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１ 開  会  

 

２ 審議官挨拶  

 

３ 議  題  

（１）日本農林規格の見直しについて  

  ・集成材の日本農林規格  

  ・生産情報公表加工食品の日本農林規格  

 

（２）その他  

 

４ 閉  会  
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○筬島上席表示・規格専門官 ただ今より、「農林物資規格調査会」を開催させていただき

ます。 

本日は、委員の皆様方には、御多忙のところ御参集いただきまして、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、受田委員、菅委員、椋田委員が

所用のため御欠席です。12 名の委員のうち９名の委員が御出席されており、過半数を

超えておりますので、農林物資規格調査会令第６条の規定によりまして、総会が成立し

ていることを御報告申し上げます。 

また、本日は、集成材の日本農林規格及び生産情報加工食品の日本農林規格の見直し

原案を作成しました原案作成機関の事務局、独立行政法人農林水産消費安全技術センタ

ーから、関規格検査部長、また、同部の商品調査課の高井課長が出席していることを御

報告いたします。 

本調査会は、農林物資規格調査会運営規定に基づき、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、９名の応募がございまして、本日、傍聴なされておりま

す。 

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

たします。 

○阿久澤会長 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 新村でございます。委員の皆様方におかれましては、御多忙のところ、

この農林物資規格調査会総会に御出席いただきまして、厚く御礼申し上げます。 

２月の JAS 調査会で、JAS 規格の制定または見直しについて議論する際のガイドラ

インであります JAS 規格の制定・見直しの基準について、皆様に御議論いただきまし

て、改正されたところでございます。 

本日は、集成材の日本農林規格及び生産情報公表加工食品の日本農林規格について御

審議いただきますが、新しい基準に基づき御議論をお願いいたしたいと思います。 

なお、このうち集成材につきましては、柱などの耐力部材として住宅等に使用されて

いるものでございます。森林林業再生プランや公共建築物木材利用促進法の施行など、

木材の利用を推進している中で、本日の御審議が更なる木材利用につながることを期待

しているところでございます。 

以上、簡単でございますが、御挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いい

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、議題に入る前に、本日の総会の議事録署名人の指名を行います。調査会運

営規定により会長が指名することになっておりますので、今回は仲谷委員と夏目委員に

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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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 資料の確認をお願いいたします。 

議事次第、委員名簿 

資料１、日本農林規格の見直しについて「集成材」 

資料２、日本農林規格の見直しについて「生産情報公表加工食品」 

資料３、JAS 規格の制定・見直しの基準 

また、委員限りということで、傍聴の方にはお配りしてなくて恐縮でございますけれ

ども、委員の机の上に、規格調査の結果及び原案作成の会議の報告書「集成材」、同じ

く、規格調査の結果及び原案作成の会議の報告書「生産情報公表加工食品」、それから

集成材説明用資料というもの、最後でございますけれども、農林物資の規格化及び品質

表示の適正化に関する法律施行規則の抜粋でございます。過不足がございましたから、

事務局までよろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。 

また、本日の議事内容は、発言なされ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、御了知いただければと思います。事

務局から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、集成材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 それでは、説明させていただきます。資料１、日本農林規

格の見直しについて「集成材」というものでございます。１枚めくっていただけますで

しょうか。ここには、諮問文がついておりますので、まず読み上げさせていただきます。 

（諮問文朗読） 

諮問の中身と申しましょうか、これから皆様に御審議いただきたい中身が、１－２で

ございます。これも読み上げさせていただきます。 

１ 趣旨 

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和 25 年法律第 175 号）第

10 条の規定及び「JAS 規格の制定・見直しの基準」（平成 24 年２月 24 日農林物資規格

調査会決定）に基づき、集成材の日本農林規格（平成 19 年９月 25 日農林水産省告示第

1152 号）について、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。 

また、その見直しをお願いしたい、検討いただきたい内容でございますけれども、集

成材の日本農林規格は、（１）から（８）が主な改正点になってございます。これから

読み上げさせていただきますけれども、専門用語が出てまいりますが、これは後ほど説

明させていただきますので、ここではそのまま読み上げさせていただきます。 

（１）新しいタイプの構造用集成材（内層特殊構成集成材）を規定する 

（２）構造用集成材において二次接着の適用範囲を拡大する 

（３）構造用集成材においてラミナの厚さの制限を緩和する 

（４）構造用集成材において使用できる等級区分ラミナを追加する 
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（５）構造用集成材及び化粧ばり構造用集成柱において使用できる新たな樹種（ウエス

タンラーチ）を追加する 

（６）化粧ばり造作用集成材及び化粧ばり構造用集成柱において使用できる下貼り材を

追加する 

（７）造作用集成材において見付け材面の品質を緩和する 

（８）欠点の測定方法を規定する 

等の改正を行う。 

続きまして、１－３でございます。「集成材の日本農林規格に係る規格調査の概要」

でございます。この規格調査自体は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターに調

査いただいたものでございます。委員の机の上に部厚いものをつけさせていただいてご

ざいますけれども、ちょっとページ数が多うございますので、ここで概要読み上げさせ

ていただきます。 

１ 生産の状況 

（１）製品の実態 

集成材は、ひき板又は小角材をその繊維方向をほぼ平行に集成接着したもので、主

に構造物の耐力部材として用いられる構造用と主に構造物の内部造作に用いられる

造作用がある。なお、用途としては、建築用材のほか家具用材等としても使用されて

いる。 

集成材の日本農林規格では、造作用集成材、化粧ばり造作用集成材、構造用集成材

及び化粧ばり構造用集成柱に区分されている。 

（２）生産の実態 

集成材は、国内はもとより北米、欧州を初め世界各国で生産されており、生産規模、

製品の種類、地域等により、原木（丸太）から一貫生産する場合、ひき板を受け入れ

て生産する場合、集成接着された材料を受け入れて製造する場合等がある。近年では、

原木から一貫生産する工場はほとんどなく、構造用についてはひき板を受け入れて製

造するのがほとんどで、造作用については、ひき板を受け入れて製造する場合と集成

接着された材料を受け入れて製造する場合とがある。 

その次のポツは、構造用集成材の製造工程でございます。 

ひき板の受け入れ→人工乾燥→乾燥材の養生→予備切削→ひき板（ラミナ）の仕分

け→ラミナの横切り→（ラミナのたて継ぎ）→（ラミナの幅はぎ）→ラミナの仕上げ

切削→ラミナの仕組み→積層接着→仕上げ加工（寸法調整等）→製品検査→出荷とい

う流れとなってございます。 

（３）生産の状況 

国内生産量は年間約 150 万㎥前後であり、また、輸入量は年間 60 万㎥前後となっ

ている。表１に平成 18 年～22 年の集成材の国内生産量と輸入量の推移を記載してご

ざいます。 
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今度は、１－４に移っていただけますでしょうか。 

