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１ 農産物規格・検査の概要

１



○ 農産物規格・検査は、全国統一的な規格に基づく等級格付けにより、現物を確認することなく、大量・広域に流通
させることを可能とする仕組み。

○ 昭和26年の農産物検査法の制定後、情勢の変化に合わせて、農産物規格について品位の項目の追加や等級の見直し
が行われてきた。また、品位の基準（混入率など）については、等級の簡素化等に伴う変更が行われた。検査手法に
ついては、平成12年改正により民営化が行われた。

① 農 産 物 検 査 法 の 概 要

○ 農産物検査法の改正（主なもの）

○ 対象品目

○ 農産物検査法（昭和26年法律第144号）（抜粋）

２

第１条 この法律は、農産物検査の制度を設けるとともに、そ
の適正かつ確実な実施を確保するための措置を講ずることに
より、農産物の公正かつ円滑な取引とその品質の改善とを助
長し、あわせて農家経済の発展と農産物消費の合理化とに寄
与することを目的とする。

○ 検査の種類

（１）品位等検査
【農産物規格（検査項目）】

種類（農産物の種類、生産年等）、銘柄（産地品種銘柄等）、
品位（農産物の質、等級）、 量目、荷造り、包装

【検査の態様】
農産物を検査員が視覚、触覚、臭覚及び聴覚で検査

（２）成分検査
【農産物規格（検査項目）】
たんぱく質（米・小麦）、アミロース（米）及びでん粉（小麦）

【検査の態様】
農産物を検査員が理化学的分析（例えば、ヨウ素の反応による呈
色度合いから、アミロース含有率を求めるなど）を用いて検査

米穀（もみ、玄米及び精米）、麦（小麦、大麦及び裸麦）、
大豆、小豆、いんげん、かんしょ生切干、そば及びでん粉

国による全量管理から民間主導の仕組みへの移行という米の流通
システムの見直しに伴い、主に以下の見直し。
・ 国が関与する流通に係る米以外について検査を任意化。
（国が関与する流通に係る米の義務検査は、平成15年の食糧法改
正に伴い廃止。）

・ 成分検査の導入

平成７年改正

行財政改革の一環として、農産物検査を民営化（平成18年までに
農林水産大臣が登録した民間の検査機関により検査を実施）。

平成12年改正

地方分権改革の一環として、平成28年から、一定の登録検査機関
に係る登録、指導監督等の事務を都道府県に委譲。

平成26年改正

○ 主な農産物規格規程（米）の改正

昭和49年 着色粒の混入率を新設
昭和53年 等級を５等級から３等級（＋等外、規格外）に簡素化
平成元年 水分の最高限度（15.0％）に当分の間1.0％加算を措置
平成３年 醸造用玄米の等級を３等級から５等級に細分化
平成13年 容積重の最低限度と等級の「等外」を廃止
平成26年 飼料用米の検査規格を新設



○ 検査数量等の推移

３

資料：穀物課作成資料

○ 検査数量が最も多いのは米穀で、水稲うるち玄米の検査手数料（各登録検査機関が設定）は、60kg当たり50～100

円が大半。（平成25年））

（注） １ 米の生産量は、主食用の玄米数量である。（19年産は子実用の玄米数量）
２ 米の検査数量は、うるち、もち及び醸造用を合計した玄米数量である。（もみ及び飼料用（もみ、玄米）は除く。）
３ 米の検査数量は、19年産、24年産、29年産は確定値、30年産は31年３月末現在の数量である。

② 検 査 数 量 等

【米穀】
（単位：千トン）

平成19年産 平成24年産 平成29年産 平成30年産

生産量 (a) 8,705 8,210 7,306 7,327
検査数量 (b) 5,056 5,343 5,089 4,591
未検数量(a-b) 3,649 2,867 2,217 2,736
受検率 (b/a) 58% 65% 70% 63%



○ 登録検査機関が農産物の種類ごとに品位（等級）、量目、荷造り、包装を検査。
○ 米（飼料用米を除く。）については平成13年から現行の規格となっている。

③ 農 産 物 規 格 （ 水 稲 う る ち 玄 米 ）

資料：農産物規格規程（平成13年農林水産省告示第244号）

○品位 （水稲うるち玄米）

等級

着色粒
（％）

異　種　穀　粒
異　物
（％）

もみ
（％）

麦
（％）

もみ及び麦を除い

たもの（％）

項目 最　低　限　度 最　　　高　　　限　　　度

整　粒
（％）

形　質
水　分
（％）

被害粒、死米、着色粒、異種穀粒及び異物

計
（％）

死　米
（％）

２　等 60 ２等標準品 15.0 20

１　等 70 １等標準品 15.0 15

10 0.3 0.5 0.3 0.5 0.4

0.1 0.3 0.1 0.3 0.27

0.7 1.0 0.7 1.0 0.6３　等 45 ３等標準品 15.0 30 20

○量目 （水稲うるち玄米）

紙袋詰めの場合 30キログラム又は20キログラム。ただし、１等から３等まで以外に該当すると認められるものは、25キログラムとすることができる。

○荷造り及び包装 （水稲うるち玄米）

第一種紙袋
材 料

原紙は、ＪＩＳ Ｐ3401（クラフト紙１種）ＭＳ－84、ＪＩＳ Ｐ3401（クラフト紙５種１号）ＥＫ１－83又はＪＩＳ Ｐ3401（クラフト紙５種２号）ＥＫ２－84に規定されたクラフト紙
とし、口ひもは、紙ひも製バンド（紙ひも８本を幅10ミリメートル以下に並列帯状に固着させたもので、引張り強さ68キログラム以上のもの）とする。

形 状

荷造り
袋口をそろえ裏側に３回以上折り曲げ、両端から約10センチメートルの箇所で袋口の中央に折り曲げて、左右の口ひもで真結びとする。

縦
（センチメートル）

横
（センチメートル）

底幅
（センチメートル）

重さ
（グラム）

表示 仕立方

80
(±)2

49
(±)1

10
(±)0.5

230
(±)10

製紙工場名、製袋工場名及び風袋の重量
並びに「第１種紙袋」の文字を表面に表示
したもの

各層とも新クラフト紙又は新クラフト伸張紙を用いて３層とし、底部は、のりばり
とし、袋口は、裏側に約76センチメートルの紙ひも製バンドを当て、裏側の袋
口の１枚又は３枚を約３センチメートル折り返してのりばりとしたもの

４


玄米 (数字) (概要添付用)

		二 ニ		玄　米 ゲン ベイ

				（一） イチ		種　類 タネ タグイ

						水稲うるち玄米　水稲もち玄米　陸稲うるち玄米　陸稲もち玄米　醸造用玄米　飼料用玄米

				（三） サン		規　格 キ カク

						ハ		品位 ヒンイ

								（イ）		水稲うるち玄米及び水稲もち玄米 ゲンマイ オヨ ゲンマイ

						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド										最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										整　粒
（％） タダシ ツブ				形　質 カタチ シツ						
水　分
（％）

※１ ミズ ブン				被害粒、死米、着色粒、異種穀粒及び異物 ヒガイ リュウ シ コメ チャクショク リュウ イシュ コクツブ オヨ イブツ

																								計
（％） ケイ				死　米
（％） シ コメ				着色粒
（％） チャクショク リュウ				異　種　穀　粒 イ タネ コク ツブ												異　物
（％）

※２ イ モノ

																																				もみ
（％）				麦
（％） ムギ				もみ及び麦を除いたもの（％） オヨ ムギ ノゾ

						等級 トウキュウ

						１　等 トウ				70				１等標準品 トウ ヒョウジュンヒン						15.0				15				7				0.1				0.3				0.1				0.3				0.2

						２　等 トウ				60				２等標準品 トウ ヒョウジュンヒン						15.0				20				10				0.3				0.5				0.3				0.5				0.4

						３　等 トウ				45				３等標準品 トウ ヒョウジュンヒン						15.0				30				20				0.7				1.0				0.7				1.0				0.6



								規格外―一等から三等までのそれぞれの品位に適合しない玄米であって、異種穀粒及び異物を
　　　　　　五〇％以上混入していないもの



								（ロ）		陸稲うるち玄米及び陸稲もち玄米 リク ゲンマイ オヨ リク ゲンマイ

						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド										最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										整　粒
（％） タダシ ツブ				形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン				被害粒、死米、着色粒、異種穀粒及び異物 ヒガイ リュウ シ コメ チャクショク リュウ イシュ コクツブ オヨ イブツ

																								計
（％） ケイ				死　米
（％） シ コメ				着色粒
（％） チャクショク リュウ				異　種　穀　粒 イ タネ コク ツブ												異　物
（％） イ モノ

																																				もみ
（％）				麦
（％） ムギ				もみ及び麦を除いたもの（％） オヨ ムギ ノゾ

						等級 トウキュウ

						一　等 イチ トウ				六五 ロク ゴ				一等標準品 イチ トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ				一五 イチ ゴ				七 シチ				○・一 イチ				○・三 サン				○・一 イチ				○・三 サン				○・二 ニ

						二　等 ニ トウ				五五 ゴ ゴ				二等標準品 ニ トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ				二○ ニ				一○ イチ				○・三 サン				○・五 ゴ				○・三 サン				○・五 ゴ				○・四 ヨン

						三　等 サン トウ				四五 ヨン ゴ				三等標準品 サン トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ				三○ サン				二○ ニ				○・七 シチ				一・○ イチ				○・七 シチ				一・○ イチ				○・六 ロク

								規格外―一等から三等までのそれぞれの品位に適合しない玄米であって、異種穀粒及び異物を
　　　　　　五〇％以上混入していないもの



								（ハ）		醸造用玄米 ジョウゾウヨウ ゲンマイ

						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド										最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										整　粒
（％） タダシ ツブ				形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン				被害粒、死米、着色粒、もみ及び異物 ヒガイ リュウ シ コメ チャクショク リュウ オヨ イブツ																				色 イロ

																								計
（％） ケイ				死　米
（％） シ コメ				着色粒
（％） チャクショク リュウ				もみ
（％）				異　物
（％） イ モノ

						等級 トウキュウ

						特　上 トク ジョウ				九○ キュウ				特上標準品 トクジョウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ				五 ゴ				三 サン				○・○				○・一 イチ				○・○				品種特有の色 ヒンシュ トクユウ イロ

						特　等 トク トウ				八○ ハチ				特等標準品 トク トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ				一○ イチ				五 ゴ				○・○				○・二 ニ				○・一 イチ				品種特有の色 ヒンシュ トクユウ イロ

						一　等 イチ トウ				七○ シチ				一等標準品 イチ トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ				一五 イチ ゴ				七 シチ				○・一 イチ				○・三 サン				○・一 イチ				品種特有の色 ヒンシュ トクユウ イロ

						二　等 ニ トウ				六○ ロク				二等標準品 ニ トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ				二○ ニ				一○ イチ				○・三 サン				○・五 ゴ				○・四 ヨン				－

						三　等 サン トウ				四五 ヨン ゴ				三等標準品 サン トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ				三○ サン				二○ ニ				○・七 シチ				一・○ イチ				○・六 ロク				－

								規格外―特上から三等までのそれぞれの品位に適合しない醸造用玄米であって、もみ及び異物を
　　　　　　五〇％以上混入していないもの トクジョウ ジョウゾウヨウ



								（二） ニ		　飼料用玄米 シリョウヨウ ゲンマイ



						項目 コウモク				最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										水　分
（％） ミズ ブン						被害粒
（％） ヒガイ ツブ						異種穀粒 イシュ コクリュウ																				異物
（％） イブツ

																						もみ
（％）						麦
（％） ムギ						もみ及び麦を除いたもの（％） オヨ ムギ ノゾ

						等級 トウキュウ

						合　格 ゴウ カク				15.0						25						3						1						1								1



								規格外―合格の品位に適合しない玄米であって、異種穀粒及び異物を五〇％以上混入していない
　　　　　　もの ゴウカク ゲンマイ イシュ コクリュウ



				附 フ

						一 イチ		　醸造用玄米を除く玄米の水分の最高限度は、各等級とも、当分の間、本表の数値に一・〇％を加算したものとする。

						二 ニ		　　次の道県で生産された醸造用玄米に限り、その水分の最高限度は各等級とも本表の数値にそれぞれ次の数値を加算したものとする。

								　北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形及び福島の各道県　　　　　一・〇％

								　新潟、富山、石川、福井、鳥取、島根及び沖縄の各県　　　　　　　　〇・五％

						三 サン		　もち玄米には、その種類以外の玄米が一等のものにあっては一％、二等のものにあっては二％、三等のものにあっては三％を超えて混入していてはならない。

						四 シ		　玄米には、異物として土砂（これに類するものとして政策統括官が定めるものを含む。）が混入していてはならない。

						五 ゴ		　醸造用玄米には、もみを除く異種穀粒及び異品種粒が混入していてはならない。

						六 ロク		包装には、政策統括官が別に定めるところにより、あらかじめ農産物検査員が包装の規格に適合するものとして確認を行った麻袋、樹脂袋、紙袋又はポリエチレンフィルム袋を使用していなければならない。



				定義 テイギ

						一 イチ		百　分　率 ヒャク ブン リツ						－		全量に対する重量比をいう。

						二 ニ		整　　　粒 タダシ ツブ						－		被害粒、死米、未熟粒、異種穀粒及び異物を除いた粒をいう。

						三 サン		形　　　質 カタチ シツ						－		皮部の厚薄、充実度、質の硬軟、粒ぞろい、粒形、光沢並びに肌ずれ、心白及び腹白の程度をいう。

						四 ヨン		水　　　分 ミズ ブン						－		常圧加熱乾燥法のうち、一○五度乾燥法によるものをいう。

						五 ゴ		被　害　粒 ヒ ガイ リュウ						－		損傷を受けた粒（発芽粒、病害粒、芽くされ粒、虫害粒、胴割粒、奇形粒、茶米、砕粒等）をいう。ただし、醸造用玄米における胴割粒を除き損傷が軽微で精米の品質及び精米歩合に影響を及ぼさない程度のものを除き、飼料用玄米にあっては、発芽粒、病害粒及び芽くされ粒をいう。

						六 ロク		死　　　米 シ コメ						－		充実していない粉状質の粒（青死米及び白死米）をいう。

						七 シチ		着　色　粒 キ イロ ツブ						－		粒面の全部又は一部が着色した粒及び赤米をいう。ただし、とう精によって除かれ、又は精米の品質及び精米歩合に著しい影響を及ぼさない程度のものを除く。

						八 ハチ		未　熟　粒 ミ ジュク ツブ						－		死米を除いた成熟していない粒をいう。

						九 キュウ		異種穀粒 イシュ コクツブ						－		その種類の玄米（もち玄米にあっては、玄米）を除いた他の穀粒をいう。

						一○ イチ		異　　　物 イ ブツ						－		穀粒を除いた他のものをいう。

						十一 ジュウイチ		たんぱく質 シツ						－		精米につき窒素定量法により換算値五・九五を用いたもの又はこれと同等の精度でその測定結果が得られる近赤外分析計を用いて測定したものをいう。

						十二 ジュウニ		アミロース						－		精米につきよう素呈色比色法により分光光度計を用いて測定したものをいう。





もみ (数字)

		一 イチ		も　み

				（一） イチ		種　類 タネ タグイ

						水稲うるちもみ　水稲もちもみ　陸稲うるちもみ　陸稲もちもみ　種子水稲うるちもみ　種子水稲もちもみ　種子陸稲うるちもみ　種子陸稲もちもみ　飼料用もみ　 スイトウ スイトウ リクトウ リクトウ シュシ シュシ シュシ シュシ シリョウヨウ

				（三） サン		規　格 キ カク

						ハ		品位 ヒンイ

								（イ）		水稲うるちもみ、水稲もちもみ、陸稲うるちもみ及び陸稲もちもみ



						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド								最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										整　粒
（％） タダシ ツブ				形　質 カタチ シツ				水　分
（％） ミズ ブン				被害粒、着色粒、異種穀粒及び異物 ヒガイ リュウ チャクショク リュウ イシュ コクツブ オヨ イブツ

																						計
（％） ケイ				着色粒
（％） チャクショク リュウ				異種穀粒
（％） イシュ コクツブ				異　物
（％） イ モノ

						等級 トウキュウ

						合　格 ゴウ カク				70				標準品 ヒョウジュンヒン				14.5				6				0.2				0.3				0.2



								（ハ）		　飼料用もみ シリョウヨウ



						項目 コウモク				最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										水　分
（％） ミズ ブン				被害粒
（％） ヒガイ ツブ				麦
（％） ムギ				玄米及び麦を除いたもの（％） ゲンマイ オヨ ムギ ノゾ						異　物
（％） イ モノ

						等級 トウキュウ

						合　格 ゴウ カク				14.5				25				1				1						2



								規格外―合格の品位に適合しないもみであって、異種穀粒及び異物を五〇％以上混入していないもの





もみ

		一 イチ		も　み

				（一） イチ		種　類 タネ タグイ

						水稲うるちもみ　水稲もちもみ　陸稲うるちもみ　陸稲もちもみ　種子水稲うるちもみ　種子水稲もちもみ　種子陸稲うるちもみ　種子陸稲もちもみ　飼料用もみ　 スイトウ スイトウ リクトウ リクトウ シュシ シュシ シュシ シュシ シリョウヨウ

