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農林物資規格調査会総会  
議 事 次 第  

 

 

              日 時：平成 24 年２月 24 日（金） 10:58～ 15:31 

              場 所：農林水産省共用第 10 会議室  

 

 

１．開 会  

 

２．審議官あいさつ  

 

３．議題  

（１）日本農林規格の見直しについて  

   ・りんごストレートピュアジュースの日本農林規格  

   ・炭酸飲料の日本農林規格  

   ・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  

   ・豆乳類の日本農林規格  

   ・畜産物缶詰及び畜産物瓶詰の日本農林規格  

   ・生産情報公表農産物の日本農林規格  

   ・煮干魚類の日本農林規格  

   ・農産物漬物の日本農林規格  

   ・チルドハンバーグステーキの日本農林規格  

   ・チルドミートボールの日本農林規格  

（２）食品衛生法第 19 条第１項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令の施

   行等に伴う日本農林規格の一部改正について  

   ・食用植物油脂の日本農林規格等９日本農林規格  

（３） JAS 規格の制定・見直しの基準の改正について  

（４）その他  

 

４．閉 会  
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○筬島上席表示・規格専門官 これより「農林物資規格調査会総会」を開会させていただ

きます。本日は、委員の皆様には、御多忙のところ御参加いただきまして、ありがとう

ございます。 

本日の委員の出席状況でございますけれども、仲谷委員が御所用のため御欠席と伺っ

ております。また、受田委員は午後から御出席されると伺っております。12 名の委員

のうち 10 名の委員が御出席されておりまして、過半数を超えておりますので、農林物

資規格調査会令第６条の規定に基づきまして、総会が成立していることを御報告申し上

げます。 

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

聴なさる方を公募しましたところ、28 名の方々から応募がございまして、本日、傍聴

なさっているところでございます。 

それでは、早速、調査会運営規程に基づきまして、阿久澤会長に議事進行をお願いい

たします。 

○阿久澤会長 おはようございます。阿久澤でございます。委員の皆様には、円滑な議事

進行に御協力をよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、議事次第に基づきまして、新村審議官に御挨拶をお願いいたします。 

○新村審議官 おはようございます。本日も、委員の皆様方におかれましては、御多用中

のところ、本総会に御出席いただきまして、厚く御礼申し上げます。 

本日は、議事次第にもございますように、果実飲料の日本農林規格など 11 規格の改

正案等について御審議をお願いいたします。 

 また、食品衛生法に基づく表示の基準に関する内閣府令が施行されたことに伴う JAS

規格の改正についても御審議をお願いすることになっております。 

また、前回の総会で御議論いただきました JAS 規格の制定・見直しの基準の改正に

つきまして、今回は具体的な基準案につきまして御議論をお願いしたいと思っておりま

す。今回も前回の総会同様、長時間の審議になりますけれども、どうぞよろしくお願い

申し上げます。 

以上、甚だ簡単でございますけれども、開会に当たりましての御挨拶とさせていただ

きます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○阿久澤会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、審議に入る前に、本日の総会の議事録署名人の指名を行います。調査会運

営規程により会長が指名することになっておりますので、古谷委員と丸山委員、よろし

くお願いしたいと思います。 

 次に、事務局から資料の確認をお願いいたします。 

○筬島上席表示・規格専門官 資料を確認させていただきます。資料としましては、まず

議事次第、それから、委員名簿。 

 資料１としまして「りんごストレートピュアジュース」。 
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資料２としまして「炭酸飲料」。 

  資料３としまして「にんじんジュース及びにんじんミックスジュース」。 

  資料４としまして「豆乳類」。 

  資料５としまして「畜産物缶詰及び畜産物瓶詰」。 

  資料６としまして「生産情報公表農産物」。 

  資料７としまして「果実飲料」。 

  資料８としまして「煮干魚類」。 

  資料９としまして「農産物漬物」。 

  資料 10 としまして「チルドハンバーグステーキ」。 

  資料 11 としまして「チルドミートボール」。 

 資料 12 で、ちょっと長いタイトルでございますが、「食品衛生法第 19 条第１項の規

定」云々と書いておりまして、括弧書きで「食用植物油脂の日本農林規格等９日本農林

規格」というものでございます。 

それから、資料 13 としまして「JAS 規格の制定・見直しの基準（案）」でございま

す。それから、資料 14、最後でございますが、現行の「JAS 規格の制定・見直しの基

準」でございます。過不足がございましたら、事務局までお願いいたします。よろしい

でしょうか。 

本日の議事内容でございますが、御発言いただきました委員の方々のお名前を明記の

上、後日、農林水産省のホームページで公表いたしますので、その点を御了知いただけ

ればと思います。以上でございます。 

○阿久澤会長 どうもありがとうございました。それでは、審議に入ります。議題（１）

の「りんごストレートピュアジュースの日本農林規格」から「生産情報公表農産物の日

本農林規格」まで６規格は、いずれも確認案です。そこで、審議の効率化のために、こ

れら６規格について、３規格ずつ一括して審議することでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○阿久澤会長 どうもありがとうございます。それでは「りんごストレートピュアジュー

スの日本農林規格」「炭酸飲料の日本農林規格」「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３規格の見直し案につきまして、一括して審議いたしま

す。事務局から資料の説明をお願いいたします。 

○筬島上席表示・規格専門官 資料の説明の前に少し御説明させていただきたいことがご

ざいます。具体的には、この議題（１）の「りんごストレートピュアジュースの日本農

林規格」から「農産物漬物の日本農林規格」までの９規格につきましては、平成 22 年

９月 29 日の部会で御審議をいただいております。部会におきましては、新しい JAS 法

の施行規則が施行されまして、運用できるところから適用するという考えの下、９規格

の改正等の案を作成いただきました独立行政法人農林水産消費安全技術センター、長い

ものですから、これ以降「FAMIC」と呼ばせていただきますが、そこから改正等の案
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の御説明をいただきました。部会で審議いただきました案は、FAMIC が業界要望など

をベースにして作成したもので、農林水産省が調査会に諮問した案ではなかったもので

すから、部会での審議の後、農林水産省で案を精査いたしまして、パブリックコメント

を経た案を本日の調査会にお諮りしているということでございます。 

 では、資料１「りんごストレートピュアジュース」につきまして概要を説明させてい

ただきます。めくっていただきまして１－１でございます。ここには大臣名で調査会長

あての諮問の文書が書かれております。諮問と書いた後、タイトルの下に４行ほどござ

いますが、３行目から４行目に、JAS 法「第９条において準用する同法第７条第５項の

規定に基づき、貴調査会の議決を求める。」とございます。どういうことかと申します

と、本日、ここでは、確認あるいは改正の案について御審議をいただくのですが、必ず

調査会の議決が必要であるということでございます。 

続きまして、１－３でございます。御審議いただく中身でございます。「りんごスト

レートピュアジュースの日本農林規格の見直しについて」ということで、農林水産省が

24 日付でお示ししているものでございます。「１ 趣旨」を読み上げさせていただきま

すと、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第 10 条、これは５年ごと

に見直しを行うという規定でございます。及び「JAS 規格の制定・見直しの基準」、こ

れは資料 14 につけさせていただいているものでございます。に基づき、りんごストレ

ートピュアジュースの日本農林規格について、特色規格の性格を有するものということ

で所要の見直しを行うということ、これを本日御審議いただきたいということでござい

ます。「２ 内容」でございますが、「製造の実情等を踏まえ、現行の「りんごストレー

トピュアジュース」の日本農林規格については改正点はなく、適正であると確認する。」

というものでございます。 

 １－４を開けていただけますでしょうか。ここにりんごストレートピュアジュースの

位置付け、あるいは利用の実態が書かれてございます。「１ 規格の位置付け」を読み

上げさせていただきますと、「りんごストレートピュアジュースは、りんごの搾汁以外

の原材料及び食品添加物を使用していないりんごジュースとして、生産プロセスが明確

化されたものであることから、りんごストレートピュアジュースの日本農林規格は『特

色規格』として位置付けられる。」と考えています。この「特色規格」としての位置付

けにつきましては、生産行程だとか、つくり方とか、ほかのものとかなり違っているこ

と、「２生産状況及び利用実態」、「３ 将来の見通し」「４ 国際的な規格の動向」等を

勘案した結果でございます。 

 「２ 生産状況及び規格の利用実態」でございますが、認定製造業者数が３、また、

格付数量の推移でございますが、これを見ていただきますと増えていることがおわかり

いただけるかと思います。特色規格でございますので、普通のつくり方をしましたもの

と単純に比較することができませんので、ここでは格付率はお示しはしておりません。

他法令の引用はございません。 
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 「３ 将来の見通し」でございますが、これは平成 19 年に制定されたものでござい

ます。数量を見ていただきますとおわかりになりますように、増加傾向にございます。 

 「４ 国際的な規格の動向」でございます。コーデックス規格でございます。これは、

国連の専門機関でございます FAO と WHO が合同で国際的な食品規格を定めているも

のでございまして、世界共通の基準を設定することによって、食品の貿易の公正化を図

るというものでございます。その中に「果実ジュース及びネクター」の規格がございま

す。また、欧州規格及び米国農務省の規格にりんごジュースがございます。 

 続きまして、りんごストレートピュアジュースの規格の内容でございます。この規格

は現行の規格に改正点はなく、確認するという案で御審議いただきたいと思っておりま

すので、現在の規格を付けさせていただいています。 

 ポイントを説明させていただきますと、まず第２条のところでございますが、酸化防

止剤を使用していないという特色がございます。りんごは、皆さん、おわかりいただけ

ると思うのですが、皮をむきますとポリフェノールと酸化酵素が反応するということで、

すぐ黒くなってまいります。通常のりんごジュースでありますとか、りんごストレート

ジュースにつきましては、酸化防止剤を使うことがどうしても必要になってまいります

けれども、ここでは、例えば、窒素の気流の中で搾汁する等により、酸化防止剤を用い

ないで製造します。そのため品質がいいということでございます。 

 それから、第３条の２番目に糖用屈折計示度とございます。これは、一言で言ってし

まえば、果汁で言えば糖度を指していると言えると思います。12°Ｂｘ以上であること

を示してございます。りんごジュース、りんごストレートジュースでは 10°Ｂｘ以上

でございますので、より糖度の高いものを原料として使うことを規定してございます。

また、酸度も規定しておりまして、ここは、糖度が高くて、糖と酸のバランスが取れた

原料を使うことを定めているところでございます。 

 このように原料にこだわりを持つとともに、酸化防止剤を使わないで製造することが

通常のつくり方と異なるということで、特色規格に位置づけをしているものでございま

す。あと、この規格の特色としまして、第４条でございます。特色の内容の表示方法で

ございまして、この中身は、資料 14 を見ていただけますでしょうか。資料 14－１の「Ⅰ 

JAS 規格の制定・見直しの基準」の「１ 規格の性格の明確化」の「（１）特色規格」

とございます。ここの４行目からでございますけれども、「JAS マークに近接して表示

することを推奨する特色の内容を定める。」とございます。 

 これを受けまして、資料１－５の第４条があるわけでございます。読み上げさせてい

ただきますと、格付の表示に近接して、「ストレートピュアジュース」及び「糖度○○℃

Ｂｘ以上、酸度△△％以上」と記載することとし、○○には測った数値を、△には具体

的な酸度を記載することになっているものでございます。あとは、第６条で測定方法な

りを定めているという規格になってございます。 

 今度、１－７でございます。部会で御審議いただいた日時等を参考資料という形でつ
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けさせていただいています。平成 22 年９月 29 日に御審議いただいた際の部会の委員の

名簿をつけさせていただいております。その際の部会での御審議の概要でございますけ

れども、委員から特段の御意見や御質問はございませんでした。このため、この規格の

確認案を調査会に諮らせていただいているところでございます。 

 １－９からパブリックコメントの状況を説明させていただきます。平成 23 年６月１

日～６月 30 日にかけましてパブリックコメントを求めました。１件ございました。そ

の概要は、次の１－10 でございます。御意見の概要でございます。「食品衛生法上で使

用が認められた食品添加物を追加すべき。」というものでございました。 

 先ほど申し上げましたりんごストレートピュアジュースは酸化防止剤を使用しない

でつくるということが特徴でございますので、これに対しまして食品添加物を追加とい

うことは、見直しの趣旨と異なるという考え方もあるかと思いますけれども、本日御審

議いただく加工食品の関係の規格すべてに同様の御意見をいただいておりますので、こ

こで概要を説明させていただきます。この御意見に対する考え方でございますが、読み

上げさせていただきますと、「今後、JAS 規格の見直し基準等を検討する中で検討する

予定です。」ということでございます。JAS 規格の見直し基準は調査会の内規でござい

まして、現在これは御検討いただいている状況ですけれども、ここにお示ししますのは

農水省の回答案ですので、「検討する中で検討する予定」という書き方をさせていただ

いているところでございます。 

 続きまして、資料２でございます。「炭酸飲料」の案でございます。 

 ２－１は諮問でございますので、ここは果実飲料と同じでございますので、割愛をさせ

ていただきます。 

 ２－３でございます。「１ 趣旨」の上３行までは果実飲料とほとんど同じでござい

ますので、読み上げるのは割愛させていただきます。標準規格の性格を有するものとし

て所要の見直しを行うということを御審議いただきたいと思っています。 

 「２ 内容」でございますが、製造の実情等を踏まえまして、現行の規格につきまして

は改正点はなく、適正であると確認するということ。つまり、確認の案ということで御

審議をいただきたいということでございます。 

 今度は、２－４を見ていただけますでしょうか。炭酸飲料の位置付けについて、ここ

で説明をさせていただきます。 

 「１ 規格の位置付け」でございますが、読み上げさせていただきますと、炭酸飲料

は、消費者が日常的に消費しており、一定の品質が期待されることから標準が必要であ

るということ。「２ 生産状況及び規格の利用実態」「３ 将来の見通し」「４ 国際的

な規格の動向」を考えまして、また戻るのですけれども、炭酸飲料の日本農林規格は「標

準規格」として位置付けることが適切ではないかと考えております。 

 「２ 生産状況及び規格の利用実態」でございますが、認定製造業者数は 71 ござい

ます。生産数量、格付率でございますが、平成 22 年でも 40％を超える格付けがあると
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ころでございます。他法令での引用は特にはございません。 

 「３ 将来の見通し」でございますが、格付数量に大きな変化はないと考えておりま

す。 

 「４ 国際的な規格の動向」でございますが、関連する規格として、ボトルド・パッ

ケージドウォーター（ナチュラルミネラルウォーター以外）のコーデックス一般規格が

ございます。これは水の関係でございますので、本規格と１対１の関係の規格があると

いうわけではございません。 

 次に、規格の内容でございます。２－５を開けていただけますでしょうか。第２条の

用語の「炭酸飲料」を読み上げるような形になりますけれども、飲用適の水に二酸化炭

素を圧入し、これに甘味料、酸味料、フレーバリング等を加えたものが炭酸飲料になっ

ているところでございます。そもそも、この規格につきましては、今は滅多に見ること

はないかと思うのですけれども、昔、瓶に炭酸ガスを入れた飲料という形で製造・流通

していた際に瓶が割れる破瓶の問題がございまして、JAS 規格をつくる必要があるので

はないかという議論があり、そこを契機として制定しているところでございます。この

ため、例えば、第３条の規格を見ていただきますと「ガス内圧力」という規定を設けて

います。 

 それ以外にこの規格の特色としましては、その下の３に「使用する二酸化炭素の純度

は、99.95％以上でなければならない。」と定めてございます。食品衛生法では 99.5％で

ございますので、より純度の高い、品質のいいものを製品とするという観点から、そう

いう規定をしてございます。それから、４と５でございますが、砂糖でありますとか、

異性化液糖の灰分について定めてございます。ここは、沈殿物が生じたりすることがな

いように、より純度の高いものを使用するということから、こういう規定を定めている

ものでございます。つまり、消費者に良質な製品を提供する観点から、このような規定

がなされているものでございます。あと、第４条で測定方法、別表で圧力の関係が規定

されているものでございます。 

 部会の関係は２－７でございますけれども、これも９月 29 日に御審議いただきまし

た。２－８で委員の名簿をつけさせていただいております。部会での状況でございます

が、この確認案について御審議いただきまして、委員から特段の意見や御質問はござい

ませんでした。このため、確認案をここで諮らせていただくところでございます。 

 ２－９でございます。パブリックコメントの関係でございますが、６月１日～６月

30 日にかけまして募集しましたところ、１件ございました。概要が２－10 でございま

す。りんごストレートピュアジュースと同じでございますので、説明は割愛をさせてい

ただきます。 

 続きまして、資料３でございます。「にんじんジュース及びにんじんミックスジュー

ス」でございます。 

 ３－１は諮問で、同じでございますので、割愛させていただきます。 
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 ３－３でございます。ここも上数行は同じでございますので、ポイントだけ説明させ

ていただきますと、この規格につきましては、標準規格の性格を有するものとして所要

の見直しを行うということ。それから、その内容につきましては、製造の実態等を踏ま

えまして、改正点はなく、適正であると確認するということについて、御審議をお願い

できればと思っております。 

 具体的な中身でございます。３－４「１ 規格の位置付け」でございます。にんじん

ジュース及びにんじんミックスジュースは、消費者が日常的に消費しており、一定の品

質が期待されることから、標準が必要と考えてございます。「２ 生産状況及び規格の

利用実態」「３ 将来の見通し」「４ 国際的な規格の動向」を考えまして、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は「標準規格」として位置付ける

