきたいと思います。

５ページ、６ページの方は部会の関係でございます。

７ページがパブリックコメント、ＷＴＯでございますけれども、同じようにパブリックコメ

ントはなかったんでございますけれども、品質表示基準の関係ではアメリカの方からきのう付

けで来まして、私どもの手元に届いたのがきょうの午前中でございますけれども、ご紹介だけ

させていただきたいと思います。

今の資料の12の３ページに、第２条、フレーバリングとありまして、そこで果汁とか果実ピ

ューレと書いてございまして、アメリカの方からこういう果実ピューレとか乳製品はフレーバ

リングには該当しないんだというようなご意見をいただきまして、あともう一つは炭酸飲料と
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いう名称はなかなかわかりづらいので、炭酸○○飲料としたらどうかというようなご提案をい

ただいておりますけれども、あとはアメリカでは栄養表示の制度があるんだということ。先ほ

どと同じように、食品添加物と原材料を分けて記載するのかと、そういうようなご質問があり

ましたけれども、そこは言葉の問題も含めてきちっとご説明して、食品添加物、原材料は日本

でもちゃんと分けて書くというようなことをご説明したいというふうに考えてございます。

以上でございます。

○沖谷会長 ありがとうございました。

この炭酸飲料についても昨年の12月に部会が開かれております。部会長を務められました畑

江委員から報告をお願いいたします。

○畑江委員 報告します。ＪＡＳの規格についてですけれども、先ほど事務局からご説明があ

りましたように、ガス圧を高くするということで炭酸ガスには殺菌効果があると聞いており、

今回の改正でガス圧を高くすることから保存料は必要ないのではないかという質問がありまし

た。

それに対しましては、炭酸ガスは爽快感を出すために使われていて、乳製品を使用した炭酸

飲料もあり、製品実態を踏まえて保存料は必要と判断したとの説明がなされました。

品質表示基準については、質問や意見はありませんでした。

以上、事務局からご説明いただきましたように、部会としては原案どおりの改正を了承いた

しました。

○沖谷会長 ありがとうございました。

ただいまの事務局の説明と、それから畑江委員の報告につきまして何かご質問、ご意見、ご

ざいますでしょうか。よろしいですか。

（発言する者なし）

○沖谷会長 それでは、原案どおり改正するということでよろしいでしょうか。

（ 異議なし」の声あり）「

○沖谷会長 それでは、ありがとうございました。原案どおり改正するということを報告する

ことといたします。

それでは、次に議題（３）のオ、遺伝子組換え食品に関する品質表示基準について、事務局

から説明をお願いします。

○植木上席表示・規格専門官 資料13でございます。

１ページが諮問文でございます。
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２ページでございますけれども、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

の一部改正でございます。

経緯でございますけれども、４行目でございますが、今年の３月に開催されました第22回食

品の表示に関する共同会議、これはＪＡＳ調査会の小委員会として位置づけてございますけれ

ども、ここにおきまして検討を行いまして、遺伝子組換えアルファルファの食品安全性の審査

が行われているという状況を踏まえまして、対象品目に追加するということが適当とされまし

た。

検討結果でございますけれども、別表１の対象品目にアルファルファを追加する。別表２に

掲げる加工食品にアルファルファを主な原材料とするというのを加えるということでございま

す。

それから、３ページ以降に具体的な基準が書いてございます。３ページ、４ページ、５ペー

ジとずっと書いてございまして、それで６ページの左の方に別表１とございまして、１から大

豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実とございまして、次、７ページの上にアルファ

ルファというのが出てきております。それが今回の追加でございます。

それから、別表２、第３条関係でございまして、31番に追加をしてございます。

15ページからは、部会の資料でございますけれども、全ては説明しませんが、13－29ページ

を少しごらんいただきまして、表示の対象となる食品とございまして、農産物については５つ

の作目がございまして、これにアルファルファが追加されるということでございます。

（２）の加工食品でございまして、ここで１から30ございまして、今申し上げたように、31

番としましてアルファルファを主な原材料とするものというのが追加されると。注２とござい

ますけれども、主な原材料といいますのは加工食品の全原材料のうち、重量が上位３位までの

もの、かつ原材料に占める重量が５％以上のものということでございます。

それから、注３でございますけれども、組換えられたＤＮＡ及びこれによって生じたタンパ

ク質が検出できない加工食品にあっては表示の対象外としているということでございまして、

具体的な事例が書いてございます。

前のページ、28ページには遺伝子組換えの表示の概要が書いてございます。詳しいご説明は

省かせていただきますけれども、真ん中の四角、義務の表示の場合、任意の表示の場合の２つ

がございます。

パブリックコメントでございます。戻りまして、９ページでございますけれども、９ページ
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の１番、規制の設定又は改廃に係る意見の提出手続きの関係でございますけれども、これにつ

いてはご意見をいただいております。

この内容でございますが、12ページの方にございまして、申請されたアルファルファは「飼

料用」なのに、なぜ食品表示で追加するのかという話がございます。これについては、３行目

でございますけれども、今後商業栽培が進めば、意図せざる混入等により 「食品用」として、

流通する可能性が否定できないことから、安全性審査を今申請しているということでございま

して、そういうことを踏まえて改正するということでございます。

それから、下の方ではてんさいなどについても想定しなくていいのかということでございま

すけれども、この辺は今、13ページの方で商業栽培の見込みがないし、そういう申請もないと

いうことから要らないということが書いてございます。

これらのパブリックコメントに対する意見につきましては、これは厚生労働省と同時にパブ

リックコメントをしまして、この回答の方を既に７月14日に公表したところでございます。

９ページへ戻りまして、９ページの２番、ＷＴＯ通報でございます。カナダの方からコメン

トが来てございます。カナダの方からは遺伝子組換えの表示は健康と安全性以外の考え方に基

づいており、貿易制限的ではないかというご意見ございまして、それにつきましては消費者が

適切な情報に基づき商品を選択するという消費者の利益を目的としているということでござい

まして、貿易制限的ではないということで回答す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。

この遺伝子組換え食品の表示については、ことしの３月、先ほど説明ありましたように、食

品の表示に関する共同会議で審議しております。そこで座長代理を務めました私から報告いた

します。

大分説明があったんですけれども、背景と共同会議の検討ですが、遺伝子組換え食品の表示

については新たな遺伝子組換え農産物の商品化、それから、遺伝子組換え農産物の流通及び原

料としての使用実態、それから、組み換えＤＮＡ及びこれによって生じたタンパク質の除去並

びに分解の実態、それから、検出方法の進歩等に関する新たな知見、それから、消費者の関心

などを踏まえて、毎年これは見直しを行っています。

平成16年度においては10月１日に厚生労働省より食品安全委員会に対して遺伝子組換えアル

ファルファの食品健康影響評価依頼がなされまして、平成17年２月15日に食品安全委員会より

人の健康を害うおそれはないとの評価結果案ですか、取りまとめられて、２月24日からパブリ
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ックコメントが開始されたことを踏まえまして、我々の委員会では平成17年３月23日に開催さ