				（三） サン		規　格 キ カク

						ハ		品位 ヒンイ

								（イ）		水稲うるちもみ、水稲もちもみ、陸稲うるちもみ及び陸稲もちもみ

						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド												最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										整　粒
（％） タダシ ツブ						形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン						被害粒、着色粒、異種穀粒及び異物 ヒガイ リュウ チャクショク リュウ イシュ コクツブ オヨ イブツ

																												計
（％） ケイ						着色粒
（％） チャクショク リュウ						異種穀粒
（％） イシュ コクツブ						異　物
（％） イ モノ

						等級 トウキュウ

						合　格 ゴウ カク				七○ シチ						標準品 ヒョウジュンヒン						一四・五 イチ ヨン ゴ						六 ロク						○・二 ニ						○・三 サン						○・二 ニ

								規格外―合格の品位に適合しないもみであって、異種穀粒及び異物を五〇％以上混入していないもの



								（ロ）		　種子水稲うるちもみ、種子水稲もちもみ、種子陸稲うるちもみ及び種子陸稲もちもみ

						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド																		最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										発芽率
（％） ハツガリツ						整　粒
（％） タダシ ツブ						形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン						被害粒
（％） ヒガイ ツブ						異　物
（％） イ モノ						色 イロ

						等級 トウキュウ

						合　格 ゴウ カク				九○ キュウ						九○ キュウ						標準品 ヒョウジュンヒン						一四・五 イチ ヨン ゴ						○・五 ゴ						○・二 ニ						品種特有の色 ヒンシュ トクユウ イロ

								（ハ）		　飼料用もみ シリョウヨウ

						項目 コウモク				最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										水　分
（％） ミズ ブン						被害粒
（％） ヒガイ ツブ						麦
（％） ムギ						玄米及び麦を除いたもの（％） ゲンマイ オヨ ムギ ノゾ								異　物
（％） イ モノ

						等級 トウキュウ

						合　格 ゴウ カク				一四・五 イチ ヨン ゴ						二五 ニ ゴ						一 イチ						一 イチ								二 ニ

								規格外―合格の品位に適合しないもみであって、異種穀粒及び異物を五〇％以上混入していないもの

				附 フ

						一 イチ		　水分の最高限度は、当分の間、本表の数値に一・〇％を加算したものとする。

						二 ニ		　水稲もちもみ及び陸稲もちもみのうち合格のものには、その種類以外のもみが二％を超えて混入していてはならない。

						三 サン		　種子もみにおける異種穀粒及び異品種粒の混入限度

								イ		　異なる品種を交配した一代雑種の種子もみにあっては、異種穀粒が混入していてはならず、かつ、異品種粒が二％を超えて混入していてはならない。

								ロ		　原種として生産された雄性不稔系統の種子もみにあっては、異種穀粒が混入していてはならず、かつ、異品種粒が一％を超えて混入していてはならない。 ゲンシュ

								ハ		イ及びロに掲げる種子もみ以外の種子もみにあっては、異種穀粒及び異品種粒が混入していてはならない。

						四 シ		　種子もみとして検査の請求をしたもみで種子もみの等級に格付けされなかったものについては、水稲うるちもみ、水稲もちもみ、陸稲うるちもみ又は陸稲もちもみとしてそれぞれの規格を適用する。

						五 ゴ		　飼料用もみには、異物として土砂(これに類するものとして農林水産省政策統括官（以下「政策統括官」という。）が定めるものを含む。)が混入していてはならない。

						六 ロク		　包装には、政策統括官が別に定めるところにより、あらかじめ農産物検査員(農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第十七条第二項第一号に規定する者をいう。以下同じ。)が包装の規格に適合するものとして確認を行った麻袋、樹脂袋、紙袋又はポリエチレンフィルム袋を使用していなければならない。



				定義 テイギ

						一 イチ		百　分　率 ヒャク ブン リツ						－		全量に対する重量比をいう。ただし、発芽率の場合を除く。

						二 ニ		整　　　粒 タダシ ツブ						－		被害粒、未熟粒、異種穀粒及び異物を除いた粒をいう。

						三 サン		形　　　質 カタチ シツ						－		充実度、質の硬軟、粒ぞろい、粒形及び光沢をいう。

						四 ヨン		水　　　分 ミズ ブン						－		常圧加熱乾燥法のうち、一○五度乾燥法によるものをいう。

						五 ゴ		被　害　粒 ヒ ガイ リュウ						－		損傷を受けた粒（発芽粒、病害粒、くされ粒、虫害粒、傷もみ、砕粒等）をいう。ただし、普通もみにあっては、損傷が軽微で玄米の品質及びもみすり歩合に影響を及ぼさない程度のものを除き、飼料用もみにあっては、発芽粒、病害粒及びくされ粒をいう。

						六 ロク		着　色　粒 キ イロ ツブ						－		粒面の全部又は一部が着色した粒及び赤米をいう。ただし、とう精によって除かれ、又は精米の品質及び精米歩合に著しい影響を及ぼさない程度のものを除く。

						七 シチ		未　熟　粒 ミ ジュク ツブ						－		成熟していない粒をいう。

						八 ハチ		異種穀粒 イシュ コクツブ						－		その種類のもみ（普通もちもみにあっては、もみ）を除いた他の穀粒をいう。

						九 キュウ		異　　　物 イ ブツ						－		穀粒を除いた他のものをいう。

						一○ イチ		発　芽　率 ハツ メ リツ						－		摂氏二五度で一四日間以内に発芽した正常発芽粒の供試した整粒等に対する粒数歩合をいう。

						十一 ジュウイチ		整　粒　等 タダシ ツブ トウ						－		整粒、未熟粒及び被害粒（原形の二分の一以下の砕粒を除く。）をいう。

						十二 ジュウニ		たんぱく質 シツ						－		精米につき窒素定量法により換算値五・九五を用いたもの又はこれと同等の精度でその測定結果が得られる近赤外分析計を用いて測定したものをいう。

						十三 ジュウサン		アミロース						－		精米につきよう素呈色比色法により分光光度計を用いて測定したものをいう。





玄米 (数字)

		二 ニ		玄　米 ゲン ベイ

				（一） イチ		種　類 タネ タグイ

						水稲うるち玄米　水稲もち玄米　陸稲うるち玄米　陸稲もち玄米　醸造用玄米　飼料用玄米

				（三） サン		規　格 キ カク

						ハ		品位 ヒンイ

								（イ）		水稲うるち玄米及び水稲もち玄米 ゲンマイ オヨ ゲンマイ

						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド										最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										整　粒
（％） タダシ ツブ				形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン				被害粒、死米、着色粒、異種穀粒及び異物 ヒガイ リュウ シ コメ チャクショク リュウ イシュ コクツブ オヨ イブツ

																								計
（％） ケイ				死　米
（％） シ コメ				着色粒
（％） チャクショク リュウ				異　種　穀　粒 イ タネ コク ツブ														異　物
（％） イ モノ

																																				もみ
（％）				麦
（％） ムギ				もみ及び麦を除いたもの（％） オヨ ムギ ノゾ

						等級 トウキュウ

						１　等 トウ				70				１等標準品 トウ ヒョウジュンヒン						15.0				15				7				0.1				0.3				0.1				0.3						0.2

						２　等 トウ				60				２等標準品 トウ ヒョウジュンヒン						15.0				20				10				0.3				0.5				0.3				0.5						0.4

						３　等 トウ				45				３等標準品 トウ ヒョウジュンヒン						15.0				30				20				0.7				1.0				0.7				1.0						0.6



								規格外―一等から三等までのそれぞれの品位に適合しない玄米であって、異種穀粒及び異物を
　　　　　　五〇％以上混入していないもの



								（ロ）		陸稲うるち玄米及び陸稲もち玄米 リク ゲンマイ オヨ リク ゲンマイ

						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド										最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										整　粒
（％） タダシ ツブ				形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン				被害粒、死米、着色粒、異種穀粒及び異物 ヒガイ リュウ シ コメ チャクショク リュウ イシュ コクツブ オヨ イブツ

																								計
（％） ケイ				死　米
（％） シ コメ				着色粒
（％） チャクショク リュウ				異　種　穀　粒 イ タネ コク ツブ														異　物
（％） イ モノ

																																				もみ
（％）				麦
（％） ムギ				もみ及び麦を除いたもの（％） オヨ ムギ ノゾ

						等級 トウキュウ

						一　等 イチ トウ				六五 ロク ゴ				一等標準品 イチ トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ				一五 イチ ゴ				七 シチ				○・一 イチ				○・三 サン				○・一 イチ				○・三 サン						○・二 ニ

						二　等 ニ トウ				五五 ゴ ゴ				二等標準品 ニ トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ				二○ ニ				一○ イチ				○・三 サン				○・五 ゴ				○・三 サン				○・五 ゴ						○・四 ヨン

						三　等 サン トウ				四五 ヨン ゴ				三等標準品 サン トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ				三○ サン				二○ ニ				○・七 シチ				一・○ イチ				○・七 シチ				一・○ イチ						○・六 ロク

								規格外―一等から三等までのそれぞれの品位に適合しない玄米であって、異種穀粒及び異物を
　　　　　　五〇％以上混入していないもの



								（ハ）		醸造用玄米 ジョウゾウヨウ ゲンマイ

						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド										最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										整　粒
（％） タダシ ツブ				形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン				被害粒、死米、着色粒、もみ及び異物 ヒガイ リュウ シ コメ チャクショク リュウ オヨ イブツ																				色 イロ

																								計
（％） ケイ				死　米
（％） シ コメ				着色粒
（％） チャクショク リュウ				もみ
（％）				異　物
（％） イ モノ

						等級 トウキュウ

						特　上 トク ジョウ				九○ キュウ				特上標準品 トクジョウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ				五 ゴ				三 サン				○・○				○・一 イチ				○・○				品種特有の色 ヒンシュ トクユウ イロ

						特　等 トク トウ				八○ ハチ				特等標準品 トク トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ				一○ イチ				五 ゴ				○・○				○・二 ニ				○・一 イチ				品種特有の色 ヒンシュ トクユウ イロ

						一　等 イチ トウ				七○ シチ				一等標準品 イチ トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ				一五 イチ ゴ				七 シチ				○・一 イチ				○・三 サン				○・一 イチ				品種特有の色 ヒンシュ トクユウ イロ

						二　等 ニ トウ				六○ ロク				二等標準品 ニ トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ				二○ ニ				一○ イチ				○・三 サン				○・五 ゴ				○・四 ヨン				－

						三　等 サン トウ				四五 ヨン ゴ				三等標準品 サン トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ				三○ サン				二○ ニ				○・七 シチ				一・○ イチ				○・六 ロク				－

								規格外―特上から三等までのそれぞれの品位に適合しない醸造用玄米であって、もみ及び異物を
　　　　　　五〇％以上混入していないもの トクジョウ ジョウゾウヨウ



								（二） ニ		　飼料用玄米 シリョウヨウ ゲンマイ



						項目 コウモク				最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										水　分
（％） ミズ ブン						被害粒
（％） ヒガイ ツブ						異種穀粒 イシュ コクリュウ																				異物
（％） イブツ

																						もみ
（％）						麦
（％） ムギ						もみ及び麦を除いたもの（％） オヨ ムギ ノゾ

						等級 トウキュウ

						合　格 ゴウ カク				15.0						25						3						1						1								1



								規格外―合格の品位に適合しない玄米であって、異種穀粒及び異物を五〇％以上混入していない
　　　　　　もの ゴウカク ゲンマイ イシュ コクリュウ



				附 フ

						一 イチ		　醸造用玄米を除く玄米の水分の最高限度は、各等級とも、当分の間、本表の数値に一・〇％を加算したものとする。

						二 ニ		　　次の道県で生産された醸造用玄米に限り、その水分の最高限度は各等級とも本表の数値にそれぞれ次の数値を加算したものとする。

								　北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形及び福島の各道県　　　　　一・〇％

								　新潟、富山、石川、福井、鳥取、島根及び沖縄の各県　　　　　　　　〇・五％

						三 サン		　もち玄米には、その種類以外の玄米が一等のものにあっては一％、二等のものにあっては二％、三等のものにあっては三％を超えて混入していてはならない。

						四 シ		　玄米には、異物として土砂（これに類するものとして政策統括官が定めるものを含む。）が混入していてはならない。

						五 ゴ		　醸造用玄米には、もみを除く異種穀粒及び異品種粒が混入していてはならない。

						六 ロク		包装には、政策統括官が別に定めるところにより、あらかじめ農産物検査員が包装の規格に適合するものとして確認を行った麻袋、樹脂袋、紙袋又はポリエチレンフィルム袋を使用していなければならない。



				定義 テイギ

						一 イチ		百　分　率 ヒャク ブン リツ						－		全量に対する重量比をいう。

						二 ニ		整　　　粒 タダシ ツブ						－		被害粒、死米、未熟粒、異種穀粒及び異物を除いた粒をいう。

						三 サン		形　　　質 カタチ シツ						－		皮部の厚薄、充実度、質の硬軟、粒ぞろい、粒形、光沢並びに肌ずれ、心白及び腹白の程度をいう。

						四 ヨン		水　　　分 ミズ ブン						－		常圧加熱乾燥法のうち、一○五度乾燥法によるものをいう。

						五 ゴ		被　害　粒 ヒ ガイ リュウ						－		損傷を受けた粒（発芽粒、病害粒、芽くされ粒、虫害粒、胴割粒、奇形粒、茶米、砕粒等）をいう。ただし、醸造用玄米における胴割粒を除き損傷が軽微で精米の品質及び精米歩合に影響を及ぼさない程度のものを除き、飼料用玄米にあっては、発芽粒、病害粒及び芽くされ粒をいう。

						六 ロク		死　　　米 シ コメ						－		充実していない粉状質の粒（青死米及び白死米）をいう。

						七 シチ		着　色　粒 キ イロ ツブ						－		粒面の全部又は一部が着色した粒及び赤米をいう。ただし、とう精によって除かれ、又は精米の品質及び精米歩合に著しい影響を及ぼさない程度のものを除く。

						八 ハチ		未　熟　粒 ミ ジュク ツブ						－		死米を除いた成熟していない粒をいう。

						九 キュウ		異種穀粒 イシュ コクツブ						－		その種類の玄米（もち玄米にあっては、玄米）を除いた他の穀粒をいう。

						一○ イチ		異　　　物 イ ブツ						－		穀粒を除いた他のものをいう。

						十一 ジュウイチ		たんぱく質 シツ						－		精米につき窒素定量法により換算値五・九五を用いたもの又はこれと同等の精度でその測定結果が得られる近赤外分析計を用いて測定したものをいう。

						十二 ジュウニ		アミロース						－		精米につきよう素呈色比色法により分光光度計を用いて測定したものをいう。





玄米

		二 ニ		玄　米 ゲン ベイ

				（一） イチ		種　類 タネ タグイ

						水稲うるち玄米　水稲もち玄米　陸稲うるち玄米　陸稲もち玄米　醸造用玄米　飼料用玄米

				（三） サン		規　格 キ カク

						ハ		品位 ヒンイ

								（イ）		水稲うるち玄米及び水稲もち玄米 ゲンマイ オヨ ゲンマイ

						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド										最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										整　粒
（％） タダシ ツブ				形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン				被害粒、死米、着色粒、異種穀粒及び異物 ヒガイ リュウ シ コメ チャクショク リュウ イシュ コクツブ オヨ イブツ

																								計
（％） ケイ				死　米
（％） シ コメ				着色粒
（％） チャクショク リュウ				異　種　穀　粒 イ タネ コク ツブ														異　物
（％） イ モノ

																																				もみ
（％）				麦
（％） ムギ				もみ及び麦を除いたもの（％） オヨ ムギ ノゾ

						等級 トウキュウ

						一　等 イチ トウ				七○ シチ				一等標準品 イチ トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ				一五 イチ ゴ				七 シチ				○・一 イチ				○・三 サン				○・一 イチ				○・三 サン						○・二 ニ

						二　等 ニ トウ				六○ ロク				二等標準品 ニ トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ				二○ ニ				一○ イチ				○・三 サン				○・五 ゴ				○・三 サン				○・五 ゴ						○・四 ヨン

						三　等 サン トウ				四五 ヨン ゴ				三等標準品 サン トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ				三○ サン				二○ ニ				○・七 シチ				一・○ イチ				○・七 シチ				一・○ イチ						○・六 ロク

								規格外―一等から三等までのそれぞれの品位に適合しない玄米であって、異種穀粒及び異物を
　　　　　　五〇％以上混入していないもの



								（ロ）		陸稲うるち玄米及び陸稲もち玄米 リク ゲンマイ オヨ リク ゲンマイ

						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド										最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										整　粒
（％） タダシ ツブ				形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン				被害粒、死米、着色粒、異種穀粒及び異物 ヒガイ リュウ シ コメ チャクショク リュウ イシュ コクツブ オヨ イブツ

																								計
（％） ケイ				死　米
（％） シ コメ				着色粒
（％） チャクショク リュウ				異　種　穀　粒 イ タネ コク ツブ														異　物
（％） イ モノ

																																				もみ
（％）				麦
（％） ムギ				もみ及び麦を除いたもの（％） オヨ ムギ ノゾ

						等級 トウキュウ

						一　等 イチ トウ				六五 ロク ゴ				一等標準品 イチ トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ				一五 イチ ゴ				七 シチ				○・一 イチ				○・三 サン				○・一 イチ				○・三 サン						○・二 ニ