（４）格付の状況 

平成 23 年８月１日現在、集成材の認定製造事業者数は国内及び海外合わせて 242 で

ございます。格付数量は表２のとおりでございます。平成 22 年では 96％という数字

となっております。 

２ 取引の状況 

製品の取引は、製造業者と住宅建設メーカー等の相対による取引、商社等の流通業者

を通じて取引されるのが一般的である。 

３ 使用又は消費の現況 

国内生産量及び輸入量のほぼ全量が、建築用又は家具等の資材として消費されている

と推測される。 

４ 品質の現況 

（１）集成材の JAS 規格見直しに資するため、主に市場に流通している JAS マークの付

された製品（以下「JAS 品」という）及び JAS 品以外の製品（以下「非 JAS 品」と

いう。）について、当該 JAS 規格に規定されている基準に基づき検査を行った。その

結果、非 JAS 品の一部品質項目において、JAS 品との差異が大きい傾向のものがあ

った。 

（２）品質の基準 

集成材の JAS 規格は、造作用集成材、化粧ばり造作用集成材、構造用集成材及び

化粧ばり構造用集成柱の４つの規格があり、それぞれ以下のような品質項目が規定さ

れている。 

①造作用集成材及び化粧ばり造作用集成材 

建築物の内部造作用部材としての性能を担保するため、接着の程度、見付け材面

の品質、ホルムアルデヒド放散量及び含水率等を規定している。 

②構造用集成材 

建築物の構造用部材としての性能を担保するため、接着の程度、曲げ性能、使用

可能な接着剤及び含水率等を規定している。 

③化粧ばり構造用集成柱 

建築物の構造用部材としての性能に加え見た目の品質を担保するため、接着の程

度、曲げ性能、見付け材面の品質、ホルムアルデヒド放散量及び含水率等を規定して

いる。 

５ 規格の利用状況 

集成材は前述のとおり、建築物の内部造作用及び構造用部材として使用されることか

ら、以下のように、建築基準関連の告示等に引用されている。 

（１）建築基準法関連でございます。ここにございますように、７つ引用されておりま

す。 
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（２）住宅の品質確保の促進等に関する法律関連では２つ引用されております。 

（３）公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律関係では１つ 

（４）その他建築関連として５つ 

（５）工業標準化法関連 

これは JIS の関係でございますが、これが５つ、それぞれ引用されているところで

ございます。 

６ 将来の見通し 

集成材の需給については、住宅着工戸数によるところが大きいが、今後、住宅着工

戸数が増加することが見込めない状況にございますので、国内生産量及び輸入量は横

ばいかやや減少傾向になると推測しております。また、格付量についても同様の傾向

になると推測しているところでございます。 

７ 国際的な規格の動向 

国際的な規格である ISO 規格において、集成材に関する規格が制定されております。

ここにございますように、３つの ISO の規格がございます。 

８ その他 

平成 21 年８月から９月にかけまして、表３にありますような対象の方々に対しま

してアンケートを実施してございます。集成材の製造実態、取引実態を踏まえた製造

業者及び実需者等から規格の適用の範囲の拡大、ラミナの構成の見直し、ラミナの厚

さ制限の緩和等について、意見要望があったところでございます。 

１－７から、今度は改正案の概要でございますけれども、ここは担当の方から詳しく

説明させていただきます。 

○早川表示・規格課課長補佐 林産物規格を担当しております早川と申します。私から、

規格改正の概要につきまして、お配りしております集成材用説明資料を主に使いまして

説明させていただきます。 

まず、規格の改正案の概要を御説明する前に、集成材というものについて概略御説明

させていただきたいと思います。先ほどの説明の中にもありましたように、集成材とい

うのは、のこ引きされた板とか、細い小角材を、その繊維方向を平行に、幅の方向に、

または積層して、接着剤を用いて接着したものが集成材と言われるものです。繊維方向

というのは、山に生育している木で言えば、立っている方向のことです。例えばこのよ

うな断面や平面の板状のものが集成材でございます。集成材は無垢材で作ることが難し

い大きな断面や広い面のものを小さく板状にしたものを接着することによって、細い木

を使っても作れるといった特徴があります。 

また、専門的にはこの板をラミナと呼んでいますけれども、ラミナから作ることによ

って、十分に、均一に乾燥されるとか、節などの木材の強度に影響を及ぼす欠点を除去

したりして、狂いの少ない材料を使って、狂わないように接着するといったことで寸法

安定性が高いものが作れること、強度のばらつきの少ない材料が作れるといった特徴が
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あります。こういったものが大体ヨーロッパで 1900 年前後からつくられ始めました。 

説明用資料の１ページ目を見ていただければと思います。「集成材の日本農林規格の

体系概要」とございます。ここにありますように、集成材の日本農林規格は昭和 41 年

に最初に制定されております。その後、試験研究成果などを反映いたしまして、その時々

に応じまして必要な改正を行ってきております。 

集成材の日本農林規格の中には、造作用集成材、化粧ばり造作用集成材、構造用集成

材、化粧ばり構造用集成柱と、家具とか内装などに用いられる造作用のものと、構造用

のものに大きく分けられて規格化されております。 

造作用集成材というのは、例えば階段の手すりであるとか、ステップであるとか、家

具であるとか、そういったところに使われております。 

それから化粧ばり造作用集成材というのは、造作用集成材に、お手元に単板をお配り

させていただきましたけれども、見た目の美しさのために、こういったものを張って、

化粧ばりと呼んでおります。これは主に和室によく使われます。次の２ページ目の右側

を見ていただくと、和室の部材ということで図をつけさせていただきましたけれども、

一番上の方に廻縁というものがございます。また、左側に長押、右側に鴨居、また敷居、

下の方にいきますと落掛、または床框、こういったところに化粧薄板を張ったものが造

作用集成材として使われているものでございます。 

それから構造用集成材ですけれども、柱とか梁、桁など耐力部材に使われるもので、

体育館であるとか事務所、住宅など、建築物などの構造部材として、また木橋などに使

われます。この構造用集成材の中には、その下にありますような異等級構成集成材、同

一等級構成集成材、その下に内層特殊構成集成材、これは今回の改正で追加されるもの

でございますけれども、このようなものが規定されております。 

異等級構成集成材というのはどういうものかというと、次のページの左側の方を見て

いただきたいと思います。基本的にこのような構造用集成材をつくる場合は、ラミナを

一定の強度等級に仕分けいたしまして、その強度等級のラミナの組み合わせで作られて

おります。異等級構成集成材というのは、各構成するラミナの強度が異なるものを使っ

て構成されているものでございます。また、同一等級構成集成材というのは、同じ強度

等級のものが積層接着されてつくられているものでございます。異等級構成集成材は、

主に梁や桁、土台など、横架材と言いまして、高い曲げ性能を必要とするところに使わ

れております。また、同一等級構成集成材の場合は、異等級構成集成材ほど高い曲げ性

能を必要としない柱に主に使われているものでございます。 

内層特殊構成集成材については後ほど御説明させていただきたいと思います。 

それから化粧ばり構造用集成柱につきましては、規格の名前のとおり、柱に使われて

います。これは主に柱が外から見える和室の柱に使われます。これが集成材の大まかな

御説明でございます。 

それでは、サンプルを回させていただきます。JAS マークがついていますけれども、
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これは昔のちょっと古いもので、現行とは少し表示内容が異なる部分がございます。 