ことが適当ではないかと考えてございます。 

 「２ 生産状況及び規格の利用実態」でございますが、認定製造業者数は８ございま

す。生産数量、格付数量、格付率は、ここにお示ししているとおりでございます。他法

令での引用はございません。 

 「３ 将来の見通し」ですが、減少傾向にあったのですけれども、平成 22 年度には

回復をいたしております。格付数量には今後大きな変化はないと考えております。 

 「４ 国際的な規格の動向」は、関連する規格はございません。 

 規格の中身でございます。第２条は定義の関係でございますので、具体的な中身とい

うことで、３－６を開けていただけますでしょうか。にんじんジュースの方でございま

すけれども、これはにんじんを用いますので「総カロテン量」を 100ｇ当たり４ｇ以上

あることを求めております。それから、食品添加物を使用していないこと。その上の「食

品添加物以外の原材料」でございますが、まず、にんじんを使う。これは当然のことで

ございます。それから、かんきつ類、うめ及びあんずを認めてございます。これは、に

んじんには酸が含まれておりませんので、糖酸バランスといいましょうか、飲みやすさ

を考え、これらを認めている状況にございます。 

 ただ、これを必要以上に入れるということはあってはならないことでございますので、

また前に戻っていただきますと、３－５のにんじんジュースの規格の下から２行目です

が、３％未満という条件がかかっております。 

 また３－６に戻っていただけますでしょうか。第４条のにんじんミックスジュースで

す。「原材料」を見ていただきますと、にんじんのみならず、果実飲料だとか、野菜飲

料だとか、そういうものを混ぜてつくったジュースについて、この規定を定めておりま

す。「総カロテン量」は、にんじんジュースが４㎎／100ｇになっているのに対しまして、

２㎎／100ｇということで、これだけはちゃんと入っていなければならないということ

を定めています。 

 食品添加物につきましては、野菜飲料を入れることを認めていますが、これらが苦手

な方がいらっしゃいますので、香辛料の抽出物や天然香料を認めています。 
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 それから、部会での審議の状況でございますが、３－７でございます。ここにつきま

しても９月 29 日に御審議いただいております。３－８に委員名簿をつけさせていただ

いております。 

 部会案から農水案への変更の概要でございますが、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につきましては、部会で定義の改正とカロテンの分析方

法について御審議いただきました。事務局におきまして提案された案を再度精査させて

いただきました結果、定義の改正につきましては解釈で対応が可能ではないかというこ

と、それから、分析方法等につきましては更なる検討が必要ではないかと判断いたしま

して、確認案としてこの調査会に諮問させていただいているところでございます。 

それから、パブリックコメントでございます。３－９を開けていただけますでしょう

か。６月１日～６月 30 日の１か月間求めましたところ、２件ございました。団体１、

企業１でございます。その概要は、３－10 でございます。開けていただけますでしょ

うか。２件ございまして、下の１件はこれまでと同じでございますので、説明は割愛さ

せていただきます。上の方でございますが、御意見は、４ 定義において総カロテン量

を原料である『にんじんの搾汁』に定めてはどうか。」というものでございます。 

 御意見に対する考え方でございますが、「消費者にとっては『製品』における品質が

重要であるため、総カロテン量の基準を『製品』について定めているところです。」と

いうことです。これはどういうことかと申しますと、搾った段階でどのくらいカロテン

があるかということを定義にしてはどうかというお話でございますけれども、搾った後、

加熱とか、いろいろな工程を経る中で減ってくる可能性が当然考えられますので、最終

製品、実際に消費者の方がお飲みになる製品において、カロテンが、例えば、４㎎なら

４㎎以上入っていることを規定していく今のやり方の方がいいのではないかと考えて

おりますというものです。３規格の説明は以上でございます。 

○阿久澤会長 どうもありがとうございました。３件まとめて御説明いただきましたが、

それぞれの見直し案につきまして、御質問や御意見がございましたら、お願いいたしま

す。どうぞ、菅委員、お願いいたします。 

○菅委員 質問になるのですが、りんごストレートピュアジュースのピュアという名称が

ほかの食品にも使われているものがあるのかどうか。ほかの食品でピュアという名称が

つけられているものがあれば、そことの整合性みたいなものが必要なのかどうかという

ことを質問したい。 

 それから、炭酸飲料につきまして、フレーバリングというふうに規定されているかと

思いますけれども、これはコーデックスの飲料水とかと同じ感じになるのかと思うので

すが、フレーバーがなく炭酸が含まれている飲料があるのですけれども、それはどうな

るのかということ。初歩的な質問で申し訳ないのですけれども、伺いたいと思います。 

○阿久澤会長 ２件、ストレートピュアジュースの件と、炭酸飲料のフレーバーの件とい

うことでお願いいたします。 
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○筬島上席表示・規格専門官 まず、１点目でございます。ピュアという名前がついた JAS

規格は、これ以外はございません。りんごストレートジュースというのはございますの

で、それとの違いを出すということもあり、「ピュア」という言葉を使っているもので

ございます。 

 それから、フレーバリング等の関係でございますが、担当から説明をさせていただき

ます。 

○越野表示・規格課課長補佐 フレーバリングを使用していないものという御理解でいい

と思うのですけれども、定義の中で、水に二酸化炭素を圧入したものに該当いたします。

例えば、炭酸水とか、クラブソーダとか、そういうものが該当いたします。以上でござ

います。 

○阿久澤会長 よろしいでしょうか。ほかにございませんでしょうか。丸山委員、どうぞ。 

○丸山委員 私も単純な質問なのですが、りんごストレートピュアジュースは特色規格な

のですけれども、これは、つける JAS マークは特定 JAS マークになるのでしょうか。

それとも丸い JAS マークになるのでしょうか。 

○阿久澤会長 事務局、お願いいたします。 

○筬島上席表示・規格専門官 特定の方でございます。 

○阿久澤会長 ほかにございますか。よろしいでしょうか。それでは、ないようですので、

３件、「りんごストレートピュアジュースの日本農林規格」「炭酸飲料の日本農林規格」

及び「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」の見直し案に

つきましては、原案どおり可決するということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○阿久澤会長 それでは、異議がないようですので、確認された旨、報告いたします。 

 それでは、引き続きまして、６件のうちの３件ですが、「豆乳類の日本農林規格」「畜

産物缶詰及び畜産物瓶詰の日本農林規格」「生産情報公表農産物の日本農林規格」の３

規格の見直し案につきまして、これも一括して審議いたします。事務局から御説明をお

願いいたします。 

○筬島上席表示・規格専門官 引き続きまして、資料４、５、６につきまして説明をさせ

ていただきます。 

 まず、資料４「豆乳類」でございます。めくっていただきますと、４－１は諮問でご

ざいますが、説明は割愛をさせていただきます。 

 ４－３でございます。「１ 趣旨」でございます。ポイントだけ説明させていただき

ますと、標準規格の性格を有するものとして所要の見直しを行うこと。また、 「２ 内

容」につきましては、製造の実情等を踏まえ、現行の規格については改正点はなく、適

正であると確認するということで御審議をいただきたいと思っております。 

 ４－４を開けていただけますでしょうか。まず「１ 規格の位置付け」でございます。

豆乳類は、消費者が日常的に消費しており、一定の品質が期待されることから標準が必
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要であると考えてございます。「２ 生産状況及び規格の利用実態」「３ 将来の見通し」

「４ 国際的な規格の動向」を勘案しまして、豆乳類の日本農林規格は「標準規格」と

して位置付けることが適切ではないかと考えてございます。 

 「２ 生産状況及び規格の利用実態」でございます。認定製造業者数は、残念ながら

今はゼロになってございます。「３ 将来の見通し」のところにちょっとございますが、

平成 23 年４月に認定製造業者がなくなってしまいました。このため、格付は平成 20

年まで１未満でございましたが、ゼロという状況になっています。他法令での引用は特

にございません。 

 「４ 国際的な規格の動向」でございますが、国際規格は現時点ではございません。

しかしながら、現在、アジア地域規格としまして、非発酵大豆製品の規格の検討がなさ

れているところでございます。その中に豆乳がございます。認定製造事業者数がゼロで、

格付もゼロという状況ではございますけれども、今、申しましたように、アジア地域規

格が豆乳も含めて検討なされておりますので、整合性を取った形でコーデックスの方を

検討いただくためにも、JAS 規格を残しておく必要があるのではないかという意見が部

会ではあったところでございます。また、部会におきまして、業界委員から、確かにマ

ークは使っていないのですけれども、規格として、製造する際のよりどころにしている、

ちゃんと使っているというお話がございましたので、その点も加味しまして、引き続き

標準規格として位置付けることが適切ではないかと考えているところでございます。 

 中身でございますが、４－５を見ていただけますでしょうか。まず、定義のところで、

「豆乳」と「調製豆乳」「豆乳飲料」と分けてございます。まず「豆乳」のところでは、

大豆以外のものを使用しないことを規定しております。また、ここに８％という数字が

出てまいりますけれども、大豆原料の使用量を確認するために、この規定を設けており

ます。「調製豆乳」は、大豆と脱脂加工大豆を使用することを規定しております。それ

から「豆乳飲料」では、大豆と脱脂加工大豆及び粉末大豆たん白を使用するということ

で、使える原料に制限をかけているところでございます。 

 ４－６を開けていただけますでしょうか。個々の規格におきましては、「大豆たん白

質含有量」を規定しています。3.8％。それから、第４条の調製豆乳では３％。４－７

を見ていただきますと、豆乳飲料では 1.8％ということで、この数字は絶対守るように

と、要は、大豆をちゃんと使って、豆乳としてふさわしいものとするようにということ

を定めているものでございます。それから、４－８の第６条で、たん白質が大事でござ

いますので、その測定方法を規定しているものでございます。 

 それから、部会での状況でございますが、４－９を見ていただけますでしょうか。こ

れも９月 29 日に御審議をいただきました。４－10 が部会の委員の名簿でございます。 

 部会案から農水省案への変更の有無でございますけれども、豆乳類の日本農林規格に

つきましては、部会で定義及び分析方法の改正案について御審議いただきました。私ど

もで案を精査させていただきました結果、更なる検討が必要ではないかと考えまして、
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本日は確認の案ということで調査会に諮問させていただいているところでございます。 

 それから、パブリックコメントでございますが、４－11 でございます。６月１日～

６月 30 日にかけて１か月間行いまして、１件いただいてございます。その概要は４－

12 でございますが、これまでの食品添加物の関係と同じでございますので、説明は割

愛をさせていただきます。 

 続きまして、資料５でございます。「畜産物缶詰及び畜産物瓶詰」でございます。資

料５－１は諮問でございますので、説明は割愛をさせていただきます。 

 資料５－３を開けていただけますでしょうか。「１ 趣旨」でございます。上４行ほ

どは割愛させていただきまして、標準規格の性格を有するものとして所要の見直しを行

うこと。また、「２ 内容」でございますが、製造の実情等を踏まえ、現行の規格に改

正点はなく、適正であると確認するという案で御審議をいただきたいと思います。 

 ５－４を開けていただけますでしょうか。その中身でございます。まず「１ 規格の

位置付け」としましては、読み上げさせていただきますと、畜産物缶詰及び畜産物瓶詰

は、消費者が日常的に消費しており、一定の品質が期待されることから標準が必要であ

ると考えております。「２ 生産状況及び規格の利用実態」「３ 将来の見通し」「４ 国

際的な規格の動向」を考えまして、畜産物缶詰及び畜産物瓶詰の日本農林規格は「標準

規格」として位置付けられるものと考えております。 

 「２ 生産状況及び規格の利用実態」でございますが、認定製造業者数は 10 でござ

います。生産数量と格付数量の推移でございますけれども、見ていただきますと、60％

前後でずっと推移をしているところでございます。他法令での引用は特にはございませ

ん。 

 「３ 将来の見通し」でございますが、若干減少傾向にあったところですけれども、

平成 22 年に回復しております。今後は格付数量に大きな変化はないと考えております。 

 「４ 国際的な規格の動向」でございますが、コーデックスの規格としまして「コン

ビーフ」の規格がございます。中身を少しだけ説明させていただきますと、粗たん白と

しまして 21％以上入っていると定めているところでございます。一般に肉の関係の規

格につきましてはどのくらい含まれているかという点と肉の種類がどうかということ

がポイントになると思っております。 

 ５－５から、規格の概要につきまして少し説明をさせていただきますと、まず、適用

の範囲でございますが、いろいろなものが対象となっています。第１条でございますが、

畜産物缶詰及び畜産物瓶詰のうち、食肉缶詰と食肉瓶詰、ここは牛肉の大和煮が代表例

です。それから、ソーセージの缶詰と瓶詰。コーンドミートの缶詰と瓶詰。コンビーフ

は原材料の食肉としまして牛だけを使うのですけれども、コーンドミートにつきまして

は、牛と馬を認めているものでございます。それから、最後に、家きん卵の水煮缶詰と

瓶詰。例えば、うずらの卵でございます。 

 コーデックスとの関係もあり肉がどれくらい使われているかが大事だと説明させて
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いただきました。５－９を開けていただけますでしょうか。コンビーフ缶詰又はコンビ

ーフ瓶詰の規格でございます。先ほどコーデックスは 21％という数字を申し上げまし

たが、コンビーフの上級の「粗たん白質」を見ていただけますでしょうか。ここに 21％

以上と規定することで整合性を取っているところでございます。標準は、それに対して

17％という数字になっております。一枚前の５－８を見ていただけますでしょうか。コ

ーンドミートの規格ではどうかと申しますと、「粗たん白質」は 17％と定めています。 

 それから、５－10 です。原材料としてどういうものを使うかという話でありますと

か、食品添加物の関係もここで規定してございます。食品添加物の関係でございますが、

３番の「発色剤」というものがございます。缶の製品につきましては、従来から微生物

の汚染だとかの関係、特にボツリヌス菌にどう対応していくかというのが課題になって

ございまして、そのためにも、亜硝酸系のものを使う必要がございます。これはコーデ

ックスでも定められているものでございます。ただし、亜硝酸でございますので、アミ

ンと反応してニトロアミンができる可能性がございます。それを防止するために、酸化

防止剤、アスコルビン酸、ビタミンＣでございますけれども、これを使うことをここで

規定してございます。発色とは書いてございますけれども、本来の目的は微生物の増殖

の防止という大事な役割を持ったものを使うことを規定しているものでございます。 

 あと、第８条で測定方法でございます。５－11 でございますけれども、固形量をど

ういうふうにして測定するのか、缶詰の場合や瓶詰の場合どうなのかという話でありま

すとか、あるいはたん白質についてはどういうふうに測定していくのかを５－13 まで

記載しているものでございます。 

 それから、部会での審議の状況でございますけれども、５－15 に、９月 29 日に御審

議いただいたこと、それから、５－16 にその際の委員の名簿をつけさせていただいて

ございます。 

 部会案から農水案への変更の状況でございますが、畜産物缶詰及び畜産物瓶詰の日本

農林規格につきましては、部会で定義の改正案について審議が行われました。私どもで

案を精査させていただきました結果、定義の改正内容が用語の解釈で対応可能であると

考えましたので、改正案ではなく、確認案として、本日、調査会に諮問させていただい

たところでございます。 

 それから、５－17 でございますが、パブリックコメントの状況でございます。６月

１日から１か月間募集しましたところ、１件ございました。その内容でございますが、

５－18 を見ていただけますでしょうか。食品添加物の関係でございまして、これまで

と同じでございますので、説明は割愛をさせていただきます。 

 最後でございますが、資料６でございます。「生産情報公表農産物」でございます。 

 ６－１は諮問でございますので、説明は割愛をさせていただきます。 

 ６－３でございます。上３行は読み上げを省略させていただきます。特色規格の性格

を有するものとして所要の見直しを行うというもの。それから、「２ 内容」でござい
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ますが、生産の実情等を踏まえ、現行の規格については改正点はなく、適正であると確

認するということで、この点を御審議いただきたいと思います。 

 ６－４を開けていただけますでしょうか。「１ 規格の位置付け」でございます。生

産情報公表農産物は、生産情報農産物識別番号ごとに正確に記録するとともに、その記

録を保管し、事実に即して公表している農産物でございます。生産の方法に特色がある

というものでございまして、前回御審議いただきました有機農産物のような位置付けと

考えてございます。「２ 生産状況及び規格の利用実態」「３ 将来の見通し」「４ 国

際的な規格の動向」等も勘案しまして、この規格につきましては、先ほど申しましたよ

うな「特色規格」として位置付けることが適切であると考えているところでございます。 

 「２ 生産状況及び規格の利用実態」でございますが、認定生産行程管理者数は 11

でございます。認定小分け事業者と申しますのは、例えば、段ボールに入った形で来た

ものを小さなビニールに分ける行為について、ちゃんと資格のある者に分けていただく

必要がある場合に、JAS 規格の中でこういう事業者を定めて認定しているところでござ

います。それが 14 ございます。それから、格付数量の推移でございます。生産の仕方

が普通のものと異なりますので、単純に比較することができませんので、格付の割合で

はなく、数量をお示ししています。他法令での引用は特にはございません。 

 「３ 将来の見通し」でございますが、格付数量は平成 20 年度まで微増傾向にござ

いましたが、平成 21 年度は天候不良により一時的に格付数量の減少が見られたところ

でございます。しかしながら、平成 22 年度はやや回復しておりまして、今後は、天候

が不良でなければ、格付数量に大きな変化はないと考えてございます。 

 「４ 国際的な規格の動向」でございますが、関連するものはございません。 

 それから、６－５でございます。この中身でございますけれども、６－６を開けてい

ただけますでしょうか。第４条に「表示事項」がございます。（１）農産物識別番号と

ございます。ここは、例えば、牛のトレーサビリティー制度におきまして番号がついて

いるのをごらんになったことがあるかと思いますけれども、それの農産物版とお考えい

ただければおわかりになるかと思います。 

 （２）生産情報の公表の方法ですが、６－７でございますが、枠の中の（３）に方法

ということで、ファックスでありますとか、ホームページでありますとか、どこにアク

セスすれば情報が取れるかを書いてございます。生産情報の公表の方法を見て、その際

に（１）の農産物識別番号を入力するなり、あるいは相手に伝えることで情報が取れる

というものでございます。その情報はどういうものかということで、６－５に戻ってい

ただきたいのですが、規格の中で「生産情報」という用語にしてございますけれども、

（１）生産者の又は名称、住所及び連絡先。（２）ほ場等の所在地。施設栽培だとか水

耕栽培が含まれますので「等」が入ってございます。それから（３）収穫期間。これは、

ある程度一定のロットがそろって流通させる実態を踏まえまして、収穫日となっていま

せん。それから（４）生産者が使用した農薬の分類でありますとか、種類だとか、ある
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いは使用回数。（５）生産が使用した特定農薬の用途別分類、種類だとか使用回数。特