						二　等 ニ トウ				五五 ゴ ゴ				二等標準品 ニ トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ				二○ ニ				一○ イチ				○・三 サン				○・五 ゴ				○・三 サン				○・五 ゴ						○・四 ヨン

						三　等 サン トウ				四五 ヨン ゴ				三等標準品 サン トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ				三○ サン				二○ ニ				○・七 シチ				一・○ イチ				○・七 シチ				一・○ イチ						○・六 ロク

								規格外―一等から三等までのそれぞれの品位に適合しない玄米であって、異種穀粒及び異物を
　　　　　　五〇％以上混入していないもの



								（ハ）		醸造用玄米 ジョウゾウヨウ ゲンマイ

						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド										最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										整　粒
（％） タダシ ツブ				形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン				被害粒、死米、着色粒、もみ及び異物 ヒガイ リュウ シ コメ チャクショク リュウ オヨ イブツ																				色 イロ

																								計
（％） ケイ				死　米
（％） シ コメ				着色粒
（％） チャクショク リュウ				もみ
（％）				異　物
（％） イ モノ

						等級 トウキュウ

						特　上 トク ジョウ				九○ キュウ				特上標準品 トクジョウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ				五 ゴ				三 サン				○・○				○・一 イチ				○・○				品種特有の色 ヒンシュ トクユウ イロ

						特　等 トク トウ				八○ ハチ				特等標準品 トク トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ				一○ イチ				五 ゴ				○・○				○・二 ニ				○・一 イチ				品種特有の色 ヒンシュ トクユウ イロ

						一　等 イチ トウ				七○ シチ				一等標準品 イチ トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ				一五 イチ ゴ				七 シチ				○・一 イチ				○・三 サン				○・一 イチ				品種特有の色 ヒンシュ トクユウ イロ

						二　等 ニ トウ				六○ ロク				二等標準品 ニ トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ				二○ ニ				一○ イチ				○・三 サン				○・五 ゴ				○・四 ヨン				－

						三　等 サン トウ				四五 ヨン ゴ				三等標準品 サン トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ				三○ サン				二○ ニ				○・七 シチ				一・○ イチ				○・六 ロク				－

								規格外―特上から三等までのそれぞれの品位に適合しない醸造用玄米であって、もみ及び異物を
　　　　　　五〇％以上混入していないもの トクジョウ ジョウゾウヨウ



								（二） ニ		　飼料用玄米 シリョウヨウ ゲンマイ

						項目 コウモク				最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										水　分
（％） ミズ ブン						被害粒
（％） ヒガイ ツブ						異種穀粒 イシュ コクリュウ																				異物
（％） イブツ

																						もみ
（％）						麦
（％） ムギ						もみ及び麦を除いたもの（％） オヨ ムギ ノゾ

						等級 トウキュウ

						合　格 ゴウ カク				一五・○ イチ ゴ						二五 ニ ゴ						三 サン						一 イチ						一 イチ								一 イチ

								規格外―合格の品位に適合しない玄米であって、異種穀粒及び異物を五〇％以上混入していない
　　　　　　もの ゴウカク ゲンマイ イシュ コクリュウ



				附 フ

						一 イチ		　醸造用玄米を除く玄米の水分の最高限度は、各等級とも、当分の間、本表の数値に一・〇％を加算したものとする。

						二 ニ		　　次の道県で生産された醸造用玄米に限り、その水分の最高限度は各等級とも本表の数値にそれぞれ次の数値を加算したものとする。

								　北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形及び福島の各道県　　　　　一・〇％

								　新潟、富山、石川、福井、鳥取、島根及び沖縄の各県　　　　　　　　〇・五％

						三 サン		　もち玄米には、その種類以外の玄米が一等のものにあっては一％、二等のものにあっては二％、三等のものにあっては三％を超えて混入していてはならない。

						四 シ		　玄米には、異物として土砂（これに類するものとして政策統括官が定めるものを含む。）が混入していてはならない。

						五 ゴ		　醸造用玄米には、もみを除く異種穀粒及び異品種粒が混入していてはならない。

						六 ロク		包装には、政策統括官が別に定めるところにより、あらかじめ農産物検査員が包装の規格に適合するものとして確認を行った麻袋、樹脂袋、紙袋又はポリエチレンフィルム袋を使用していなければならない。



				定義 テイギ

						一 イチ		百　分　率 ヒャク ブン リツ						－		全量に対する重量比をいう。

						二 ニ		整　　　粒 タダシ ツブ						－		被害粒、死米、未熟粒、異種穀粒及び異物を除いた粒をいう。

						三 サン		形　　　質 カタチ シツ						－		皮部の厚薄、充実度、質の硬軟、粒ぞろい、粒形、光沢並びに肌ずれ、心白及び腹白の程度をいう。

						四 ヨン		水　　　分 ミズ ブン						－		常圧加熱乾燥法のうち、一○五度乾燥法によるものをいう。

						五 ゴ		被　害　粒 ヒ ガイ リュウ						－		損傷を受けた粒（発芽粒、病害粒、芽くされ粒、虫害粒、胴割粒、奇形粒、茶米、砕粒等）をいう。ただし、醸造用玄米における胴割粒を除き損傷が軽微で精米の品質及び精米歩合に影響を及ぼさない程度のものを除き、飼料用玄米にあっては、発芽粒、病害粒及び芽くされ粒をいう。

						六 ロク		死　　　米 シ コメ						－		充実していない粉状質の粒（青死米及び白死米）をいう。

						七 シチ		着　色　粒 キ イロ ツブ						－		粒面の全部又は一部が着色した粒及び赤米をいう。ただし、とう精によって除かれ、又は精米の品質及び精米歩合に著しい影響を及ぼさない程度のものを除く。

						八 ハチ		未　熟　粒 ミ ジュク ツブ						－		死米を除いた成熟していない粒をいう。

						九 キュウ		異種穀粒 イシュ コクツブ						－		その種類の玄米（もち玄米にあっては、玄米）を除いた他の穀粒をいう。

						一○ イチ		異　　　物 イ ブツ						－		穀粒を除いた他のものをいう。

						十一 ジュウイチ		たんぱく質 シツ						－		精米につき窒素定量法により換算値五・九五を用いたもの又はこれと同等の精度でその測定結果が得られる近赤外分析計を用いて測定したものをいう。

						十二 ジュウニ		アミロース						－		精米につきよう素呈色比色法により分光光度計を用いて測定したものをいう。





精米

		三 サン		精　米 セイ ベイ

				（一） イチ		種　類 タネ タグイ

						水稲うるち精米　水稲もち精米　陸稲うるち精米　陸稲もち精米 セイマイ セイマイ セイマイ セイマイ

				（三） サン		規　格 キ カク

						ハ		品位 ヒンイ

								（イ）		七分づき精米 シチブ セイマイ

						項目 コウモク				最低限度 サイ テイ キリ ド						最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン						粉状質粒及び被害粒 フンジョウ シツ ツブ オヨ ヒガイ ツブ												砕　粒
（％） クダ リュウ				異種穀粒及び異物 イシュ コクツブ オヨ イブツ

																						計
（％） ケイ				被　害　粒 ヒ ガイ ツブ												異　種　穀　粒 イ タネ コク ツブ

																										計
（％） ケイ				着色粒
（％） チャクショク ツブ								もみ
（％）				もみを除いたもの（％） ノゾ

						等級 トウキュウ

						一　等 イチ トウ				一等標準品 イチ トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ						一○ イチ				一 イチ				○・○				二 ニ				○・○				○・一 イチ

						二　等 ニ トウ				二等標準品 ニ トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ						二○ ニ				二 ニ				○・二 ニ				五 ゴ				○・○				○・二 ニ

						等　外 トウ ソト				等外標準品 トウ ソト ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ						二五 ニ ゴ				五 ゴ				○・二 ニ				一五 イチ ゴ				○・○				○・三 サン

								規格外―一等から三等までのそれぞれの品位に適合しない精米であって、異種穀粒及び異物が
　　　　　　五〇％以上混入していないもの セイマイ



								（ロ）		完全精米 カンゼン セイマイ

						項目 コウモク				最低限度 サイ テイ キリ ド						最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン						粉状質粒及び被害粒 フンジョウ シツ ツブ オヨ ヒガイ ツブ												砕　粒
（％） クダ リュウ				異種穀粒及び異物 イシュ コクツブ オヨ イブツ

																						計
（％） ケイ				被　害　粒 ヒ ガイ ツブ												異　種　穀　粒 イ タネ コク ツブ

																										計
（％） ケイ				着色粒
（％） チャクショク ツブ								もみ
（％）				もみを除いたもの（％） ノゾ

						等級 トウキュウ

						一　等 イチ トウ				一等標準品 イチ トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ						一○ イチ				一 イチ				○・○				五 ゴ				○・○				○・○

						二　等 ニ トウ				二等標準品 ニ トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ						二○ ニ				二 ニ				○・二 ニ				一○ イチ				○・○				○・一 イチ

						等　外 トウ ソト				等外標準品 トウ ソト ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ						二五 ニ ゴ				四 ヨン				○・二 ニ				一五 イチ ゴ				○・○				○・二 ニ

								規格外―一等から三等までのそれぞれの品位に適合しない精米であって、異種穀粒及び異物が
　　　　　　五〇％以上混入していないもの セイマイ



				附 フ

						一 イチ		　水分の最高限度は、各等級とも、当分の間、本表の数値に一・〇％を加算したものとする。

						二 ニ		　もち精米には、その種類以外の精米が一等のものにあっては〇％、二等のものにあっては二％、等外のものにあっては三％を超えて混入していてはならない。

						三 サン		　精米には、異物として土砂（これに類するものとして政策統括官が定めるものを含む。）が混入していてはならない。

						四 シ		　包装には、政策統括官が別に定めるところにより、あらかじめ農産物検査員が包装の規格に適合するものとして確認を行った紙袋を使用していなければならない。



				定義 テイギ

						一 イチ		百　分　率 ヒャク ブン リツ						－		全量に対する重量比をいう。

						二 ニ		形　　　質 カタチ シツ						－		ぬか層のはく離及びぬかの付着の程度、粒ぞろい並びに心白及び腹白の程度をいう。

						三 サン		水　　　分 ミズ ブン						－		常圧加熱乾燥法のうち、一○五度乾燥法によるものをいう。

						四 ヨン		粉状質粒 フンジョウ シツ リュウ						－		粒質が粉状又は半粉状の粒をいう。

						五 ゴ		被　害　粒 ヒ ガイ リュウ						－		汚染し、又は損傷を受けた粒（破粒を除く。）をいう。

						六 ロク		着　色　粒 キ イロ ツブ						－		粒面の全部又は一部が着色した粒及び赤米をいう。ただし、精米の品質に著しい影響を及ぼさない程度のものを除く。

						七 シチ		砕　　　粒 クダ ツブ						－		その大きさが完全粒の三分の二から四分の一（針金二五番線ふるい目の開き一・七ミリメートルのふるいをもって分け、そのふるいの上に残る程度の大きさをいう。）までの粒をいう。

						八 ハチ		異種穀粒 イシュ コクツブ						－		その種類の精米（もち精米にあっては、精米）を除いた他の穀粒をいう。

						九 キュウ		異　　　物 イ ブツ						－		その大きさが完全粒の四分の一未満の精米粒及び穀粒を除いた他のものをいう。

						一○ イチ		たんぱく質 シツ						－		精米につき窒素定量法により換算値五・九五を用いたもの又はこれと同等の精度でその測定結果が得られる近赤外分析計を用いて測定したものをいう。

						十一 ジュウイチ		アミロース						－		精米につきよう素呈色比色法により分光光度計を用いて測定したものをいう。





小麦

		四 ヨン		小　麦 ショウ ムギ

				（一） イチ		種　類 タネ タグイ

						普通小麦　強力小麦　種子小麦 フツウ コムギ キョウリョク コムギ シュシ コムギ

				（三） サン		規　格 キ カク

						ハ		品位 ヒンイ

								（イ）		普通小麦 フツウ コムギ

						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド														最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										容積重
（ｸﾞﾗﾑ）				整粒
（％） セイリュウ				形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン				被害粒、異種穀粒及び異物 ヒガイ リュウ イシュ コクツブ オヨ イブツ

																												計
（％） ケイ				異種穀粒
（％） イシュ コクリュウ				異　　　　物 イ ブツ

																																				麦角粒
（％） ムギ カド ツブ				なまぐさ黒穂病粒率（％） クロ ホ ビョウ ツブ リツ				麦角粒及びなまぐさ黒穂病粒を除いたもの（％） ムギ カド ツブ オヨ クロ ホ ビョウ ツブ ノゾ

						等級 トウキュウ

						一　等 イチ トウ				七八○ シチ ハチ				七五 シチ ゴ				一等標準品 イチ トウ ヒョウジュンヒン						一二・五 イチ ニ ゴ				五・○ ゴ				○・五 ゴ				○・○				○・一 イチ				○・四 ヨン

						二　等 ニ トウ				七三○ シチ サン				六○ ロク				二等標準品 ニ トウ ヒョウジュンヒン						一二・五 イチ ニ ゴ				一五・○ イチ ゴ				一・○ イチ				○・○				○・一 イチ				○・六 ロク

								規格外―異臭のあるもの又は一等及び二等のそれぞれの品位に適合しない普通小麦であって、異種
　　　　　　穀粒及び異物を五〇％以上混入していないもの イシュウ マタ オヨ ニ フツウ コムギ



								（ロ）		強力小麦 キョウリョク コムギ

						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド																		最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										容積重
（ｸﾞﾗﾑ） ヨウセキ ジュウ				整粒
（％） セイリュウ				硝子率
（％） ガラス リツ				形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン				異品種粒
（％） イ ヒンシュ ツブ				被害粒、異種穀粒及び異物 ヒガイ リュウ イシュ コクツブ オヨ イブツ

																																				計
（％） ケイ				異種穀粒
（％） イシュ コクリュウ				異　　　　物 イ ブツ

																																												麦角粒
（％） ムギ カド ツブ				なまぐさ黒穂病粒率（％） クロ ホ ビョウ ツブ リツ				麦角粒及びなまぐさ黒穂病粒を除いたもの（％） ムギ カド ツブ オヨ クロ ホ ビョウ ツブ ノゾ

						等級 トウキュウ

						一　等 イチ トウ				七六○ シチ ロク				七五 シチ ゴ				七○ シチ				一等標準品 イチ トウ ヒョウジュンヒン						一二・五 イチ ニ ゴ				五・○ ゴ				五・○ ゴ				○・五 ゴ				○・○				○・一 イチ				○・四 ヨン

						二　等 ニ トウ				七三○ シチ サン				六五 ロク ゴ				－				二等標準品 ニ トウ ヒョウジュンヒン						一二・五 イチ ニ ゴ				一○・○ イチ				一五・○ イチ ゴ				一・○ イチ				○・○				○・一 イチ				○・六 ロク

								規格外―異臭のあるもの又は一等及び二等のそれぞれの品位に適合しない強力小麦であって、異種
　　　　　　穀粒及び異物を五〇％以上混入していないもの イシュウ マタ オヨ ニ キョウリョク コムギ



								（ハ）		種子小麦 シュシ コムギ

						種類 シュルイ						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド																				最　　高　　限　　度

																容積重
（ｸﾞﾗﾑ） ヨウセキ ジュウ				整粒
（％） セイリュウ				硝子率
（％） ガラス リツ				発芽率
（％） ハツガ リツ				形　質 カタチ シツ				水　分
（％） ミズ ブン				被害粒
（％） ヒガイ ツブ				異　　物 イ ブツ								色 イロ

																																												麦角粒
（％） ムギ カド ツブ				麦角粒を除いたもの（％） ムギ カド ツブ ノゾ

												等級 トウキュウ

						普通小麦 フツウ コムギ						合格 ゴウカク				七四○ シチ ヨン				九○ キュウ				－				八○ ハチ				標準品 ヒョウジュンヒン				一二・五 イチ ニ ゴ				○・五 ゴ				○・○				○・二 ニ				品種固有の色 ヒンシュ コユウ イロ

						強力小麦 キョウリョク コムギ						合格 ゴウカク				七四○ シチ ヨン				九○ キュウ				七○ シチ				八○ ハチ				標準品 ヒョウジュンヒン				一二・五 イチ ニ ゴ				○・五 ゴ				○・○				○・二 ニ				品種固有の色 ヒンシュ コユウ イロ



				附 フ

						一 イチ		　普通小麦の規格は、品種銘柄として定められた品種以外の小麦（種子小麦を除く。）について適用する。

						二 ニ		　強力小麦の規格は、品種銘柄として定められた品種（種子小麦を除く。）について適用する。

						三 サン		　普通小麦及び強力小麦のうち一等及び二等のものには、被害粒のうち発芽粒が二・〇％、赤かび粒が○・〇％及び黒かび粒が五・〇％を超えて混入していてはならない。

						四 シ		　普通小麦のうち一等及び二等のものには、強力小麦が一〇％を超えて混入していてはならない。

						五 ゴ		　小麦には、異物として土砂（これに類するものとして政策統括官が定めるものを含む。）が混入していてはならない。

						六 ロク		　種子小麦には、異臭があってはならない。

						七 シチ		　種子小麦には、異品種粒、異種穀粒又はなまぐさ黒穂病粒が混入していてはならない。

						八 ハチ		　包装には、政策統括官が別に定めるところにより、あらかじめ農産物検査員が包装の規格に適合するものとして確認を行った麻袋、樹脂袋又は紙袋を使用していなければならない。