それでは、規格改正の概要につきまして御説明いたします。まず、新たなタイプの構

造用集成材の規格化といったことです。説明用資料の３ページをごらんください。現行、

構造用集成材につきましては、この図にもありますように、１層の厚さが６センチ以下

と規定されております。これがこれまでの一般的な集成材の考え方です。今回の改正に

おきまして、１層が６センチを超えるものも、この JAS の規格の中で適用してほしい

といった要望がありました。これは間伐材であるとか小径材などを有効活用するといっ

たことから技術開発されたものでございます。そのための試験研究されたデータ等を検

討したところ、従来の１層が６センチ以下のものと比べて、特に強度特性等に大きな違

いがないといったことが確認できましたので、今回これを規格化して、JAS マークを付

したものを製造できるようにしたいと考えているところでございます。特に内層１層が

６センチを超えて作る場合は、１層は６センチを超えても構わないけれども、右側にあ

りますように、その層を構成するラミナは、必ず短辺は６センチ以下にしてくださいと。

それから、そこの部分に使うものは同一等級で、また同一樹種にしてくださいと。また、

６センチを超える層は２つまでと規定しております。この２つまでというのは、２つま

ででつくられた集成材について、試験研究がされてデータがあったといったことで、２

つまでと限定しているところでございます。このように、本改正によって、これまで使

われてこなかったような小径材であるとか間伐材であるとか、そういったものが今後有

効に活用できるのではないかと考えているところでございます。 

次に、構造用集成材の二次接着の範囲の拡大でございます。説明用資料の４ページ目

をお開きください。まず、二次接着というのはどういうことかですが、一次接着という

のは、最初の積層接着工程の接着を言います。普通は１回の接着で一つの製品、最終製

品をつくり上げるというのが大体やられている方法であります。そのほかに、その一次

接着以降、一次接着したもの同士を接着するのを二次接着と呼んでおります。資料の左

側にありますように、同一等級構成の場合は、このように全く同じものを縦方向に二次

接着したり、または幅方向に二次接着したりといった場合が現行では可能でありました。

また、異等級構成集成材の場合は、同一条件のものを幅方向に接着する場合が現行では

可能となっておりました。なぜこのようなことをするかというと、断面の大きな集成材

は、１回では作りにくいので２回に分けて作るといったことを可能としてきたところで

ございます。今回、右側にありますように、ラミナの構成であるとか強度性能等が同一

のものでなくても、一つの製品を作るに当たって、複数の部材に分けて、最終的につく

るということも規格の中で適用してほしいといった要望がございました。これにつきま

しては、大断面の集成材等を効率的または合理的に生産できるようになるといったこと

もございますし、この二次接着したところの接着層についても、きちんと接着強さを評

価できれば、特にできた最終製品がこれまでのものと大きく性能が変わらないことが確

認できましたので、これについても改正して、JAS の規格の中で適用していこうという
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ものでございます。 

次に、構造用集成材のラミナの厚さの制限の緩和について御説明いたします。説明用

資料の５ページ目をお開きください。左側にありますように、現行、ラミナの厚さとい

うのは６センチ以下に限定しておりました。なぜ６センチ以下かといいますと、規格の

中では集成材の含水率は 15％以下と規定されていますので、均一に乾燥するためには、

厚くなればそれだけ乾燥が大変難しくなります。６センチ以下ですると、乾燥が均一に

むらなく、また効率的にできるといったことで、これまで６センチ以下となっておりま

した。また、６センチを超えてしまうと、先ほどみたいに、節とかそういったものが中

に入ってしまって、表面に現れてこない。そうすると、表面上は節がないように見えて、

欠点がなく、強く見えるかもしれませんけれども、中の方に本当は節があったりして、

適正に強度が評価できないといったこともございまして、６センチ以下としていたとこ

ろでございます。これにつきましては現行どおりの考え方を踏襲しまして、６センチ以

下と、改正は特にしないところでございます。 

次に、ラミナの厚さの構成でございます。これまで、原則、等厚、ただし、最大ラミ

ナの厚さに対して２／３以上の厚さのラミナを使用する場合には、実証試験を伴うシミ

ュレーション計算というものでやってくださいと規定されておりました。ここで書かれ

ております実証試験を伴うシミュレーション検査というのは、下にも簡単に説明させて

いただいておりますけれども、樹種、ラミナの厚さ、ラミナ強度等級、ラミナ積層数、

ラミナの構成など一定の製造仕様に基づいて製造された集成材につきまして、その強度

性能についてシミュレーション計算によって出てくる理論値と、実際に実証試験をして、

そのときの試験データというものと比較評価しまして、基準値に適合していることを確

認する方法でございます。このようにいろいろな手間がかかりますけれども、こういっ

たことをしていただければ、２／３以上の厚さのラミナを使用しても構わないという規

定になっておりました。今回の改正では、２／３にこだわらず、もっと自由に、厚さの

ものを使って製造させてほしいといったことがございました。なぜそういった要望があ

るかといいますと、特に同じ樹種の中でも強度の高いラミナは余りたくさんとれない。

そういった強度の高いものを有効活用するためになるべく薄くして製造したいといっ

たところがございます。製造者側としては、最終的な集成材の性能は変わらないけれど

も、ラミナの厚さを薄くして使いたいということでこういった要望があったわけですけ

れども、これまで２／３まではシミュレーションによってやってきた実績がございまし

て、特に２／３にしても従来の等厚のものと比べて性能に問題ないといったことが確認

されております。原則、等厚ということは余り変わりないのですけれども、異等厚で構

成する場合は、最大ラミナ厚さに対して２／３以上の厚さのラミナを使用してください

と。ここにつきましては、今まではシミュレーションしなければいけなかったわけです

けれども、今までの実績から、これはしなくても普通に使うことができるようにしてご

ざいます。その下、「但し、最大ラミナ厚さに対して２／３未満」、これまで使用できた
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ものよりももっと薄いものを使う場合におきましては、実証試験を伴うシミュレーショ

ン計算をすることによって使うことができると規定したところでございます。こうする

ことによって、資源の有効活用であるとか木材の利用の拡大というものにつながってい

くのではないかと考えているところでございます。 

次に、構造用集成材における使用できるラミナの範囲の拡大といったことでございま

す。説明用資料の６ページ目をごらんください。ここはかなり専門的で、なかなか理解

しづらいところはあるかとは思いますが、ちょっとかみ砕いて、なるべくわかりやすく

説明させていただきたいと思いますが、ここに書かれているのは同一等級構成集成材の

場合でございます。先ほど言いましたように、集成材を製造する場合は、ラミナを強度

等級、特に曲げヤング係数といったものを測定して、その値によって選別して、それで

選別したものを接着して作られています。その選別の基準というのが、例えば左の表の

左から４列目にあります等級区分機による等級、これがＬ200 からＬ60 まで区分され

ていますけれども、このＬの値によって選別しています。この選別は、樹種群というも

ので分けております。この樹種群というのは、日本の場合、いろんな樹種が集成材に使

われておりますので、一樹種ごとこのような等級区分することは困難な部分があります

ので、同じような強度特性を持っている樹種を集めて、ＡからＦの樹種群に区分してい

るところでございます。それぞれ、その樹種群の特性に応じて使える強度等級のものが、

左側の表にありますように、１級から３級、または F の場合は４級までありますけれど

も、このように分けて、使えるラミナはこの範囲のものを使ってくださいと規定されて

おりました。なぜこのように樹種群によって使える強度特性が決まっているかというと、

その樹種本来持っている特性値というものがございます。それに応じてこのように分け

ているわけでありまして、生育状態であるとか生育環境とかいったもので、本来持って

いる樹種の特性を発揮できないのではないかといったこともありまして、下の方は今の

下限のところまでしか使えないとなっています。それで、今回の改正では、そうはいっ

ても、もっと資源を有効活用して、下の方、特に国産材には強度の低いものも結構あり

ますので、そういったものを有効活用するためには、現行よりも下の方も使いたいし、

また、現行使える強度等級のものよりも上のものもございますので、それをもっと使え

るようにしてほしいという要望がございました。それに対しまして、使う場合にあって

は、ある一定の要件を加えなければいけないだろうということでございます。そこに

MSR 区分ラミナであるとか等級区分機によるラミナというのがございますが、補足の

ところで説明させていただいておりますように、ラミナの強度等級区分をする場合は、

目視、目で見て、節とか割れとか、そういった欠点に応じて区分する場合と、グレーデ

ィングマシンという機械を使って、非破壊的にヤング係数を測って、それで仕分ける場

合がございます。その機械等級区分の中には、たわみの測定や打撃による縦振動などの

測定から算出されるヤング係数だけで区分する場合と、連続的に移動させながら曲げヤ

ング係数を測定して、強度とヤング係数の関係を常にチェックしながら仕分ける MSR
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区分という方法２種類あるわけですけれども、これら強度等級のばらつきというか、精