定農薬と申しますのは、重曹ですとか、食酢だとかでございます。 

 資料６－６に移っていただきますけれども、（６）生産者が施用しました肥料の種類

と量でございます。（７）生産者が施用しました土壌改良資材の種類及び量でございま

す。土壌改良資材としましては、例えば、木酢液だとか竹酢液でございます。（８）で、

それ以外の資材の名称だとか目的がわかるという形になってございます。 

 併せまして、この規格の特色の部分になるのですけれども、６－８を開けていただけ

ますでしょうか。第６条の「表示事項」ということで、（１）化学合成農薬削減割合と

（２）化学肥料削減割合が表示できることになってございます。通常のつくり方、一般

的な生産の仕方に比べて、化学合成農薬を減らしていますといった場合に、どのくらい

減らしているのかを事実に基づいて書くことができるということ。同様に、肥料につき

ましても、一般的な使用の仕方より、どのくらい減らしているか、その割合を表示でき

るという部分でございます。 

 それから、部会での審議の状況でございますが、６－10 でございます。９月 29 日に

御審議いただきまして、６－11 で委員の名簿をつけさせていただいてございます。 

 部会案から農水省案への変更の有無でございますが、生産情報公表農産物の日本農林

規格につきましては、部会では確認案について御審議いただきまして、委員から特段の

意見はございませんでしたので、本日、確認案という形で御審議いただきたいと思って

おります。 

 それから、パブリックコメントの結果でございます。６－12 でございますが、１か

月間募集しまして、件数が 21 件ございました。その概要でございますが、６－13 を見

ていただけますでしょうか。御意見の概要を読み上げさせていただきます。「農産物中

に含有する放射性核種の種類とそれぞれの量を生産履歴に加えることを求める。」とい

うものでございます。これに対する私どもの考え方でございますが、生産情報公表農産

物の規格は、生産者が行う生産の方法についての基準を定めているものでございます。

放射性物質は、他の汚染物質と同様に、農業生産で意図的に使用された結果含有されて

いるものではありませんので、その含有量は、この規格の対象とはなりません。しかし

ながら、食品衛生法に基づく暫定規制値や規格基準に整合しないものは、販売すること

はできませんので、その旨をここで回答させていただきたいと思ってございます。規格

の概要は以上でございます。 

○阿久澤会長 どうもありがとうございました。ただいま御説明いただきました３規格の

見直し案につきまして、御質問、御意見ございますでしょうか。どうぞ、夏目委員。 

○夏目委員 資料４の「豆乳類」についてお聞きしたいことがございます。規格の確認に

ついて異論はございませんけれども、部会のときでも出てきましたのですが、コーデッ

クスのアジア地域調整部会で審議が進められていることを伺っておりまして、この提案

国は日本ではなくて中国でございますね。中国と日本との間に、このコーデックス規格
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をめぐってどんな意見の相違があるかということもお聞かせいただきたいと思います。

日本よりもコーデックスの方が、例えば、食品添加物は緩いという表現はおかしいです

けれども、たくさん認めているという現状がございます。前回の部会のときにも、どう

してこの豆乳類の JAS 規格について、実態として使用する業者がないかというときに、

コストは勿論ありますけれども、食品添加物のところもかなり影響があるという御発言

があったと記憶しておりまして、その辺はコーデックスのアジア規格で御検討いただく

ときに、どんなふうになっているのか、お聞かせいただければと思います。 

○阿久澤会長 事務局、お願いいたします。 

○越野表示・規格課課長補佐 コーデックスの検討概要なのですけれども、提案されてい

る案では、規格の構成が日本と少し違っています。そして、その基準値も、日本の基準

値と若干違っています。食品添加物についても、内容が若干違っています。今のところ

はステップ３と伺っていますので、今後の検討状況を踏まえて考えていかなければいけ

ないのではないかと考えています。 

○筬島上席表示・規格専門官 そういう意味では中国から案が示されておりまして、そこ

について各国が意見を出して調整を行っているという状況でございます。私どもとしま

しては、この豆乳類の規格がコーデックスに反映されていくというように努力を重ねて

まいりたいと考えています。 

○阿久澤会長 それでは、ほかにございますか。どうぞ、椋田委員。 

○椋田委員 同じく「豆乳類」で、今の御質問とも関連するのですが、これがなぜ使われ

ないかという理由は、今のような御回答でよろしいのでしょうか。と申しますのは、規

格というのは制定することも重要なのですが、普及をさせていくということが同じよう

に重要なので、この後の「煮干魚類」もそうなのですけれども、余り使われていないよ

うな規格については、なぜ使われないかをきちっと分析した上で、どうすれば使っても

らえるのかということも併せて、今回はこれでよいとは思うのですが、次回見直しをす

る際に、どういうふうにすれば普及がより進むのかという観点も含めた見直しが必要で

はないかと思っておるのですが、その辺はいかがでしょうか。 

○阿久澤会長 お願いいたします。 

○筬島上席表示・規格専門官 部会におきましては、先ほど夏目委員から御発言がありま

したように、事業者の方々からは、例えば、食品添加物の関係だとかいう部分で、なか

なか使いづらい部分があったりという話もございましたし、そもそも何で格付が減って

いるかということにつきましては、コストの関係もありまして、特定の製品で一時的に

JAS 格付をやめた時期があったらしいのです。ところが、関係の方々が、特に御意見が

なかったということがございまして、JAS マークを外していくということになったので

はないかと考えられます。規格を普及させていくためには規格としての魅力といいまし

ょうか、普及すべき中身がしっかりしているというのが当然求められることだと思って

いますので、今後、御指摘がございましたように、普及の必要性、何を普及させていく
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べきなのか、重要性をどう考えるのかについての議論が必要だと思ってございます。そ

の点につきましては、後ほど、また見直しの基準の改正案のところでも御説明させてい

ただくとともに、また御審議いただきたいと思っております。 

○阿久澤会長 ほかにございますでしょうか。どうぞ、丸山委員。 

○丸山委員 「生産情報公表農産物」で２点御質問させていただきます。先ほど御説明い

ただきました第６条及び第５条、削減割合を書くことができるということで、任意で書

くことになるのですけれども、例えば、化学合成農薬５割減、化学肥料５割減ですと、

特別栽培農産物と全く同じ栽培方法になるのです。生産情報公表農産物でそういう栽培

方法をしていれば、JAS マークをつけて、特別栽培ネギとか、そういう表示ができるか

のどうかということと、その際に、５条、６条をつけないとそういう表示ができないの

かというところが私もよくわかりませんで、質問したいのが１つです。 

 それから、パブリックコメントが 21 件ありまして、21 件とも同じ意見だったという

のは、結構、一般の方の関心の高い意見だと思うのです。生産情報公表農産物の規格に

おいてこれをやることはなじまないという意見だと思うのですけれども、では、JAS 規

格でなくてもいいのですけれども、こういったことに対応する何らかの表示ですとか、

公表ですとか、農林水産省での動きとか、そういったものを取り組むところがあるので

しょうか。この２点を御質問させていただきます。 

○阿久澤会長 それでは、６条、あるいはパブコメの件、よろしくお願いいたします。 

○島﨑表示・規格課課長補佐 １点目の表示の件ですけれども、今、丸山委員からあった

ように、「特別栽培」という言葉は別途ガイドラインで定められています。ただ、この

「特別栽培」という言葉そのものに表示禁止というようなことは法的には規制がありま

せん。ただ、計算方法はほぼ一緒です。どちらかというと、農薬の計算方法は生産情報

公表農産物の方がやや厳しいぐらいの計算方法になっていますので、当然、両方５割以

下ということで、優良誤認を招かないというところであれば、その表示は可能だと考え

ております。勿論、それにおいては、割合をきちっと表示するというのは望ましいこと

ではないかと思います。 

○筬島上席表示・規格専門官 あと、２点目でございますけれども、21 件御意見をいただ

いてございますが、中身はほぼ同じでございました。 ご意見に対してこの規格の中で

対応することには難しい部分がございます。では、ほかの対応はどうなのかという点で

御質問いただいたと思ってございますが、目的と手段をどうするかということだと考え

ています。JAS 規格は御存じのように任意の規格でございますので、意思のある方には

取り組んでいただけますけれども、そうでない方に対して取り組んでいただくことはで

きません。このため、何に対してどういう形で対応させていただくのがいいのかという

ことを考えなければいけないのだと思ってございます。 

 もし、すべての方に対応いただかなければいけないとなりますと、どうしても拘束力

のある義務という形で、例えば、表示だとか、そういうものをまず考えていく必要が出
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てくるかと思ってございます。乳幼児の食料品につきましては、数値的が定められてい

るのは御存じかと思います。体に及ぼす影響等も考えまして、まず安全面といいましょ

うか、人体への影響を考えるということで、国としては検討が進んでおりますので、私

どもとしましては、その動きをまずは注視しているところでございます。明確なお答え

になっていなくて申し訳ないのですけれども、状況は以上でございます。 

○阿久澤会長 よろしいですか。 

○丸山委員 要するに、食品衛生法の考えに近いということですね。 

○新村審議官 つけ加えていいですか。 

○阿久澤会長 どうぞ。 

○新村審議官 実は、今、同じ時間帯で、厚生労働省で薬事・食品衛生審議会が開かれて

おりまして、私、途中までしか傍聴しておりませんでしたので、最後まではわかりませ

んけれども、放射性物質の食品衛生法上の取扱いについて議論されております。表示の

関係で言いますと、丸山委員もおっしゃった乳児用の食品なのですが、これは一般食品

の 100 ベクレルと違って 50 ベクレルという案になっております。これについては、消

費者の方にもわかるように、当然、乳児しか飲まないような粉ミルクもありますけれど

も、もうちょっと大きいお子さんも食するようなものもあり得ますので、そういうもの

の表示の在り方については、消費者庁が今、表示の基本的な取扱いの官庁ですので、そ

ちらで案を考えて、パブコメもしているという御説明がありましたので、そういうプロ

セスがあるということだけちょっと御説明いたします。 

○阿久澤会長 どうもありがとうございました。どうぞ、野々山委員。 

○野々山委員 「生産情報公表農産物」についてなのですけれども、生産情報でほ場等の

所在地で施設や水耕栽培などもとおっしゃっていたのですが、工場栽培の野菜とか、そ

ういったものも含まれるのかというのを教えていただきたいのが１点目です。 

 もう一つは「豆乳類」に関してなのですけれども、今、アジア地域規格で検討中とい

うことなのですが、豆乳飲料に関しては JAS 規格があるのですが、豆乳を使った食品

等が広く普及していく中で、例えば、豆乳鍋の素や豆乳飲料を使った加工食品等には及

ばないのかということを教えていただきたい。以上２点です。 

○阿久澤会長 では、お願いいたします。 

○筬島上席表示・規格専門官 まず、２点目の「豆乳類」の方でございますけれども、今、

委員御指摘のように、豆乳鍋のもと等の製品が出てきつつあることは承知しています。

多くの場合、豆乳をどう使っていくかという話かと思っていますので、定義の第２条の

豆乳が業務用としてどう使われているかについて適切に把握することが大事と考えて

います。で利用実態につきましても、ちゃんと確認した上で対応していきたいと考えて

います。 

 １点目につきましては、担当から説明させていただきます。 

○島﨑表示・規格課課長補佐 この規格そのものを作成したときには、おっしゃるような
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植物工場のようなものは想定されていないかと思いますが、規格の中で「ほ場等」と書

かれている中では水耕栽培も含まれますので、禁止はできないと考えています。ただ、

いわゆる植物工場のようなものは、一般的には農薬等は使われていないと認識をしてお

りますので、生産情報公表農産物という規格そのものの性質からいって、マッチするか

どうかはちょっと疑問には思いますが、規格上は排除できないと考えております。 

○阿久澤会長 どうもありがとうございました。ほかにございますでしょうか。どうぞ、

夏目委員。 

○夏目委員 資料６の「生産情報公表農産物」のパブリックコメントの例の放射能の表示

の件でございますけれども、部会でこれを議論しましたのは大震災が起こる前、平成

22 年の９月のことでございましたので、そのときにはこういう話題は一切出てこなか

ったわけでございますけれども、その後に大震災が起こり、放射能が拡散するという状

況がありましたので、今、部会をやれば、当然こういうことが皆さんの関心で出てきた

と思うのです。勿論、これは表示にかかわっていく部分なので注視していきたいと思い

ますけれども、そういうことがあって部会では議論されなかったということを御了解い

ただきたいなと思います。 

○阿久澤会長 どうもありがとうございます。ほかにございますでしょうか。ないようで

すね。意見も出尽くしたようですので、それでは、「豆乳類の日本農林規格」「畜産物缶

詰及び畜産物瓶詰の日本農林規格」及び「生産情報公表農産物の日本農林規格」の見直

し案につきまして、原案どおり議決するということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○阿久澤会長 異議がございませんようですので、その旨、報告いたします。 

 それでは、ここで昼食休憩ということで、開始時間は１時 10 分ということになりま

す。では、休憩をしてください。 

 

（休  憩） 

○阿久澤会長 それでは、再開させていただきます。予定の委員は皆さんそろっておりま

すので、時間的には若干早いのですが、始めさせていただきます。 

 引き続きまして、議題（１）の「果実飲料の日本農林規格」の見直し案について審議

いたします。それでは、お願いいたします。 

○筬島上席表示・規格専門官 それでは、資料７に基づきまして説明をさせていただきま

す。 

 １枚めくっていただきまして、諮問でございますが、ここは最初の規格の説明におい

て説明させていただきました。これまでと同様、説明を省略させていただきたいと思い

ます。 

 それから、果実飲料の日本農林規格の見直し、７－３でございます。「１ 趣旨」で

ございますけれども、４行目からポイントを説明させていただきますと、標準規格の性
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格を有するものとして所要の見直しを行うこと。その中身でございますが、読み上げさ

せていただきますけれども、「果実飲料の日本農林規格について、現在の製造の実情等

を踏まえ、（１）香り成分を多く含むかんきつ果汁製品の製造を可能とするため、「精油

分」の規定を削除する。（２）「酸度」、「エタノール分」及び「揮発性酸度」の測定方法

について、分析妥当性が確認された方法を詳細に規定する。（３）「りんご」、「ぶどう」

及び「もも」の濃縮果汁では使用が認められている酸化防止剤について、「りんご、ぶ

どう及びももを含む２種類以上の果実を使用した濃縮果汁」では使用を認める規定が欠

落しているため、この規定を追加する等の改正を行うものでございます。 

 １枚めくっていただきまして、７－４でございます。まず「１ 規格の位置付け」で

ございます。読み上げさせていただきます。果実飲料は、消費者及び実需者が日常的に

消費・使用しており、一定の品質が期待されることから標準が必要と考えております。

「２ 生産状況及び規格の利用実態」「３ 将来の見通し」「４ 国際的な規格の動向」

を考えまして、果実飲料の日本農林規格は「標準規格」として位置付けられるものと考

えております。 

 「２ 生産状況及び規格の利用実態」でございます。認定製造業者数は 163 と多うご

ざいます。生産数量、格付数量、格付率でございますけれども、若干減っている場合も

ございますけれども、20％近くはございます。他法令での引用でございますが、特には

ございません。 

 「３ 将来の見通し」でございますが、減少傾向にあるのは事実でございます。 

 「４ 国際的な規格の動向」でございます。コーデックス規格として「果実ジュース

及びネクター」の規格がございます。また、欧州規格として 18 種類ございます。また、

米国農務省規格として８種類の果実飲料の規格があるところでございます。 

 コーデックス規格と果実飲料の規格との関係を少しだけ説明させていただきますと、

コーデックスの性格は、りんごストレートピュアジュースのところで説明させていただ

いたとおりでございます。整合性がどういう点で図られているかを簡単に申し上げます

と、まず、濃縮果汁の定義を定めている部分、それから、糖用屈折計示度、先ほど申し

ました果汁でいけば糖度を定めている部分、それから、エタノール分を定めていること、

それから、加糖の量、それから、揮発性酸度を定めていること、それから、酸度を定め

ているという点で、整合性を取る形になっております。 

 続きまして、７－５でございます。「果実飲料の日本農林規格の改正概要」でござい

ます。まず「１ 規格の改正」ということで、香り成分を多く含むかんきつ果汁製品の

製造を可能とするため、「精油分」の規定を削除するというものでございます。第３条

で説明させていただきますと、現行で書いてあるものを削除するという改正になってご

ざいます。この理由でございますけれども、コーデックスでも精油分が昔あったのです

けれども、削除されているというのが１つでございます。もう一つは、この規定がなぜ

できたかという、そもそも論に戻ることになってしまうのですけれども、皮ごとしぼる
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際に精油分も一緒に入るのですけれども、実は、その成分が苦味成分であるため上限値