				定義 テイギ

						一 イチ		百　分　率 ヒャク ブン リツ						－		全量に対する重量比をいう。ただし、なまぐさ黒穂病粒率、硝子率及び発芽率の場合を除く。

						二 ニ		容　積　重 カタチ セキ ジュウ						－		ブラウェル穀粒計で測定した一リットルの重量をいう。

						三 サン		整　　　粒 タダシ ツブ						－		二ミリメートルの縦目ぶるいをもって分け、そのふるいの上に残る健全粒をいう。

						四 ヨン		形　　　質 カタチ シツ						－		皮部の厚薄、充実度、質の硬軟、粒ぞろい、粒形、光沢等をいう。

						五 ゴ		水　　　分 ミズ ブン						－		常圧加熱乾燥法のうち、一○五度乾燥法によるものをいう。

						六 ロク		被　害　粒 ヒ ガイ リュウ						－		損傷を受けた粒（発芽粒、病害粒、くされ粒、たい色粒、虫害粒、砕粒、熱損粒及び種子小麦についての芽くされ粒、胴割粒等）をいう。ただし、普通小麦及び強力小麦にあっては、被害が軽微で小麦粉の品質及び製粉歩合に影響を及ぼさない程度のものを除く。

						七 シチ		発　芽　粒 ハツ メ ツブ						－		発根又は発芽している粒及び発根又は発芽のこん跡のある粒をいう。

						八 ハチ		赤かび粒 アカ ツブ						－		赤かび病菌等に侵されて赤色を帯びた粒をいう。

						九 キュウ		黒かび粒 クロ ツブ						－		かび又は菌等に侵されて黒色を帯びた粒をいう。

						一○ イチ		異品種粒 イヒンシュ ツブ						－		その品種以外の小麦の粒をいう。

						十一 ジュウイチ		異種穀粒 イシュ コクツブ						－		小麦を除いた他の穀粒をいう。

						十二 ジュウニ		異　　　物 イ ブツ						－		穀粒を除いた他のものをいう。

						十三 ジュウサン		麦　角　粒 ムギ カド ツブ						－		麦角菌菌糸のかたまり及び麦角菌に侵された穀粒をいう。

						十四 ジュウヨン		なまぐさ黒穂病粒率 クロ ホ ビョウ ツブ リツ						－		なまぐさ黒穂病菌に侵された粒の供試した粒に対する粒数歩合をいう。

						十五 ジュウゴ		硝　子　率 ショウ コ リツ						－		整粒中の硝子質粒の供試した整粒に対する粒数歩合をいう。

						十六 ジュウロク		発　芽　率 ハツ メ リツ						－		摂氏二○度で八日間以内に発芽した正常発芽粒の供試した健全粒等に対する粒数歩合をいう。

						十七 ジュウシチ		健全粒等 ケンゼン ツブ トウ						－		健全粒、成熟していない粒及び被害粒（原形の二分の一以下の砕粒を除く。）をいう。

						十八 ジュウハチ		たんぱく質 シツ						－		窒素定量法により換算値五・七〇を用いたもの又はこれと同等の精度でその測定結果が得られる近赤外分析計を用いて測定したものをいう。

						十九 ジュウキュウ		で　ん　粉 コナ						－		落球粘度計により測定したものをいう。







小麦 (数字)

		四 ヨン		小　麦 ショウ ムギ

				（一） イチ		種　類 タネ タグイ

						普通小麦　強力小麦　種子小麦 フツウ コムギ キョウリョク コムギ シュシ コムギ

				（三） サン		規　格 キ カク

						ハ		品位 ヒンイ

								（イ）		普通小麦 フツウ コムギ

						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド														最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										容積重
（ｸﾞﾗﾑ）				整粒
（％） セイリュウ				形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン				被害粒、異種穀粒及び異物 ヒガイ リュウ イシュ コクツブ オヨ イブツ

																												計
（％） ケイ				異種穀粒
（％） イシュ コクリュウ				異　　　　物 イ ブツ

																																				麦角粒
（％） ムギ カド ツブ				なまぐさ黒穂病粒率（％） クロ ホ ビョウ ツブ リツ				麦角粒及びなまぐさ黒穂病粒を除いたもの（％） ムギ カド ツブ オヨ クロ ホ ビョウ ツブ ノゾ

						等級 トウキュウ

						１　等 トウ				780				75				１等標準品 トウ ヒョウジュンヒン						12.5				5.0				0.5				0.0				0.1				0.4

						２　等 トウ				730				60				２等標準品 トウ ヒョウジュンヒン						12.5				5.0				1.0				0.0				0.1				0.6

								規格外―異臭のあるもの又は１等及び２等のそれぞれの品位に適合しない普通小麦であって、異種
　　　　　　穀粒及び異物を５０％以上混入していないもの イシュウ マタ オヨ フツウ コムギ



								（ロ）		強力小麦 キョウリョク コムギ

						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド																		最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										容積重
（ｸﾞﾗﾑ） ヨウセキ ジュウ				整粒
（％） セイリュウ				硝子率
（％） ガラス リツ				形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン				異品種粒
（％） イ ヒンシュ ツブ				被害粒、異種穀粒及び異物 ヒガイ リュウ イシュ コクツブ オヨ イブツ

																																				計
（％） ケイ				異種穀粒
（％） イシュ コクリュウ				異　　　　物 イ ブツ

																																												麦角粒
（％） ムギ カド ツブ				なまぐさ黒穂病粒率（％） クロ ホ ビョウ ツブ リツ				麦角粒及びなまぐさ黒穂病粒を除いたもの（％） ムギ カド ツブ オヨ クロ ホ ビョウ ツブ ノゾ

						等級 トウキュウ

						一　等 イチ トウ				七六○ シチ ロク				七五 シチ ゴ				七○ シチ				一等標準品 イチ トウ ヒョウジュンヒン						一二・五 イチ ニ ゴ				五・○ ゴ				五・○ ゴ				○・五 ゴ				○・○				○・一 イチ				○・四 ヨン

						二　等 ニ トウ				七三○ シチ サン				六五 ロク ゴ				－				二等標準品 ニ トウ ヒョウジュンヒン						一二・五 イチ ニ ゴ				一○・○ イチ				一五・○ イチ ゴ				一・○ イチ				○・○				○・一 イチ				○・六 ロク

								規格外―異臭のあるもの又は一等及び二等のそれぞれの品位に適合しない強力小麦であって、異種
　　　　　　穀粒及び異物を五〇％以上混入していないもの イシュウ マタ オヨ ニ キョウリョク コムギ



								（ハ）		種子小麦 シュシ コムギ

						種類 シュルイ						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド																				最　　高　　限　　度

																容積重
（ｸﾞﾗﾑ） ヨウセキ ジュウ				整粒
（％） セイリュウ				硝子率
（％） ガラス リツ				発芽率
（％） ハツガ リツ				形　質 カタチ シツ				水　分
（％） ミズ ブン				被害粒
（％） ヒガイ ツブ				異　　物 イ ブツ								色 イロ

																																												麦角粒
（％） ムギ カド ツブ				麦角粒を除いたもの（％） ムギ カド ツブ ノゾ

												等級 トウキュウ

						普通小麦 フツウ コムギ						合格 ゴウカク				七四○ シチ ヨン				九○ キュウ				－				八○ ハチ				標準品 ヒョウジュンヒン				一二・五 イチ ニ ゴ				○・五 ゴ				○・○				○・二 ニ				品種固有の色 ヒンシュ コユウ イロ

						強力小麦 キョウリョク コムギ						合格 ゴウカク				七四○ シチ ヨン				九○ キュウ				七○ シチ				八○ ハチ				標準品 ヒョウジュンヒン				一二・五 イチ ニ ゴ				○・五 ゴ				○・○				○・二 ニ				品種固有の色 ヒンシュ コユウ イロ



				附 フ

						一 イチ		　普通小麦の規格は、品種銘柄として定められた品種以外の小麦（種子小麦を除く。）について適用する。

						二 ニ		　強力小麦の規格は、品種銘柄として定められた品種（種子小麦を除く。）について適用する。

						三 サン		　普通小麦及び強力小麦のうち一等及び二等のものには、被害粒のうち発芽粒が二・〇％、赤かび粒が○・〇％及び黒かび粒が五・〇％を超えて混入していてはならない。

						四 シ		　普通小麦のうち一等及び二等のものには、強力小麦が一〇％を超えて混入していてはならない。

						五 ゴ		　小麦には、異物として土砂（これに類するものとして政策統括官が定めるものを含む。）が混入していてはならない。

						六 ロク		　種子小麦には、異臭があってはならない。

						七 シチ		　種子小麦には、異品種粒、異種穀粒又はなまぐさ黒穂病粒が混入していてはならない。

						八 ハチ		　包装には、政策統括官が別に定めるところにより、あらかじめ農産物検査員が包装の規格に適合するものとして確認を行った麻袋、樹脂袋又は紙袋を使用していなければならない。



				定義 テイギ

						一 イチ		百　分　率 ヒャク ブン リツ						－		全量に対する重量比をいう。ただし、なまぐさ黒穂病粒率、硝子率及び発芽率の場合を除く。

						二 ニ		容　積　重 カタチ セキ ジュウ						－		ブラウェル穀粒計で測定した一リットルの重量をいう。

						三 サン		整　　　粒 タダシ ツブ						－		二ミリメートルの縦目ぶるいをもって分け、そのふるいの上に残る健全粒をいう。

						四 ヨン		形　　　質 カタチ シツ						－		皮部の厚薄、充実度、質の硬軟、粒ぞろい、粒形、光沢等をいう。

						五 ゴ		水　　　分 ミズ ブン						－		常圧加熱乾燥法のうち、一○五度乾燥法によるものをいう。

						六 ロク		被　害　粒 ヒ ガイ リュウ						－		損傷を受けた粒（発芽粒、病害粒、くされ粒、たい色粒、虫害粒、砕粒、熱損粒及び種子小麦についての芽くされ粒、胴割粒等）をいう。ただし、普通小麦及び強力小麦にあっては、被害が軽微で小麦粉の品質及び製粉歩合に影響を及ぼさない程度のものを除く。

						七 シチ		発　芽　粒 ハツ メ ツブ						－		発根又は発芽している粒及び発根又は発芽のこん跡のある粒をいう。

						八 ハチ		赤かび粒 アカ ツブ						－		赤かび病菌等に侵されて赤色を帯びた粒をいう。

						九 キュウ		黒かび粒 クロ ツブ						－		かび又は菌等に侵されて黒色を帯びた粒をいう。

						一○ イチ		異品種粒 イヒンシュ ツブ						－		その品種以外の小麦の粒をいう。

						十一 ジュウイチ		異種穀粒 イシュ コクツブ						－		小麦を除いた他の穀粒をいう。

						十二 ジュウニ		異　　　物 イ ブツ						－		穀粒を除いた他のものをいう。

						十三 ジュウサン		麦　角　粒 ムギ カド ツブ						－		麦角菌菌糸のかたまり及び麦角菌に侵された穀粒をいう。

						十四 ジュウヨン		なまぐさ黒穂病粒率 クロ ホ ビョウ ツブ リツ						－		なまぐさ黒穂病菌に侵された粒の供試した粒に対する粒数歩合をいう。

						十五 ジュウゴ		硝　子　率 ショウ コ リツ						－		整粒中の硝子質粒の供試した整粒に対する粒数歩合をいう。

						十六 ジュウロク		発　芽　率 ハツ メ リツ						－		摂氏二○度で八日間以内に発芽した正常発芽粒の供試した健全粒等に対する粒数歩合をいう。

						十七 ジュウシチ		健全粒等 ケンゼン ツブ トウ						－		健全粒、成熟していない粒及び被害粒（原形の二分の一以下の砕粒を除く。）をいう。

						十八 ジュウハチ		たんぱく質 シツ						－		窒素定量法により換算値五・七〇を用いたもの又はこれと同等の精度でその測定結果が得られる近赤外分析計を用いて測定したものをいう。

						十九 ジュウキュウ		で　ん　粉 コナ						－		落球粘度計により測定したものをいう。







大麦

		五 ゴ		大　麦 ダイ ムギ

				（一） イチ		種　類 タネ タグイ

						普通小粒大麦　普通大粒大麦　ﾋﾞｰﾙ大麦　種子大麦 フツウ コツブ オオムギ フツウ オオツブ オオムギ オオムギ シュシ オオムギ

				（三） サン		規　格 キ カク

						ハ		品位 ヒンイ

								（イ）		普通小粒大麦（(ロ)に掲げるものを除く。） フツウ コツブ オオムギ カカ ノゾ

						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド														最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										容積重
（ｸﾞﾗﾑ）				整粒
（％） セイリュウ				形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン				被害粒、異種穀粒及び異物 ヒガイ リュウ イシュ コクツブ オヨ イブツ

																												計
（％） ケイ				熱損粒
（％） ネツ ゾン ツブ				異種穀粒
（％） イシュ コクリュウ				異　　　　物 イ ブツ

																																								麦角粒
（％） ムギ カド ツブ				麦角粒を除いたもの（％） ムギ カド ツブ ノゾ

						等級 トウキュウ

						一　等 イチ トウ				六○○ ロク				七五 シチ ゴ				一等標準品 イチ トウ ヒョウジュンヒン						一三・○ イチ サン				五・○ ゴ				○・五 ゴ				○・五 ゴ				○・○				○・四 ヨン

						二　等 ニ トウ				五四○ ゴ ヨン				六○ ロク				二等標準品 ニ トウ ヒョウジュンヒン						一三・○ イチ サン				一五・○ イチ ゴ				○・五 ゴ				一・○ イチ				○・○				○・六 ロク

								規格外―異臭のあるもの又は一等及び二等のそれぞれの品位に適合しない普通小粒大麦であって、
　　　　　　異種穀粒及び異物を五〇％以上混入していないもの イシュウ マタ オヨ ニ フツウ コツブ オオムギ



								（ロ）		普通小粒大麦（飼料用に供されるもの） フツウ コツブ オオムギ シリョウヨウ キョウ

						項目 コウモク				最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										水　分
（％） ミズ ブン						細　麦
（％） ホソ ムギ						被害粒
（％） ヒガイ ツブ						異種穀粒及び異物 イシュ コクツブ オヨ イブツ

																												計
（％） ケイ						異　　　　物 イ ブツ

																																		麦角粒
（％） ムギ カド ツブ						麦角粒を除いたもの（％） ムギ カド ツブ ノゾ

						等級 トウキュウ

						合　格 ゴウ カク				一四・○ イチ ヨン						四五 ヨン ゴ						二五 ニ ゴ						一一 イチ イチ						○・○						一 イチ

								規格外―異臭のあるもの又は合格の品位に適合しない普通小粒大麦（飼料用に供されるもの）であって、
　　　　異種穀粒及び異物を五〇％以上混入していないもの イシュウ マタ ゴウカク フツウ コツブ オオムギ シリョウヨウ キョウ



								（ハ）		普通大粒大麦（(二)に掲げるものを除く。） フツウ オオツブ オオムギ ニ カカ ノゾ

						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド														最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										容積重
（ｸﾞﾗﾑ）				整粒
（％） セイリュウ				形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン				被害粒、異種穀粒及び異物 ヒガイ リュウ イシュ コクツブ オヨ イブツ

																												計
（％） ケイ				熱損粒
（％） ネツ ゾン ツブ				異種穀粒
（％） イシュ コクリュウ				異　　　　物 イ ブツ

																																								麦角粒
（％） ムギ カド ツブ				麦角粒を除いたもの（％） ムギ カド ツブ ノゾ

						等級 トウキュウ

						一　等 イチ トウ				六二○ ロク ニ				七五 シチ ゴ				一等標準品 イチ トウ ヒョウジュンヒン						一三・○ イチ サン				五・○ ゴ				○・五 ゴ				○・五 ゴ				○・○				○・四 ヨン

						二　等 ニ トウ				五六○ ゴ ロク				六○ ロク				二等標準品 ニ トウ ヒョウジュンヒン						一三・○ イチ サン				一五・○ イチ ゴ				○・五 ゴ				一・○ イチ				○・○				○・六 ロク

								規格外―異臭のあるもの又は一等及び二等のそれぞれの品位に適合しない普通大粒大麦であって、
　　　　　　異種穀粒及び異物を五〇％以上混入していないもの イシュウ マタ オヨ ニ フツウ オオツブ オオムギ



								（二） ニ		普通大粒大麦（飼料用に供されるもの） フツウ オオツブ オオムギ シリョウヨウ キョウ

										普通小粒大麦（飼料用に供されるもの）の品位に同じ。 フツウ コツブ オオムギ シリョウヨウ キョウ ヒンイ オナ



								（ホ）		ビール大麦 オオムギ

						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド																		最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド																										色 イロ

										容積重
（ｸﾞﾗﾑ）				発芽勢
（％） ハツガ ゼイ				整粒
（％） セイリュウ				形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン				細　麦
（％） ホソ ムギ				被害粒、異品種粒及び異種穀粒並びに異物 ヒガイ リュウ イヒンシュ ツブ オヨ イシュ コクツブ ナラ イブツ