度的なことを言いますと、やはり目視等級区分が一番ばらつきが大きくなります。また、

等級区分機による区分がその次、MSR 区分されたものが一番ばらつきが少ないものと

なります。そういった特性を踏まえまして、今回の改正では、各樹種群で現在規定され

ています、使えるラミナの１個下、例えば樹種群Ｂのところを見ますと、現行ではＬ110

で仕分けられた３級のラミナまでしか使えないものを、１個下のＬ100 と仕分けられた

ものも使えるようにするために、特にここでは MSR 区分で選別されたラミナだけを使

って作る場合は、ここまで使うことが可能としたいと考えているところでございます。 

また、例えば樹種群Ｃでは、上位の等級はＬ160 というところが一番上限になってご

ざいますけれども、これよりも上を使う場合は、MSR 区分のみ使用する場合はどこま

でも使っていいけれども、等級区分機によるもののみ使用する場合は１個上までは使っ

ていいと。このように、ラミナの強度による選別の方法によって使える範囲を拡大して、

これまで使えなかった木材についても幅広く使えるように改正していきたいと考えて

いるところでございます。説明が下手で、わかりにくいところがあったと思いますけれ

ども、後ほど質問等していただければと思います。 

次に、構造用集成材及び化粧ばり構造集成柱における新たな樹種の追加でございます。

説明用資料の７ページをごらんいただきたいと思います。新たな樹種というのは、ウエ

スタンラーチという樹種でございます。これは北米の方からこの樹種を追加してほしい

という要望がございました。ウエスタンラーチというのは、学名 Larix occidentalis と

いうもので、英名、Western Larch、和名も基本的にウエスタンラーチと呼ばれている

もので、マツ科のカラマツ属の落葉針葉樹で、日本のカラマツに似たものでございます。

北アメリカ西部で、カナダ BC 州南東部から南へモンタナ州北西部、オレゴン州、ワシ

ントン州、カスケード山脈東斜面に分布ということで、北米大陸の西側で分布している

ものでございます。特徴は、辺材は黄白色、心材は黄褐色で、木理は通直。アメリカと

かカナダでは構造用材としてよく使われている樹種でございます。これまで日本にも、

このウエスタンラーチというのは、集成材で使われている樹種ということではなくて、

ツーバイフォー住宅などで使われる製材品としてわずかに輸入されていた実績はある

のですが、数というのは、アメリカから輸入される場合は、ウエスタンラーチという単

独樹種ではなくて、いわゆるベイマツと言われているダグラスファーと混在して輸入さ

れているといった実態がありまして、単独樹種での輸入量というのはちょっと把握でき

ない状況になっております。このように、北米ではよく使われている樹種でありますの

で、現行、下にありますように、樹種群の中にこのウエスタンラーチが位置づけられて

いなかったことから、ウエスタンラーチを使った集成材というものが JAS 格付できな

かった実態がございましたが、この樹種群のどこに位置づけたらいいかといったことに

関するさまざまなデータが北米の方から提出されましたので、そのデータを評価したと

ころ、樹種群Ｂに位置づけるのが適切であるという評価が出ましたので、ウエスタンラ
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ーチを樹種群Ｂに位置づけるという改正を行いたいと考えているところでございます。 

次に、下貼り材の追加でございます。説明用資料の８ページをごらんください。先ほ

ども御説明いたしましたように、この化粧薄板を集成材の回りに張るわけですけれども、

大変薄いために、張った後に、中の集成材が縮んだり伸びたりすることによって、この

表面の化粧目的に張った板が割れたりしわが寄ったりといったことが起こる場合があ

ります。それを防ぐために、下貼り材という、化粧薄板を保護するために下に張る材料

というものがございます。これまでは、厚さ５ミリ未満の台板であるとか２ミリ以下の

単板、または３ミリ以下の合板といったものが JAS 規格では使っても良いことになっ

ておりました。今回の改正では、それ以外に、特に紙であるとか、また、厚さ３ミリ以

下の MDF であるとか、ハードボードであるとか、こういったものを使いたいというこ

とですので、これが使えないことで JAS 格付できないといった、性能が問題なければ

不都合になってきていますので、これについて検討したところでございます。MDF と

いうのは、中密度繊維板と言われるもので、例えば木材チップであるとか、今では建築

廃材であるとか、そういった材料を細かく繊維状にばらしたものを接着剤で成型した板

状のものでございます。MDF とハードボードは同じ繊維板と呼ばれるものですけれど

も、その密度によって 0.35g/㎤以上のものを MDF、密度が 0.80g/㎤以上のものをハー

ドボードと呼んでいるわけですけれども、これらを使いたいということでございます。

特にこれら２つにつきましては、水分の影響の変化が大変大きく、厚みが膨潤したりと

寸法変化が大変大きい材料でございますので、使う場合にあっては、その品質について

ある一定の基準を設けなければいけないことになります。既に JIS 規格の方で、それら

MDF とハードボードの品質に関する基準が規定されております。ここに JIS A5905 と

書かれてありますけれども、この中に品質に関する規定がございますので、これに適合

するものであるならばということで、一定の品質の条件をつけまして、JAS 規格の中で

使うことができるようにしたいと考えているところでございます。紙につきましては、

特にそういった品質の規格というものはないのですけれども、半紙というか、和紙とい

うか、こういったものが使われているということです。これにつきましては、既にフロ

ーリングであるとか、化粧してある合板であるとか、そういったところでもう既に使わ

れているものでありまして、他の材料で使用実績があるということで、特にその使用実

績上、これを張っていることによってほかの品質に影響を及ぼしていないということが

確認できておりますので、これについては、特に品質については規定してはございませ

ん。これら３つのものを下貼り材として追加したいと考えているところでございます。 

次に、造作用集成材の見付け材面の品質についてでございます。これにつきましては、

新旧対照表の１－17 で御説明させていただきたいと思います。１－16 から 17 にかけ

て、「見付け材面の品質の基準は、次のとおりとする」とございます。右側が現行でご

ざいます。現行、節の基準、やにつぼ、やにすじ、入り皮の基準、それから、欠け及び

きずの基準、腐れの基準、割れの基準、変色及び汚染の基準、穴、逆目、接合の透き間、
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補修、その他の欠点、これらの項目の基準が設けられていたところでございます。見付