を定めているのですが、苦いかどうかは官能評価でもわかるということもございます。

また、苦味をうまくコントロールしながら、香りのいい JAS 製品をつくりたいといっ

たときに、この上限値が妨げになりかねないということもございまして、ここで削除さ

せていただきたいというものでございます。 

 同様に、第４条から第６条。これらはかんきつ系の規格でございます。温州みかんだ

ったり、グレープフルーツだったり、レモンも同様に精油分の規定を削除したいと考え

ております。また、精油分については測定法が規定されてございますので、その測定法

も含めて削除したというのがこの中身でございます。 

 ２番目のポツでございます。「『一括表示事項』の規定において、他の業務用の製品の

JAS 規格との整合性を図り、柔軟な表示が可能となるよう一括表示によらない表示を認

めるため、一括表示事項を表示事項に変更する。」というものでございます。これはど

ういうことかと申しますと、７－５の第３条の濃縮オレンジの規格を見ていただきます

と、現行では次の事項をということで、加工食品の品質表示基準に定められているよう

な事項も重なっている部分がございますけれども、これらを一括して表示することを規

定してございます。一括して表示することは、消費者の商品選択という観点から規定が

あるわけでございますけれども、濃縮果汁をそのまま消費者の方に販売することはござ

いませんので、あくまでもここは業者間の取引でございますので、一括表示によらない

ものの、ちゃんと事項として伝達されまして、それに基づいて最終製品に表示をすると

いう仕組みとすることを考えたところでございます。一方、品質表示基準との関係でど

うかということを申し上げますと、品質表示基準でも、業者間取引に義務をかけていま

すが、業者間においては一括表示事項ではなくて、ちゃんと表示事項が伝達されればい

い、そういう仕組みになってございますので、これと整合性を取っているところです。 

また、この表の下で、濃縮果汁系、つまり、業務用の取引がなされるものにつきまして、

第４条から第 11 条まで、同様に「一括表示事項」を「表示事項」に変更させていただ

きたいというものでございます。 

 それから、７－６のポツでございます。「『りんご』、『ぶどう』及び『もも』の濃縮果

汁では使用が認められている『酸化防止剤』について、『りんご、ぶどう及びももを含

む２種類以上の果実を使用した濃縮果汁』では使用を認める規定が欠落しているため、

この規定を追加する。」というものでございます。 

 りんごとかももは、皆様おわかりいただけると思うのですが、皮を向いておきますと、

すぐ褐変してまいります。ですので、酸化防止剤をどうしても使わざるを得ないという

ものがございます。現在、濃縮果汁では、りんごの単体、ぶどうの単体、ももの単体の

果汁では酸化防止剤を認めているのですけれども、２種類以上使ったものにつきまして

は酸化防止剤を認める規定になっていないものですから、どうしても整合性を取らなけ

ればいけないということで、この規定を追加させていただきたいというものでございま
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す。具体的には、７－６の 11 条の規定の追加している部分でございます。 

 それから、７－７に移っていただきまして「２ 測定方法の改正」でございます。先

ほどコーデックスの関係で、「酸度」だとか「エタノール分」、それから「揮発性酸度」

を定めておりますと申し上げたところです。「エタノール分」は何かと申しますと、原

料の管理が悪うございますと発酵が進んでしまうということで、これが少なければ少な

いほど、ちゃんと管理されているという形になります。それから「揮発性酸度」という

のは酢酸を意味しているのですけれども、これも管理の状況を判断する指標でして、酢

酸発酵が進みますと酢酸が当然出てきます。酢酸は鼻につんときますので揮発性だとい

うことはおわかりいただけるかと思いますけれども、その状況を確認するために「揮発

性酸度」という規定が設けられてございます。ここにつきましては、測定方法も併せて

この規格の中で定めているのですけれども、分析妥当性が確認された方法、これはだれ

が分析してもちゃんとした値が出るということが求められるため、手順を明確にしてい

く、あるいは機械でちゃんと測定できるものがあれば、それを追加していくというのが

必要となってまいりますので、妥当性が確認できたものを入れているところでございま

す。併せまして、「揮発性酸度」の測定方法について変更に伴いまして、単位を、ｇ／

㎏をｇ／Ｌに変更させていただきたいと思っています。これは、コーデックスで引用し

ている規格がございます。戻っていただくようで恐縮ですけれども、７－４の「４ 国

際的な規格の動向」の上から３行目でございますけれども、欧州規格がございます。こ

ちらで単位の変更がございましたので、整合性を取る形で、今度は７－７に戻っていた

だきたいのですけれども、ｇ／㎏をｇ／Ｌに変更させていただきたいと思ってございま

す。具体的には、７－７の 25 条（測定方法）で「酸度」というところを見ていただき

ますと、「手動滴定又は自動滴定による中和滴定法により測定する。」ということで、選

択ができるように、今回改正してございます。併せまして手順を具体的に書き込んでい

るというものでございます。７－７～７－11 の頭までがこの関係でございます。それ

から、７－11 の上から３行目に「エタノール分」ということで、蒸留滴定法のみなら

ずガスクロマトグラフ法により測定ができるようにということで、選択ができるように

見直しを行うものでございます。この関係が７－16 まで続いております。７－16 の下

から７～８行目でございますけれども、「揮発性酸度」も「手動滴定又は自動滴定によ

る蒸留滴定法による測定する。」ということで、選択ができるようにしているものでご

ざいます。ただ、計算のところで、例えば、７－17 の上から５行目ぐらいに「揮発性

酸度」でｇ／㎏で計算するとなってございますが、先ほど言いましたように、国際規格

との関係で変更したいということで、７－18 を開けていただけますでしょうか。「５ 計

算」とございまして、ここにはｇ／Ｌで行なうことを記載させていただいております。 

 ７－19 に移っていただきまして、下３分の１ぐらいのところでございますが、現在

は「精油分」を規定してございますが、規格の方から落としますので、この測定方法を

削ることをお願いしたいと思っております。 
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 あと、今、御説明申し上げましたもの以外の改正が若干ありますので、少し説明をさ

せていただきます。７－21 を見ていただけますでしょうか。左右見開きのものになっ

てございます。見ていただきますと、「はちみつ」を「蜂蜜」に変えるというのがずら

ずらっと出てまいります。これは平成 22 年の常用漢字の見直しに伴いまして、規格の

ほうも併せて改正しているものでございます。規格におきましては５年ごとの見直しの

タイミングで漢字の表記を改正している実態がございます。 

 今度は７－24 を開けていただけますでしょうか。下から４分の１ぐらいでしょうか、

食品添加物の表示方法についてアンダーラインを引かせていただいてございます。これ

は後ほど資料 12 でも説明をさせていただきますけれども、食品添加物の表記方法の基

準が、食品衛生法施行規則、厚労省令で規定していたものを、今度、内閣府令に基づく

表示の基準に変わっておりますので、それに基づく修正でございます。あとの細かな点

は、今、概要を説明させていただいたものを７－53 まで、ずらずらと、左右見開きの

形で修正点をアンダーラインで示させていただいているところでございます。 

 それから、部会での審議の状況でございます。７－54 を開けていただけますでしょ

うか。これも午前中説明させていただきましたように、９月 29 日に御審議いただいて

おります。７－55 でその際の委員の名簿をつけさせていただいてございます。 

 それから、部会で御審議いただいた部分と今回の案との関係でございますが、果実飲

料の日本農林規格につきましては、部会で精油分及び揮発性酸度の基準値、食品添加物、

分析方法及び表示方法等についての改正案について御審議をいただきました。事務局で

案を精査させていただきました結果、精油分、揮発性酸度の基準値、分析方法及び表示

方法につきましては改正することとし、今、案としてお示しさせていただいているとこ

ろでございます。しかしながら、食品添加物につきましては、現在、JAS 規格の制定・

見直しの基準の中で御審議いただいているところもございますので、今回は改正しない

こととさせていただきたいと考えてございます。 

 パブリックコメントの結果でございますが、７－56 でございます。平成 23 年６月１

日から１か月間募集しまして、２件御意見をいただいてございます。その概要でござい

ますが、７－57 でございます。午前中説明させていただきましたものと同じでござい

ます。繰り返しでございますけれども、見直しの基準自体は調査会の内規ということで

現在御審議いただいておりまして、その中に食品添加物の扱いが入っておりますので、

このことを含めて、これから夕方にかけまして御審議いただきまして、それを踏まえま

して農水省として検討してまいり、また総会で御審議いただきたいと考えているところ

でございます。説明は以上でございます。 

 失礼しました。１点、説明が抜け落ちまして申し訳ございませんでした。資料７の関

係でございますけれども、今後、法令的な観点から字句の変更があり得るということを

つけ加えるのを忘れてございました。これは以降の改正案につきましても同じでござい

ますので、御了知いただければと思います。以上でございます。 
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○阿久澤会長 どうもありがとうございました。それでは、「果実飲料の日本農林規格」の

見直し案につきまして、御質問、御意見等ございましたら、お願いいたします。受田委

員、お願いいたします。 

○受田委員 細かい用語なのですけれども、エタノール分の測定法が、例えば、ガスクロ

マトフ法と記入されているわけですけれども、その中で「内部標準」という言葉がたく

さん出てまいります。最近、分析化学会等ではこれを「内標準」と表示するようになっ

ているのですけれども、法令的に「内部標準」で統一されるのであれば、そういうやり

方で通しておられるということで理解できるのですが、学会の用語との整合性を御検討

いただければと思います。 

○阿久澤会長 どうもありがとうございます。事務局、お願いいたします。 

○筬島上席表示・規格専門官 今、御指摘いただきましたので、検討させていただきまし

て整合性を図らせていただきたいと思います。 

○阿久澤会長 そのほかございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、ないよ

うですので、「果実飲料の日本農林規格」の見直しにつきまして、原案どおり改正する

ことでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○阿久澤会長 異議がございませんようですので、その旨、報告いたします。 

 それでは、引き続きまして（１）の「煮干魚類の日本農林規格」案につきまして審議

いたします。それでは、資料の説明をお願いいたします。 

○筬島上席表示・規格専門官 資料８に基づきまして、引き続き説明させていただきます。 

１枚めくっていただきまして、８－１でございます。ここも諮問でございますので、説

明は省略させていただきます。 

 ８－３でございます。見直しについてということで、まず「１ 趣旨」でございます。

上３行は説明を省略させていただきます。標準規格の性格を有するものとして所要の見

直しを行うこと。また、「２ 内容」としまして、煮干魚類の日本農林規格について、

現在の製造の実情等を踏まえ、（１）品質指標となる形態（腹切れ及び頭落ち）の評価

を確実に行うため、「腹切れ」及び「頭落ち」の判断基準を明確化する。（２）「水分」

及び「粗脂肪分」の測定方法について、分析妥当性が確認された方法を詳細に規定する

等の改正を行うものでございます。 

 ８－４を開けていただけますでしょうか。まず「１ 規格の位置付け」でございます。

読み上げさせていただきます。煮干魚類は、消費者が日常的に消費しており、一定の品

質が期待されることから標準が必要だと考えてございます。「２ 生産状況及び規格の

利用実態」「３ 将来の見通し」「４ 国際的な規格の動向」を考えまして、煮干魚類の

日本農林規格は「標準規格」として位置付けられることが適切と考えているところです。 

 「２ 生産状況及び規格の利用実態」でございます。認定製造業者数は 10 でござい

ます。生産数量及び格付数量の推移でございます。ここ数年、１％未満が続いてござい
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ますが、平成 21 年のところの格付率にミスがございまして、分子が 595 トン、分母が

５万 9,294 トンでございますので、１％ございます。１未満ではなくて、１％が正しゅ

うございます。修正をお願いいたします。他法令での引用はございません。 

 「３ 将来の見通し」は、格付数量に大きな変化はないと考えてございます。 

 「４ 国際的な規格の動向」でございますが、国際規格はありません。 

 １％未満、あるいは１％の格付であるにもかかわらず、標準規格と位置付けることは

どうかということがまず論点になり得ると思われていますが、本規格は、煮干、いりこ

が対象です。使い道をよく考えましたときに、食用以外にペットの餌として使われる部

分、あるいは風味調味料や、最近のだし入りみそに使われている実態、それから、ラー

メンのだしである等、業務用の取引がかなりあると認識していますが、その十分な把握

が残念ながらできていない部分があるのではないかと思っています。つまり、マークは

１％、あるいは１％未満ということで推移していますけれども、規格が、業者間の取引

においてどのように使われているのかということの把握も勘案する必要があるのでは

ないかということから、今回は、標準規格として位置付けさせていただけないかという

ものでございます。 

 それから、８－５でございます。改正概要でして、まず１点目が、第３条のところで

ございます。この規格は上級と標準という形で等級を分けてございます。中身としまし

ては、まず、上のポツでございますけれども、「品質指標となる形態（腹切れ及び頭落

ち）の評価を確実に行うため、『腹切れ』及び『頭落ち』の判断基準を明確化する。」と

いうことでございます。第３条の上級のところを見ていただきますと、一番上は「皮は

げ」を「皮剥げ」と表記を改めてございます。アンダーラインのところを見ていただき

ますと、腹切れとはどういうものかを記載してございます。また、２の頭落ちというと

ころで、それがどういう状態かというのを示しているものでございます。上級と標準は

どういうふうに書き分けているかということで申しますと、腹切れについて、形態のと

ころでございますけれども、上級では 10％以下、それに対しまして、真ん中の標準で

は 30％以下。それから、頭落ちにつきまして、上級ではほとんどないこと、標準では

少ないことと分けてございます。一方で数字があって、一方で数字がないというのはど

ういうことかと申しますと、頭落ちというのは流通過程で落ちる可能性がかなりあると

いうことから、数値で示すことができないということで、ほとんどない、少ないという

表現を使っております。一方、腹切れの方でございますけれども、これは鮮度のいいも

のを使いますとなかなか落ちないということから、数字的なもので示せるということで、

10％、30％というのを示しているところでございます。 

 それから、「３ 測定方法の改正」ということで、「水分」及び「粗脂肪分」の測定方

法について、分析妥当性が確認された方法を詳細に規定するものでございます。この「粗

脂肪分」でございますけれども、これが多いとだしの濁りが生じたり、酸化の原因とな

ることから、規定しているものでございます。若干話が逸れてしまうのですけれども、
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もともとこの規格がなぜできたかということを御説明させていただきますと、BHA（ブ

チルヒドロキシアニソール）という酸化防止剤を昔使っていたのですけれども、その使

用を規制するためにつくられたということがございます。今、その部分に関してどうい

う規定をしているかと申しますと、恐れ入りますが、８－10 を開けていただけますで

しょうか。食品添加物を書いておりますが、右側を見ていただきますと、「酸化防止剤

（ミックストコフェロールに限る。）」ということで、これを認めてございます。片仮名

で書かれてございますが、身近な例で言いますとビタミンＥでございます。これに限っ

て使っていくということで、BHA の使用をやめることとしたところでございます。 

 また元に戻っていただきまして、８－５でございます。第３条（測定方法）で「水分」

の規定がございます。これが８－８までずっと続きます。 

 ８－８で「粗脂肪分」がございまして、これが８－９ページまで規定がございます。

規格の概要は以上です。 

次に、部会の状況でございます。８－13 を開けていただけますでしょうか。煮干・

魚類の日本農林規格も９月 29 日に御審議いただきました。８－14 で部会の委員の名簿

をつけてございます。 

 部会案からの変更等の状況でございますが、煮干魚類の日本農林規格につきましては、

部会で等級の廃止、脂肪分の基準値の改正、形態の基準の明確化を行う案について審議

が行われました。事務局では案を精査いたしまして、等級の廃止と脂肪分の基準値の改

正は良質な製品を提供する観点からの改正とならないと考えまして、ここにつきまして

は改正しないこととして、それ以外の部分を改正する案を今日ここにお示しさせていた

だいているところでございます。 

 パブリックコメントの募集結果でございますが、８－15 でございます。これも６月

１日から１か月間行いまして、１件御意見があったところでございます。この概要が８

－16 でございます。今、部会におきまして、等級の一本化という話をさせていただき

ました。まさにその内容がパブリックコメントでいただいているものでございます。 

御意見の概要でございます。読み上げさせていただきますと、「煮干魚類の JAS 規格に

ついては、等級の基準を一本化し、粗脂肪分は標準の基準値とし、それ以外の規格項目

は上級の基準値とすることを希望する。」というものでございます。粗脂肪分の基準値

で標準と出てまいりましたが、これは今、８％を規定してございます。上級は５％でご

ざいます。これに対する考え方でございますが、「粗脂肪分析は、煮干魚類において重

要な指標であり、他の指標を上級のものとする中で、この粗脂肪分の基準値を標準のま

まとすることは、良質な製品を提供する観点から適当とは考えられません。」というこ

とで、等級は残したままとしたいというのが私どもの考えでございます。説明は以上で

ございます。 

○阿久澤会長 どうもありがとうございました。それでは、煮干魚類の日本農林規格の見

直し案につきまして、御意見、御質問ございましたら、お願いいたします。野々山委員、
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お願いいたします。 