																																				計
（％） ケイ				異品種粒及び異種穀粒（％） イ ヒンシュ ツブ オヨ イシュ コクツブ				異　　　　物 イ ブツ

																																												麦角粒
（％） ムギ カド ツブ				麦角粒を除いたもの（％） ムギ カド ツブ ノゾ

						等級 トウキュウ

						一　等 イチ トウ				六四五 ロク ヨン ゴ				八○ ハチ				九○ キュウ				一等標準品 イチ トウ ヒョウジュンヒン						一三・○ イチ サン				五・○ ゴ				二・○ ニ				○・二 ニ				○・○				○・二 ニ						品種固有の色 ヒンシュ コユウ イロ

						二　等 ニ トウ				六三○ ロク サン				八○ ハチ				八○ ハチ				二等標準品 ニ トウ ヒョウジュンヒン						一三・○ イチ サン				一○・○ イチ				三・○ サン				○・二 ニ				○・○				○・二 ニ						－

						等外上 トウガイ ウエ				六○○ ロク				八○ ハチ				七○ シチ				等外上標準品 トウガイ ウエ ヒョウジュンヒン						一三・○ イチ サン				－				六・○ ロク				○・二 ニ				○・○				○・二 ニ						－



								（へ）		種子大麦 シュシ オオムギ

						種類 シュルイ						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド																		最　　高　　限　　度																		色 イロ

																容積重
（ｸﾞﾗﾑ） ヨウセキ ジュウ				発芽率
（％） ハツガ リツ				整粒
（％） セイリュウ				形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン				被害粒
（％） ヒガイ ツブ				異　　物 イ ブツ

																																										麦角粒
（％） ムギ カド ツブ				麦角粒を除いたもの（％） ムギ カド ツブ ノゾ

												等級 トウキュウ

						普通小粒大麦 フツウ コツブ オオムギ						合格 ゴウカク				五六○ ゴ ロク				八○ ハチ				九○ キュウ				標準品 ヒョウジュンヒン						一三・○ イチ サン				○・五 ゴ				○・○				○・二 ニ						品種固有の色 ヒンシュ コユウ イロ

						普通大粒大麦 フツウ オオツブ オオムギ						合格 ゴウカク				五九○ ゴ キュウ				八○ ハチ				九○ キュウ				標準品 ヒョウジュンヒン						一三・○ イチ サン				○・五 ゴ				○・○				○・二 ニ						品種固有の色 ヒンシュ コユウ イロ

						ビール大麦 オオムギ						合格 ゴウカク				五九○ ゴ キュウ				八○ ハチ				九○ キュウ				標準品 ヒョウジュンヒン						一三・○ イチ サン				○・五 ゴ				○・○				○・二 ニ						品種固有の色 ヒンシュ コユウ イロ



				附 フ

						一 イチ		　普通小粒大麦の規格は、二条大麦以外の大麦（種子大麦を除く。）で飼料用に供されないものについて適用する。

						二 ニ		　普通大粒大麦の規格は、二条大麦（種子大麦を除く。）で飼料用又は醸造用に供されないものについて適用する。

						三 サン		　普通小粒大麦（飼料用に供されるもの）の規格は、二条大麦以外の大麦（種子大麦を除く。）で飼料用に供されるものについて適用する。

						四 シ		　普通大粒大麦（飼料用に供されるもの）の規格は、二条大麦（種子大麦を除く。）で飼料用に供されるものについて適用する。

						五 ゴ		　普通小粒大麦（飼料用に供されるもの）及び普通大粒大麦（飼料用に供されるもの）の規格が適用されるものについては、銘柄の規定は、適用しない。

						六 ロク		　この規格で「飼料用に供される」とは、単体飼料又は配合飼料の原料に供されることをいう。

						七 シチ		　ビール大麦の規格は、二条大麦（種子大麦を除く。）で醸造用に供されるものについて適用する。

						八 ハチ		　ビール大麦の発芽勢は、後熟後における数値とする。

						九 キュウ		　被害粒のうち赤かび粒は、普通小粒大麦及び普通大粒大麦のうち一等及び二等のもの並びにビール大麦にあっては○・○％、普通小粒大麦（飼料用に供されるもの）及び普通大粒大麦（飼料用に供されるもの）のうち合格のものにあっては一○・○％を超えて混入していてはならない。

						一○ イチ		　大麦には、異物として土砂（これに類するものとして政策統括官が定めるものを含む。）が混入していてはならない。

						一一 イチ イチ		　ビール大麦及び種子大麦には、異臭があってはならない。

						一二 イチ ニ		　種子大麦には、異品種粒又は異種穀粒が混入していてはならない。

						一三 イチ サン		　包装には、政策統括官が別に定めるところにより、あらかじめ農産物検査員が包装の規格に適合するものとして確認を行った麻袋、樹脂袋又は紙袋を使用していなければならない。



				定義 テイギ

						一 イチ		百　分　率 ヒャク ブン リツ						－		全量に対する重量比をいう。ただし、発芽勢及び発芽率の場合を除く。

						二 ニ		容　積　重 カタチ セキ ジュウ						－		ブラウェル穀粒計で測定した一リットルの重量をいう。

						三 サン		整　　　粒 タダシ ツブ						－		二ミリメートル（普通大粒大麦及びビール大麦の等外上にあっては二・二ミリメートル、ビール大麦の一等及び二等にあっては二・五ミリメートル）の縦目ぶるいをもって分け、そのふるいの上に残る健全粒をいう。

						四 ヨン		形　　　質 カタチ シツ						－		皮部の厚薄、充実度、質の硬軟、粒ぞろい、粒形、光沢等をいう。

						五 ゴ		水　　　分 ミズ ブン						－		常圧加熱乾燥法のうち、一○五度乾燥法によるものをいう。

						六 ロク		被　害　粒 ヒ ガイ リュウ						－		損傷を受けた粒（発芽粒、病害粒、くされ粒、たい色粒、虫害粒、胴割粒、砕粒、熱損粒、空洞粒、硬質粒並びにビール大麦及び種子大麦についての芽くされ粒、剥皮粒等）をいう。ただし、被害が軽微で、普通小粒大麦及び普通大粒大麦にあっては精麦の品質及び精麦歩合に影響を及ぼさない程度のものを、普通小粒大麦（飼料用に供されるもの）及び普通大粒大麦（飼料用に供されるもの）にあっては飼料の品質及び製麦歩合に影響を及ぼさない程度のものを、ビール大麦にあっては麦芽の品質及び製麦歩合に影響を及ぼさない程度のものを除く。

						七 シチ		赤かび粒 アカ ツブ						－		赤かび病菌等に侵されて赤色を帯びた粒をいう。

						八 ハチ		熱　損　粒 ネツ ソン ツブ						－		熱等によって損傷を受け、でん粉層まで茶褐色、茶色又は黒色に変色した粒をいう。

						九 キュウ		異品種粒 イヒンシュ ツブ						－		ビール大麦についての異品種粒とは、ビール大麦以外の大麦の粒をいう。

						一○ イチ		異種穀粒 イシュ コクツブ						－		大麦を除いた他の穀粒をいう。

						十一 ジュウイチ		異　　　物 イ ブツ						－		穀粒を除いた他のものをいう。

						十二 ジュウニ		麦　角　粒 ムギ カド ツブ						－		麦角菌菌糸のかたまり及び麦角菌に侵された穀粒をいう。

						十三 ジュウサン		発　芽　勢 ハツ メ ゼイ						－		摂氏二〇度で七二時間以内に発芽した整粒の供試した整粒に対する粒数歩合をいう。

						十四 ジュウヨン		細　　　麦 ホソ ムギ						－		普通小粒大麦（飼料用に供されるもの）及び普通大粒大麦（飼料用に供されるもの）にあっては二ミリメートル、ビール大麦にあっては二・二ミリメートルの縦目ぶるいをもって分け、そのふるいを通過する大麦の粒をいう。

						十五 ジュウゴ		発　芽　率 ハツ メ リツ						－		摂氏二○度で七日間以内に発芽した正常発芽粒の供試した健全粒等に対する粒数歩合をいう。

						十六 ジュウロク		健全粒等 ケンゼン ツブ トウ						－		健全粒、成熟していない粒及び被害粒（原形の二分の一以下の砕粒を除く。）をいう。







裸麦

		六 ロク		はだか麦 ムギ

				（一） イチ		種　類 タネ タグイ

						普通裸麦　種子裸麦 フツウ ハダカ ムギ シュシ ハダカ ムギ

				（三） サン		規　格 キ カク

						ハ		品位 ヒンイ

								（イ）		普通裸麦 フツウ ハダカ ムギ

						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド														最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										容積重
（ｸﾞﾗﾑ）				整粒
（％） セイリュウ				形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン				被害粒、異種穀粒及び異物 ヒガイ リュウ イシュ コクツブ オヨ イブツ

																												計
（％） ケイ				熱損粒
（％） ネツ ゾン ツブ				異種穀粒
（％） イシュ コクリュウ				異　　　　物 イ ブツ

																																								麦角粒
（％） ムギ カド ツブ				麦角粒を除いたもの（％） ムギ カド ツブ ノゾ

						等級 トウキュウ

						一　等 イチ トウ				七六○ シチ ロク				七○ シチ				一等標準品 イチ トウ ヒョウジュンヒン						一三・○ イチ サン				五・○ ゴ				○・五 ゴ				○・五 ゴ				○・○				○・四 ヨン

						二　等 ニ トウ				七一○ シチ イチ				五五 ゴ ゴ				二等標準品 ニ トウ ヒョウジュンヒン						一三・○ イチ サン				一五・○ イチ ゴ				○・五 ゴ				一・○ イチ				○・○				○・六 ロク

								規格外―異臭のあるもの又は一等及び二等のそれぞれの品位に適合しない普通裸麦であって、
　　　　　　異種穀粒及び異物を五〇％以上混入していないもの イシュウ マタ オヨ ニ フツウ ハダカ ムギ



								（ロ）		種子裸麦 シュシ ハダカ ムギ

						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド																		最　　高　　限　　度																		色 イロ

										容積重
（ｸﾞﾗﾑ） ヨウセキ ジュウ				発芽率
（％） ハツガ リツ				整粒
（％） セイリュウ				形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン				被害粒
（％） ヒガイ ツブ				異　　物 イ ブツ

																																				麦角粒
（％） ムギ カド ツブ				麦角粒を除いたもの（％） ムギ カド ツブ ノゾ

						等級 トウキュウ

						合　格 ゴウ カク				七六○ シチ ロク				八○ ハチ				九○ キュウ				標準品 ヒョウジュンヒン						一三・○ イチ サン				○・五 ゴ				○・○				○・二 ニ						品種固有の色 ヒンシュ コユウ イロ



				附 フ

						一 イチ		　普通裸麦のうち一等及び二等のものにあっては、被害粒のうち赤かび粒が○・○％を超えて混入していてはならない。 ハダカ

						二 ニ		　裸麦には、異物として土砂（これに類するものとして政策統括官が定めるものを含む。）が混入していてはならない。 ハダカ

						三 サン		　種子裸麦には、異臭があってはならない。 ハダカ

						四 シ		　種子裸麦には、異品種粒又は異種穀粒が混入していてはならない。 ハダカ

						五 ゴ		　包装には、政策統括官が別に定めるところにより、あらかじめ農産物検査員が包装の規格に適合するものとして確認を行った麻袋、樹脂袋又は紙袋を使用していなければならない。



				定義 テイギ

						一 イチ		百　分　率 ヒャク ブン リツ						－		全量に対する重量比をいう。ただし、発芽率の場合を除く。

						二 ニ		容　積　重 カタチ セキ ジュウ						－		ブラウェル穀粒計で測定した一リットルの重量をいう。

						三 サン		整　　　粒 タダシ ツブ						－		二ミリメートルの縦目ぶるいをもって分け、そのふるいの上に残る健全粒をいう。

						四 ヨン		形　　　質 カタチ シツ						－		皮部の厚薄、充実度、質の硬軟、粒ぞろい、粒形、光沢等をいう。

						五 ゴ		水　　　分 ミズ ブン						－		常圧加熱乾燥法のうち、一○五度乾燥法によるものをいう。

						六 ロク		被　害　粒 ヒ ガイ リュウ						－		損傷を受けた粒（発芽粒、病害粒、くされ粒、たい色粒、虫害粒、胴割粒、砕粒、熱損粒及び種子裸麦についての芽くされ粒等）をいう。ただし、普通裸麦にあっては被害が軽微で精麦の品質及び精麦歩合に影響を及ぼさない程度のものを除く。 ハダカ ハダカ

						七 シチ		赤かび粒 アカ ツブ						－		赤かび病菌等に侵されて赤色を帯びた粒をいう。

						八 ハチ		熱　損　粒 ネツ ソン ツブ						－		熱等によって損傷を受け、でん粉層まで茶褐色、茶色又は黒色に変色した粒をいう。

						九 キュウ		異種穀粒 イシュ コクツブ						－		裸麦を除いた他の穀粒をいう。 ハダカ

						一○ イチ		異　　　物 イ ブツ						－		穀粒を除いた他のものをいう。

						十一 ジュウイチ		麦　角　粒 ムギ カド ツブ						－		麦角菌菌糸のかたまり及び麦角菌に侵された穀粒をいう。

						十二 ジュウニ		発　芽　率 ハツ メ リツ						－		摂氏二○度で七日間以内に発芽した正常発芽粒の供試した健全粒等に対する粒数歩合をいう。

						十三 ジュウサン		健全粒等 ケンゼン ツブ トウ						－		健全粒、成熟していない粒及び被害粒（原形の二分の一以下の砕粒を除く。）をいう。







大豆

		七 シチ		大　豆 ダイ マメ

				（一） イチ		種　類 タネ タグイ

						イ		普通大豆及び特定加工用大豆

								大粒大豆　中粒大豆　小粒大豆　極小粒大豆 オオツブ ダイズ ナカ ツブ ダイズ コツブ ダイズ ゴクショウ ツブ ダイズ

						ロ		種子大豆 シュシ

								大粒大豆　中粒大豆　小粒大豆　極小粒大豆 オオツブ ダイズ ナカ ツブ ダイズ コツブ ダイズ ゴクショウ ツブ ダイズ

				（三） サン		規　格 キ カク

						ハ		品位 ヒンイ

								（イ）		普通大豆 フツウ ダイズ

						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド												最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										粒　度
（％） ツブ ド						形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン						被害粒、未熟粒、異種穀粒及び異物 ヒガイ リュウ ミジュク リュウ イシュ コクツブ オヨ イブツ

																												計
（％） ケイ						著しい被害粒等（％） イチジル ヒガイ リュウ トウ								異種穀粒
（％） イシュ コクリュウ						異　物
（％） イ モノ

						等級 トウキュウ

						一　等 イチ トウ				七○ シチ						一等標準品 イチ トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ						一五 イチ ゴ						一 イチ								○						○

						二　等 ニ トウ				七○ シチ						二等標準品 ニ トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ						二○ ニ						二 ニ								一 イチ						○

						三　等 サン トウ				七○ シチ						三等標準品 サン トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ						三○ サン						四 ヨン								二 ニ						○

								規格外―一等から三等までのそれぞれの品位に適合しない大豆であって、異種穀粒及び異物を五〇％
　　　　　　以上混入していないもの サン ダイズ



								（ロ）		特定加工用大豆 トクテイ カコウヨウ ダイズ

						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド												最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										粒　度
（％） ツブ ド						形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン						被害粒、未熟粒、異種穀粒及び異物 ヒガイ リュウ ミジュク リュウ イシュ コクツブ オヨ イブツ

																												計
（％） ケイ						著しい被害粒等（％） イチジル ヒガイ リュウ トウ								異種穀粒
（％） イシュ コクリュウ						異　物
（％） イ モノ

						等級 トウキュウ

						合　格 ゴウ カク				七○ シチ						標　準　品 ヒョウ ジュン シナ						一五・○ イチ ゴ						三五 サン ゴ						五 ゴ								二 ニ						○

								規格外―合格の品位に適合しない大豆であって、異種穀粒及び異物を五〇％以上混入していないもの ゴウカク ダイズ



								（ハ）		種子大豆 シュシ ダイズ

						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド												最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										発芽率
（％） ハツガリツ						形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン						被害粒及び未熟粒（％） ヒガイ リュウ オヨ ミジュク リュウ								異　物
（％） イ モノ

						等級 トウキュウ

						合　格 ゴウ カク				八○ ハチ						合格標準品 ゴウカク ヒョウ ジュン シナ						一五・○ イチ ゴ						一○ イチ								○



				附 フ

						一 イチ		　北海道において生産された大豆のうち、普通大豆の三等のもの及び特定加工用大豆の合格のものに限り、その水分の最高限度は、本表の数値に一・〇％を加算したものとする。

						二 ニ		　普通大豆及び特定加工用大豆の小粒大豆の産地品種銘柄にあっては直径六・一ミリメートル（北海道で生産されたものにあっては直径六・七ミリメートル）の丸目ふるいをもって分け、極小粒大豆の産地品種銘柄にあっては直径五・五ミリメートルの丸目ふるいをもって分け、ふるいの上に残る粒の全量に対する重量比が一〇％未満でなければならない。

						三 サン		　普通大豆の色の区分は、黄色、黒色、茶色及び青色とし、それぞれの色の大豆にはその色以外の色のものの粒が一等のものにあっては〇％、二等のものにあっては五％、三等のものにあっては一〇％を超えて混入していてはならない。