け材面というのは、人の目につく、例えばテーブルであれば表面の部分とか、そういっ

たところの見える部分の品質でございます。現行、こういった見た目の品質につきまし

ては、それを使う側の要望が、節があっても別に構わないとか、多様化しておりまして、

取引上、使用者側の要求に依存しているということで、特に JAS 規格でその基準を規

定しておく必要が薄れたものにつきましては、今回の改正で、この見付け材面の品質の

基準から削除したいと考えているところです。節、やにつぼ、やにすじ、入り皮、それ

から変色及び汚染、穴については削除することとしております。そのほかの、欠け、き

ずであるとか、腐れであるとか割れであるとか、こういったものは製造加工上の欠点と

なりますので、製造加工上の欠点についてはここには残しておくことにしております。

また、接合の透き間というものがございますが、これは見付け材面に限ったものではな

くて、集成材全体にかかわるものでございますので、これにつきましては、１－14 の

方を見ていただきたいと思いますけれども、左側の上から４つ目、接合の透き間という

ものをこちらに移しまして、なおかつ、これまで接合の透き間の１等につきましては、

「極めて軽微であること」となっていたものを「ないこと」と基準を厳しくして品質の

向上を図ることにしてございます。そこで、ちょっと聞き慣れない言葉がありますので

簡単に説明いたしますと、やにつぼというのは、年輪に沿った部分に樹脂がたまったと

ころでございます。それからやにすじというのは、その樹脂が集まって筋状に見えると

ころ、また入り皮というのは、木材が山に立っているときに、外から損傷を受けたとき

に、そこの部分が樹皮を巻き込んでしまっているところでございます。 

次に、欠点の測定方法の基準の新設といったことです。これも新旧対照表の１－70

をごらんください。ここにありますように、これまでは規格の中には欠点の基準が幾つ

か入っているわけですけれども、その欠点の測定方法というものは一部のものを除いて

きちんと規格の中に明記されておりませんでした。基本的に木材関係の人たちは、例え

ば１－70 にあります集中節径比の測定方法というのは知っているということで、あえ

て細かく規定しなくてもこれまで特に問題はなかったわけでございますけれども、規格

上、そういった専門の人だけが見るわけではなくて、いろんな一般の人もその規格の内

容を確認したりすることもありますし、どんな人が見ても同じような視点で測定方法が

わかるように、規格の中で明確に位置づけるべきではないかといった議論がありまして、

今回新たに条項を新設いたしまして、図と説明文と併せて規定化して、誰が見てもわか

りやすい規格としたいと考えているところでございます。こういった欠点の測定方法は、

既にツーバイフォーの枠組壁工法構造用製材の規格の中では、こういった図も含めて測

定方法等が規定されていますので、それに合わせて、同じように、この集成材の中でも

規定していきたいと考えているところでございます。 

それから、構造用集成材の規格の体系整理といったことでございます。これは説明用

資料の９ページをごらんください。これにつきましては、規格の中身の大きな改正とい
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うことではございませんが、今回新たに内層特殊構成集成材というものを規格化するに

当たりまして、また、集成材の規格は全然わかりにくいということがありまして、もっ

とわかりやすくしてほしいといった要望もございました。その中で、今回、右側にあり

ますように、まず、構造用集成材全般にかかわる共通的な基準と、それに加えて、各異

等級集成材、同一等級集成材、特殊構成集成材それぞれに必要な基準とに分けて位置づ

けるというふうに体系の整理をして、今までよりもわかりやすい規格にしていこうと考

えているところでございます。 

今までのところが大きな改正内容でございますが、最後にその他といたしまして、国

際規格との整合性又は試験実務等を勘案して、一部の試験方法、含水率の試験と浸せき

はく離の試験につきまして、一部軽微な改正をしてございます。また、規格に規定され

ているすべての表及び図につきましては、それぞれ通し番号とタイトルをつけるように

いたしまして、使いやすい、またいろんなところで引用されていますので、そういった

引用に当たっても引用しやすいように、すべて番号とタイトルをつけるように改正しよ

うとしているところでございます。あと、軽微な字句等の修正等もございます。 

以上が主な集成材の今回の改正の内容でございまして、原案作成委員会における原案

からの変更点としましては、文言の整理等を除いて大きな変更はないということでござ

います。 

それと、パブリックコメントの結果について御説明したいと思います。１－92 ペー

ジをお開きください。「パブリックコメント等募集結果」でございます。改正案に係る

意見・情報の募集の概要といたしまして、募集期間、平成 24 年１月 20 日から２月 18

日の間に募集したところ、１件の意見がございました。その意見につきましては、１－

93 ページにございますが、第３条、造作用集成材の接合の透き間についてでございま

す。改正案第３条の接合の透き間の欄については、規定を移動するだけなのか、基準を

強化するのであれば理由は何かといったコメントでございます。それに対して当方の考

え方としましては、製造工程の技術面で生じる「接合の透き間」について、農林水産消

費安全技術センターにおいて学術経験者、製造事業者、実需者等が参加した検討を行い、

製品の品質の向上を図る観点から１級については「ないこと。」と基準を強化したもの

でございます。その他、事前意図公告によるコメントはありませんでした。 

最後に、今後、この審議の結果、この改正案についてよしということになれば、告示

ということになるわけでございますけれども、その場合、法令的な観点から、字句の変

更等があり得ることを御了承いただきたいと思います。こちらからの説明は以上であり

ます。 

○阿久澤会長 どうもありがとうございました。規格調査の概要、それと改正案の概要、

またパブコメの募集結果等について御説明いただきました。 

続きまして、集成材の日本農林規格の改正原案を作成しました集成材の日本農林規格

の確認等の原案作成委員会事務局から、原案作成機関における議論の経過と概要等の御
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説明をお願いしたいと思います。 

○原案作成機関（高井課長） FAMIC 商品調査課の高井と申します。 

 集成材の日本農林規格の確認等原案作成委員会は、昨年、平成 23 年の 11 月 16 日に

開催されました。当該委員会は FAMIC が事務局として組織したもので、生産者、利用

者等の各分野の代表 17 名の委員からなる合議体で、安村基静岡大学農学部教授が委員

長を務められました。 

委員会で出た主な意見、また、その対応を３点ほど御紹介いたします。 

１点目でございますが、新しいタイプの構造用集成材、内層特殊構成集成材という

規定でございますが、これを新たに規定するに当たっては、現行の集成材の強度性能と

変わりがないことを確認する必要があるとの御意見を踏まえまして、試験データに基づ

き検討し、強度性能が現行の集成材のものと変わらないということが確認された構成の

みを認めることといたしました。 

 ２点目でございますが、構造用集成材に使用可能な樹種としてウエスタンラーチを追

加することにつきまして、要望者側から提出のあったデータにより確認した結果、一部

データ、具体的にはせん断の強さというデータでございますが、の不足がございました

ので、追加データを要請し、再度確認した結果、必要な性能を満足しているということ

が確認されたことから、使用可能な樹種として規定することといたしました。 

 ３点目でございますが、節などの欠点の測定方法について、利用者の理解しやすさ及

び利便性を考慮したものとするような御指摘がございまして、図を挿入するなどわかり

やすくすることといたしました。 

このような御意見等を踏まえまして検討した結果、当該日本農林規格の改正案が全会

一致をもって議決されました。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、集成材の日本農林規格の改正

案につきまして御質問や御意見等ございますでしょうか。 

○村瀬委員 構造用集成材に使用するラミナの範囲の拡大の説明資料の中で、改正により

追加される部分の、この表で言うと赤だとかピンクのこの級が拡大されるということで、

それについての級という指定は特にない、どう判断されているのか、ちょっと教えてい

ただければありがたいと思います。 

○早川表示・規格課課長補佐 これら現行使えるラミナの等級以外の部分の新たに追加さ

れる部分につきましては、すべて１級の要件を満たすということで、それで使うように

規定改正する予定でございます。 

○阿久澤会長 村瀬さん、よろしいでしょうか。 

○村瀬委員 上のところはわかるのですけれども、例えばＡの樹種群の３級の下でも１級

ということになるのですか。 

○阿久澤会長 先ほどの説明ですと、そのようにもとれる説明だったかと思いますが。 

○早川表示・規格課課長補佐 新旧対照表の１－57 をお開きいただきたいと思います。強
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度による等級以外に、この等級の中には節の影響であるとか幅面の材縁部の節径比が、