○野々山委員 ５ページの頭落ちしたものの改正案なのですが、頭落ちについて「頭部が

外れた魚体をいう。」という表記が追記されているのですが、もともとそのようにして

取引をされていたので、わざわざ書く必要性があったのかということについて聞きたい

のです。以上です。 

○阿久澤会長 事務局、よろしいですか。 

○筬島上席表示・規格専門官 御趣旨を取り違えていたら申し訳ないのですけれども、頭

を取ったもので流通しているのではないかということですか。 

○野々山委員 改正案で「頭落ちしたものがほとんどないこと。」ということで、同じこと

を指しているのに、なぜわざわざ追記をしたのかということが聞きたかったのです。 

○筬島上席表示・規格専門官 ここは、上に書いておりますように、評価を確実に行うた

めに何らかの判断基準が要るということでございまして、頭落ちということで、普通の

方でしたら、取れた状態だとお考えになれる部分があると思うのですけれども、取れそ

うになっているとか、いろいろ想定されるものですから、そこは明らかにした方がいい

という判断で、括弧内で評価基準、判断基準というものを入れさせていただいたところ

でございます。 

○阿久澤会長 よろしいですか、野々山委員。丁寧に括弧書きしたということなのです。 

よろしいでしょうか。ほかはございますでしょうか。それでは、ないようですので、「煮

干魚類の日本農林規格」の見直しにつきまして、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」と声あり） 

○阿久澤会長 それでは、異議がないようですので、その旨、報告いたします。 

 それでは、引き続きまして「農産物漬物の日本農林規格」の見直し案につきまして審

議いたします。事務局、よろしくお願いいたします。 

○筬島上席表示・規格専門官 資料９でございます。９－１は諮問でございますので、説

明は省略させていただきます。 

 ９－３を開けていただけますでしょうか。見直しについての「１ 趣旨」でございま

す。該当部分を読み上げさせていただきますと、標準規格の性格を有するものとして所

要の見直しを行うこと。また、「２ 内容」でございますが、農産物漬物の日本農林規

格について、現在の製造の実情等を踏まえ、（１）消費者の低糖志向を踏まえ、「たくあ

ん漬け」及び「ふくじん漬け」の規格における「糖用屈折計示度」の基準値を引き下げ

る。（２）「塩分」の測定方法について、分析妥当性が確認された方法を詳細に規定する

等の改正を行うというものでございます。 

 ９－４を開けていただけますでしょうか。「１ 規格の位置付け」でございます。農

産物漬物は、消費者が日常的に消費しており、一定の品質が期待されることから標準が

必要と考えております。「２ 生産状況及び規格の利用実態」「３ 将来の見通し」「４ 
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国際的な規格の動向」を考えまして、農産物漬物の日本農林規格は「標準規格」として

位置付けることが適切ではないかと考えているところでございます。 

 「２ 生産状況及び規格の利用実態」でございます。認定製造業者数は 105 ございま

す。生産数量及び格付数量の推移でございますが、平成 18 年、平成 19 年は２％であり

ましたのが、平成 20 年以降３％ということで、低いと言えば低いのでしょうけれども、

少し上向きがかっているということが言えるかと思います。他法令での引用は特にはご

ざいません。 

 「３ 将来の見通し」でございますが、格付数量に大きな変化はないと考えられます。 

 「４ 国際的な規格の動向」でございますが、コーデックス規格としまして「キムチ」

及び「ピクルス」の規格がございます。今回の改正に関係するものとしては「キムチ」

がございまして、これは我が国と韓国の共同提案で制定されたものでございます。中身

につきましては、後ほど少し触れさせていただきます。 

 格付率が２％が３％と１％増えましても低いではないか、それを標準規格としてどう

位置付けると考えたのかということでございますけれども、まず、格付率は確かに低い

のですけれども、認定製造業者数が 100 を超えておりまして、多いと考えてございます。

それから、零細企業では格付は確かに行ってはいないのですけれども、JAS 規格を製造

の指標として使用している実態があると聞いてございます。その実態を十分把握して判

断する必要があるのではないかと考えています。漬物自体は、皆さん御存じでいらっし

ゃいますように、お弁当だとか、外食だとか、業務用でも使われている部分がございま

すので、これらの実態も確認して判断していく必要があるのではないかということから、

今回は標準規格として位置付けさせていただきたいというものでございます。 

 続きまして、改正概要でございます。９－５を開けていただけますでしょうか。「１ 

定義の改正」でございます。読み上げさせていただきますと、「『はくさいキムチ』につ

いて、容器に充填する前又は充填した後において発酵させたものであっても製品の熟成

度等は担保されることから、『はくさいキムチ』の定義中の『容器充てん前及び充てん

後』を『容器に充塡する前又は充塡した後』に改正する。」というものでございます。 

これはどういうことかと申しますと、先ほどコーデックスの規格があると申し上げまし

た。コーデックスの中では発酵することが条件でございまして、発酵をちゃんと担保す

る観点から「充てん前及び充てん後」にしておりました。しかしながら、ここに書いて

おりますように「充塡する前又は充塡した後」でありましても、製品の熟成度といいま

しょうか、発酵をちゃんと担保できるという実態がございますから、それを踏まえて、

このように改正させていただきたいということでございます。具体的に申しますと、は

くさいキムチにつきましては、乳酸発酵いたしますので、酸度を１％以下と定めており

ますが、日本人は必ずしも酸っぱいのを好まないということで、商品を分析しますと、

多分、0.6 とか 0.64 ぐらいの酸度になっているかと思います。余り発酵が進まない状態

で食べているということでございます。そのために賞味期限を調整したりする部分と、



 
 

28

もう一つは、流通中に発酵を進めさせることから、この製品はいつ製造しましたという

製造年月日を書きつつ、食べごろの時期を、そこから何日後ぐらいですというのを表示

するような製品が出てきてございます。そのような製品は、流通中の発酵をうまくコン

トロールしているということでございますので、この実態を考えまして、ここは「及び」

でなくても「又は」ということで熟成度が担保できるということから、こういう改正を

お願いしたいというものでございます。 第２条の定義がそこの部分でございます。「充

てん」を「充塡」に変えているのは表記法の変更に伴うものでございます。同様に「は

くさい以外の農産物キムチ」の定義も変えさせていただきたいというのが１点目でござ

います。ちょっと説明が抜けましたが、これは第２条の定義でございます。この定義は、

対応する品質表示基準がございますと、そちらも変えていく必要がございます。しかし

ながら、農産物漬物の品質表示基準では、発酵が条件になっておりませんので、「及び」

を「又は」に変更しましても品質表示基準の改正には影響が及びません。そのことをつ

け加えさせていただきたいと思います。 

 「２ 規格の改正」でございます。ポツを読み上げさせていただきますと、消費者の

低塩・低糖志向を踏まえ、薄味で良質な製品を消費者に提供できるよう、「たくあん漬

け」及び「ふくじん漬け」の「糖用屈折計示度」の基準値を下げるというものでござい

ます。具体的に、第３条のところでございますが、10 度以上を５度以上に下げるのが

この案になっております。糖用屈折計示度というのは、果実飲料のところでＢｘという

形で説明をさせていただきましたけれども、Ｂｘだけではなくて、糖度だとかアミノ酸

などが入っているものですと、可溶性のものをまとめて測定するような形になります。

ですので、ここでは糖分だとかアミノ酸などをまとめて測定している数値を意味してご

ざいます。10 度を５度に下げたいというのがこの内容でございます。 

 ５度に下げたときの問題点がないかということを部会で御議論いただきました。甘味

というのは、一方では保存効果を有していますので、それを下げたときに問題ないかと

いうことで御議論いただきましたが、製造実態、それから、流通実態を考えましても、

そのようなことを懸念する必要はとないということから、５度下げる案をお示しさせて

いただいているところでございます。 

 今度は９－６に移っていただければと思います。同じように、ふくじん漬けの規格に

おきまして、糖用屈折計示度の 30 度以上を 25 度以上に改めたいというものでございま

す。30 や 25 と数字が大きいのですが、先ほど申しましたように、ここはアミノ酸等も

カウントいたします。ふくじん漬けはしょうゆ漬け類に位置付けられるものですから、

しょうゆのアミノ酸なども一緒にカウントしているということで、数字が高くなってご

ざいますが、５度下げるという点では同じでございます。 

 それから、「３ 測定方法の改正」でございます。「塩分」の測定方法について、分析

妥当性が確認された方法を詳細に規定するものでございます。具体的には第 18 条を見

ていただきますと、「塩分」につきまして、現在はモール法というもので測定すること
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を規定してございますが、これに電位差滴定法を加えまして選択できるようにしている

ものでございます。その関係が９－８まで記載をさせていただいてございます。以上が

規格の改正の概要でございます。 

 部会での審議の状況でございます。９－34 を開けていただけますでしょうか。ここ

も９月 29 日に御審議いただきました。９－35 に、その際の部会の委員の方々の名簿を

つけさせていただいてございます。 

 部会案からの変更等の状況でございますが、農産物漬物の日本農林規格につきまして

は、部会で定義、基準値、食品添加物及び分析方法等の改正について御審議いただきま

した。事務局で案を精査しました結果、今回お示しさせていただいております改正する

こととした内容以外の定義と基準値、また分析方法の改正につきましては、更なる検討

が必要ではないかと考えまして、改正をしないことといたしました。また、食品添加物

につきましては、果実飲料と同じでございますけれども、JAS 規格の制定・見直しの基

準の改正の検討をいただいている最中でございますので、今回につきましては改正しな

いこととし、見直しの基準が改正された後に御審議いただくようにお願いしたいと考え

てございます。 

 それから、パブリックコメントの募集結果でございますが、９－36 を開けていただ

けますでしょうか。６月１日から１か月間行いました。受付件数は 10 件、団体が３、

企業が１、個人６からいただいてございます。この概要でございますが、９－37 を見

ていただけますでしょうか。上の方の食品添加物の書きぶりはこれまでと同じでござい

ますので、説明を省略させていただきます。その下の３件あった内容でございますが、

まず、御意見の概要を読み上げさせていただきますと、塩分の測定方法において、高価

でメンテナンスにも経費のかかる電位差滴定法を新たに追加する必要はないのではな

いかという御意見。また、塩分以外の全窒素分等の測定方法についても、妥当性の確認

を行い、見直しを図るべきではないかという御意見をいただいたところでございます。

それに対する考え方でございますが、今回の改正は、現在規定されている測定方法を別

の方法に改めるものではなく、選択できる、つまり、利用する方が測定方法を選んで取

り組みやすいようにするということでございますので、このままとさせていただきたい

というのが最初でございます。２点目は、塩分以外の測定方法についても、今後、妥当

性の確認は行っていきたいと考えているところでございます。あと、その下に＊がござ

いますけれども、その他の意見提出もございましたが、今回の改正案に直接関係のない

ものでしたので、御意見として承り、今後の参考とさせていただきたいと考えておりま

す。説明は以上でございます。 

○阿久澤会長 どうもありがとうございました。それでは、「農産物漬物の日本農林規格」

見直し案につきまして、御質問、御意見ございましたら、お願いいたします。受田委員。 

○受田委員 基本的にはこれで結構かと思うのですけれども、分析法でちょっと気になる

ところがあるので、指摘をさせていただきたいと思います。９－６の「２ 測定の手順」
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の「（１）電位差滴定法による場合」とあって、下から２行目に「ツィーン 20」という

言葉がございます。これは多分、界面活性剤の商品名であって「TWEEN」という英語

の表記が一般的で、これを片仮名にするというのは、分析をやる立場の者から見ると非

常に奇妙に映ります。用語としてアルファベット表記がいいのか、あるいはポリオキシ

エチレン云々という正式名称があるようですので、それを括弧書きで「ツィーン 20」

にするとか、表示自体の工夫をお願いできればと思います。 

○阿久澤会長 ありがとうございました。事務局、何かございましたら。 

○筬島上席表示・規格専門官 御指摘どうもありがとうございます。先ほど説明させてい

ただきましたように、これから法令面でのチェックを行いますので、その中で適切な表

記を検討させていただきたいと思います。 

○阿久澤会長 ほかはございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、表記につ

きましては、先ほどの果実飲料はもう議決してしまいましたが、その際の議論のなかで

いただいた用語に関するご指摘も含め、今後、検討した結果、変更の必要性が生じた場

合は、委員長に一任いただくということでよろしいでしょうか。それでは、表記の件に

つきましては委員長に一任いただくということで、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」と声あり） 

○阿久澤会長 異議がございませんので、その旨、報告させていただきます。 

 続きまして、「チルドハンバーグの日本農林規格」及び「チルドミートボールの日本

農林規格」の改正案についてですが、この２つの規格は共通する内容も多いことから、

一括して審議することでよろしいでしょうか。では、そのようにさせていただきます。

本件につきましては、平成 21 年 11 月４日に JAS 調査部会が開かれております。事務

局から資料の説明と、併せて部会の報告につきましてもお願いいたします。 

○筬島上席表示・規格専門官 それでは、資料 10 と資料 11 を使いまして説明をさせてい

ただきます。 

 まずは、資料 10「チルドハンバーグステーキ」でございます。10－１は諮問でござ

いますので、説明は省略をさせていただきます。 

 10－２でございます。開けていただけますでしょうか。見直しについての、「１ 趣

旨」でございますが、該当部分だけ読み上げさせていただきますと、標準規格の性格を

有するものとして所要の見直しを行うこと。また、「２ 内容」でございますが、チル

ドハンバーグステーキの日本農林規格について、現在の製造の実態等を踏まえ、（１）

チルドハンバーグステーキの原材料に占める食肉の重量割合等を算定する場合の原材

料の中には具を含まないことを規定する。（２）チルドハンバーグステーキに使用でき

る食品添加物以外の原材料の種類について、使用実態及び必要性を踏まえ追加及び削除

を行う。（３）粗脂肪の測定方法について、分析妥当性が確認された方法を詳細に規定

する等の改正を行うものでございます。 
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 10－３を見ていただけますでしょうか。まず「１ 規格の位置付け」でございます。

チルドハンバーグステーキは、消費者が日常的に消費しており、一定の品質が期待され

ることから標準が必要であると考えてございます。「２ 生産状況及び規格の利用実態」

「３ 将来の見通し」「４ 国際的な規格の動向」を考えまして、チルドハンバーグス

テーキの日本農林規格は「標準規格」として位置付けることが適切だと考えております。 

 「２ 生産状況及び規格の利用実態」でございますが、認定製造業者数は５でござい

ます。それから、生産数量及び格付数量の推移でございますが、若干の変動はございま

すけれども、20％前後の格付率がございます。他法令への引用はございません。 

 「３ 将来の見通し」でございますが、20％前後ではございますが、トレンドとしま

しては、若干の減少傾向にあると言えるかと思っております。 

 「４ 国際的な規格の動向」は、国際規格はございません。 

 以上のことから「標準規格」として位置付けることは適切ではないかと考えていると

ころでございます。 

 今度、中身でございます。10－４を開けていただけますでしょうか。10－５も見開き

の形で開けていただければと思います。まず「１ 定義の改正」でございます。１番目

のポツでございます。「食肉の原材料に占める重量の割合等の算定に具を含まないこと

を明確にする。」２点目のポツでございます。「具の定義を実情に合わせて変更する。」

というものでございます。これはどういうことかと申しますと、まず、現行のところを

見ていただきたいと思います。10－５の上の方を見ていただきますと、重量の割合とい

うことで、50％でありますとか、20％というものを記載してございます。「畜産物の缶

詰と瓶詰」のところで申し上げましたように、肉関係では、どの程度肉を使っているの

かが大事なことかと思っています。そのため、ここでは、最低限 50％は必要だとして

これを規定しています。また、植物性たん白については、上限値として 20％をここで

規定しています。しかしながら、それがどこに対しての値なのかが現行の規格ではわか

りづらいという問題点がございましたので、それを明らかにするというのが今回の改正

案です。10－４を見ていただきたいのですけれども、今回、数字の１、２と分けてござ

います。１がいわゆるハンバーグの部分でございまして、下から３分の１か４分の１ぐ

らいのところでございますけれども、先ほどの 50％と 20％を移してきたところでござ

います。要は、ソースだとか、それ以外を含まないということをここで明らかにしてい

ます。そのために、２において、ソースについて規定することとし、10－４から 10－

５にかけて、書き分けたというものでございます。また、10－４の上の方にチルド温度

帯云々とございますけれども、新たに規定したものではございませんで、現行の下から

４行目に既にチルド温度帯というものがございます。参考までに申し上げますと、ここ

は食品衛生法との絡みがございますので、実際上は 10 度以下の温度帯を指しておりま

す。10－４のところでの改正点をもう少し説明させていただきますと、現行の真ん中ぐ

らいのところに「結着補強剤、保存料」とございます。それを改正案では削除してござ
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います。これは後ほど見ていただければと思いますけれども、結着補強剤とか保存料に