れた農林物資規格調査会小委員会、別称食品の表示に関する共同会議第22回において、この遺

伝子組換えアルファルファについて検討を行いました。

検討の状況及び結果ですが、検討の中ではアルファルファ種子で国内で生産されているもの

があるのか、ないのか。それから、遺伝子組換えアルファルファは飼料用として開発されて、

食品として使用する可能性は極めて低いが、表示対象品目に追加することを検討する理由は何

かなどの質問がありました。アルファルファの種子の国内での生産はありません。通常、輸入

した種子を使用しているということでございます。

それから、２番目の問いに対しては、通常は飼料種子とスプラウト種子は確実に分けて販売

される。スプラウト用というのは食べる方なんですけれども。しかしながら意図せざる混入な

どにより食品用として流通する可能性を否定できないことから、食品としての安全性審査が行

われており、それに伴う表示対象品目の追加の検討であるということが説明なされました。実

際には、飼料用として確実にわかるように染色したものを流通させるというふうに聞いており

ます。

以上、共同会議としてはそれを踏まえまして、対象農産物にアルファルファを追加すること。

それから、加工食品にアルファルファを主な原材料とするものを追加するということが適当で

あるということで、原案どおり了承されたことをご報告いたします。

以上でございます。ということで、今の事務局の説明と私の報告につきまして、何かご質問、

ご意見ございますでしょうか。

はい、どうぞ、森田委員。

○森田委員 今回のアルファルファを対象品目として追加することについては特に異議がない

んですけれども、遺伝子組換え食品の表示につきまして今ここで表示の全体の話というのをお

話しするのはちょっと不適切だとは承知の上でご質問させてもらいたいんですけれども、遺伝

子組換え食品の表示はちょうど４年前に施行されて、実情として市場にあるのは不使用表示の

ものばかりで、ＪＡＳ法は選ぶため、選択の目安としてあるべきなのに、実際に不分別や遺伝

子組換えというふうに書いてあるものは一般の市場には見当たらないということがあって、こ

れはいろいろなところで問題になっていると思います。食品表示共同部会でも、審議内容とは

別に話をされていると思いますし、それから６月にあった消費者団体との意見交換会のときに

も遺伝子組換えのテーマでお話されたときにも表示の話がかなり出たと思います。遺伝子食品

の安全性とか、そういう問題とは別に表示制度がちゃんと機能していないんじゃないかという
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話が出ていますし、コーデックスの連絡協議会ですとか、いろいろなところで今の遺伝子組換

え食品の表示の制度は、選べるものになっていないということ。

それから、不使用表示というふうに書いてあるものばかりにもかかわらず、不使用なのに実

は含まれているということが国民生活センター等の調査でも明らかになっておりますし、そう

したことを考えるとそろそろ来年５年目になるわけですから、全体として見直すような予定が

あるのかどうかということがまず１点。

それから２点目は、食品表示共同会議が始まった最初のころ、高オレイン酸大豆の表示につ

きましては農水省と厚生労働省の解釈が違ったかと思います。賞味期限と品質保持期限という

ふうに役所によって考え方が違うというのと同じような例で、高オレイン酸大豆も役所によっ

て解釈が違うということで、今後議論の俎上に上げられるということを一番最初の食品表示共

同会議の中で議題として上げられていたかと思うんですけれども、今その議論はもう原料原産

地とか、そちらの方向にばっかりいっていて高オレイン酸大豆の話が話し合われる予定すらも

見えないんですけれども、そこがどうなっているのかという質問が２点目でございます。

○沖谷会長 それじゃ、事務局の方。

○水田表示・規格課長 今ご質問にございました点でございますが、資料の13－28ページのと

ころに今の遺伝子組換え表示の制度の概要を載せております。28ページでございます。この枠

の中に書いてございますように、高オレイン酸大豆の話はちょっと後で説明しますが、従来の

ものと組成とか栄養価とかが同様のもの （２）については、その中で①にありますように、、

加工後も組み換えられたＤＮＡとか、これにょって生じるタンパク質が残っておりまして検出

されるという加工食品について、遺伝子組換えのものが混じっている可能性のある、遺伝子組

換えだけを分別管理したアのもの、それから不分別のものというものについて義務表示の対象

にしているということでございます。

それから、非遺伝子組換え農産物を原料としていて分別流通管理が行われているウのもので

ございますけれども、こういう形できちっと最大限努力して分別流通管理をするという努力を

いたしましても、外国の方から入ってくる場合にこれの分別流通管理について、きちっと生産

段階でも圃場を分けており、それから、流通段階でもきちっと分離しているということが証明

書によってきちっと担保されていた場合、最大限努力をしても現実の流通実態から見てやはり

５％以下の意図せざる混入というのがどうしても現実として排除できないという部分がござい

まして、そういったことも踏まえましてそこのところはやむを得ざるものということで認めて

いるという部分でございます。
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当然、分別流通管理をきちっとやっているという前提でございますので、やっていないけれ

ども、結果的に５％以下だったとか、あるいは５％以下のものを混入をあえてさせたという場

合には、こういった流通管理がきちっとされていなかったというふうに見なせるわけでござい

ませんので、表示違反という形になるわけでございます。

それと、②のところにありますように、もう１点、タンパク質とかあるいはＤＮＡが、加工

後に検出できないものにつきましては事後的なチェックもできないという観点もございます。

品質的にも同じだという部分がございます。そういったことも踏まえまして、表示義務という

形で課していないということでございます。ここは油の関係とかしょうゆの関係とかが多いわ

けでございます。

実際の表示実態として遺伝子組換えのものの表示がないということでございますけれども、

こういった表示制度になっておりますので、消費者の方々の関心等を踏まえましてメーカーの

方といたしましては、いわゆるコーンスナックとか豆腐とか、そういったものの表示義務のあ

るものにつきましては遺伝子組換えでないものを使っているという形になっておりまして、そ

の結果として遺伝子組換えであるという表示が出ておらないという形になっているわけでござ

いまして、そういう実態であるということはご理解をいただきたいというふうに考えておりま

す。

遺伝子組換えの制度自体のあれでございますけれども、今申し上げたような形で、現実の流

通実態と消費者の関心等を踏まえた形で今運営をしておりますし、それから品目等の見直しに

つきましては先ほど申し上げましたように、毎年行っているという形になっております。こう

いった形でございますので、制度全体の見直しということについて今予定しているというもの

ではないということでご理解をいただければというふうに思うところでございます。

○足立表示・規格課課長補佐 あと、高オレイン酸大豆とこれを原材料とする大豆油等でござ

いますけれども、この28ページの枠の上にございますように、基本的には食品としての安全性

の審査が終わったものでございますので、これについての表示の義務づけというのは食品衛生

法ではなくてＪＡＳ法において表示を義務づけるという制度です。要は食品としての安全性が

確認されたものが出回るわけですので、食品衛生法上の表示ということではなくて、成分が変

わっているということでＪＡＳ法で高オレイン酸大豆遺伝子組換えといった形での表示を義務

づけるというような形で表示制度としてやっているということでございます。

○沖谷会長 ＪＡＳにこういう表示を組み込んできているということですけれでも。

○森田委員 長い間議論されてきたことでございますので、それはよく承知しております。
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○沖谷会長 ほかにございませんか。