１級の場合は 17％以下、２級の場合、25％以下と、節の基準が１級の方が厳しくなっ

ております。そのために、下を使う場合であってもそのほかの１級の基準は満たしてく

ださいということで、１級の基準を満たしたものとして使うようにするということでご

ざいます。 

○阿久澤会長 どうもありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。この分

野であります林委員、何かもしコメントございましたらお願いしたいのですが。 

○林委員 今回のこの改正はかなり難しいといいますか、なかなか素人にはわかりにくい

ところがあって、ただ、業界筋からそのようにしてほしいという要望があってこういう

形になったわけですけれども、特に需要者側というのはどうしても建築士さんとか大工

務店さんとかそういうところが多いわけで、その人たちに、また複雑になったんじゃな

いのなんて言われかねないので、そこら辺をもっとわかりやすいような形で世の中にア

ピールできるような方策を考えていただきたいのと思うのと、それが今後、これは５年

に１度の見直しということなものですから、例えばどこかの本に、例えば建築材料学の

本にこれが引用されるともう５年間そのままになってしまうということがございます

ので、そういったことも含めて、今度の見直しの中で、余り要望を聞いてやっていくと

また複雑になるかもしれませんけれども、特に建築、川下側に非常に影響があるという

ことで、今度の見直しの中でいろいろ議論してやっていっていただきたいと思います。 

 以上です。 

○阿久澤会長 どうもありがとうございました。三善委員からも、何かコメントいただけ

れば。 

○三善委員 規格の改正案について拝聴させていただきました。非常に前向きに進んでき

たなあという感じがしております。17 年前の阪神淡路大震災以降、品確法とかいろん

な法整備はされてきたのですけれども、実態は、建物の強度、それから木材、木質建材

を使用した場合、後々の狂いとかそういったものに対しての不安をなくしていこうとい

う、実需者を含めた取り組みが進展しております。木材につきましては、乾燥材を求め

るようになっております。集成材に関しましても、強度等級のＥ値とかＦ値とかが表示

された商品、品質・性能を担保できるような商品を多くの実需者の方が望んでおられま

すが、なかなかそういった商品の入手ができにくい地域の業者もいらっしゃるようです。

そういった中で、特に構造用の集成材の普及を進める上でも非常に前向きに検討してい

ただいたのではないかと思います。 

それから、この業界では川上とか川中とか川下と言われるように、川上は素材の生産

業者、川中の方としましては製造業者、加工業者、川下の方には実需者という方々がい

らっしゃるわけですけれども、ここに来まして、日本の西の地域におきまして、中・大

径木といいますか、直径の大きい材が出てきておりまして、従来の柱口とか言われる材

が大量に出てきた時代と、立木の太さが若干変わってきております。そういったものの
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有効利用として、川上、川中の方々が連携して、ひき板、小角材を量産し、よりコスト

パフォーマンスの高い集成材を製造ずることで、実需者に対して良質なものを提供して

いただきたい。特に今回の内層特殊構成集成材の規格化につきましては、小径木から

中・大径木に林相が変わりつつありますので、資源活用の面からも、いわゆる板ものの

生産を今後、製材工場としても積極的にやっていいただき、ラミナについても増産を図

り良質な集成材の供給量を潤沢にしていただいて、より強度とかの性能を高めた住宅建

築ができるような形でもって推進していただければありがたいなあと思っております。

私からは以上です。 

○阿久澤会長 どうもありがとうございました。そのほかよろしいでしょうか。今、お二

方からコメントいただきましたが、その辺含めまして、もし何か質問等ございましたら

お願いしたいと思います。 

○夏目委員 最初の御質問のところで、参考資料の６のところで、新たに追加された部分

が赤と薄い赤の表示でされていて、ここの追加された部分のところの等級表示というの

はされないということで理解してよろしいのでしょうか。だから、１級より上だったら

当然１級だろうと思うのですけれども、３級より下のところにもＡからＥまでは１つず

つランクが増えたわけですけれども、そこは３級と呼ぶのかどうなのかという、等級表

示の確認でございますが。 

○早川表示・規格課課長補佐 先ほどの質問の中にもありましたけれども、基本的にここ

の新たに追加する部分については、例外的にある一定の基準を満たせば使うことができ

るということですので、改めてここには等級表示はしません。ただし、その使う場合に

ありましては、先ほど言ったように、既存の１級の要件、節の大きさであるとかそうい

ったものは１級と同じ要件を満たす必要があるということで、１級と同等の扱いをする

ということにしております。 

○夏目委員 ３級より下にあるのでとてもわかりにくいということの確認だったのです。 

○阿久澤会長 ちょっとわかりにくいですけれども、ほか、よろしいでしょうか。それで

は、もう意見も出尽くしたようですので、集成材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、その旨報告いたします。 

 それでは、次の議題ですが、生産情報加工商品の日本農林規格の廃止案について審議

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 説明させていただきます。資料２、「日本農林規格の見直し

について『生産情報公表加工食品』」というものでございます。１枚めくっていただき

まして、諮問文でございます。また読み上げさせていただきます。 

（諮問文朗読） 

引き続きまして、ここで御審議いただきたい内容でございます。ここも読み上げさせ
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ていただきます。 

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和 25 年法律第 175 号）第

10 条の規定及び「JAS 規格の制定・見直しの基準」（平成 24 年２月 24 日農林物資規格

調査会決定）に基づき、生産情報公表加工食品の日本農林規格（平成 19 年３月 26 日農

林水産省告示第 353 号）について見直しを行った結果、生産の生産状況及び規格の利用

実態等を踏まえた場合、同規格の利用が低調であり、改善が見込めないことから、同規

格を廃止するものとする。 

続きまして、生産情報公表加工食品の日本農林規格に係る規格調査の概要について説

明させていただきます。これにつきましても、独立行政法人農林水産消費安全技術セン

ターの方で調査いただきました。資料は委員の机上に配付させていただいてございます

けれども、かなり分厚いものでございますので、概要につきまして説明させていただき

ます。 

１ 生産の状況 

（１）製品の実態 

 生産情報公表加工食品、これは後ほど説明させていただきますけれども、括弧に

ございますように、豆腐とこんにゃくについて規格がございます。生産情報公表加

工食品は、豆腐及びこんにゃくの製造段階の履歴情報について基準どおりに正確に

記録・保存するとともに、事実に即して公表している製品である。 

（２）生産の状況 

豆腐の年間の生産数量は 123 万 5,000 トンであり、生産数量にここ数年大きな

変動はない。また、こんにゃくの同生産数量は 21 万８千トン。豆腐と同様に大き

な変動は見られない。 

（３）格付の状況 

生産情報公表豆腐は、認定生産行程管理者が存在しないため格付が行われていな

い。生産情報公表こんにゃくは、認定生産行程管理者は１者であり、平成 22 年度

では 106 トンの格付が行われている。生産数量と格付数量につきましては、この下

の表にあるとおりでございます。上が生産情報公表豆腐、下がこんにゃくでござい

ます。数字だけ見ますと、例えば生産情報公表こんにゃくの場合、格付数量はすご

い数字になってございますけれども、単位を見ていただきますと、上が千トン、下

が㎏でございますので、その点御留意いただければと思います。 

２ 取引の状況 

生産情報公表こんにゃくには、消費者に直接販売されることが一般的であり、業者間

の取引には活用されていないと推測される。 

３ 使用又は消費の現況 

生産情報公表こんにゃくの大半が消費者に消費されていると推測される。なお、豆腐

及びこんにゃくの消費量は次のとおりである。 
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（１）豆腐について 