						四 シ		　特定加工用大豆の規格は、豆腐・油揚、しょうゆ、きなこ等製品の段階において、大豆の原形をとどめない用途に使用される大豆に適用する。

						五 ゴ		　種子大豆には、異種穀粒及び異品種粒が混入していてはならない。

						六 ロク		　包装には、政策統括官が別に定めるところにより、あらかじめ農産物検査員が包装の規格に適合するものとして確認を行った麻袋、樹脂袋又は紙袋を使用していなければならない。



				定義 テイギ

						一 イチ		百　分　率 ヒャク ブン リツ						－		全量に対する重量比をいう。ただし、発芽率の場合を除く。

						二 ニ		粒　　　度 ツブ ド						－		次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる大きさの目の丸目ふるいをもって分け、ふるいの上に残る粒の全量に対する重量比をいう。

								区　　分 ク ブン								ふ　る　い　目　の　大　き　さ メ オオ

								大粒大豆 ダイリュウ ダイズ								直径七・九ミリメートル（つるの子及び光黒（北海道で生産されたもの）、ミヤギシロメ（岩手県及び宮城県で生産されたもの）並びにオオツル（群馬県、富山県、福井県、滋賀県、京都府及び兵庫県において生産されたもの）にあっては直径八・五ミリメートル、タマフクラ（北海道で生産されたもの）にあっては直径九・一ミリメートル）

								中粒大豆 ナカ ツブ ダイズ								直径七・三ミリメートル

								小粒大豆 コツブ ダイズ								直径五・五ミリメートル ゴ ゴ

								極小粒大豆 ゴクショウ ツブ ダイズ								直径四・九ミリメートル ヨン キュウ



						三 サン		形　　　質 カタチ シツ						－		充実度、粒形、色沢、粒ぞろい等をいう。 シキタク ツブ

						四 ヨン		水　　　分 ミズ ブン						－		常圧加熱乾燥法のうち、一○五度乾燥法によるものをいう。

						五 ゴ		被　害　粒 ヒ ガイ リュウ						－		損傷を受けた粒（病害粒、虫害粒、変質粒、破砕粒、皮切れ粒、はく皮粒等）をいう。ただし、普通大豆にあっては、損傷が軽微で製品の品質に影響を及ぼさない程度のものを、特定加工用大豆にあっては製品の品質に影響を及ぼさない程度のものを除く。

						六 ロク		未　熟　粒 ミ ジュク リュウ						－		成熟していない粒をいう。

						七 シチ		著しい被害粒等 イチジル ヒガイ リュウ トウ						－		被害粒のうち著しく損傷を受けたもの及び未熟粒のうち著しく充実度が劣るものとして政策統括官が定めるものをいう。

						八 ハチ		異品種粒 イ ヒンシュ ツブ						－		その品種以外の大豆の粒をいう。 ヒンシュ イガイ ダイズ

						九 キュウ		異種穀粒 イシュ コクツブ						－		大豆を除いた他の穀粒をいう。 ダイズ

						一○ イチ		異　　　物 イ ブツ						－		穀粒を除いた他のもの及び死豆（充実していない粉状質の粒）をいう。

						十一 ジュウイチ		発　芽　率 ハツ メ リツ						－		摂氏二○度で八日間以内に発芽した正常発芽粒の供試した整粒等に対する粒数歩合をいう。 ハチ セイリュウ

						十二 ジュウニ		整　粒　等 タダシ ツブ トウ						－		整粒（被害粒、未熟粒、異種穀粒及び異物を除いた粒をいう。）、未熟粒及び被害粒（原形の二分の一以下の破砕粒、子葉が一枚の破砕粒及び種皮が完全に離脱したはく皮粒を除く。）をいう。







大豆 (数字)

		七 シチ		大　豆 ダイ マメ

				（一） イチ		種　類 タネ タグイ

						イ		普通大豆及び特定加工用大豆

								大粒大豆　中粒大豆　小粒大豆　極小粒大豆 オオツブ ダイズ ナカ ツブ ダイズ コツブ ダイズ ゴクショウ ツブ ダイズ

						ロ		種子大豆 シュシ

								大粒大豆　中粒大豆　小粒大豆　極小粒大豆 オオツブ ダイズ ナカ ツブ ダイズ コツブ ダイズ ゴクショウ ツブ ダイズ

				（三） サン		規　格 キ カク

						ハ		品位 ヒンイ

								（イ）		普通大豆 フツウ ダイズ

						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド												最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										粒　度
（％） ツブ ド						形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン						被害粒、未熟粒、異種穀粒及び異物 ヒガイ リュウ ミジュク リュウ イシュ コクツブ オヨ イブツ

																												計
（％） ケイ						著しい被害粒等（％） イチジル ヒガイ リュウ トウ								異種穀粒
（％） イシュ コクリュウ						異　物
（％） イ モノ

						等級 トウキュウ

						１　等 トウ				70						１等標準品 トウ ヒョウジュンヒン						15.0						15						1								0						0

						２　等 トウ				70						２等標準品 トウ ヒョウジュンヒン						15.0						20						2								1						0

						３　等 トウ				70						３等標準品 トウ ヒョウジュンヒン						15.0						30						4								2						0

								規格外―１等から３等までのそれぞれの品位に適合しない大豆であって、異種穀粒及び異物を５０％
　　　　　　以上混入していないもの ダイズ



								（ロ）		特定加工用大豆 トクテイ カコウヨウ ダイズ

						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド												最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										粒　度
（％） ツブ ド						形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン						被害粒、未熟粒、異種穀粒及び異物 ヒガイ リュウ ミジュク リュウ イシュ コクツブ オヨ イブツ

																												計
（％） ケイ						著しい被害粒等（％） イチジル ヒガイ リュウ トウ								異種穀粒
（％） イシュ コクリュウ						異　物
（％） イ モノ

						等級 トウキュウ

						合　格 ゴウ カク				七○ シチ						標　準　品 ヒョウ ジュン シナ						一五・○ イチ ゴ						三五 サン ゴ						五 ゴ								二 ニ						○

								規格外―合格の品位に適合しない大豆であって、異種穀粒及び異物を五〇％以上混入していないもの ゴウカク ダイズ



								（ハ）		種子大豆 シュシ ダイズ

						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド												最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										発芽率
（％） ハツガリツ						形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン						被害粒及び未熟粒（％） ヒガイ リュウ オヨ ミジュク リュウ								異　物
（％） イ モノ

						等級 トウキュウ

						合　格 ゴウ カク				八○ ハチ						合格標準品 ゴウカク ヒョウ ジュン シナ						一五・○ イチ ゴ						一○ イチ								○



				附 フ

						一 イチ		　北海道において生産された大豆のうち、普通大豆の三等のもの及び特定加工用大豆の合格のものに限り、その水分の最高限度は、本表の数値に一・〇％を加算したものとする。

						二 ニ		　普通大豆及び特定加工用大豆の小粒大豆の産地品種銘柄にあっては直径六・一ミリメートル（北海道で生産されたものにあっては直径六・七ミリメートル）の丸目ふるいをもって分け、極小粒大豆の産地品種銘柄にあっては直径五・五ミリメートルの丸目ふるいをもって分け、ふるいの上に残る粒の全量に対する重量比が一〇％未満でなければならない。

						三 サン		　普通大豆の色の区分は、黄色、黒色、茶色及び青色とし、それぞれの色の大豆にはその色以外の色のものの粒が一等のものにあっては〇％、二等のものにあっては五％、三等のものにあっては一〇％を超えて混入していてはならない。

						四 シ		　特定加工用大豆の規格は、豆腐・油揚、しょうゆ、きなこ等製品の段階において、大豆の原形をとどめない用途に使用される大豆に適用する。

						五 ゴ		　種子大豆には、異種穀粒及び異品種粒が混入していてはならない。

						六 ロク		　包装には、政策統括官が別に定めるところにより、あらかじめ農産物検査員が包装の規格に適合するものとして確認を行った麻袋、樹脂袋又は紙袋を使用していなければならない。



				定義 テイギ

						一 イチ		百　分　率 ヒャク ブン リツ						－		全量に対する重量比をいう。ただし、発芽率の場合を除く。

						二 ニ		粒　　　度 ツブ ド						－		次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる大きさの目の丸目ふるいをもって分け、ふるいの上に残る粒の全量に対する重量比をいう。

								区　　分 ク ブン								ふ　る　い　目　の　大　き　さ メ オオ

								大粒大豆 ダイリュウ ダイズ								直径七・九ミリメートル（つるの子及び光黒（北海道で生産されたもの）、ミヤギシロメ（岩手県及び宮城県で生産されたもの）並びにオオツル（群馬県、富山県、福井県、滋賀県、京都府及び兵庫県において生産されたもの）にあっては直径八・五ミリメートル、タマフクラ（北海道で生産されたもの）にあっては直径九・一ミリメートル）

								中粒大豆 ナカ ツブ ダイズ								直径七・三ミリメートル

								小粒大豆 コツブ ダイズ								直径五・五ミリメートル ゴ ゴ

								極小粒大豆 ゴクショウ ツブ ダイズ								直径四・九ミリメートル ヨン キュウ



						三 サン		形　　　質 カタチ シツ						－		充実度、粒形、色沢、粒ぞろい等をいう。 シキタク ツブ

						四 ヨン		水　　　分 ミズ ブン						－		常圧加熱乾燥法のうち、一○五度乾燥法によるものをいう。

						五 ゴ		被　害　粒 ヒ ガイ リュウ						－		損傷を受けた粒（病害粒、虫害粒、変質粒、破砕粒、皮切れ粒、はく皮粒等）をいう。ただし、普通大豆にあっては、損傷が軽微で製品の品質に影響を及ぼさない程度のものを、特定加工用大豆にあっては製品の品質に影響を及ぼさない程度のものを除く。

						六 ロク		未　熟　粒 ミ ジュク リュウ						－		成熟していない粒をいう。

						七 シチ		著しい被害粒等 イチジル ヒガイ リュウ トウ						－		被害粒のうち著しく損傷を受けたもの及び未熟粒のうち著しく充実度が劣るものとして政策統括官が定めるものをいう。

						八 ハチ		異品種粒 イ ヒンシュ ツブ						－		その品種以外の大豆の粒をいう。 ヒンシュ イガイ ダイズ

						九 キュウ		異種穀粒 イシュ コクツブ						－		大豆を除いた他の穀粒をいう。 ダイズ

						一○ イチ		異　　　物 イ ブツ						－		穀粒を除いた他のもの及び死豆（充実していない粉状質の粒）をいう。

						十一 ジュウイチ		発　芽　率 ハツ メ リツ						－		摂氏二○度で八日間以内に発芽した正常発芽粒の供試した整粒等に対する粒数歩合をいう。 ハチ セイリュウ

						十二 ジュウニ		整　粒　等 タダシ ツブ トウ						－		整粒（被害粒、未熟粒、異種穀粒及び異物を除いた粒をいう。）、未熟粒及び被害粒（原形の二分の一以下の破砕粒、子葉が一枚の破砕粒及び種皮が完全に離脱したはく皮粒を除く。）をいう。







小豆

		八 ハチ		小　豆 コ マメ

				（一） イチ		種　類 タネ タグイ

						イ		一般小豆 イッパン コ

								大納言小豆　普通小豆　その他の小豆 ダイナゴン コ マメ フツウ コ マメ タ コ マメ

						ロ		種子小豆 シュシ コ

								大納言小豆　普通小豆　その他の小豆 ダイナゴン コ マメ フツウ コ マメ タ コ マメ

				（三） サン		規　格 キ カク

						ハ		品位 ヒンイ

								（イ）		一般小豆 イッパン ショウズ

						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド												最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										整　粒
（％） タダシ ツブ						形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン						被害粒、未熟粒、異種穀粒及び異物 ヒガイ リュウ ミジュク リュウ イシュ コクツブ オヨ イブツ

																												計
（％） ケイ						異種穀粒
（％） イシュ コクリュウ						異　物
（％） イ モノ

						等級 トウキュウ

						一　等 イチ トウ				九○ キュウ						一等標準品 イチ トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ						一○ イチ						○						○

						二　等 ニ トウ				八五 ハチ ゴ						二等標準品 ニ トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ						一五 イチ ゴ						○						○

						三　等 サン トウ				六五 ロク ゴ						三等標準品 サン トウ ヒョウジュンヒン						一五・○ イチ ゴ						三五 サン ゴ						一 イチ						○

								規格外―一等から三等までのそれぞれの品位に適合しない小豆であって、異種穀粒及び異物を五〇％
　　　　　　以上混入していないもの サン アズキ



								（ロ）		種子小豆 シュシ ショウズ

						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド																		最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										整　粒
（％） タダシ ツブ						発芽率
（％） ハツガリツ						形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン						被害粒及び未熟粒（％） ヒガイ リュウ オヨ ミジュク リュウ								異　物
（％） イ モノ

						等級 トウキュウ

						合　格 ゴウ カク				九○ キュウ						九○ キュウ						合格標準品 ゴウカク ヒョウ ジュン シナ						一五・○ イチ ゴ						一○ イチ								○



				附 フ

						一 イチ		　一般小豆の規格は、機械より及びみがきを行っている一般小豆に適用する。

						二 ニ		　北海道において生産された一般小豆に限り、その水分の最高限度は、本表の数値に、二等のものにあっては一・〇％、三等のものにあっては二・〇％を加算したものとする。

						三 サン		　一般小豆の大納言小豆、普通小豆又はその他の小豆にあっては、その種類以外の種類の小豆が一等のものにあっては〇％、二等のものにあっては五％、三等のものにあっては一〇％を超えて混入していてはならない。

						四 シ		　種子小豆には、異種穀粒及び異品種粒が混入していてはならない。

						五 ゴ		　包装には、政策統括官が別に定めるところにより、あらかじめ農産物検査員が包装の規格に適合するものとして確認を行った麻袋、樹脂袋又は紙袋を使用していなければならない。



				定義 テイギ

						一 イチ		百　分　率 ヒャク ブン リツ						－		全量に対する重量比をいう。ただし、発芽率の場合を除く。

						二 ニ		整　　　粒 タダシ ツブ						－		被害粒、未熟粒、異種穀粒及び異物を除いた粒をいう。

						三 サン		形　　　質 カタチ シツ						－		充実度、粒形、色沢、粒ぞろい等をいう。 シキタク ツブ

						四 ヨン		水　　　分 ミズ ブン						－		常圧加熱乾燥法のうち、一○五度乾燥法によるものをいう。

						五 ゴ		被　害　粒 ヒ ガイ リュウ						－		損傷を受けた粒（病害粒、虫害粒、変質粒、破砕粒、皮切れ粒等）をいう。ただし、一般小豆にあっては、損傷が軽微で製品の品質に影響を及ぼさない程度のものを除く。

						六 ロク		未　熟　粒 ミ ジュク リュウ						－		成熟していない粒をいう。

						七 シチ		異品種粒 イ ヒンシュ ツブ						－		その品種以外の小豆の粒をいう。 ヒンシュ イガイ コ マメ

						八 ハチ		異種穀粒 イシュ コクツブ						－		小豆を除いた他の穀粒をいう。 コ マメ

						九 キュウ		異　　　物 イ ブツ						－		穀粒を除いた他のもの及び死豆（充実していない粉状質の粒）をいう。

						一○ イチ		発　芽　率 ハツ メ リツ						－		摂氏二○度で七日間以内に発芽した整粒の供試した整粒に対する粒数歩合をいう。 シチ セイリュウ セイリュウ





いんげん

		九 キュウ		いんげん

				（一） イチ		種　類 タネ タグイ

						イ		普通いんげん フツウ

								中長うずら　大手亡　大正金時　北海金時　丹頂金時　大正白金時　白金時　福白金時　その他の金時　とら豆　白花豆　大福　その他のいんげん

						ロ		種子いんげん シュシ

								中長うずら　大手亡　大正金時　北海金時　丹頂金時　大正白金時　白金時　福白金時　その他の金時　とら豆　白花豆　大福　その他のいんげん

				（三） サン		規　格 キ カク

						ハ		品位 ヒンイ

								（イ）		普通いんげん フツウ

						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド												最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										整　粒
（％） タダシ ツブ						形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン						被害粒、未熟粒、異種穀粒及び異物 ヒガイ リュウ ミジュク リュウ イシュ コクツブ オヨ イブツ

																												計
（％） ケイ						異種穀粒
（％） イシュ コクリュウ						異　物
（％） イ モノ

						等級 トウキュウ

						一　等 イチ トウ				九○ キュウ						一等標準品 イチ トウ ヒョウジュンヒン						一六・○ イチ ロク						一○ イチ						○						○

						二　等 ニ トウ				八五 ハチ ゴ						二等標準品 ニ トウ ヒョウジュンヒン						一六・○ イチ ロク						二○ ニ						○						○

						三　等 サン トウ				六五 ロク ゴ						三等標準品 サン トウ ヒョウジュンヒン						一六・○ イチ ロク						三五 サン ゴ						一 イチ						○

								規格外―一等から三等までのそれぞれの品位に適合しないいんげんであって、異種穀粒及び異物を五〇％
　　　　　　以上混入していないもの サン



								（ロ）		種子いんげん シュシ

						項目 コウモク				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド																		最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										整　粒
（％） タダシ ツブ						発芽率
（％） ハツガリツ						形　質 カタチ シツ						水　分
（％） ミズ ブン						被害粒及び未熟粒（％） ヒガイ リュウ オヨ ミジュク リュウ								異　物
（％） イ モノ