（発言する者なし）

○沖谷会長 それでは、この件について原案どおり改正するということでよろしいでしょうか。

（ 異議なし」の声あり）「

○沖谷会長 ありがとうございます。では、原案どおり改正するということを報告することと

いたします。

それでは、ここで審議の結果の確認をいたします。まだ１つ議題があるんですけれども、今

までやってきたことについてやりたいと思います。事務局、答申案及び報告書案の配付をお願

いします。

（資料配付）

○沖谷会長 お渡りしましたか。最初のページは、日本農林規格です。きょう審議した順番で

すべて原案のとおり一部改正すべきものと決したと。それから、次のページですが、今度は品

質表示基準で今の農林規格に対応した順番になって並んでおります。一部改正することが適当

であるというふうに答申するということになっております。よろしいでしょうか。

（ 異議なし」の声あり）「

○沖谷会長 はい、どうぞ。

○植木上席表示・規格専門官 多少補足をさせていただきたいと思います。１ページ目の規格

の方でございますけれども、実は本日、有機畜産と有機飼料についてもご審議をいただいてお

りまして、そのことがここに書いていないではないかということを思われる方もいらっしゃる

かと思いますが、２月３日の総会でそのときにご説明させていただきましたのは、指定農林物

資として指定するかどうかということを検討を開始するに当たっては、私どもとして規格が必

要なんで議決をさせていただきたいということでお願いをさせていただきまして、そのときに

既に報告させていただいております。それで、きょうご説明した内容につきましては、別表の

関係の整理とかがございましたが、２月３日の報告の文章上の整理をさせていただいたという

整理にさせていただければ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 ということです。有機の部分が抜けていますけれども、いずれも決議していて、

それを超えてはやっていませんので再度報告することはおかしいということで、そうさせてい

ただきます。

じゃ、ありがとうございます。このようにさせていただきます。



- 49 -

それでは、議題の（４）の日本農林規格及び品質表示基準の設定・見直しの基準（案）につ

いて、事務局より説明をお願いします。

○植木上席表示・規格専門官 資料の14番でございます。１ページ、２ページがございまして、

３ページ、４ページがございます。３ページ、４ページの形式で７月の総会でご説明したとこ

ろでございます。若干形式だけ変わったことがございます。そこだけ少しご説明させていただ

きたいと思います。14－３でございますけれども、１番が規格の制定・見直しの基準がござい

まして （１）が特色 （２）が標準でございますけれども、７月の段階のものではウだけ、特、 、

に必要な場合と括弧に入っておりまして、文章的に余りよくないものですから、そこは制度の

あり方検討会最終報告のレポート、それをそのまま引きまして、標準規格 「次のいずれかの、

もの」としまして、そこでタイトルの方からは「観点から標準が必要なもの 、それを取りま」

して、そこを全部ア、イ、ウに入れ込みまして、ウだけ「特に必要」ということを書いてござ

います。アとイの場合には「標準が必要なもの」というふうになってございます。

特色の方のアンダーラインのところは、前回からの変更ではなくて前回も引いたところでご

ざいまして、最終報告にはなかったんですけれども、このように書いた方がわかりやすいかな

と思ってつけ加えてございます。

それから、もう１点、５ページでございますけれども、５ページで消費者向けの規格という

のがございまして、①消費者向けの規格とございまして、良質な製品を提供する観点、括弧が

ございまして、及び消費者ニーズに対応した製品を提供する観点とございまして、括弧がござ

いまして、そこで製品の特性を踏まえてということが、これちょっと前回のペーパーでつけ加

わってございます。そこをちょっとご説明させていただこうと思います。

食品添加物に関しましては、きょうもいろいろご意見がございました。ポジリスト化といい

ましてもその中で何種類というふうに種類を限定するものもあれば、そうでないものもござい

ますので、それも踏まえて製品の特性を踏まえるということをちょっと前回お示しした案の中

に入れてございます。

説明は以上でございまして、その点も含めていろいろとご議論いただけたらと思ってござい

ます。

○沖谷会長 ありがとうございました。

それでは、議論に入りたいと思いますけれども、制定・見直し基準がここで決まるというこ

となんで、前回お渡しした原案とほとんど変わっておりません。どうぞ皆さんのご意見をいた

だきたいということで、はい、石井委員。
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○石井委員 ２点ちょっと意見を述べさせていただきたいと思うんですけれども、１点目は１

の（１ 、この前のときにアンダーラインがついておりました、価値が高まると認められるも）

のという部分なんですけれども、私はこれはつけ加えられない方がいいのではないかと思いま

す。理由は３つほどあるんですけれども、１つには価値を高める、価値が高まるということに

なりますと、だれが特にどのような基準でということをきちんとしておかないと、これは何を

言っているのはわからなくなるおそれがあるというのが１点。

それから、２番目はＪＡＳ制度のあり方検討会の最終報告というのが2004年の10月に出され

ていると思うんですけれども、この中にこことは相反する文章がちょっと入っておりまして、

最終報告の４ページ目のところに、ちょっと読ませていただきますが、特色規格についてです

ね 「ただし、この特色規格はよいもの、悪いものという一方向の上下関係を示すものではな、

く、同じ品目でも複数の方向の尺度が存在することを前提とした立体的なものとする」と。価

値が高まるというのは明らかに一方向だと思いますので、この文章とちょっと矛盾するんでは

ないか。つまり、最終報告のおっしゃっていることとちょっと違うのではないかと思います。

それから、価値が高まると認められるものという文章そのものは、どうも私の知る限りは法

律の文章をもっておいでになったんじゃないかと思うんですけれども、この法律の文章をちょ

っと見たところ、意味が違っているのではないかと思います。これは農林物質の規格化及び品

質表示の適正化に関する法律の第２条をとらえていらっしゃると思いますが、この第２条の第

３項でこの法律、日本農林規格とは云々とある中で１、２、３というふうに分かれております。

そのうちの１が品位、成分、性能、その他の品質についての基準、それから２が生産の方法に

ついての基準、３が流通の方法についての基準とあるんですが、この第４項で前項第２号、ま

たは第３号に係る基準に係る云々とあって、これにより価値が高まると認められるという文章

になっております。

つまり、この中では品位、成分、性能、その他は外されているんですね。そうしますとこの

法律の文章をそのまま持ってきたとしてもこれは若干意味が違っているというふうに思われま

すので、ここのところは私はない方がいいというふうに思います。

もう一つは別の話になりますので、これで。

○沖谷会長 14－３ページのところですね。特色規格の内容の説明で、最終報告、ＪＡＳへの

あり方検討会では先ほど石井委員がおっしゃったとおり、よいもの悪いものという一方向の上

下関係を示すものではないというふうにきちっと文章としては出ております。

それではわかりにくいということで、恐らくこういう提案が原案として出されたんで、皆さ
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んで議論して決めていけばいいことだと思います。