世帯当たりの豆腐消費量は、73.31 丁、これは平成 18 年の数字でございます。

額に直しますと 6,493 円。これが平成 22 年になりますと 76.56 丁、額に直します

と 6,013 円でございます。購入金額は微減ながらも、消費量は微増傾向にあると思

われます。括弧内は出典でございます。 

（２）こんにゃくについて 

世帯当たりのこんにゃくの消費量は、平成 18 年が 5,540g、額で 2,216 円であり

ますのが、平成 21 年には 5,202g、2,137 円となってございます。購入金額及び購

入量いずれも微減でございます。括弧内は、同じように、出典を書いてございます。 

４ 品質の現況 

（１）品質の実態（生産情報の公表の状況） 

「生産情報公表こんにゃく」（８件）を調査した結果、JAS 規格に規定する生産情

報が HP で公表されていた。 

（２）品質（生産の方法）の基準 

ア 生産情報公表豆腐について 

豆腐の生産情報を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こと。 

イ 生産情報公表こんにゃくについて 

こんにゃくの生産情報を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こと。これは豆腐もこんにゃくも同じ仕組みで

ございます。 

５ 規格の利用実態 

生産情報公表こんにゃくにつきましては、先ほども説明させていただきましたよ

うに、消費者に直接販売されることが一般的でございますので、業者間の取引には活

用されていないと推測いたしております。 

６ 将来の見通し 

（１）生産情報公表豆腐について 

認定生産行程管理者が規格制定から現在までの５年間存在しなかったことから、

その状況は今後も好転する見込みは希薄。 

（２）生産情報公表こんにゃくについて 

平成 22 年度に格付数量が若干減少したところ。今後の見通しについては、現状

維持と見込まれる。 

７ 国際的な規格の動向 

豆腐及びこんにゃくに関する Codex 規格等国際的な規格は制定されていないが、豆

腐についてはアジア地域調整部会（CCASIA）において「非発酵大豆食品の地域規格

原案」として電子作業部会及び物理的作業部会（議長国：中国）で原案を作成中。現
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在、８つある中のステップ３番目ということで、各国が意見を出している状況でござ

います。次回の第 18 回総会、これは 2012 年 11 月を予定してございますけれども、

そこで検討がなされます。 

８ その他 

（１）製造業者、販売業者等に対して聞き取り調査を行った結果、生産情報公表加工食

品の JAS 規格の認知度が低い、JAS 規格で規定する管理基準が厳しい等の意見が

あった。 

（２）消費者団体（８団体）に対してアンケート調査を行った結果（回答は７団体）、

現行の規格を維持すべき（４団体）、規格を改正すべき（２団体）、規格を廃止すべ

き（１団体）との意向であった。 

今度は、２－６以降、担当から詳しく説明させていただきます。 

○島﨑表示・規格課課長補佐 生産情報加工食品を担当しております島﨑と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、２－６の「生産情報公表加工食品の日本農林規格」というところをあけて

いただきまして、第２条のところ、用語と定義というところがありますが、ここで豆腐

の生産情報、それから２－７はこんにゃくの生産情報ということが記載してありまして、

どういう情報を提供するかという記載があります。 

豆腐の方を見ていただきますと、２－６の（１）から、原料となる大豆の原産地名、

それから原料大豆の種類、それから原料大豆の生産年、（４）、たくさん書いてあります

けれども、遺伝子組換えかどうかというところですね。その下、（５）は、原料大豆が

生産情報公表農産物かどうか。これは生産情報公表加工食品ですけれども、別途、生産

情報公表農産物という規格もあって、その規格に即したものを使っているかどうかとい

うところです。それから２－７の（６）のところは、原料大豆が有機農産物であるかど

うか。それから（７）凝固材の物質名、（８）が消泡剤の物質名、（９）が固形分、（10）

が殺菌方法、（11）が製造業者の氏名又は名称及び住所、（12）が、公表された情報に関

する問い合わせ先を公表しなさいということになっています。 

 同様に、こんにゃくの生産情報、よく似た内容が書かれていますので若干省きたい

と思いますが、（１）はこんにゃくの原料の種類、（２）は原産地名、（３）は品種名、

生産年、それから、こんにゃくの原料となる精粉の原産地名などが、次の２－８まで

15 項目についてあります。２－８のところも、豆腐と同じような内容で、（10）のとこ

ろは凝固剤、その凝固剤の物質名及び濃度などが公表する内容というふうに書かれてい

ます。 

今、筬島の方から説明させていただきましたように、これらの情報を管理し公表する

ことによって、この JAS の認定を受けるということになっています。 

それから２－11、今回は廃止ということで御提案させていただいておりますけれど

も、廃止についてのパブリックコメントをとっています。その内容は２－11 にありま
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して、全部で５件の御意見を承りました。まず一番上、具体的な品目を出されて、加工

食品の規格を存続すべきとありました。鰻蒲焼きについて、加工食品の原料トレースを

強化し、消費者にもわかりやすくすべきである。このための基準は国が作成すべきであ

りますよと。生産情報公表加工食品の規格を存続すべき。その下は、消費者は、生産さ

れる商品についてもっと関心を持つべきであり、生産情報公表加工食品の規格はますま

す必要となると考える。更にその下は、遺伝子組換えや原料原産地の表示は重要な表示

事項であり、生産情報公表加工食品の規格を存続すべきというようなコメントをいただ

いております。これらのコメントについても、そのままではなくて、特に一番上は３件

ほどあったので、概要をここに記してあります。御意見に対する考え方ですけれども、

蒲焼きについて云々とありましたが、本規格は、今、御説明させていただきましたよう

に、豆腐及びこんにゃくに関する規格でして、蒲焼きには対象となっておりません。本

規格については、現在ほとんど利用されておらず、今後も利用の増加が見込まれないこ

とから、廃止するものです。なお、JAS 規格の制定については、今日の資料についてお

りますが、農林物資規格調査会決定の JAS 規格の制定・見直しの基準を踏まえて別途

検討されるという回答をさせていただいております。その下、消費者につきましても同

様の回答でございまして、この規格は現在ほとんど利用されていない。今後も利用の増

加が見込めないことから廃止するということにしております。新たな制定については、

その基準を踏まえて検討しますと。それから遺伝子組換えについてですけれども、本規

格は加工食品の製造事業者が遵守しなければならない表示の基準を定めたものではな

く、本規格を利用して豆腐及びこんにゃくの生産情報公表に取り組むかどうかは、事業

者の意志に委ねられているところです。本規格については、現在ほとんど利用されてお

らず、今後も利用の増加が見込まれないということから、今回、廃止させていただくと

いうことにさせていただいております。 

以上、規格の内容、それからパブリックコメントの概要について御説明させていただ

きました。 

この中に、パブリックコメントのところでもお話をさせていただきましたように、残

念ながら、この規格については、今回が初めての見直しではありますが、この５年間、

使っていただいた製造業者がこんにゃくの１事業者だけということになっておりまし

て、豆腐は、できてから一度もこの規格を使っていただいていない、今後においてもこ

の規格を使っていただける見込みが非常に少ない、可能性がほとんどないということが

わかりましたので、今回で廃止させていただくことにしたいと思っております。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。 

それでは次に、生産情報公表加工食品の日本農林規格の改正原案を作成しました生産

情報加工食品の日本農林規格の確認等の原案作成委員会事務局から、原案作成機関にお

ける議論の経過と概要等の説明をお願いいたします。 
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○原案作成機関（高井課長） 先ほどに引き続きまして、議論の経過の概要等について御