つきましては、食品添加物のところでちゃんと規定されております。また、ここはチル

ドハンバーグステーキの規格でございますけれども、中身的にはチルドミートボールの

規格とかなり整合性を取ってございまして、チルドミートボールでは結着補強剤と保存

料が規定されていないこともありまして、全体の整合性を取る観点から、ここでは削る

という案を示させていただいております。それから、10－４の下の方でございますが、

「砂糖類」の後に括弧書きがついてございます。これは、加工食品品質表示基準の書き

ぶりと整合性を取って、括弧内を追加するものでございます。これが１点目のポツの関

係でございます。２点目のポツ、具の関係でございます。これは 10－５の上の方に「具」

という表がございます。これを見ていただければおわかりになるのですけれども、今の

規定では、下から２行目「上部に載せるものをいう。」ということで定義してございま

すが、必ずしも上部に載せるものだけではないということで、例えば、ハンバーグ本体

と具を別々に包装するようなものも出てきてございますので、実態に合わせる形で「添

えるもの」に変えさせていただきたいと思います。しかしながら、ソースは含まれない

ことを明確にするということで、括弧内を記載しているところでございます。 

 「２ 規格の改正」でございます。ポツを読み上げさせていただきますと、「食品添

加物以外の原材料について、つなぎに粗ゼラチンを追加し、調味料の限定を外す。」と

いうものでございます。第３条の上級のところで説明させていただきます。４のつなぎ

のところを見ていただきますと、現在「卵」とございますけれども、ここに「粉末卵を

含む。」と入れさせていただきたいという話でございます。この卵はつなぎとしてのみ

ならず、触感向上、ふんわり感を出すために使っておりますけれども、実態を調べまし

たところ、JAS 品ではない、非 JAS 品の世界になりますが、粉末卵を使っている実態

がございまして、品質的には変わらないということから、ここに追加をさせていただき

たいと考えています。それから、粗ゼラチンを追加する案です。粗ゼラチンと申します

のは、豚の皮を煮詰めて脂肪を取り除いたものでございまして、余り精製をしているも

のではございません。ゲル状のもので、つなぎプラス触感向上、ぷよぷよ感があるとい

いましょうか、そういうものでございまして、ここも実態等を踏まえまして追加をさせ

ていただきたいというものでございます。 

 それから、「米発酵調味料」の後の部分が少し変わってございます。まず改正案の方

から説明させていただきますと、「米発酵調味料等」ということで「等」を入れてござ

います。実態を調べましたところ、オイスターソースでありますとか、野菜飲料、また

は XO 醤とか豆板醤だとかいうものを使用する実態もあることから、ここを認めさせて

いただきたいという話でございます。それから、右側との関係でいきますと、現行と対

比させますと「並びに」から「使用するもの」までを削ってございます。これは、１％

以下ということで限定をかけていたのですけれども、実態を確認しましたところ、調味

料でございますので、そんなに多く使うものはないということから、この規定を置く必
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要がないという考えに至りまして、ここを削除させていただきたいというものでござい

ます。表の下でございますが、標準も同様にさせていただきたいというものでございま

す。あと、第３条（チルドハンバーグステーキの規格）上級のところを見ていただきま

すと、原材料として、括弧内がございますけれども、ソースとか具は含まない、その中

においての割合がちゃんと明確になるようにする観点から規定をさせていただきたい

と考えております。 

 それから、10－７でございます。「３ 測定方法の改正」でございます。「粗脂肪の測

定方法について、分析妥当性が確認された方法を詳細に規定する。」というものでござ

います。10－７から 10－８にかけまして、この改正案をお示ししているところでござ

います。 

 それ以外の関係を少し説明させていただきますと、10－11 を開けていただけますで

しょうか。食品添加物のところで、左側を見ていただきますと二重線が入ってございま

す。これは、部会でお示ししたものから変更があるものを示してございます。部会では

食品添加物の改正案について御審議いただいたところでございます。これは後ほど説明

をさせていただきますけれども、そこの部分を変更しないというところで、今、この調

査会にお諮りしてございますので、そこで波線をつけて「（略）」とさせていただいてお

ります。 

概要は以上でございまして、今、申しました部会の議論、それから、部会との変更点

はどういうことかを説明させていただきます。10－16 を開けていただけますでしょう

か。会長から御説明がございましたように、平成 21 年 11 月４日に御審議いただいてい

るものでございます。そのときの委員名簿が 10－17 でございます。 

 部会で御審議いただいた内容からの変更点を説明させていただきますと、チルドハン

バーグステーキの日本農林規格につきましては、今、申しましたように、平成 21 年 11

月４日の部会におきまして、定義、原材料、食品添加物、分析方法の改正案について御

審議をいただきました。その後、パブリックコメントの募集も行いました。先ほど申し

上げましたように、定義につきましては、対応する品質表示基準がございました場合、

そこも併せて改正する必要がございますので、消費者庁に対しまして改正を要請いたし

まして、消費者委員会で議論を行っていただきました。 

部会案でパブリックコメントの募集を行いました。部会案には食品添加物の改正が含

まれておりましたけれども、食品添加物につきましては、農産物漬物や果実飲料でも説

明させていただきましたように、JAS 規格の制定・見直しの基準の改正議論の中で、そ

の取扱についても御検討いただく、御議論いただくことにしてございますことから、食

品添加物の部分につきましては、変更しない案、要するに、現在のままの案ということ

で、この調査会に諮らせていただいたところでございます。パブリックコメントの結果

でございます。10－18 を見ていただけますでしょうか。平成 21 年 11 月 25 日～12 月

24 日まで１か月間行いました。受付件数は３件でございまして、業界団体が１、製造
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業者が１、個人が１でございます。10－19 を見ていただけますでしょうか。このとき

の案でございますけれども、先ほど申しました食品添加物について、改正を行う案で意

見を求めておりましたので、上の１件は現行どおりとすべきという御意見でございます。

その下の２件は、これまで説明させていただいたとおりでございます。御意見に対する

考え方は、これまで説明させていただいたとおりでございます。以上がチルドハンバー

グステーキでございます。 

 続きまして、「チルドミートボール」につきまして、資料 11 を用いまして説明をさせ

ていただきます。 

 11－１は諮問の関係でございますので、説明を省略させていただきます。 

 １枚めくっていただきまして、11－２を開けていただけますでしょうか。「１ 趣旨」

の該当部分を読み上げさせていただきます。標準規格の性格を有するものとして所要の

見直しを行うこと。また、「２ 内容」でございます。チルドミートボールの日本農林

規格について、現在の製造の実態等を踏まえ、（１）食肉の原材料に占める重量の割合

が 50％を超え、植物性たん白の原材料に占める重量の割合が 20％以下のものに限りチ

ルドミートボールの定義に含まれる旨規定するというものでございます。この 50、20

というパーセントの数値はハンバーグのところとも同じでございます。（２）チルドミ

ートボールに使用できる食品添加物以外の原材料の種類について、使用実態及び必要性

を踏まえ追加及び削除を行うというものでございます。後ほど説明させていただきます

けれども、先のハンバーグステーキと同じ改正でございます。（３）粗脂肪の測定方法

について、分析妥当性が確認された方法を詳細に規定する等の改正を行うものでござい

ます。 

 11－３を開けていただけますでしょうか。まずは「１ 規格の位置付け」でございま

す。読み上げさせていただきますと、チルドミートボールは、消費者が日常的に消費し

ており、一定の品質が期待されることから標準が必要と考えてございます。「２ 生産

状況及び規格の利用実態」「３ 将来の見通し」「４ 国際的な規格の動向」を考えまし

て、チルドミートボールの日本農林規格は「標準規格」として位置付けることが適切で

はないかと考えているところでございます。 

 「２ 生産状況及び規格の利用実態」でございますが、認定製造業者数は残念ながら

ゼロになってございます。生産数量及び格付数量の推移でございますが、平成 21 年、

平成 22 年と１未満になってございます。他法令での引用は特にございません。 

 「３ 将来の見通し」でございますが、平成 23 年９月に認定製造業者がなくなった

ことから、24 年度以降の格付は現状からすればないと考えざるを得ないと思っており

ます。 

 「４ 国際的な規格の動向」は、国際規格はございません。ここも格付率が１未満と

いう状況、認定事業者数がゼロという状況において、なぜ「標準規格」として位置付け

ると考えるのかということを少しだけ説明させていただきますと、現在は確かに認定事
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業者は存在しないのですけれども、ハンバーグステーキとミートボールがかなり似てい

る規格になっておりまして、ハンバーグステーキをつくりながらミートボールをつくっ

ているという事業者も過去にはいっぱいいらっしゃいました。そういう意味では、ハン

バーグステーキを製造する認定事業者の中には、ミートボールを今後つくっていただけ

る事業者がいらっしゃるのではないかということ。それから、今回、一部原材料の見直

しを行いますので、もしそれをお認めいただければということでございますけれども、

今後、格付を受ける可能性があるのではないかということから、もうしばらく様子を見

させていただけないかと考えまして、標準規格として位置付けることが適切ではないか

と、考えているところでございます。 

 概要でございます。11－４を開けていただけますでしょうか。「１ 定義の改正」で

ございます。読み上げさせていただきますと、「チルドハンバーグステーキの定義と同

様に、食肉の原材料に占める重量の割合の下限及び植物性たん白の原材料に占める重量

の割合の上限を規定する。」というものでございます。第２条を見ていただきますと、

１、２と書き分けています。１がミートボール本体のものでございまして、その中に括

弧書きで 50％、20％と入れているものはハンバーグステーキと同じつくりでございま

す。ただ、ハンバーグステーキとちょっと変えておりますのが、ミートボールの改正案

のところでございます。真ん中よりちょっと下でございますけれども、「野菜をみじん

切りしたもの」が入ってございます。ハンバーグステーキには既に入っていたのですけ

れども、ミートボールではこの表記が抜けておりましたので、整合性を取る形から入れ

ております。それから、11－４の下でございます。２のソースの部分を明確にしている

ところでございます。「砂糖類」の後の表記、加工食品品質表示基準の整合性を取ると

いうものはハンバーグステーキと同じでございます。 

 それから、11－５を開けていただきまして「２ 規格の改正」でございます。「食品

添加物以外の原材料について、調味料の限定を外す等。」でございます。まず、４番の

つなぎのところでございます。粉末卵と粗ゼラチンはハンバーグステーキと同じでござ

います。11－５の一番下から 11－６にかけての「米発酵調味料」に「等」を入れる部

分と、実態を踏まえまして１％という制限を外すのも同じでございます。 

 また、11－６の「３ 測定方法の改正」につきましても、分析妥当性が確認された方

法を詳細に規定するということでは同じでございます。 

 11－12 を開けていただけますでしょうか。主な改正概要には入れていない部分を説

明させていただきますと、11－12 の「食肉」のところでございます。右側に「特段の

定めのある場合を除き、」とありますが、それを今回、削除させていただきたいと思っ

ています。この理由でございますけれども、特段の定めは今までにしておりませんで、

今後も想定されないことから、ここを削除させていただきたいというものでございます。 

 部会での審議の状況でございます。11－14 を開けていただけますでしょうか。11 月

４日にチルドハンバーグステーキとともに御審議いただいております。11－15 がその
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ときの部会の委員名簿でございます。 

 部会からの変更点はハンバーグステーキと同じでございますので、説明は省略をさせ

ていただきます。 

 パブリックコメントの結果でございますが、11－16 を開けていただきますでしょうか。

１か月間行いまして、３件、これはハンバーグステーキと同じでございます。概要でご

ざいますが、11－17 を開けていただけますでしょうか。これもチルドハンバーグステ

ーキと同じでございます。説明は以上でございます。 

○阿久澤会長 どうもありがとうございました。チルドハンバーグステーキ及びチルドミ

ートボールの規格見直し案につきまして、御意見、御質問等ございましたら、お願いし

たいと思います。どうぞ、古谷委員。 

○古谷委員 10－５ページと 11－５ページの原材料の４のところで若干変わっている個

所について、実態上のことは御説明いただきましたが、良質な製品を提供するという観

点ではどうなのかを教えていただきたく思います。 

○阿久澤会長 事務局、お願いいたします。 

○筬島上席表示・規格専門官 失礼いたしました。まさに良質な製品を提供するという観

点からの改正でございまして、説明が抜けておりました。申し訳ございませんでした。 

○古谷委員 問題ないということですね。 

○阿久澤会長 どうぞ、受田委員。 

○受田委員 方向性は全く異論ございません。細かいところで恐縮なのですけれども、両

方とも脂肪の分析でソックスレーの抽出について記述がございます。例えば、10－７に

「脂肪の抽出」というのが２番でありまして、そこの（１）の下から３行目に「ひよう

量」という言葉があります。「ひよう量」と平仮名にするのであれば、「よ」が大きいの

は非常に気になるのです。これは新旧対照表で見ると旧も「ひよう量」はおかしいので

すね。ですから、法規的に訂正をされる場合に、数か所ありますので、御確認をいただ

くか、あるいは漢字表記もあり得るのかなと思いつつ、気になるところは指摘させてい

ただきました。 

○阿久澤会長 この点、いかがなのでしょうか。 

○筬島上席表示・規格専門官 現在の、この書きぶりにつきましては、学術的なものと若

干齟齬があるのかもしれませんけれども、法令チェックを受けた上でこの表記ぶりとな

っているものです。 

○光吉表示・規格課長 法令は特殊な書き方をしていることが結構ありまして、例えば、

10－６ページを見ると「しようゆ」と書いています。小さい字を書かないで、大きい字

を書くやり方で、昔からやっています。法令上の審査等、これからやっていきますので、

その過程の中でちゃんと検討していきたいと思います。 

○阿久澤会長 どうもありがとうございます。どうぞ、菅委員。 

○菅委員 趣旨から少し外れてしまうかもしれないのですが、チルドミートボールの規格
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を使用しているところが全くないということで、先ほどの豆乳のところでは、製造業者

がなくても、製造を委託している場合に、これを基準といいますか、基に委託している

というお話があったのですけれども、こちらのチルドミートボールはそういった実態は

どうなのでしょうか。 

○阿久澤会長 事務局、お願いいたします。 

○筬島上席表示・規格専門官 その点、まだ十分に把握できておりませんので、その点を

把握するという観点からも、まず標準規格として位置付けさせていただきたいと考えて

いるところでございます。 

○阿久澤会長 よろしいでしょうか。そのほかございますでしょうか。それでは、ほかに

ございませんようですので、「チルドハンバーグステーキの日本農林規格」、そしてチル

ドミートボールの日本農林規格」につきまして、先ほど受田委員からありました表記に

つきましては、もし修正があるようであれば、委員長に御一任いただきたいということ

を含め、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」と声あり） 

○阿久澤会長 それでは、異議がないということで、その旨、報告いたします。 

 続けて審議させていただきます。（２）の「食品衛生法第 19 条第１項の規定に基づく

表記の基準に関する内閣府令の施行等に伴う日本農林規格の一部改正について」を審議

いたします。それでは、事務局から資料の説明をお願いいたします。 

○筬島上席表示・規格専門官 資料 12 でございます。長いタイトルがついているもので

ございます。 

 12－１でございますが、ここは諮問でございます。同じでございますので、説明を割

愛させいただきます。 

 12－３でございます。「１ 趣旨」を読み上げさせていただきます。「食品添加物の表

示について、食品衛生法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 23 号。以下「施行規則」とい

う。）の規定が削除されるとともに、食品衛生法第 19 条第１項の規定に基づく表示の基

準に関する内閣府令（平成 23 年内閣府令第 45 号。以下「内閣府令」という。）が施行

され、さらに、内閣府令が一部改正（平成 23 年内閣府令第 51 号。以下「改正内閣府令」

という。）されたことから、当該規定を引用している日本農林規格の改正を行う。」とい

うものでございます。 

 「２ 内容」でございますが、「次に掲げる９日本農林規格について、食品添加物の

表示の規定に係る施行規則の引用規定を改正内閣府令の規定に改正する。」というもの

でございます。 

 先ほど、果実飲料のところでちょっと説明させていただきましたけれども、もう一度

説明させていただきますと、12－４を開けていただけますでしょうか。９つのうち、ま

ず食用植物油脂の日本農林規格でございます。第 16 条の「表示の方法」ということで

規定してございますが、食品添加物の表示につきまして、現行の部分を読み上げさせて
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いただきますと、「原材料に占める重量の割合の多いものから順に、食品衛生法施行規

則（昭和 23 年厚生省令第 23 号）第 21 条第１項第１号ホ及び第２号、第 11 項並びに

第 12 項の規定に従い記載すること。」となってございます。それが、改正案を見ていた

だきますと「原材料に占める重量の割合の多いものから順に、食品衛生法第 19 条第１

項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令（平成 23 年内閣府令第 45 号）第１条第

２項第５号及び第４項、第 11 条並びに第 12 条の規定に従い記載すること。」と改める

ものでございます。厚生省令が内閣府令に変わっていることと、施行規則が表示の基準

になっているということで、その部分を整合性を取る形で改正しているというものでご

ざいます。このアンダーラインの中身がどういうものかということを少しだけ説明させ

ていただきますと、例えば、法文をもっと読みやすく、理解しやすいような用語を用い

て正確に行いなさいだとか、表示に当たっての基準といいましょうか、考え方といいま

しょうか、そういうものを記載しているものでございます。 

 12－５では、植物性たん白の日本農林規格において、第３条、第４条において同様の

改正を行わせていただきたいということ。 

 それから、12－６で、ハンバーガーパティの日本農林規格において、第３条で同様の

改正をさせていただきたいということ。 

 それから、12－７におきまして、食用精製加工油脂の日本農林規格において、その第

３条において同様の改正を行いたいこと。 

 それから、12－８で、精製ラードの日本農林規格におきまして、第３条、第４条で同

じ改正を行いたいということ。 

 それから、12－９のショートニングの日本農林規格におきまして、第３条において同

様の改正を行いたいこと。 

 それから、12－10 におきましては、果実飲料の日本農林規格、これは先ほど説明さ

せていただいたものでございます。 

 それから、12－11 で農産物缶詰及び農産物瓶詰の日本農林規格におきまして、第４

条におきまして同様の改正をさせていただきたい。 

 最後でございますが、12－12 でパン粉の日本農林規格におきまして、第３条におき

まして同様の改正を行わせていただきたいというものでございます。説明は以上でござ

います。 

○阿久澤会長 どうもありがとうございました。ただいま説明いただきましたが、これは

形式的な改正ということで、特に御意見もないかと思いますが、何かございましたら、

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、その旨、報告いたします。 

 それでは、今までの審議の結果の確認をお願いいたします。 

（審議結果（案）配付） 

 それでは、議題（１）と（２）の審議結果につきまして、確認いたします。ただいま

配付された報告（案）は、いずれも原案どおりということになっております。いかがで
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しょうか。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○阿久澤会長 それでは、お配りいただいたものの一番上に「案」と書かれておりますが、