はい、どうぞ。

○植木上席表示・規格専門官 事務局としてご説明させていただきたいと思います。あり方検

討会でよいもの悪いものという一方向の上下関係を示すものではないというのは 「特色」と、

「標準」の関係は上下の一方向を示すものではないと理解しています。そして、特色というの

はいろいろな特色があるんだよと。同じ製品でも健康にいいものとか、あるいは特定の成分が

多いとか、つくり方にこだわっているとか多方向があるんだよという意味で、一方向ではなく、

複数の方向の尺度が存在するとしておりますけれども、ただ、実際考えてみますと、悪いもの

を想定して規格をつくるということはあり得ないわけでございます。最終報告の「よいもの」

「悪いもの」というのは 「特色」と「標準」の関係が「一方向」ではないと説明しているも、

のであり、ここでは、特色規格の説明として価値が高まるというふうにさせていただいたわけ

でございます。

それで、だれが価値が高まると考えるのかということは、まさしくこの調査会でご審議いた

だいてお決めいただければいいのかなと。ちょっとここは私見でございますけれども、規格と

いうのはいろいろな使われ方、価値がありますので、そこを調査会で皆様の方でご議論いただ

いて価値が高まると思っていただければといいのではないかと考えた次第でございます。

それから、価値が高まるということについてのＪＡＳ法の条文との関係でございますけれど

も、ＪＡＳ法の解釈としては全くそのとおりでございまして、そこをもう少し説明させていた

だきますと、つくり方ＪＡＳあるいは流通ＪＡＳというのは価値が高まるものしかできないん

だよと。ですから、つくり方ＪＡＳの地鶏とか有機とか手延べそうめん、熟成ハムとか、その

辺は価値が高まるものとして認められるものでございます。

他方、現行ＪＡＳ法上、品位等のいわゆる一般ＪＡＳの場合には価値が高まるとは規定して

いないということでございまして、要は価値が高まるものも高まらないものも両方入っている

んだということでございまして、一般的なＪＡＳの規格の中でも価値が高まると思われるもの

を特色として位置づければいいんではないかなと。特色として位置づけて、例えばＪＡＳマー

クに表示する特色を決めて、ここの特色はこうなんだよというふうにしたらどうかなと。特色

ということを少し別の言葉で置きかえると価値が高まることなのかなということで置きかえた

わけでございます。これが必要かどうかはこの場でご議論いただければと思います。

以上でございます。

○沖谷会長 どうぞ。
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○栗生委員 もともとこのＪＡＳ規格というのは私たち一般消費者が商品を買うための目安と

か、製造者がつくる基準の目安とかというふうにして、今まではずっと来たわけですよね。こ

こ何年かで、生産履歴がわかったり、特別な特定ＪＡＳみたいなのができてきたと思うんです

ね。この書き方でいくと、特色のある規格が最初に来ているわけです。次が標準規格が来てい

るんですけれども、もともとＪＡＳ規格というのは標準規格があって、その後から特色のある

ものが生まれてきたんだと思うんですね。この順番どおりの重さとか、重要性とかということ

ではないとは思うんですけれども、１番とか２番の考え方でこれからこのＪＡＳ規格を見直し

をしていくときに、まず最初に特色があるかどうかと考えてから次に移るのか。今までどおり

標準的にはどうであって、その中に製造工程の特色のあるものだよというふうに考えるのかと

いうところがすごく大きなところじゃないかなと思うんです。これからのＪＡＳの考え方の基

本的なところじゃないかなと思うんですね。今までのように標準のものはここで、それに到達

目標としてそこを目指してくださいというふうにやって、今まではそれを少しずつ上げようと

して努力してきたわけですよね。

ちょっとここのところが何気なく１番、２番と書いてあるんですけれども、自分たちがこれ

から考えていくときにこの順序で考えていくことになった経緯をちょっと教えてください。

○沖谷会長 僕もＪＡＳのあり方検討会の座長をやっていましたので、記憶のある範囲でお答

えしますけれども、後で事務局で加えてもらえばいいんですけれども、今までのＪＡＳは品質

向上に非常に貢献してきた。もう十分に上がったものについては、もう基準は要らないんじゃ

ないかという考えがあります。さらに、それじゃ特別に目立つものというんですかね、伝統的

なつくり方とか、それはおいしいかどうかは別ですよ、ですけれども、保存というとおかしい

ですけれども、あった方がいいものは特色ＪＡＳとして守っていったらどうかという考えが１

つあるわけですね。前提としてあるのは、ＪＡＳを少なくしたらどうかということ。今までも

随分減らしてきたんですけれども、すごく日本の食品工業はレベルが上がっていますので、Ｊ

ＡＳ規格を審議してきて、果実飲料なんか見るとやっぱり必要なのかなという気になりますけ

れども、お菓子なんか全然ＪＡＳがないんですよね。要するに嗜好品としておいしければいい

わけで、ＪＡＳがほとんどないという現実があるということも僕らも聞いていて、多くの食品

はそういうレベルに来ているんじゃないかという認識があり、規格の数を減らしたらどうかと

いうもともとの発想から、議論に入ったわけです。

いや、あった方がいいという議論は随分あって、全部今の規格をなくすというわけじゃない。

そういういきさつを僕は記憶していてということです。ですから、これは事務局の理解も一緒
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かどうか後で説明してもらいますけれども、特色規格というのは上下関係とかそういうんじゃ