報告させていただきます。 

生産情報公表加工食品の日本農林規格の確認等の原案作成委員会につきましては、平

成 23 年 11 月７日及び 12 月５日の２回ほど開催されました。当該委員会は、FAMIC

が事務局として組織したもので、生産者、消費者等の各分野の代表 13 名の委員会から

なる合議体で、高野克己東京農業大学副学長が委員長を務められました。 

委員会では、規格対象の拡大を望む意見もありましたが、規格の利用状況が低調で、

これ以上の普及が見込めないことから、検討の結果、廃止案とすることが全会一致をも

って議決されました。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、生産情報公表加工食品の日本

農林規格の廃止案について、御質問や御意見はございますでしょうか。 

○丸山委員 豆腐とこんにゃくに関しまして廃止するということについて、特に異論はな

いのですが、その後の要望としまして、復活をしていただきたいと。 

その理由は２つありまして、１つは、ほかに生産情報公表農産物ですとか牛肉とかあ

るのですけれども、私のかかわっていたところで１つ事例がありますのは、このパブリ

ックコメントにも近いのですけれども、キノコを生産している生産者が生産情報公表農

産物で認証をとって、JAS マークをつけております。そのキノコの生産者が乾燥キノコ

に JAS マークをつけたいと言って希望があったのですけれども、これは加工食品です

ので、JAS マークつけられませんというようなお話をさせていただいた事例があります。 

 このように生産情報公表のほかの原料を使用した加工食品に関しまして JAS マーク

をつけたいという希望は、現在、ほかで認定を受けている事業者さんもお持ちなのでは

ないかなという気がしております。私が直接かかわった事例はその１件のみですので、

この１件をしてどうということは言えないのですけれども、そういう事例があったとい

うことをお伝えしたいと思います。 

それからもう一件につきましては、同じくパブリックコメントの最後の方の意見で、

加工食品に関する情報を公表するということ自体は当然やるべきことだと思うのです

が、今回の規格でそれが満たされるということではないと思うのですけれども、何らか

の形で、やはり加工食品の情報を公表するということについて、この JAS 規格はあっ

てもいいのではないか。項目を何にするかはこれから考えなければならないことだと思

っております。 

 加工食品の情報を公表するというのは、当然、表示の方で義務的なこととして話は進

んでいることだと思うのですけれども、義務的なところでどうしても対応できないとい

う部分は、任意規格によって公表したい事業者さんが公表するという余地は残しておい

た方がいいのではないか。この２点のことで希望をいたします。以上です。 

○阿久澤会長 どうもありがとうございました。現状においては、また本件についても異

論はないということですが、また、このような規格について、今後、復活の要望という
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ことですが、何かこれについて事務局の方からございますか。 

○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。２点ございます。

食品の表示につきましては、一元化ということで、今、消費者庁で検討がなされている

のは皆様御存じだと思います。義務表示ではなくて、任意の世界で情報を出していくと

いうのがあり得るのではないかというお話がございました。まず義務表示をどうしてい

くかという整理が先だと思っておりますので、消費者庁での検討を注視させていただく

必要があると思っています。 

 その上で必要であればですが、JAS 規格の制定の見直しの基準がございますので、そ

れに照らして任意の情報をどう扱うべきか検討をしていくということだと思っていま

す。また、関係の方々の御要望だとか御関心も十分把握する必要がありますので、これ

に努めてまいりたいと思っています。 

○阿久澤会長 どうもありがとうございました。そのほか、ございますか。 

○古谷委員 私も、丸山委員と同じ意見です。それに加えての意見ですが、２－５の資料

で、消費者団体に対してアンケート調査を行ったというところがあり、半数が「維持す

べき」という見解ですが、その内容を教えていただければと思います。また、８団体を

選んだ基準があれば教えてください。 

○夏目委員 済みません。関連で。 

○阿久澤会長 では、併せてお願いいたします。 

○夏目委員 今、古谷委員がおっしゃったところに関連して、パブリックコメントですと、

このように対応しましたという回答が掲載されますけれども、例えばアンケート調査を

行ったとき、これに対するレスポンスといいますか、消費者団体、７団体が回答してい

るわけですけれども、ここの意見をどのように反映するのか。先ほど、原案作成委員会

から継続を望む発言がございましたけれども、多数決でお決めになったということでご

ざいましたので、恐らく消費者委員が継続を望むと発言されたのではないかと推測しま

す。違っていたらごめんなさい。 

 ですから、せっかくアンケート調査に答えた団体に対してのフォローアップといいま

すか、そういったものについてお伺いさせていただきたいと思います。 

○原案作成機関（高井課長） まず、アンケートの対象でございますが、これまでの調査

等を踏まえまして、期間が短かったということもありましたので、主要な団体を当方で

選ばせていただいたということでございます。 

 それともう一点、原案作成委員会の議事の経過でございますが、原則、全会一致で決

定したと。それまでの議論の経過の中で種々御意見はございましたが、こういうことな

らしようがないですねということでございました。 

 それと、アンケートに対するレスポンスということについては、現状、行っておりま

せんけれども、アンケート結果等を踏まえまして、そのことは委員会にすべて提示しま

して、またホームページ等で公表して、その結果について御報告しております。 
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机上配付資料の３ページの方に、生産情報公表加工食品のアンケートによる結果とい

うことでございますが、その中で、廃止したら困るというようなことをお伺いした項目

がございますが、４ページの（３）でございます。 

これによりますと、「多くの原材料が使われているものもわからないし、安心できな

い」「一定の選択の目安になると考えられ、廃止は後退だと思う。豆腐、こんにゃくで

制定された規格を無駄にすべきでないと考える」、このような意見も委員会の中で御披

露しながら、どうするかということを検討した結果、廃止ということで結論づけられた

ということでございます。以上です。 

○阿久澤会長 どうもありがとうございました。 

○島﨑表示・規格課課長補佐 今、原案作成委員会の報告のとおりでございます。この委

員会は２回開いていただきまして、中には、パブリックコメントにもありましたように、

鰻の蒲焼きなんかにもというお声もありました。丸山委員からあった干ししいたけは初

めて聞いたのですけれども、それも踏まえて委員会では検討をしています。我々や

FAMIC も、他品目でそれほど多くの要望があるのかみたいなことも議論をした結果、

豆腐、こんにゃくについては特にこれからの伸びはほとんど期待できないということと、

そのほかの品目について、新たな基準として、先ほど筬島が言ったような内容の基準で

要望が本当に多くあれば、つくっていけばいいのではないかとのことで整理をさせてい

ただきました。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。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、意見も出尽くしたようですので、生産情報公表加工食品の日本農林規格を

原案どおり廃止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、その旨、報告いたします。 

ここで、（１）の審議結果について、確認いたします。報告案の配付を今していただい

ておりますが、見ていただきまして、ただいま配付いたしました報告案では、いずれも

原案どおりとなっております。よろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○阿久澤会長 それでは、お配りしたものの案を報告することにいたします。 

 次は、（２）のその他です。事務局から何かございますか。 

○筬島上席表示・規格専門官 事務局から御説明させていただくものは特にはございませ

ん。 

○阿久澤会長 それでは、以上で本日のすべての議題が終了いたしました。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、委員の皆様、どうもありがとうございました。本
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日御審議いただきました日本農林規格につきましては、速やかな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。また、途中で説明させていただきました

ように、今後、法令上の修正がありますことを御理解いただければ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を閉会いたします。本当にどうもありがとう

ございました。 
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