この案を取って報告することといたします。 

 それでは、休憩を取ります。40 分再開ということで、休憩を取らせていただきます。 

 

（休  憩） 

 

○阿久澤会長 それでは、委員の皆さんおそろいですので再開させていただきます。 

 続きまして、議題（３）の「JAS 規格の制定・見直しの基準の改正について」です。

それでは、事務局から御説明願います。 

○筬島上席表示・規格専門官 それでは、資料 13 を使いまして説明をさせていただきた

いと思います。資料 14 は現行の基準でございまして、資料 13 はその見え消しになって

おりますので、13 の方を使って説明をさせていただきたいと思います。改正箇所を読

み上げるような形で、それに若干補足説明をさせていただきながら説明をさせていただ

きます。 

 まず、２行目のところで「規定」を「規程」に変えさせていただきたいと思います。 

それから「Ⅰ JAS 規格の制定・見直しの基準」の「１ 規格の性格の明確化」でござ

います。この改正の趣旨でございますけれども、前回御議論いただきました存廃の判断

基準の明確化という部分をどこに位置付けるかというのが１つございました。単純に存

廃云々という言葉ですと、裏の 13－２の「廃止を検討するに当たっての基準」がある

のですが、前回、丸山委員から、最近、農水省でつくった規格はなかなか使われていな

いのではないかというご指摘がありました。規格として普及の必要性や重要性の把握と、

そういう観点からの検討が必ずしも十分でなかったことに起因するのではないかと考

えまして、まず規格として普及すべきということを明確に打ち出していく、普及の重要

性に係る検討を行なうことの明確化が要るのではないかということから、ここにその旨

を記載させていただいたところでございます。 

 前回、存廃の判断基準の明確化につきましては、例示という形で示させていただきた

いと申し上げさせていただきました。その例示は、平成 16 年の在り方検討会の報告を

一部使えればということを申し上げさせていただきましたので、「考慮し、」以下のとこ

ろでございますけれども、在り方検討会の表現をよりわかりやすい形にして入れてござ

います。 

 それ以外の改正点でございますが、その２行上の利用実態のところでございます。先

ほど来、格付率やマークだけではなくて、どのように使われているかを確認していく必

要があるのではないかと説明させていただいたところでございます。ここで「利用率」

という言葉を入れてございます。この利用率というのは、取引において、どの程度、例
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えば、JAS 規格相当品でありますとか、JAS の数値の基準以上であるとか、そういう

ふうに具体的に使われているというものを数的に把握できるならば、それらを「利用率」

としてカウントしましょうというものでございます。それ以外でありましても、取引で

こういうふうに使われているといった積み重ねも多分あると思われますので、そういう

こともカウントする観点から、「等」という言葉も入れているところでございます。そ

こがまず１点目でございます。そういう意味では、規格の性格の明確化の部分につきま

しては、存廃の判断基準の明確化という前回お示ししたところを、ここに加筆して改正

案としてお示しさせていただいているところでございます。 

 「（１）特色規格」のところでございます。「プロセス」を「行程」に置き換えてござ

います。プロセスと言いましたとき、いろいろな意味があるのではないかということか

ら、明確化しようということで入れてございます。この「行程」でございますけれども、

「工程」もあり得ると思っておりますが、例えば、生産行程管理者ということで、既に

我々、用語として使っているものもございますし、こちらの方がより広い概念になり得

るのではないかということから、「行程」と示させていただいております。 

 それから、特色規格で「特色があるものと認められるもの」としますと、若干トート

ロジーになりかねないということから、書きぶりを工夫しまして「明確化された特色を

有しているもの」と書き直しをしてございます。 

 その下、２行でございます。「この場合、JAS マークに近接して表示することを推奨

する特色の内容を定める。」を削っておりますけれども、この中身は、先ほどりんごス

トレートピュアジュースのところで説明させていただきました中身でございます。ここ

を削除して何か問題が起きるのではないかという御懸念もあるのではないかと思いま

すけれども、案を検討する段階でここを十分踏まえてやっていただければ大丈夫だと思

われますし、今のこの書き方だと、よくわからないというのが多分出てくるのだと思っ

ておりますので、それらの点を勘案しまして、ここは削除します。しかしながら、実質

上、規格の検討には影響がないような形、つまり、原案を検討する際におきまして、そ

こはしっかりやっていただくということでもって担保していきたいと考えてございま

す。裏にいきまして、先ほど規格として普及すべきだということが大事だと申し上げま

した。１番のところを見ていただきますと、現在の規格の見直しの関係が中心に書かれ

ております。新しく規格をつくるときも、当然、普及ということを考えなければいけな

いということから、13－２を見ていただきますと、イで「その普及について」を入れま

して、新しい規格についても、普及の必要性だとか重要性を考える必要があるのだとい

うことを入れさせていただきたいと思ってございます。 

 それから「３ 規格見直しの基準」のところでございます。「（１）廃止を検討するに

当たっての基準」でございますが、ここも先ほど来説明しておりますように、JAS 規格

として普及すべき「特色規格」なのか、あるいは普及すべき「標準規格」なのかという

ことがまず大事だということでございますので、その旨を入れさせていただいておりま
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す。その２行下には、関係がわかるように「当該」と入れております。 

 「（２）改正を検討するに当たっての基準」でございます。「その際、」というところ

では、前回お示しした資料の２番目として「遵守義務のある規格等との関係整理」とい

うところで説明させていただいたところでございます。半ばそのとおり書かせていただ

いているところでございますけれども、「その際、遵守義務のある規格等との関係を考

慮して必要な整理を行う。」と入れてございます。これは、遵守義務のある規格等との

関係ということでは重なっている部分もあるということを説明させていただきました

けれども、その内容をちゃんと考慮し、その上で所要の整理を行うという意味でござい

ます。 

 今度は「ア 消費者向けの規格」でございます。ここで「消費者ニーズに対応した製

品を提供する観点」の後に括弧を入れてございます。この中身も、遵守義務のある規格

等との関係整理で前回お示しさせていただいたところでございます。前回、この関係に

つきましては、野々山委員から、インターネットで情報提供するというのは大手でもう

進んでいるのではないかというお話がございましたけれども、規格を普及させていく、

中身を普及させていくという点では、大手だけではなくて、中小の事業者の方にもこの

取組をやっていただくことを進めていく必要があることから、「インターネット」とい

う言葉は外してございますけれども、「食品添加物の使用が必要かつ最小限であること

を消費者に伝える」ことを現行に代えて書かせていただいているところでございます。 

 あと「製品の特性を踏まえ」ということで申しますと、今までは個々の商品ごとに食

品添加物を必要かつ最小限にするにはどうしましょうかという議論をいただいた部分

もございましたけれども、情報を伝えていくということは、規格の性質ではなくて、す

べての加工食品に求められていく部分がございますので、「製品の特性を踏まえ」とい

う表現を削除しているものでございます。 

 それから「Ⅱ その他」のところでございます。ここは、前回お示しさせていただい

た部分からいきますと、「新しい切り口の規格の検討」の部分が該当するところでござ

います。前回、受田委員から、標準規格と特色規格、例えば、標準規格にはミニマムの

基準という性格も一部にはあると思っていますけれども、そういう規格と考え、特色規

格を差別化規格だと考えますと、両者の関係は半ば反するような関係と言えるかもしれ

ない。それに新しい規格が入ってくると、関係の整理がなかなか難しい部分があるので

はないかという御指摘をいただいたかと思ってございますので、13－１から 13－２の

上にかけてのところに書くのではなくて、「その他」としまして、ちょっと読み上げさ

せていただきますと、「新しい切り口の JAS 規格（例えば、いくつかの種類の農林物資

にまたがって適用される規格等）の制定について審議する場合は、『特色規格』又は『標

準規格』に当てはまらない場合があり得ることから、その場合は必要に応じて新たな基

準を定めるものとする。」と入れさせていただけないかと考えております。つまり、現

行の基準で読める分は制定の基準を適用していただければいいのですが、読めない部分
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が出てくる可能性がありますので、そこについては新たな基準で対応していただくこと

をお願いしたいということでございます。 

 それから、２番のところで若干の表現ぶりの調整を行っているところでございます。 

 あと、３番は、もし今日御審議の上、これが制定いただければ、切りのいい日からと

いうことで、３月１日から適用いただくことはいかがでしょうかということで記載をさ

せていただいているところでございます。雑駁でございますけれども、説明は以上でご

ざいます。 

○阿久澤会長 どうもありがとうございました。今回は前回からの継続でございまして、

ただいま前回の議論を踏まえた見直し案ということで説明がございました。見直しの基

準（案）ということで、御質問、御意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。

古谷委員。 

○古谷委員 前回参加していなかったため、誤解もあるかもしれないのですが、確認を２

点ほどさせていただきたいと思います。 

 まず１点目なのですが、13－２の３の（２）のアの「食品添加物の使用が必要かつ最

小限であることを消費者に伝える」という記載の仕方について、これ自体は私は大賛成

ですが、おっしゃったように、内容が規格の性質ではないので、ここで書くのが妥当な

のか、実は違和感があります。 

 少し説明をすると、必要かつ最小限であることを伝えるということは、必要かつ最小

限というのと、それを伝えるという２つの内容を含んでいるのでしょうか、必要かつ最

小限は当然の前提で、それを伝えるということを入れたということになると、前のもの

と全く違いますね。 

 ２点目なのですが、Ⅱの新しい切り口のところで例示があるのですが、全く違う切り

口で、食品のリコールの判断基準であるとか、あるいはリコールのお知らせの社告のよ

うな基準といったものが例として考えられるのでしょうか。そうした場合には、実は

JAS 法の改正も視野に入れることになると思いますが、それらを想定しているのかにつ

いて教えていただきたいと思います。 

○阿久澤会長 それでは、事務局、お願いいたします。２点ございます。 

○筬島上席表示・規格専門官 まず１点目でございますけれども、ここは、食品添加物の

使用を必要かつ最小限にすることは引き続きやっていただく、その取組みの情報を出し

てくださいということでございますので、新たな概念とか、中身を変えていくとかいう

ものではございません。ですので、引き続き、この位置付けに書いているところでござ

います。 

 それから、２点目の話でございますけれども、この見直しの基準は現在の制度の中に

おいて規格をどう見直していくかということでございますので、必ずしも改正云々を前

提にしているものではございません。ただ、新しい切り口というのはどういうものかと

いうのは、これからの議論も当然出てくるかと思いますので、私どもも十分お示しでき
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ていない部分があって、そこは申し訳ないと思いますけれども、今後の議論を私どもと

してはまちたいという部分もございます。と申しますのは、具体的にここが新しい規格

ですよ、分野ですよと入れてしまいますと、それに制約されてしまう可能性があるもの

ですから、それに制約されることなく、消費者にとって、あるいは事業者にとってより

使い勝手のいい規格をつくっていただくというのが筋だと思っていますので、具体的に

は例示ということでは余りお示しをしない方がかえっていいのではないかということ

で、こういう記載ぶりとしているところでございます。 

○光吉表示・規格課長 個別の話でリコールのお話をいただきました。消費者委員会から

御指摘をいただいて、私も委員会に出席して御説明いたしました。法律云々とか、JAS

だとかいうこともちょっと絡ませていろいろ考えようと整理していたのですが、この問

題はもたもたしていないで、JIS の方で規格がありますので、JIS の規格をちゃんと食

品の事業者の方々も知った上で取り組んでくださいというのをとにかく急いでやった

方が、これは大事ではないかというふうに整理しました。それで通知の形で農林水産省

から各事業者の方に、JIS をよく見て取り組んで下さいという整理をしたところです。

ですから、これ自身、規格化というのは、この段階では考えていません。その取組みが

大事なことは勿論ですけれども、スピードの方が大事だということで、その問題につい

ては一応、整理をしたところです。 

○阿久澤会長 どうもありがとうございました。そのほか、ございますでしょうか。受田

委員。 

○受田委員 改廃に当たって見直しをする１つの大きな動機が利用率、格付率というとこ

ろにこれまであったかと思います。格付率に関しては、実態として非常に比率が低いも

のがあるのだけれどもという御説明も今日ございました。そうなってくると「利用率」

という言葉が持っている意味が非常に重要になってくるかと思います。この利用率の定

義なるものがない状況で、また、こういった格付率と利用率をにらみながら改廃の議論

をするとなれば、見直しの基準としては少しあいまいになってくるのではないかという

懸念がございます。 

 併せて、13－２に「普及」という言葉があったのですけれども、格付率と利用率、こ

れを併せて促進することが「普及」という言葉になるとするならば、あいまいさを少し

払拭するヒントがこの言葉にもあるような気がいたします。運用上これをどう改廃に対

する見直しの基準にしていくかというところの議論で、多分、またいろいろな見方が出

てくるかと思いますので、この基準づくりにおいては少し御議論いただいた方がいいの

ではないかと感じました。 

○阿久澤会長 格付率、利用率に関するところで、事務局からそのお考えをお願いいたし

ます。 

○筬島上席表示・規格専門官 今の御指摘の点につきまして回答させていただきます。委

員の皆様には御理解いただいていると思いますけれども、規格を見直す際につきまして
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は、まず調査を行います。この調査を踏まえつつ改正案をつくるというのが流れです。

この調査ですが、新省令に基づくもので、一定の要件を満たす調査実施法人に対しまし

て、大臣から調査を指示いたしまして、調査結果が上がってくるという仕組みになって

ございます。指示の中で何を調査するかということは示しますので、御指摘の利用率に

つきまして併せて示していきたいと考えています。 

 それから、新しい規格の普及というところでは、まさに規格としてどう普及させてい

くのかとか、普及の見込みをどう考えるのかが大事になってきますので、この点もまず

調査の段階でどう考えていくべきかということを指示していきたいと考えております。 

○阿久澤会長 どうもありがとうございました。受田委員、よろしいでしょうか。まだす

っきりしないところがあるかもしれませんが、どうぞ。 

○受田委員 個別にそういうふうに議論していけばいいのだろうと思うのですけれども、

いわゆる標準規格として JAS の規格があるがゆえに全体の品質が向上していっている。

例え格付率が低くても、機能しているのだと、これが「利用率」という言葉の広義の意

味になっていくのではないかと思うのです。とするならば、それをどれだけ事業者の

方々が意識をしたものづくりをされているかというところがさっきの調査の段階で数

値として明確になっておれば、全く異論はございません。 

○阿久澤会長 何かありますか、事務局。ありましたら、どうぞ。 

○筬島上席表示・規格専門官 御指摘といいますか、サジェスチョン、どうもありがとう

ございます。ただ、先ほど申しました利用実態が利用率だけではなくて、いろいろな取

組みという、半ば定性的なものもあり得るかと思ってございますので、その点も調査の

段階では指示して、それも加味したものでまた案をつくり、御報告し、御審議いただき

たいと考えております。 

○阿久澤会長 どうもありがとうございました。菅委員、どうぞ。 

○菅委員 見直し基準の書きぶりというところまではいかないのですけれども、今後、新

しい規格基準を考えていくときに、どう普及させていくかという辺りの話でちょっと意

見があるのです。今、表示は一元化の見直しをされているところなのですが、多くの方

は、表示というのは、そのものを書いてしまうということで、そこに全部表示してしま

うことで消費者に情報をと考えられているのかなと、消費者庁で行われている議論を聞

いていますと、そういうふうに思うのです。 

 一方で、JAS 規格は、今、受田委員がおっしゃられたように、食品の品質自体の向上

が図られていれば、表示のところですべてを網羅しなくてもいい部分は必ず出てくるよ

うな気がしておりまして、原料原産地の拡大であるとか、それから、先ほどちらっと出

ましたけれども、放射性物質を表記した方がいいのではないかという辺りの議論は盛ん

にされているかと思うのですが、場合によっては JAS の規格で、それが担保できる商

品であるということを規格化するようなことも考えられるのではないかと思うのです。 

そういうものがつくれれば、事業者の方があえて表示して、世間一般に、あたかも表示
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されることが安全につながるというようなことから、そうではなくて、ほかの商品との