ないですけれども、新しい最新の製法の方が食品として優れていてＪＡＳを超えるものができ

ることもあるわけですよね。だけど、そういう新しく出てきたものは特色ＪＡＳではないと思

うんですよ。僕はそういう認識でやってきたということです。

事務局、足りなかったら説明してください。

○水田表示・規格課長 今、沖谷会長の方からも話がありました。ＪＡＳ制度のあり方検討会

においてＪＡＳ制度の規格のあり方自体が非常に議論されました。その中で、ＪＡＳ規格その

もの、食料品の品質が全体的に低かった時代にこういう規格を設けて、それをクリアするため

に業者の方々が努力をしていく。そういうことによって全体的な品質が上がっていくという役

割、非常に果たしてきたという部分がございます。一方で、現段階で見ますとかなり製造管理

技術というものも高度化をしてきているという状況の中で、ある意味で消費者の嗜好というも

のも多様化をしてきている。そういう中でＪＡＳ規格の役割とかコンセプトといいますか、そ

ういったものがわかりにくくなっているのではないかと。消費者にとってマークの意味すると

ころというのがどういうことなのかというところがわかりにくくなっているのではないかとい

う議論がもともとの観点としてあったということがございます。

今あるＪＡＳ規格の中で、品位、品質のＪＡＳ規格もございます。標準的な取引、規格的な

ものもありますけれども、その中で等級別の規格もあれば、さらには生産工程に特色のある、

まさに特色規格的なＪＡＳもあります。そういったいろいろな要素が混在していて、ある面で

はそういうことでわかりにくくなっている、共通認識が消費者の間あるいは事業者の間にもな

かなか形成ないのではないかというような部分もございまして、そういう意味からすると、消

費者の方々にアピールできる規格というのを具体的につくっていったらいいのではないかとい

うようなこともあり、特色規格というようなものをまず挙げたというのが実態だと思います。

そういう中で、ただそうは言っても標準規格というものも取引規格としても意味がある部分

もありますし、やはりどうしても消費者の観点からも名称の表示という部分でＪＡＳが結構き

ちっとあった方がいいという部分もありますので、標準的な規格というものも入れた形になっ

ています。どっちがどう、確かに標準があるから特色があるんじゃないのという議論もある一

方で、やっぱり特色というものを打ち出して、これからはそういうものを打ち出していくこと

に積極的に取り組んでいくべきではないかということがあったので、これを１番の方にもって

いっているというようなことではないかというふうに理解をしております。

○沖谷会長 ありがとうございました。



- 54 -

はい、石井委員。

○石井委員 先ほどの事務局からのご説明、それから沖谷先生からのご説明を伺いまして、や

はりちょっと違和感があるんですけれども、先ほど引用させていただきましたこの文章をもう

一度読みますと、特色規格は、よいもの悪いものという一方向の上下関係を示すものではない

と書いてあります。ですから、いろいろなものがある、方向性いろいろあるというご説明はち

ょっと違うんじゃないかなというふうに思います。

○水田表示・規格課長 確かにおっしゃるとおり、あり方検討会の最終報告の中に、特色規格

は、よいもの悪いものという一方向の上下関係を示すものではなくという表現がありますが、

その後に続けて、同じ品目でも複数の尺度、方向の尺度が存在することを前提とした立体的な

ものであるということですので、一方向で上下関係を示せというものではなく、いろいろな尺

度がありますねということは前提としておりますということではあるんですが、やはり特色と

いうものをある意味で打ち出していくということからすると、その特色自体として見た場合に

はやはりそれをきちっと消費者なり事業者の方も含めてかもしれませんけれども、消費者なり

国民の方々が理解をしてそれを選好すると申しますか、そういう意味からするとそれによって

価値が高まっているというふうに考えられるものではないかというふうに考えて、こういう書

きぶりを入れてあるということでございますけれども、そこはご議論いただければというふう

に思います。

○沖谷会長 はい、どうぞ。

○栗生委員 ＪＡＳ規格についての文章が法律にありますよね。そうすると、そこの書きぶり

も変わってくるわけですよね。

○沖谷会長 どうぞ。

○水田表示・規格課長 法律上の観点としては、先ほどご説明させていただいたとおり、ＪＡ

Ｓ規格の中にいわゆる一般ＪＡＳという品位とか成分とか性能とか、そういったものがありま

す。それにプラスして生産の方法、それから今回流通の方法に特色のあるものと、こちらの方

は価値が高まるものだけに限定されているわけでございます。けれども、品位、成分の方は限

定をされているわけではありませんので、今回その中で例えば特色の規格をつくるということ

になった場合、価値が高まるものにしますよということになっても、それを入れるということ

については必ずしも法律を変える必要はないと。すべてが価値が高まるものということではな

いので、特色の部分は価値が高まるものですけれども、一般のものは標準的な部分のものにつ

いてはそうではないということからすると、必ずしも法律を改正する必要はないというふうに
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考えております。

○栗生委員 それは確かに違うのでしょうね。

○森田委員 先ほどの価値が高まるという話なんですけれども、私も石井委員と同じような意

見でして、価値が高いかどうかは消費者が決めるものだと思います。差別化をするわけですか

ら、例えば有機にしてもそうですけれども、有機畜産のときに、安全性は同等かというような

議論が最初あったんですね。どっちが本当に安全かわからないからその議論はやめようとなっ

て、有機の何がいいかというと、環境保全型農業をやっていらっしゃる農家の方の姿勢につい

て支持をする方がそれをチョイスされるわけで、１つの差別化のためのものだと思いますし、

それは生産情報公表もそうで、生産情報公表もそうやって防除日誌をきちんとつけて記録をつ

けていることをあえて公表する努力をしていらっしゃる。その努力を買うわけですし、それぞ

れそういうことをきちんと価値がわかった上で買うものであって、価値が高まっているという

ふうに上から言われるよりは、どういうふうな文章がいいのかちょっとわからないのですが、

明確化していて差別化を１つの選択の目安としてみたいな、そういうふうなことの方が適切の

ように思います。

例えば有機でなくとも一生懸命防除日誌をつけて慣行農業栽培をしている人もいらっしゃる

わけですし、生産情報を公開していなくたって、きちんとやっていらっしゃる方もいらっしゃ

るわけで、価値が高いと言い切ってしまうということに関しては、私も違和感は感じます。選

択の１つということで差別化して選択、チョイスということだと思います。

○沖谷会長 はい。徳永委員。

○徳永委員 価値が高まるというと何か上等の品物になるようなイメージがあるので、品質向

上の目安となるというような感じじゃないでしょうか。ＪＡＳというのは目安というか、皆さ

んが安全、安心のために制定されているものなので、品質を下げないで品質向上のために規定

していることかと思いますけど。

○沖谷会長 何か他と区別してそれを明示することに値するということだと思うんですよね。

○森田委員 そういうことだと思います。それを選択するために。

○沖谷会長 ここではちょっと結論出ないと思うんで、その群だけセパレートしてを明示する

いい文章を考えてくだされば、それでいかがですか。

はい、どうぞ。

○石井委員 まさに特色ですから、特色ある、その言葉を入れていただければ非常にわかりや

すいんじゃないかなと。あるいはおっしゃるとおり、差別化ということですね。何かそういう
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ことであって、上下関係を示すような、結局価値が高まると認められるというと、これじゃな