						等級 トウキュウ

						合　格 ゴウ カク				八五 ハチ ゴ						九○ キュウ						合格標準品 ゴウカク ヒョウ ジュン シナ						一六・○ イチ ロク						一五 イチ ゴ								○



				附 フ

						一 イチ		　普通いんげんの規格は、機械より、手より等の調製を行っているいんげんに適用する。

						二 ニ		　北海道において生産された普通いんげんの白花豆及び大福に限り、その水分の最高限度は、本表の数値に、二等のものにあっては一・〇％、三等のものにあっては二・〇％を加算したものとする。

						三 サン		　普通いんげんの中長うずら、大手亡、とら豆、白花豆及び大福にあっては、その種類以外の種類のいんげんが混入していてはならない。

						四 シ		　普通いんげんの種類のうち、「大正金時、北海金時、丹頂金時」及び「大正白金時、白金時、福白金時」をそれぞれ区分し、その区分した種類以外のいんげんが混入していてはならず、かつ、それぞれ区分した種類間において一等のものにあっては〇％、二等のものにあっては五％、三等のものにあっては一〇％を超えて混入していてはならない。

						五 ゴ		　普通いんげんのその他の金時及びその他のいんげんにあっては、これらの種類以外の種類のいんげんが一等のものにあっては〇％、二等のものにあっては五％、三等のものにあっては一〇％を超えて混入していてはならない。

						六 ロク		　種子いんげんには、異種穀粒及び異品種粒が混入していてはならない。

						七 シチ		　包装には、政策統括官が別に定めるところにより、あらかじめ農産物検査員が包装の規格に適合するものとして確認を行った麻袋、樹脂袋又は紙袋を使用していなければならない。



				定義 テイギ

						一 イチ		百　分　率 ヒャク ブン リツ						－		全量に対する重量比をいう。ただし、発芽率の場合を除く。

						二 ニ		整　　　粒 タダシ ツブ						－		被害粒、未熟粒、異種穀粒及び異物を除いた粒をいう。

						三 サン		形　　　質 カタチ シツ						－		充実度、粒形、色沢、粒ぞろい等をいう。 シキタク ツブ

						四 ヨン		水　　　分 ミズ ブン						－		常圧加熱乾燥法のうち、一○五度乾燥法によるものをいう。

						五 ゴ		被　害　粒 ヒ ガイ リュウ						－		損傷を受けた粒（病害粒、虫害粒、変質粒、破砕粒、皮切れ粒等）をいう。ただし、普通いんげんにあっては、損傷が軽微で製品の品質に影響を及ぼさない程度のものを除く。

						六 ロク		未　熟　粒 ミ ジュク リュウ						－		成熟していない粒をいう。

						七 シチ		異品種粒 イ ヒンシュ ツブ						－		その品種以外のいんげんの粒をいう。 ヒンシュ イガイ

						八 ハチ		異種穀粒 イシュ コクツブ						－		いんげんを除いた他の穀粒をいう。

						九 キュウ		異　　　物 イ ブツ						－		穀粒を除いた他のもの及び死豆（充実していない粉状質の粒）をいう。

						一○ イチ		発　芽　率 ハツ メ リツ						－		摂氏二○度で七日間以内に発芽した整粒の供試した整粒に対する粒数歩合をいう。 シチ セイリュウ セイリュウ





かんしょ生切干

		十 ジュウ		かんしょ生切干 ナマ キ ボ

				（一） イチ		種　類 タネ タグイ

						かんしょ平切干　かんしょ粗砕切干 タイ キ ボ ソ クダ キ ボ

				（二） ニ		規　格 キ カク

						ハ		品位 ヒンイ

								（イ）		かんしょ平切干 タイ キ ボ

						項目 コウモク				最低限度 サイ テイ キリ ド						厚　さ
（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ） アツ								最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										形　質 カタチ シツ														水　分
（％） ミズ ブン						く　ず
（％）						変質もの
（％） ヘンシツ						異　物
（％） イ モノ

						等級 トウキュウ

						一　等 イチ トウ				一等標準品 イチ トウ ヒョウジュンヒン						五（±）二 ゴ ニ								一三 イチ サン						五 ゴ						一 イチ						○・一 イチ

						二　等 ニ トウ				二等標準品 ニ トウ ヒョウジュンヒン						五（±）二 ゴ ニ								一三 イチ サン						一○ イチ						四 ヨン						一・○ イチ

								規格外―一等及び二等のそれぞれの品位に適合しないもの オヨ ニ



								（ロ）		かんしょ粗砕切干 ソ クダ キ ボ

						項目 コウモク				最低限度 サイ テイ キリ ド						粒　度
（％） ツブ ド								最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										形　質 カタチ シツ														水　分
（％） ミズ ブン						く　ず
（％）						変質もの
（％） ヘンシツ						異　物
（％） イ モノ

						等級 トウキュウ

						一　等 イチ トウ				一等標準品 イチ トウ ヒョウジュンヒン						八五 ハチ ゴ								一三 イチ サン						五 ゴ						一 イチ						○・一 イチ

						二　等 ニ トウ				二等標準品 ニ トウ ヒョウジュンヒン						八五 ハチ ゴ								一三 イチ サン						一○ イチ						四 ヨン						一・○ イチ

								規格外―一等及び二等のそれぞれの品位に適合しないもの オヨ ニ



				附 フ

						一 イチ		 　かんしょ粗砕切干の規格は、かんしょ平切干を粗砕したものに限り適用する。

						二 ニ		　包装には、政策統括官が別に定めるところにより、あらかじめ農産物検査員が包装の規格に適合するものとして確認を行った麻袋、樹脂袋又は紙袋を使用していなければならない。



				定義 テイギ

						一 イチ		百　分　率 ヒャク ブン リツ						－		全量に対する重量比をいう。

						二 ニ		品　　　質 シナ シツ						－		充実度、質の硬軟、形状の整否（かんしょ平切干の場合に限る。）、色沢の良否等をいう。

						三 サン		厚　　　さ アツ						－		はさみ尺にて測定したものをいう。

						四 ヨン		粒　　　度 ツブ ド						－		一辺の長さが一・五ミリメ－トル以上二〇ミリメ－トル未満のものの全量に対する重量比をいう。

						五 ゴ		水　　　分 ミズ ブン						－		常圧加熱乾燥法のうち、一○五度乾燥法によるものをいう。

						六 ロク		く　　　ず						－		皮部の残存の多いものをいう。

						七 シチ		変質もの ヘンシツ						－		変色したもの、虫害のあるもの、異臭のあるもの等をいう。

						八 ハチ		異　　　物 イ ブツ						－		かんしょ生切干を除いた他のものをいう。





そば

		十一 ジュウ イチ				そ　ば

				（一） イチ		種　類 タネ タグイ

						普通そば　だったんそば　種子そば フツウ シュシ

				（三） サン		規　格 キ カク

						ハ		品位 ヒンイ

								（イ）		普通そば（（ロ）に掲げるものを除く。） フツウ カカ ノゾ

						項目 コウモク				最低限度 サイ テイ キリ ド						最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										容積重
（ｸﾞﾗﾑ） ヨウセキ ジュウ						水　分
（％） ミズ ブン						被害粒
（％） ヒガイ リュウ						異種穀粒
（％） イシュ コクリュウ						異　物
（％） イ モノ

						等級 トウキュウ

						一　等 イチ トウ				六四○ ロク ヨン						一六・○ イチ ロク						五 ゴ						一 イチ						○

						二　等 ニ トウ				五八○ ゴ ハチ						一六・○ イチ ロク						一五 イチ ゴ						二 ニ						一 イチ

								規格外―一等及び二等のそれぞれの品位に適合しないそばであって、異種穀粒及び異物を五〇％以上
　　　　　　混入していないもの オヨ ニ



								（ロ）		普通そば（四倍体） フツウ ヨン バイ タイ

						項目 コウモク				最低限度 サイ テイ キリ ド						最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										容積重
（ｸﾞﾗﾑ） ヨウセキ ジュウ						水　分
（％） ミズ ブン						被害粒
（％） ヒガイ リュウ						異種穀粒
（％） イシュ コクリュウ						異　物
（％） イ モノ

						等級 トウキュウ

						一　等 イチ トウ				六○○ ロク						一六・○ イチ ロク						五 ゴ						一 イチ						○

						二　等 ニ トウ				五五○ ゴ ゴ						一六・○ イチ ロク						一五 イチ ゴ						二 ニ						一 イチ

								規格外―一等及び二等のそれぞれの品位に適合しないそば（四倍体）であって、異種穀粒及び異物を
　　　　　　五〇％以上混入していないもの オヨ ニ ヨン バイ カラダ



								（ハ）		だったんそば

						項目 コウモク				最低限度 サイ テイ キリ ド						最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										粒　度
（％） ツブ ド						水　分
（％） ミズ ブン						被害粒
（％） ヒガイ リュウ						異種穀粒
（％） イシュ コクリュウ						異　物
（％） イ モノ

						等級 トウキュウ

						一　等 イチ トウ				八○ ハチ						一六・○ イチ ロク						五 ゴ						一 イチ						○

						二　等 ニ トウ				八○ ハチ						一六・○ イチ ロク						一五 イチ ゴ						二 ニ						一 イチ

								規格外―一等及び二等のそれぞれの品位に適合しないそばであって、異種穀粒及び異物を五〇％以上
　　　　　　混入していないもの オヨ ニ



								（二） ニ		種子そば（（ホ）に掲げるものを除く。） シュシ カカ ノゾ

						項目 コウモク				最　　低　　限　　度 サイ テイ キリ ド																				最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										容積重
（ｸﾞﾗﾑ） ヨウセキ ジュウ						発芽率
（％） ハツガリツ						形　質 カタチ シツ								水　分
（％） ミズ ブン						被害粒及び未熟粒（％） ヒガイ リュウ オヨ ミジュク ツブ								異　物
（％） イ モノ

						等級 トウキュウ

						合　格 ゴウ カク				六一○ ロク イチ						九○ キュウ						合格標準品 ゴウカク ヒョウジュンヒン								一六・○ イチ ロク						四 ヨン								一 イチ



								（ホ）		種子そば（四媒体） シュシ ヨン バイタイ

						項目 コウモク				最　　低　　限　　度 サイ テイ キリ ド																				最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド

										容積重
（ｸﾞﾗﾑ） ヨウセキ ジュウ						発芽率
（％） ハツガリツ						形　質 カタチ シツ								水　分
（％） ミズ ブン						被害粒及び未熟粒（％） ヒガイ リュウ オヨ ミジュク ツブ								異　物
（％） イ モノ

						等級 トウキュウ

						合　格 ゴウ カク				六○○ ロク						九○ キュウ						合格標準品 ゴウカク ヒョウジュンヒン								一六・○ イチ ロク						四 ヨン								一 イチ



				附 フ

						一 イチ		　普通そば（四倍体）及び種子そば（四倍体）の規格は、みやざきおおつぶ及び信州大そばに適用する。

						二 ニ		　普通そば（四倍体を除く。）にあっては、直径四・五ミリメートルの丸目ふるいをもって分け、ふるいの上に残る粒の全量に対する重量比が七○％未満の場合、一等及び二等の容積重の最低限度はそれぞれ本表の数値に二○グラムを加算したものとする。

						三 サン		　普通そばには、だったんそばが〇％を超えて混入していてはならない。

						四 シ		　だったんそばには、普通そばが、一等のものにあっては一％、二等のものにあっては二％を超えて混入していてはならない。

						五 ゴ		　種子そばには、異種穀粒及び異品種粒が混入していてはならない。

						六 ロク		　包装には、政策統括官が別に定めるところにより、あらかじめ農産物検査員が包装の規格に適合するものとして確認を行った麻袋、樹脂袋又は紙袋を使用していなければならない。



				定義 テイギ

						一 イチ		百　分　率 ヒャク ブン リツ						－		全量に対する重量比をいう。ただし、発芽率の場合を除く。

						二 ニ		粒　　　度 ツブ ド						－		二・五ミリメートルの縦目ふるいをもって分け、ふるいの上に残る粒の全量に対する重量比をいう。

						三 サン		容　積　重 カタチ セキ ジュウ						－		ブラウェル穀粒計で測定した一リットルの重量をいう。

						四 ヨン		形　　　質 カタチ シツ						－		充実度、粒形、色沢、粒ぞろい等をいう。

						五 ゴ		水　　　分 ミズ ブン						－		常圧加熱乾燥法のうち、一○五度乾燥法によるものをいう。

						六 ロク		被　害　粒 ヒ ガイ リュウ						－		傷を受けた粒（病害粒、虫害粒、変質粒、破砕粒等）をいう。ただし、普通そばにあっては、損傷が軽微で製品の品質に影響を及ぼさない程度のものを除く。

						七 シチ		未　熟　粒 ミ ジュク リュウ						－		成熟していない粒をいう。

						八 ハチ		異品種粒 イ ヒンシュ ツブ						－		その品種以外のそばの粒をいう。 ヒンシュ イガイ

						九 キュウ		異種穀粒 イシュ コクツブ						－		そばを除いた他の穀粒をいう。

						一○ イチ		異　　　物 イ ブツ						－		穀粒を除いた他のものをいう。

						一一 イチ イチ		発　芽　率 ハツ メ リツ						－		摂氏二〇度で七日間以内に発芽した整粒（被害粒、未熟粒、異種穀粒及び異物を除いた粒をいう。）の供試した整粒に対する粒数歩合をいう。





でん粉

		十二 ジュウ ニ				でん粉 コナ

				甲 コウ		かんしょでん粉 プン

				（一） イチ		種　類 タネ タグイ

						かんしょ生でん粉　かんしょ並でん粉　かんしょさらしでん粉 ナマ プン ナミ プン プン

				（二） ニ		規　格 キ カク

						ハ		品位 ヒンイ

								（イ）		かんしょ生でん粉 ナマ プン

						項目 コウモク				最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド																								最低限度 サイ テイ キリ ド						きょう雑物 ザツブツ								臭　気 シュウ キ

										水　分
（％） ミズ ブン						砂　分
（％） スナ ブン						灰　分
（％） ハイ ブン						たん白
（％） シロ						酸性度 サンセイド

						等級 トウキュウ

						一　等 イチ トウ				四五 ヨン ゴ						○・○二 ニ						○・二 ニ						○・一○ イチ						五・○ ゴ						ないもの								臭気がないもの シュウキ

						二　等 ニ トウ				四五 ヨン ゴ						○・○七 シチ						○・三 サン						○・二○ ニ						四・五 ヨン ゴ						少ないもの スク								臭気が少ないもの シュウキ スク

								規格外―一等及び二等のそれぞれの品位に適合しないもの オヨ ニ



								（ロ）		かんしょ並でん粉 ナミ プン

						項目 コウモク				最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド																				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド										きょう雑物 ザツブツ								臭　気 シュウ キ

										水　分
（％） ミズ ブン				砂　分
（％） スナ ブン						灰　分
（％） ハイ ブン				たん白
（％） シロ						酸性度 サンセイド				色　沢 イロ サワ

						等級 トウキュウ

						一　等 イチ トウ				一八 イチ ハチ				○・○三 サン						○・三 サン				○・一五 イチ ゴ						五・○ ゴ				一等標準品 イチ トウ ヒョウジュン ヒン						ないもの								臭気がないもの シュウキ

						二　等 ニ トウ				一八 イチ ハチ				○・○五 ゴ						○・四 ヨン				○・二○ ニ						四・五 ヨン ゴ				二等標準品 ニ トウ ヒョウジュン ヒン						ほとんどないもの								臭気がほとんどないもの シュウキ

								規格外―一等及び二等のそれぞれの品位に適合しないもの オヨ ニ



								（ハ）		かんしょさらしでん粉 プン

						項目 コウモク				最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド																				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド										きょう雑物 ザツブツ								臭　気 シュウ キ

										水　分
（％） ミズ ブン				砂　分
（％） スナ ブン						灰　分
（％） ハイ ブン				たん白
（％） シロ						酸性度 サンセイド				色　沢 イロ サワ

						等級 トウキュウ

						一　等 イチ トウ				一八 イチ ハチ				○・○一 イチ						○・二 ニ				○・一○ イチ						五・五 ゴ ゴ				一等標準品 イチ トウ ヒョウジュン ヒン						ないもの								臭気がないもの シュウキ

						二　等 ニ トウ				一八 イチ ハチ				○・○三 サン						○・三 サン				○・一五 イチ ゴ						五・○ ゴ				二等標準品 ニ トウ ヒョウジュン ヒン						ないもの								臭気がないもの シュウキ

								規格外―一等及び二等のそれぞれの品位に適合しないもの オヨ ニ



				附 フ

						かんしょでん粉は、アルカリ性であってはならない。 プン セイ



				定義 テイギ

						一 イチ		百　分　率 ヒャク ブン リツ						－		全量に対する重量比をいう。

						二 ニ		水　　　分 ミズ ブン						－		常圧加熱乾燥法のうち、一○五度乾燥法によるものをいう。

						三 サン		砂分 スナ ブン						－		比重選別法により砂分測定瓶を用いて測定したものをいう。

						四 ヨン		灰分 ハイ ブン						－		燃焼灰化法により電気炉を用いて測定したものをいう。

						五 ゴ		たん白 シロ						－		窒素定量法により換算値六・二五を用いたものをいう。

						六 ロク		酸性度 サンセイド						－		ガラス電極水素イオン濃度計により測定したものをいう。

						七 シチ		きょう雑物 ザツブツ						－		繊維、コルク質、わらくず等をいう。

				乙 オツ		ばれいしょでん粉 プン

				（一） イチ		種　類 タネ タグイ

						ばれいしょ生でん粉　ばれいしょ未粉でん粉　ばれいしょ精製でん粉　ばれいしょ二番粉でん粉　ばれいしょ二番粉でん粉精粉 ナマ プン ミ コナ セイセイ ニバン コナ ニバン コナ セイ コナ