差異をつけるときに、自分たちに有利なものとしてはこれなのだということを、取組み

ができるようなものを担保するような JAS 規格みたいなところが問われてくるのでは

ないかと思うのです。それが事業者に普及できるのではないかと考えておりまして、そ

の辺がうまく規格できるような書きぶりといいますか、今、なっていると言えばなって

いるのではないかと思うのですが、そんなふうに考えています。 

○阿久澤会長 どうもありがとうございます。どう普及させていくかという大きな問題に

対する１つの御指摘かと思いますが、事務局から何かございましたら。 

○筬島上席表示・規格専門官 貴重な御意見ありがとうございます。御意見を今後の業務

の参考とさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○阿久澤会長 林委員、どうぞ。 

○林委員 単純な質問なのですが、13－１の下から２行目に「消費者」「実需者」という

言葉が出てきまして、それを受けたような形になって、13－２の３の（２）のイで「実

需者向けの規格」となっているのですが、実需者というのは、言葉の定義としてどうい

う人を対象にされているのでしょうか。 

○阿久澤会長 事務局、よろしくお願いいたします。 

○筬島上席表示・規格専門官 13－１でいきますと、消費者、生産者、製造者ございます

けれども、それ以外の方、例えば、業者間の取引の部分の方とか、流通の業者、卸の方

とか、概念としてはかなり広いものが入ってございます。 

○林委員 そういう感じでいくと、13－２の「実需者向けの規格」のところに性能規定化

が入ってくるのは合わないのではないかと思うのです。 

○筬島上席表示・規格専門官 13－２のイの実需者ですが、強度とか耐久性は、林産物関

係を念頭に置いて、これに関する実需者という意味で使っています。食品につきまして

は、業者間の取引の部分でありましても、最終的には消費者に渡っていきますので、消

費者向けという整理の中に位置づけることも可能と考えられたことから、イにおいては

林産物関係を規定しているところです。 

○阿久澤会長 それでは、村瀬委員、お願いいたします。 

○村瀬委員 先ほどの菅委員の論議に立ち戻りますと、もともと、格付率だとか、そうい

ったものにこだわらず、利用率、普及という形での打ち出し方をされるということで、

要は、業界として、ある一定のスタンダードを標準として、機能を JAS マークに限ら

ず普及させるという意味から言うと、非常に重要な役割を担っているとは思っています。

そのためには、前までは JAS の品質表示基準である義務の部分と、いわゆる JAS の規

格である任意の部分が一体となった形で、公平性だとか、スタンダードとしての担保が

非常にされてきたとは思っていますが、今、品質表示基準が分かれたということで言い

ますと、JAS の規格が任意ということで言うと、ある意味、公平性に欠ける部分も場合

によっては出てきているということだと思いますので、今回、普及、スタンダードとし
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て、JAS マークに限らず、利用率、業界の中で利用されているとか、そういうことを考

えた場合には、今、表示の一元化の論議が消費者庁でされていますけれども、それとの

論議を踏まえて、どうあるべきかというのを是非考えていきたいと思っております。 

○阿久澤会長 どうもありがとうございました。何かございましたら。 

○筬島上席表示・規格専門官 御意見につきましては業務の参考とさせていただきたいと

思いますけれども、基本的なところとしまして、JAS 規格はあくまでも任意の規格とし

て普及目標、場合によっては事業者の方々の技術といいましょうか、品質を上げていく

ということで、それを誘導していくという政策的な目標を持っていると思ってございま

す。一方、品質表示基準は、すべての事業者に商品選択のための情報ということで表示

を義務づけていくことになってございますので、そこはちゃんとした役割分担があるの

だと考えています。そういう意味で、品質表示基準が消費者庁に、JAS 規格が農水省に

と分かれたから、その関係がすぐにばらばらになるとか、変わるとかいうものでは当然

ないというふうには認識はしてございますが、いずれにしましても、一元化の動向を注

視していかなければいけないのは事実でございますので、繰り返しになりますけれども、

私どもとしましては、それを注視して、適切な対応を考えてまいりたいと思っておりま

す。 

○阿久澤会長 どうもありがとうございます。三善委員、どうぞ。 

○三善委員 言葉についての理解をお願いしたいと思うのですけれども、13－１の中段に

「標準規格」というのがありまして「原材料用に業者間で取引される品目で、一定の品

質が期待されるなど、」云々とあります。次に、13－２ページの（２）のイなのですけ

れども、「実需者向けの規格」ということで、「性能規定化（強度、耐久性等の材料の性

能に着目した規格の導入）、等級化等取引の合理化を図る観点及び」云々というのがあ

るのですけれども、品質というのは、性能とか品位というものを含んだ意味での品質な

のか、それとも、一般とは言えないかもしれませんけれども、木材製品などの場合は品

質と性能という両立でもってお互いの意味を理解したりしているわけなのですけれど

も、ここで 13－２にお使いの性能規定化というのは、品質の中における性能の規定化

という意味で理解するのでしょうか。 

○阿久澤会長 食品と木材の方では、取り方がちょっと違ってきているようにも思います

けれども、事務局、よろしくお願いいたします。 

○越野表示・規格課課長補佐 まず１点目の 13－１の「原材料用に業者間で取引される品

目で、一定の品質が期待される」ということでけれども、例えば、りんごの２倍濃縮果

汁であれば 20Ｂｘ以上となっています。それが一定の品質でございます。構造用製材

であれば、寸法が２インチ×４インチを基本とした構造と、そういうようなことで、こ

れが一定の品質の基準ということになります。 

 そして、13－２でございますけれども、品質の中に性能が含まれるのかということで

ございますけれども、法令上、品質の基準について定めることになっていますので、今、
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JAS 基準の中で定められている基準は全部品質の基準として扱っておりますので、従来

と変わることはないと考えております。 

○阿久澤会長 どうもありがとうございました。受田委員、どうぞ。 

○受田委員 もう一つ、違った視点からコメントさせていただきたいと思うのですけれど

も、今回、こうやって制定・見直しの基準を議論し、これで決定すれば、一定の期間、

これを運用していくことになると思います。つまり、中長期的にこの基準の見直しが

我々にとっては非常に重要な物差しになってくるわけです。その中で当然、国際的な規

格が動いていったり、消費者ニーズが変わっていったりということが予想されます。そ

のことを踏まえて１点、ちょっと引っかかるところがありますので、そこを指摘させて

いただきます。 

 先ほど菅委員から御質問が出ていた点でしょうか、ほかの委員の方でしたでしょうか、

食品添加物の使用が必要かつ最小限というお話がございました。ここの部分が明記され

て、消費者ニーズから考えれば当然だというのは十分理解をした上で、今後の動向とい

うところを踏まえて、これを明記する必要があるのか、あるいは少し検討すべきかどう

かという点で、私の個人的意見を言わせていただきたいと思います。 

 今、いろいろな食品添加物がございますけれども、その中で酸化防止剤というものが

どういう性能を持っているかということで、食品衛生法上、既存添加物に挙げられてい

るものの、言ったら公定法による測定、あるいは既存添加物の中に含まれる関与成分の

特定ということが厚生労働省側で展開をされております。私個人としては、厚生労働省

の科研のグループで、今年度で７年にわたりますけれども、あと２年、９年にわたって、

食品添加物の酸化防止剤の力価、これを公定法化すると同時に、既存添加物の関与成分

を明確化するというプロジェクトにかかわっております。この既存添加物の中には、御

承知のとおり、天然物由来のお茶であるとか、コーヒーであるとか、さまざまな天然素

材のものが既存添加物ということで酸化防止剤の中にくくられておりまして、ある意味、

これは今、機能性の関係の研究と相まって、どちらかというと健康増進に非常につなが

ってくる可能性のある成分群でございます。今後の国際的動向でございますが、もう委

員の皆様方御承知のとおり、一般的にまだ生鮮食品レベルではございますけれども、

ORAC 値というのが、酸化防止といいますか、抗酸化能を持っているという１つの指標

として、まだ標準化されておりませんけれども、アメリカから提案をされ、そして国レ

ベルでも AOU 研究会等で活発に議論されているという状況がございます。 

 私が申し上げたいのは、こういった生鮮食品を中心に、今後、酸化防止といいますか、

抗酸化能というのが、１つ、消費者のニーズとして、高ければ価値が上がるという時代

が間もなく来るのだろうという点です。これは国においても、国産の農産物を初め、そ

の食品の持っている価値を海外に売っていく場合に、１つの大きな価値になっていくこ

とが期待をされております。ですから、そういう方向が当然予想されるという状況にあ

ると思います。翻ってさっきの食品添加物の話に戻って、酸化防止剤が今後いろいろな
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視点から検討された結果、先ほどの ORAC 値を上げる上で、酸化防止剤の添加が、あ

る意味、好ましいというふうに見られる状況も出てくるのではないかと思います。そう

いう意味で、この基準の見直しをするに当たって、中長期的にさまざまな視点を盛り込

むとするならば、今、申し上げたような点を踏まえて「食品添加物の使用が必要かつ最

小限」という文言を入れておく必要があるのかどうか、少し慎重に見ておく必要がある

のではないかと、個人的に思いました。いろいろな御議論があると思いますけれども、

１つコメントさせていただきます。 

○阿久澤会長 御意見ありがとうございます。一定期間運用していく上において、「食品

添加物の使用が必要かつ最低限」という明記の必要性に対する御意見ですが、これに関

しまして、お考えをお願いいたします。 

○筬島上席表示・規格専門官 貴重なサジェスチョンをいただきまして、どうもありがと

うございます。 

 国際的な動向でありますとか、政策的な必要性についての御指摘もいただいたと思っ

てございます。実は、御存じでいらっしゃると思いますけれども、13－２の一番上のイ

のところを見ていただきますと、標準規格か特色規格のどちらかに該当する場合が条件

となりますが、新しい規格につきまして、「国際的比較の動向や消費者ニーズへの対応

等その普及について政策的な必要性が認められる場合」に制定するということがここに

記載されてございます。ORAC ということにつきましては、正直、必ずしも十分な知識

を持っておりませんので、どういう中身で、どういうふうにしていくのかというのがご

ざいますけれども、もしそこが今の基準になじむのであれば、このイのところで規格を

検討していくというのは当然考えられるものだと思ってございます。 

 また、もしここでなじまないといった場合には、先ほどの「Ⅱ その他」の１のとこ

ろに該当してまいりますので、そこについて御審議いただく際に、新しい切り口という

観点から基準を定めていただいて、そこで御審議いただくということでございます。 

 いずれにしましても、ちょっと勉強をさせていただきながら、今後、必要であれば見

直しの基準を変えていただき、現行の基準で読めるならばその規定に基づいて審議いた

だきたいと思っております。 

○阿久澤会長 野々山委員。 

○野々山委員 13－２の食品添加物についてなのですが、受田委員と重複するかもしれな

いのですが、必要かつ最小限であることを消費者に伝えるという点に関して、例えば、

JAS 規格は５年で１回見直しをするということなのですが、この必要かつ最小限という

ことに着目をして、それを伝えるということになると、JAS 規格においては認められて

いない食品添加物がひょっとしたら必要かつ最小限に該当するような場合は当然出て

くると思うのですが、これだけ表示した方がいい、表示した方がいいという動きの中で

言うと、５年に１回という見直し基準と、あと、使用を許可する食品添加物が、ある意

味、阻害してしまう可能性は出てこないのでしょうか。 



 
 

49

○阿久澤会長 どうもありがとうございます。この表記が阻害要因にならないかというこ

とですが、いかがでしょうか。 

○筬島上席表示・規格専門官 まだ具体的な規格の改定の中身について御説明できており

ませんので、そこがお示しできれば、場合によっては改正案を見ていただくのが一番い

いという話なのかもしれませんが、今、私どもが考えていますのは、現状もう食品添加

物の使用が必要かつ最小限になっていると認識していますが、その取組について情報を

伝えていただくということです。その際に、使用している個々の食品添加物については、

新たに認められたものがあり、それを使うことが、例えば、食品添加物の量を減らすこ

とにつながる場合、それを選択していくというのは当然と思っています。このため、理

由を付して、この食品添加物に代えて、こっちを使うことにしましたという情報を示し

ていただくことを促していきたいということです。それをやっていくことが結果的には

消費者の利益になると思ってございます。 

○阿久澤会長 よろしいでしょうか、野々山委員。どうぞ。 

○野々山委員 利用率と普及に関してなのですが、ほぼ標準規格における商品についてな

のですが、利用率というのは、すごく低いと言ったら語弊があるかもしれないのですが、

相当品も含めたらかなりの利用率かもしれないのですが、標準規格において JAS がつ

いているものは、煮干を含めたり、豆乳類を含めたり、実際はほとんど使われていない

ような状態の中で、この利用率を残していこうといったときに、今後、JAS の標準規格

といえども、あったからといって、それが普及につながり、かつ消費者の商品選択の自

由になるのかなという点はちょっと疑問に感じたのが１点あります。というのも、消費

者の商品選択の自由というのは、必ずしも現状において、JAS マークがあるから買おう

というのはなかなか難しいところがあって、むしろ普及しようという媒体においても、

JAS 規格はとてもいいものだから普及しようという啓発をしていくよりも、だれかがイ

ンターネットでこれはいいと言って、ぽんと進めた方がむしろ広がっていくぐらいのス

ピードの世の中がある状態で、どうやって消費者に JAS 規格を広めていくというのが

ちょっと見にくいのかなというのがあったので、その点を教えていただきたいと思いま

す。 

○阿久澤会長 お願いいたします。 

○筬島上席表示・規格専門官 何点か御指摘いただいたかと思ってございますけれども、

規格として普及すべきかどうかという点で申しますと、まずは事業者の方に使っていた

だく。その結果、消費者が購入なさる最終製品に反映されるという形でございますので、

この普及は、まずは事業者の方々に使っていただくというのが目的となっているところ

でございます。 

 私の説明が悪かったのだと考えておりますが、まずは規格のマークだけではなくて、

規格本体がどう使われているかということを考える必要があるのではないか。このため、

今回、これを考えるために、「利用率」という考え方を入れさせていただき、また、利
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用率だけではなくて、取引の現場でこのように使われているというような実例の積み重

ねをも勘案し、その上でどう普及していくか、普及の重要性があるか、ないかを、判断

していただくように改定いただきたいと考えているものです。その中で、普及として十

分でないといいますか、まだやらなければいけない点があるとか、こういう点を改正す

れば、もっと普及するようなことが議論されることにより、その裏返しで改正点が出て

くるわけです。規定が改定され、事業者の方々に規格を使っていただけば、結果的に消

費者の方々にも利益、メリットが出てくるという点を御理解いただければと思います。 

○阿久澤会長 どうもありがとうございます。よろしいでしょうか。皆さんからの質問も

含めまして、今後、参考とさせていただけるのではないかと思われる意見も多くいただ

いております。このほかなければ、原案どおり見直し基準を改正するということでよろ

しいでしょうか。どうぞ、三善委員。 

○三善委員 先ほどから、13－１の「規格の利用実態（格付率、利用率、他法令での引用

等）」ということで、平成 21 年８月 28 日の基準には「利用率」という言葉が出てきて

いないのですけれども、利用率といったときに、非常にいろいろな考え方が浮かびまし

て、率ということで、どうしても定量的にとらえてしまう。そういった面から考えたら、

利用状況とか、そういったような言葉で理解を求めるようにしておいた方がいいのかな

という懸念もしております。私からは以上です。 

○阿久澤会長 三善委員から、多くの方からの意見も踏まえてということで、「利用率」

を「利用状況」にしたらという御意見ですが、いかがでしょうか。 

○光吉表示・規格課長 機械的にばさっとやるということは、なかなかこういう世界にな

じまないというのはおっしゃるとおりなので、それは我々も心して考え、この場でも御

議論いただけるようにしたいと思います。 

 「利用状況」というのは１つの例としておっしゃったと思いますが、利用実態という

括弧の外とまるきり同じになってしまうので、言葉としてはちょっととらえにくいなと

いうのがあります。ここは「等」とありますので、別にこれだけではなくて、今、委員

がおっしゃっていただいたような状況、いろいろなファクターを考えていくという整理

にしています。 

 ただ、どうしても、数字的にとらえられるものは、格付率はわかりやすいのですけれ

ども、利用実態は、本当は余り使われていないのに、どこそこで使われていますとかい

って、ただ何もしないでいる、そのまま残ってしまうというのもいけませんから、把握

できるものはできるだけ把握できるように、できないことも結構多いとは思いますけれ

ども、そうしないとなかなか定性的に、何か必要だと言えば、必要だから今もあるわけ

ですから、ちゃんとそこはけじめがつけられるところはけじめをつけるという意味で、

数字の把握ができるところはしていきたいという思いもあります。ただ、それだけでは

なくて、いろいろなファクターを勘案しなければいけないということは十分承知して取

り組んでいきたいと思っています。 
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○阿久澤会長 どうもありがとうございました。それでは、再度伺います。原案どおりの

見直し基準の改正ということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○阿久澤会長 それでは、異議がございませんようですので、今後はこの基準に基づきま

して JAS 規格の制定・見直しを審議していくことになります。 

 次は議題の（４）の「その他」ということですが、事務局から何かございますか。 

○筬島上席表示・規格専門官 特にはございません。以上でございます。 

○阿久澤会長 それでは、長時間でしたが、本日のすべての議題がこれで終了いたしまし

た。円滑な議事進行に御協力いただきまして、ありがとうございました。議事進行を事

務局にお返しいたします。 

○筬島上席表示・規格専門官 本日は長時間の御審議、本当にどうもありがとうございま

した。本日御審議いただきました日本農林規格につきましては、速やかに告示ができる

よう、所要の手続を行ってまいりたいと思っております。ただ、冒頭申し上げましたよ

うに、法令的な観点から若干の変更があり得ることは御了知いただければと思ってござ

います。 

 次回でございますけれども、委員の方々の調整をさせていただいておりますけれども、

３月下旬を考えてございます。決定次第、御連絡するとともに、またホームページ等で

公表していきたいと思ってございます。 

 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。どうもありがとう

ございました。 
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