いものは逆に言うと価値が低いというふうに相対的にはなってしまうわけですので、そういう

言葉は入れない方がいいんじゃないかと思います。

○沖谷会長 そうですね。私も賛成します。

○水田表示・規格課長 今お話いただいたような趣旨を踏まえて、ちょっと事務的に修正をさ

せていただければと思います。要するに、セパレートして明示することに足るもの、特色があ

ると認められるものとか、特色あると認められるもの。繰り返すことになってしまいますので、

そのあたりも含めまして、あるいは明確化していればそこでいいのではないかという議論もあ

るかと思います。それ以上のことを書く必要ないという面もあるかもしれません。区別されて

いる、明示して、そこできちっとわかると、それに足る、そうすることが適切であるという、

それが認められるというふうな趣旨で修正をさせていただければというふうに思います。

○沖谷会長 小野委員。

○小野委員 現行の基準は数値も具体的に入っていまして、非常に具体的にわかりやすいとい

うふうに私は思っているんですけれども、改正案の方はそういう具体的な数値基準とか、そう

いうものは入っていませんよね。非常にわかりづらいと私は感じをしているんですけれども、

その辺はいかがなものなんでしょうか。

○沖谷会長 これはどうですか。

○植木上席表示・規格専門官 現状の基準は製造業者の数とか格付率が著しく低いという言葉

があって、ある面ではそれで振り落とすというか廃止をするための基準だったわけですね。１

巡目の見直しをやりまして、そこにひっかかるものは基本的にはもうないんだと、若干復活し

たものはありますけれども、ないんだというふうに整理をしてございまして、今ある規格をさ

らに整理をするために新しい基準を設けた方がいいんだということであれば、それはまた検討

しましょうということになるかと思いますけれど。今後どうするかということについて、あり

方検討会の報告では標準、特色という観点から検討しようと書いてあり、そういう観点でご議

論いただければよろしいんじゃないかなと思っております。

○沖谷会長 はい、どうぞ、小野委員。

○小野委員 私も部会に出まして、特にちょっと検討の余地があるなと思っていますのは、格

付率が非常に１％とか非常に低いものがあるんですよね。それもこの基準でいきますと、業界

の要望があれば存続して５年間たったらまた見直しましょうということですよね。やはり格付

率が低いのは理由があって低いはずなんですよね。
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それともう一つは、今、商品の寿命というのは非常に短いですよね。そういうことを考えま

すと、やっぱりある程度数値目標、これをやはり見直しの中に入れた方がよりわかりやすいん

じゃないかと。世の中の流れとしては、やはり数値基準というのは一般的であると思うんです

ね。現行の方が非常に私はわかりやすいと思っておるんですけれども。

○沖谷会長 ありがとうございました。ＪＩＳという工業規格はたくさんあるんですけれども、

ＪＩＳマークがついていないＪＩＳ規格がたくさんあるという現実があります。紙の大きさと

かビスとか。鉛筆なども昔はみんなＪＩＳのマークがあったんですけど今はほとんどありませ

んね。ですけど、全部ＪＩＳ規格はあるという、そういう現実がＪＩＳ規格ではあります。い

ろいろなサイズがあったらビスが合わなくて困りますからということです。

食品は最終的に食ってしまうものですから、そういうものが必要かどうかわかりませんけれ

ども、ＪＩＳではそういう規格があると。マークがついていないけれども、物すごく頼りにさ

れているという、そういうスタンダードがあります。材木のＪＡＳの場合はそうですよね。

ほかにございますか。はい、どうぞ。山根委員。

○山根委員 今回の改正というのはＪＡＳ規格の大転換だと私は思っているんですね。今まで

のものにただ特色規格が増えるというのではなくて、本当にＪＡＳは終わってしまったからも

うなくてもいいんじゃないかという意見の中、一般の消費者が本当に選択できるように、これ

から発展させるためにこういうふうにしようという、すごく大きな改正だと思うんですけれど

も、そういう意味で本当に消費者がどういう規格が欲しいか、ＪＡＳが要るか要らないかとい

うことを１つ１つ検討していくのが必要なわけで、これからは確かに見直しの基準、数字が入

っているのはとても判断しやすくて早い手だてだと思いますけれども、１つ１つやっぱり消費

者にとって欲しいものか欲しくないものかということを見きわめながらやっていくものにして

いけばと思いますので、やはり数値目標より議論を通して考えていく方がいいのではないかと

いうふうに思います。

○沖谷会長 ありがとうございます。格付率が１％ぐらいの、あれは本来はすぱっと切らなき

ゃならないんですけれども、どうしても残してほしいというものがあれば、残すということで

す。食品が存在していなかったり、格付がゼロであれば別ですが。

ほかにございますか。はい、どうぞ。

○水田表示・規格課長 数値目標に関しては、資料14の３ページの一番上で「性格を明確化し

た上で検討する。その際、当該製品の生産状況（製造業者数、小売販売額、品質の実態 、規）

格の利用実態（格付率、他法令での引用等）及び国際的な規格の動向を考慮する」というふう
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に、今の廃止の是非検討の基準の項目だけ一応挙げてございまして、ただそこでこれがだめだ

ったらだめだよとは書いていないんですけれども、一応こういうものを踏まえるということに

はしてございます。その辺も踏まえまして、いろいろとご意見をいただけたらと思ってござい

ます。

○沖谷会長 従来使っていた指標も規格によっては使うということです。もっと判断の範囲を

広くしようという話ですね。もっと知恵出してということです。ですから、余り詳しく書いて

いないですけれども、その方がいいと思っているんですけどね。

次のページですね （２）改正を検討するに当たっての基準という文章があって、１と２が。

ありますね。①、先ほど事務局から説明がありましたけれども 「製品の特性を踏まえて食品、

添加物の使用を必要最小限とする等」という文章が入っていますけれども、これはＪＡＳの制

度のあり方検討会ではその文章は削除されています。食品添加物の問題は、このＪＡＳ調査会

でやることであって、あり方検討会では、食品添加物についての判断をしないということで、

その文章は最初はあったんですけれども、削除されたということをご存じの人はいらっしゃる

と思います。

そして消費者側の要望を入れたこういう原案が提案されているということです。やみくもに

ということじゃなくて、特性を踏まえてということですかね。例えばジュースでもストレート

のジュースを飲めばおいしいですけれども、普通一般に流れているジュースというのはフレー

バリングしないととても今のおいしさでは飲めないということはご存じだと思うんですよね。

だから、そういうことをどう考えるかということだと思うんですね。もともと材料にあるのは

天然香料ですから、それを加えるというのは困難ですけれども、そういうこともあってこうい

う書き方をしているんです。よろしいですか。

はい、どうぞ。

○石井委員 ご説明いただいたことはよくわかってまた発言させていただくんですけれども、

食品添加物の使用を必要最小限とすると、このこと自体は別に反対することではなくて、これ

は必要なことでもありますし、またもともと必要最小限で使うということは食品衛生法でも規

定されていると思うんです。

ただ、心配するのは、いろいろなところでこういう考え方が出てくるわけなんですけれども、

本当の目的は何かと考えた場合、ただ単に好き嫌いの問題ではなくて、例えば安全性の問題あ

るいはオーセンティック、昔からある歴史的なものをそのままきちんと食べたいというのが本

当の目的であって、食品添加物を必要最小限とするというのはどちらかというと本当は手段の
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はずだと思うんですね。ですから、そのこと自体は賛成なんですけれども、こういうふうに書

いて、こういうふうに食品添加物を少なくすりゃいいというのはどうかと。

例えば先ほどもちょっと申し上げましたけれども、一番、私、気になったのは、食品添加物

の数を減らせばいいとしていますが、本当は量を減らさなきゃいけない。これまでのご説明の

中で数ということがあったので非常に引っかかったんです。今度のポジティブリストというの

も結局数だけを減らしている。何が起こるかといいますと、その結果、製品開発担当というの

は何を減らしたということをしきりに言うわけですね。ところが、そのかわりどうしたかとい

うものがない。本当は数を減らしただけじゃなくて、量的なこともきちんと考えなれけばこう

いう問題は起こる。本当の目的に合致しないんじゃないか。

ですから、中身は私もよくわかります。ただし、こういう書き方は必要ないのではないかと

いうのが私のコメントです。

○沖谷会長 はい、どうぞ。森田委員。

○森田委員 ＪＡＳのあり方検討会なんかもあってこの「製品の特性を踏まえ」というような

一文が入ったかと思うんですけれども、先ほどの量の話もしかりなんですけれども、私どもＪ

ＡＳの規格見直しを一巡目ずっとしてきて、その議論の中でいつも引っかかるのがやっぱりこ

の食品添加物の使用を必要最小限にするという、この一文がある中でずっと見直しを進めたわ

けなんですね。

ところが、きょうはば農産物漬物と、それから果実飲料と炭酸飲料の見直しをやりましたけ

れども、甘味料を見ていただくとわかるんですけれども、甘味料の場合、ポジ化にして、例え

ばお漬物の場合は幾つかのうちの３種以下とか、果実飲料もやはりアセスルファムカリウムと

か増えましたけれども、リストを広げてそのうちの３種以下というふうにしているんです。し

かし、炭酸飲料の場合は今までポジ化しましたが、かなり嗜好性が高く、製品の味のバリエー

ションを広げるためポジティブリストを削除しているんですね。毎回毎回、食品添加物の使用

についてはいずれにしてもケース・バイ・ケースで考えているわけです。

ところが、あるときは必要最小限ということですごく引っ張られたりして議論がぶれること

が多い。そのときの製品特性、全部比べてやるわけではないわけですから、１回１回の議論で

すのでそのときによってぶれてしまって、後から見ると、お漬物はこんなに厳しくしているの

に、例えばこっちはとかというようなことが出てきます。それはやはり今まで食品添加物を最

小限にという一文にやはり議論が引っ張られたということもありますし、これが多分、製品の

特性を踏まえて一文を入れたとしても、今までもそうやってぶれているわけですから同じこと
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だと思うんです。

食品添加物の使用をできるだけ制限するというのは、やはりもう基本だとは思いますし、そ

れはずっと国会でもそうやって附帯決議でされているわけですから基本なんですけれども、こ

れをＪＡＳのときにこれを前提として議論すると、やはりこれだけＪＡＳの格付率が下がって

いる中で製品を開発するときの１つの足かせになって、ますます規格から離れていくんじゃな

いかという、そういうような危惧も覚えますし、先ほどの量の話もお聞きして、それだったら

いっそのことこの観点というのをあり方検討会のときに１回外れたという議論もあるそうです

から抜いて、１つ１つ今までどおり議論していってもいいんじゃないかというふうに思います。

○沖谷会長 どうですか、今の意見について。１つの考えとして食品添加物の使用に当たって

は製品の特性をよく踏まえろという逆の文章の置き方もあるんですけれども。食品添加物は先

ほど言ったように、日持向上剤、抗菌剤、抗酸化剤とかいろいろ分野があって、そっちの整理、

議論を含めながら見直していくということで、いかがですか。

はい。どうぞ。

○畑江委員 これを抜いてもまた同じ議論が出てくるような気がするんです。だから、これは

この原案のままで「製品の特性を踏まえ、食品添加物の使用を必要最小限とする等」と書いて

ありますから、このままで結局その都度その都度議論するということになるんじゃないかと思

うんですけれども。

それから、ぬか味噌のところで話が出ましたけれども、食品添加物を添加しないのが必ずし

もおいしいかというと、また話が別で、消費者の嗜好というのも歴史的に変わってくるという

のは食文化を見ればすぐわかることなので、それはその都度議論をするしかしようがないかと

思うんです。この原案のままで私はいいんじゃないかと思います。

○沖谷会長 田島委員。

○田島委員 私も今の畑江委員のお話に賛成で、食品添加物というのは基本的に先ほど話が出

ましたけれども、必要最小限で使うという、これは大前提ですけれども、食品によってやはり

特色でどうしても必要不可欠というのは使わざるを得ないわけですよね。ですから、そういう

意味でここのところで必要最小限ということと、それからもしこれを削ってしまうとＪＡＳに

対する一般の人たちの、消費者の見方というんですかね、それが何か変わってしまうような気

がするんですね。ＪＡＳに対する信頼の中にやっぱり食品添加物が使われているのが少ない製

品だということが柱だと思って、それが否定されてしまうような気がするんで、実際やっぱり

製品ごとに議論していって、どれだけじゃあリストアップしたらいいかと、そうすると議論が
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決まってくると思うんです。

その議論はもちろん統一性があるということを踏まえて、ここではやはり残しておいた方が

私はいいのではないかというふうに考えていますけれども。

○沖谷会長 石井委員。

○石井委員 非常に１つ勘違いされている部分があるんですけれども、先ほど申し上げました

けれども、量と数の問題ですね。数が減ったからといって添加物の量が少なくなるわけじゃな

いんですね。例えば、先ほどぬかみその話があったんですけれども、結局、数だけ減らしても

その減った分をどこか１つどんと増やせば同じことになるわけです。

ですから、その辺、添加物の使用を必要最小限とするということに込められていることと、

それからポジティブリスト化して数を減らしていくということとは同じことのようであって、

実際に私も開発や何かの人と随分話をしていると、実は全く違うと。ですから、もっと本質の

ところをきちんとするような議論をこの中ではやらせていただくべきだと思いますし、むしろ

逆に言えば、数がある程度あった方が全体として総合的に言えば量を減らすことができるとい

うものもあるわけですね、現実問題として。

ですから、それをわかっているよと、わかっているんだけれども、必要最小限とすると恐ら

くおっしゃっているんだと思うんですけれども、ここに書いてあることによって結局、今、私

のご説明したようなことを抜きで考えていくと、どうしても数を減らす方へ話がいってしまう

ような気がしますので、それは避けた方がいいんじゃないかと私は思うんです。

決して、例えば甘味料なんかも１種類にすればそれでもって甘味が減るかというと、そうで

はないんですね。今、ご存じのように、例えばいろいろな漬物や何かでも物すごく甘味が強く

なっています、日本の製品は。これは甘味料の数を減らしたからといって甘味が抑えられるわ

けではないんです。これは全然別の次元の話だと私は思います。

○沖谷会長 はい、田島委員。

○田島委員 私も正直言いまして、石井委員と考え方は変わっていないと思うんですけれども、

私も消費者の人たちと随分いろいろなところで話をするんですけれども、そのときも必ず数に

こだわるなと地道に言っているんですね。大切なのは量なんだと。たくさんのものを指定すれ

ば１つ１つの使用量が減るんだから、それだけいわゆる安全性とか高くなるんだというように

言ってね。

もともと藤井正美さんが言い出したことなんですよね、確かね。その話を聞いて、私も確か

にそうだということで話しています。でも、それとここのところを抜いちゃうということは、
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やっぱりギャップがあると思うんですね。正直言いまして、先ほど漬物のところを見ていたら

ば、新しく甘味料としてアセスルファムカリウムとスクラロースが新しく入っていますよね。

そうすると、私ちょっとびっくりしましてね、アセスルファムカリウムとスクラロースをまだ

実績もそれほどないのに本当に入れちゃっていいのかなと思っていたんですけれども、そうい

うふうにそれこそかなり追認したんだと思うんですね。

ですから、必ずしもここで書いてあったからといって、実際の業界の人たちが困ってしまう

というようなことにはならないと。それこそ１つ１つの製品ごとに本当にポジティブリストか

ら外しちゃっていいのかさえしっかり議論すれば、決して心配することは私はないというふう

に私は思うんですけれどもね。やっぱりＪＡＳというのは、製造業者のためにあるんじゃない

んですね。このことに切っちゃうと、何かＪＡＳというのは業界のための規格なのかというふ

うに思われないのか、むしろそういうのをちょっと心配してしまうということで、ここのとこ

ろは残しておいて、製品ごとに十分業界の実情を踏まえて１つ１つ議論していけばいいんじゃ

ないかと私は思うんですけれども。

○沖谷会長 わかりました。確かに、ＪＡＳの値打ちの１つという、おっしゃる意味はわかる

んで、必要最小限という言葉、最小限という言葉を、その使用に当たって深く吟味するという

のかな、そういう言葉にかえてみたらどうでしょうか。

○水田表示・規格課長 今、会長おっしゃられたように、それぞれの具体的なＪＡＳ規格を議

論する上で深く吟味をしていくということ、おっしゃるとおり必要だと思いますし、そういう

ことだと思いますが、ちょっとここの表現として深く吟味するというふうに書くというのはな

かなかちょっと行政の文書としてどうかというところもございますし、今ここで十分添加物に

ついてそういった量の議論が当然あるということ、ただそうは言っても必要最小限にするとい

うこの言葉自体を外すことについていかがなものかというご議論がございました。

そういう観点からしますと、ある意味で具体的なＪＡＳ規格を議論する際にこれを踏まえて、

そしてこういう議論があったということを踏まえた上で具体的な各回のＪＡＳ規格の議論の際

に議論していただくということで、この表現としてはこの特性を踏まえて使用を必要最小限と

するという表現でやらせていただければありがたいかなというふうに事務局としては思います

けれども、確かに量の議論というのはあるんだろうということだと思いますけれども、ここで

特性を踏まえというのも入れさせていただいておりますし、そういったことでいかがなもので

しょうかというふうに申し上げたいんですが。

○石井委員 さっきから量にこだわっているんですけれども、例えば使用量を必要最小限とい
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うことはできないんでしょうか。

○沖谷会長 これは量も数も両方含んでいるんですよね。

どうぞ。

○栗生委員 量のことに関しては消費者説明会と消費者検討会というのが消費者向けに２回あ

って、農林水産消費技術センターが開いてくださっているんですけれども、メーカーさんが検

討会のときには見えていて、消費者の方がこれじゃ多いんじゃないかということで、１つ１つ

丁寧にこれとこれでこういう効果が上がっているから、これは減らせないとかという、結構、

量と数の説明はあるんですね。だから、そんなに私はここのところで違和感を感じなかったん

ですけれども、そのときに必要最小限という四文字でつなげちゃうから何となくあれなんです

けれども、必要を考慮してとか。そうすると、必要という意味が量も、それから数も入ると思

うんですよ。必要を考慮して最小限とするという言葉にしていただければ、逃げと言ったら変

ですけれども、両方考えられるかなという気がするんですけれども。

○沖谷会長 はい、どうぞ。

○植木上席表示・規格専門官 使用という言葉で量と数が両方入るんだろうなというのが１点。

それから、量といった場合、実際に今の規格を見た場合、どういうふうにつくっていくのかと

考えた場合、なかなか量について規定しづらいという事務的なこともございまして、量という

ことを書くんであればそこまで少し考えなければいけないので、ちょっとお時間、工夫がいる

なという感じがします。

○沖谷会長 結論出さなきゃならないね。

○水田表示・規格課長 あと１点、必要最小限というのは必要でかつ最小限という、そういう

意味でございますので、かつを入れるのは意味としては同じになります。必要かつ最小限とい

うことです。

○沖谷会長 よろしいですか 「使用を必要かつ最小限とする等」ということにして、添加物、

については皆さんのご意見が随分が上がったんですけれども、また規格見直しのときに議論し

たいと思いますし、ワーキングとか部会でよく議論していただきたいと思うんですけどね。

それでは、ほかにございますか。見直し基準については、先ほどの文章のお預かりは除いて

決定するといたします。ありがとうございました。

それじゃ、もう残り１つですけれども、議題（５）ですか、17年度の見直し品目についての

報告です。事務局、お願いします。

○植木上席表示・規格専門官 資料番号の15でございます。
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ただいま大筋でご決定いただいた制定・見直しの基準がございますので、これに基づきまし

て今年度はお手元の資料15に記載されている品目につきまして、ＪＡＳの規格と品質表示基準

を見直しをしたいと思っております。

なお、品質表示基準につきましては規格とセットになったもの以外のこういう品目について

今年度見直しに着手したいということでございます。風味調味料、調味冷凍食品の品質表示基

準は規格と同時に見直しをやっていきたいと思っております。

また、先ほど数値基準のご発言がございましたけれども、メーカー数、販売額、格付率等に

つきましては参考としまして従来どおりデータの方をきちっとお示しをして、議論の参考にす

ると、そういうふうに思ってございます。

○沖谷会長 それでは、ただいまご報告、ご質問ありますか。なければ、先ほど今決めました

ＪＡＳ調査会として決定しました基準に基づいて、今後事務局で検討をお願いしたいと思いま

す。

議題（６）はその他ですが、何かございますか。

（発言する者なし）

○沖谷会長 以上で本日のすべての議題を終了いたしました。ありがとうございます。本当に

お疲れさまでした。事務局にお返しします。

○水田表示・規格課長 長時間にわたりまして熱心なご審議をありがとうございました。本日

ご審議いただきましたＪＡＳ規格及び品質表示基準につきましては、告示の手続を早速行いた

いというふうに考えております。

次回の総会では、２巡目の見直しという形になるわけでございます。日程等につきましては、

後日、事務局で調整をさせていただくこととしておりますので、よろしくお願いいたします。

以上をもちまして総会を閉会いたします。どうもお疲れさまでございました。

午後 ５時５４分 閉会
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