				（二） ニ		規　格 キ カク

						ハ		品位 ヒンイ

								（イ）		ばれいしょ生でん粉 ナマ プン

						項目 コウモク				最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド																								最低限度 サイ テイ キリ ド						きょう雑物 ザツブツ								臭　気 シュウ キ

										水　分
（％） ミズ ブン						砂　分
（％） スナ ブン						灰　分
（％） ハイ ブン						たん白
（％） シロ						酸性度 サンセイド

						等級 トウキュウ

						一　等 イチ トウ				四七 ヨン シチ						○・○一 イチ						○・二 ニ						○・一○ イチ						五・○ ゴ						ないもの								臭気がないもの シュウキ

						二　等 ニ トウ				四七 ヨン シチ						○・○二 ニ						○・三 サン						○・一五 イチ ゴ						四・五 ヨン ゴ						少ないもの スク								臭気が少ないもの シュウキ スク

								規格外―一等及び二等のそれぞれの品位に適合しないもの オヨ ニ



								（ロ）		ばれいしょ未粉でん粉 ミ コナ プン

						項目 コウモク				最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド																				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド										きょう雑物 ザツブツ								臭　気 シュウ キ

										水　分
（％） ミズ ブン				砂　分
（％） スナ ブン						灰　分
（％） ハイ ブン				たん白
（％） シロ						酸性度 サンセイド				色　沢 イロ サワ

						等級 トウキュウ

						一　等 イチ トウ				一八 イチ ハチ				○・○一 イチ						○・二 ニ				○・一○ イチ						五・五 ゴ ゴ				一等標準品 イチ トウ ヒョウジュン ヒン						ないもの								臭気がないもの シュウキ

						二　等 ニ トウ				一八 イチ ハチ				○・○二 ニ						○・三 サン				○・一五 イチ ゴ						五・○ ゴ				二等標準品 ニ トウ ヒョウジュン ヒン						ほとんどないもの								臭気がほとんどないもの シュウキ

						三　等 サン トウ				一八 イチ ハチ				○・○三 サン						○・四 ヨン				○・二○ ニ						四・五 ヨン ゴ				三等標準品 サン トウ ヒョウジュン ヒン						少ないもの スク								臭気が少ないもの シュウキ スク

								規格外―一等から三等までのそれぞれの品位に適合しないもの サン



								（ハ）		ばれいしょ精製でん粉 セイセイ プン

						項目 コウモク				最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド																				最　低　限　度 サイ テイ キリ ド										きょう雑物 ザツブツ								臭　気 シュウ キ

										水　分
（％） ミズ ブン				砂　分
（％） スナ ブン						灰　分
（％） ハイ ブン				たん白
（％） シロ						酸性度 サンセイド				色　沢 イロ サワ

						等級 トウキュウ

						一　等 イチ トウ				一八 イチ ハチ				○・○○						○・二 ニ				○・一○ イチ						五・五 ゴ ゴ				一等標準品 イチ トウ ヒョウジュン ヒン						ないもの								臭気がないもの シュウキ

						二　等 ニ トウ				一八 イチ ハチ				○・○一 イチ						○・三 サン				○・一五 イチ ゴ						五・○ ゴ				二等標準品 ニ トウ ヒョウジュン ヒン						ほとんどないもの								臭気がほとんどないもの シュウキ

								規格外―一等及び二等のそれぞれの品位に適合しないもの オヨ ニ



								（二） ニ		ばれいしょ二番粉でん粉 ニバン コナ プン

						項目 コウモク				最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド																								最低限度 サイ テイ キリ ド						きょう雑物 ザツブツ								臭　気 シュウ キ

										水　分
（％） ミズ ブン						砂　分
（％） スナ ブン						灰　分
（％） ハイ ブン						たん白
（％） シロ						色　沢 イロ サワ

						等級 トウキュウ

						一　等 イチ トウ				二○ ニ						○・四○ ヨン						○・六 ロク						○・五○ ゴ						一等標準品 イチ トウ ヒョウジュン ヒン						ないもの								臭気がないもの シュウキ

						二　等 ニ トウ				二○ ニ						○・七○ シチ						一・○ イチ						○・七○ シチ						二等標準品 ニ トウ ヒョウジュン ヒン						ほとんどないもの								臭気がほとんどないもの シュウキ

								規格外―一等及び二等のそれぞれの品位に適合しないもの オヨ ニ



								（ホ）		ばれいしょ二番粉でん粉精粉 ニバン コナ プン セイ コナ

						項目 コウモク				最　　　高　　　限　　　度 サイ タカ キリ ド																								最低限度 サイ テイ キリ ド						きょう雑物 ザツブツ								臭　気 シュウ キ

										水　分
（％） ミズ ブン						砂　分
（％） スナ ブン						灰　分
（％） ハイ ブン						たん白
（％） シロ						色　沢 イロ サワ

						等級 トウキュウ

						一　等 イチ トウ				二○ ニ						○・七○ シチ						一・○ イチ						○・七○ シチ						一等標準品 イチ トウ ヒョウジュン ヒン						ないもの								臭気がないもの シュウキ

						二　等 ニ トウ				二○ ニ						一・○○ イチ						一・六 イチ ロク						一・○○ イチ						二等標準品 ニ トウ ヒョウジュン ヒン						少ないもの スク								臭気が少ないもの シュウキ スク

								規格外―一等及び二等のそれぞれの品位に適合しないもの オヨ ニ



				附 フ

						一 イチ		　ばれいしょ生でん粉、ばれいしょ未粉でん粉及びばれいしょ精製でん粉にあっては、アルカリ性であってはならない。

						二 ニ		ばれいしょ精製でん粉及びばれいしょ二番粉でん粉精粉の粒度にあっては、ふるい目の開き〇・一〇五ミリメートルのふるいを通過するものでなければならない。



				定義 テイギ

						一 イチ		百　分　率 ヒャク ブン リツ						－		全量に対する重量比をいう。

						二 ニ		水　　　分 ミズ ブン						－		常圧加熱乾燥法のうち、一○五度乾燥法によるものをいう。

						三 サン		砂分 スナ ブン						－		比重選別法により砂分測定瓶を用いて測定したものをいう。

						四 ヨン		灰分 ハイ ブン						－		燃焼灰化法により電気炉を用いて測定したものをいう。

						五 ゴ		たん白 シロ						－		窒素定量法により換算値六・二五を用いたものをいう。

						六 ロク		酸性度 サンセイド						－		ガラス電極水素イオン濃度計により測定したものをいう。

						七 シチ		粒度 リュウド						－		標準手ぶるい法によるものをいう。 ヒョウジュン テ ホウ

						八 ハチ		きょう雑物 ザツブツ						－		繊維、コルク質、わらくず等をいう。







○ 登録検査機関数や農産物検査員、検査場所数は、年々増加。
○ 登録検査機関を系統別で見ると、卸・小売とＪＡ系で全体の６割強を占めている。一方、登録検査機関となる大規
模生産法人等も増加傾向。

○ 登録検査機関数、農産物検査員数等の推移

（注）１ 広域登録検査機関については、検査を行う県毎に１機関として計上したものである。
２ 民間検査比率は、玄米の検査数量における民間登録検査機関による検査数量の比率である。
３ 各年度末（３月31日現在）に数値である。

○ 登録検査機関数の系統別の推移（平成19年度末→平成30年度末）

（注）１ 広域登録検査機関については、検査を行う県毎に１機関として計上したものである。
２ その他は、JA系や全集連系に属さない集荷業者、大規模生産法人等である。

④ 登 録 検 査 機 関 数 等

○ 農産物検査を行う種類別登録検査機関数

（注）１ 広域登録検査機関については、検査を行う県毎に
１機関として計上したものである。

２ 登録検査機関数は、平成31年３月31日現在である。

資料：穀物課作成資料
５

年　　　度 平成19年度 平成24年度 平成29年度 平成30年度

登録検査機関（機関） 1,425 1,537 1,723 1,734

農産物検査員（人） 13,452 15,981 18,663 19,082

民間検査比率（％） 100 100 100 100

検査場所（ヶ所） 12,247 12,504 14,081 14,356

ＪＡ系 全集連系 卸・小売 第三者機関 その他 計

523　→　476 36　→　35 444　→　621 38　→　35 352　→　567 1,393　→　1,734

37.5%　→　27.5% 2.6%　→　2.0% 31.9%　→　35.8% 2.7%　→　2.0% 25.3%　→　32.7%

登録検査機関数

1,734

もみ 610

玄米 1,700

精米 21

小麦 426

大麦 354

裸麦 162

506

8

5

394

6

0かんしょ生切干

全国計

米穀

麦類

農
産
物
の
種
類
別
の
登
録
検
査
機
関
数

大豆

小豆

いんげん

そば

でん粉



⑤ 玄 米 の 検 査 状 況 と 等 級 比 率 の 推 移

○ 水稲うるち玄米の検査数量は、近年、500万トン弱程度。

○ 検査数量の約８割を１等が占め、３等については、過去には10％を越えた年（昭和51年）もあったが、近年は２％前後で推移。

６



２ 情勢の変化

７



【現行の穀粒判別器の現場での取扱い】 【新型穀粒判別器の測定方法】

【穀粒判別器の機能及び性能】

穀粒判別器は、「着色粒」、「死米」、「胴割粒」、「砕粒」などを測定する機器である。平成15年に開発された現行の穀粒判別
器と、平成26年以降に開発が進められてきた新型の穀粒判別器がある（持ち運び可能なサイズのものが主流）。

9

① 技 術 の 進 展 （ 穀 粒 判 別 器 ）

○ 現行の農産物検査は農産物検査員が目視で品位等の鑑定を行っているが、近年、着色粒などの被害粒の混入の割合
を測定することができる穀粒判別器の開発が進展。

○ 現行機器ではメーカー間で測定結果のばらつきが大きかったが、最新の穀粒判別器では測定精度が向上。

８

現行（旧型）穀粒判別器 新型穀粒判別器

測定項目
（混入割合を測定）

「着色粒」、「死米」、「胴割粒」、「砕粒」など約20項目

測定精度 「胴割粒」についてのみ、メーカー間で測定結果
のばらつきが小さい。

「着色粒」、「死米」、「胴割粒」、「砕粒」について、
測定精度が向上し、メーカー間で測定結果のば
らつきが小さい。

普及状況 約3,400台
※ 耐用年数（７年）を超えているものが過半
（約2,500台）

約130台
※ 現在新型穀粒判別器を販売しているのは１
社のみ

価格 60～200万円 約60万円

（測定結果（印字例））

① 20グラム（約1000粒相当）程度の
米穀の粒を投入する。

② 機器内で撮影した画像で、着色粒等
の混入割合を５秒～40秒で判定する。

③ 測定結果は紙で印刷される。

農産物検査の鑑定方法としては位置付けられてい
ないため、現在は、補助的に活用（※）されている。
（※）ある検査機関では、鑑定精度の向上と検査員

の安心感を確保することを目的として導入してお
り、目視検査と測定値が異なった場合には、目視
検査の結果を採用している。

穀粒判別器各種



【普及状況】

・ 昭和54年に開発されて以来、改良が進み、性能が向上するとともに
価格が低下しており、大型精米工場※（約400）のほぼ全てで導入。

※ 50馬力以上の精米機を有する卸売業者・小売業者の大型精米工場

・ また、全国のカントリーエレベータの７割程度（約500施設）で導入し
ているなど、産地においても普及。

（導入時との性能等の比較）

（色彩選別機）
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② 技 術 の 進 展 （ 色 彩 選 別 機 ）

○ 米の生産・流通のそれぞれの段階で着色粒等を除去するために活用されている色彩選別機は、近年、性能が向上す
るとともに価格が低下。

【色彩選別機の機能及び性能】

・ 色彩選別機は、玄米又は精米の段階で、製品の歩留まり
低下や消費者からのクレームの要因となる着色粒等を除
去するもの。

・ 一般に、機器内のカメラで識別した着色粒等を風圧で吹
き飛ばすことによって除去。完全に着色粒等を除去するた
めに、何度か繰り返し機器を通すこともある。

・ 除去する着色粒等の選別精度は、玄米又は精米の状態
に応じて調節することが可能。

（色彩選別機の仕組みのイメージ） （選別後の米のイメージ）

導入当初
(1979年頃)

・１台のﾓﾉｸﾛｶﾒﾗで一粒ずつ処理
・除去できるのは全面着色粒(黒い粒)のみ
・処理能力：精米0.5t/h
・価格：3,000～4,000万円程度

現在

・複数台のﾌﾙｶﾗｰCCDｶﾒﾗ（＋近赤外線ｶﾒﾗ）で複数の粒
を同時に処理

・部分着色粒、未熟粒、米と同色の異物も除去
・処理能力：精米0.5t/h～2.9t/h、玄米0.7t/h～2.6t/h

（※複数機を連結することにより10t/h程度の能力で処理
することも可能）

・価格：200万円程度（玄米１t/h規模）～700万円程度（玄米
３t/h規模））

主に
生産者向け

主に
精米工場向け

９
資料：全国米穀業者名簿（2017版）（米穀新聞社）

穀物課作成資料

[良品側] [不良品側]



◯ 世帯構成の変化（単身世帯の増加）、女性の社会進出（共働き世帯の増加）等の社会構造の変化により、食の簡便
化志向が強まっており、米を家庭で炊飯する割合が年々低下する一方で、中食・外食の占める割合は増加傾向にある。

③ 中 食 ・ 外 食 需 要 の 拡 大

400

600

800

1,000

1,200

S55 60 H2 7 12 17 22 27 29
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

S35 45 50 55 60 H2 7 12 17 22 27

昭和60年

中食・外食
15.2%

家庭内食
84.8%

平成９年

18.9%

81.1%

平成30年

70.0%

【米消費における家庭内及び中・外食の占める割合（全国）】

資料：農林水産省「米の１人1ヶ月当たり消費量」及び米穀機構「米の消費動向調査」

30.0%

【家族類型別にみた一般世帯の構成割合の推移】 【共働き世帯数と専業主婦世帯数の推移】

資料：国立社会保障・人口問題研究所「家族類型別世帯数および割合」

（％）

単 独

その他

夫婦のみ

ひとり親と子

夫婦と子

（万世帯）

資料：独立行政法人労働政策研究・研修機構「専業主婦世帯数と共働き
世帯数の推移」

専業主婦世帯

共働き世帯

【中食・外食事業者が求める米の品質の例】

玄米段階の等級のみならず、
① 「白度」「水浸割粒」といった項目や
② 食味値や官能試験の結果
など、独自の基準で品質を確認している場合がある。

※１：農林水産省による中食・外食事業者への聴き取り
※２：「白度」：精米の白さ、炊飯時の見た目に影響

「水浸割粒」：精米を水に浸した際の割れ具合。
水を通常の精米より吸うため、炊飯時の食味に影響。
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④ 米 流 通 の 多 様 化

◯ ＪＡ等の生産者団体から卸売事業者を経由した流通ルートのほか、生産者から直接実需者や消費者に流通する
ルートや、ＪＡ等から直接消費者に販売するルートなど、多様な流通ルートが存在。

資料：農林水産省「作物統計」、「生産者の米穀在庫等調査」、「農林業センサス」、
「米穀の取引に関する報告」及び全国出荷団体調べ等を基に推計。

注１：ＪＡ等には、全集連系を含む。
注２：ラウンドの関係で、計と内訳が一致しない場合がある。

農家消費（無償譲渡を含む。）

消

費

者

生

産

者

全
農
・経
済
連
等Ｊ

Ａ
等

卸
・小
売
等

（単位：万トン）

＜主食用うるち米＞

加工用米等、もち米等（集荷業者を通じて実需者に販売）

＜その他＞

農家直売等

（無償譲渡）

中
食
・外
食

16年産
872

28年産
804

16年産 47

28年産 91

16年産 1

28年産 3 16年産 4

28年産 8

16年産 81

28年産 124

16年産 7

28年産 9 16年産 138

28年産 89

16年産 56

28年産 76

16年産 52

28年産 102

16年産 357

28年産 258

16年産 410

28年産 360

16年産 180

28年産 146

16年産 226

28年産 222

（参考）入手経路別の購入割合（複数回答）

スーパーマーケット 49.4％
その他の小売店 20.4％
産地直売所 2.0％
インターネット 10.0％
生産者から直接購入 7.1％
無償譲渡 16.2％

※ 米穀安定供給確保支援機構調べを基に農林水産省で
算出（平成29年4月から平成30年3月の年平均）
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３ 「農産物規格・検査に関する懇談会」における検討

12
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① 「農産物規格・検査に関する懇談会」の設置・運営

■ 開催要領（平成31年１月設置）
１ 目的
（１）農業競争力強化支援法（平成29年法律第35号）等において、「農産物流通等に係る規格について、農産物流通

等の現状及び消費者の需要に即応して、農産物の公正かつ円滑な取引に資するため、国が定めた当該規格の見直
しを行う」と規定されている。

（２）これを踏まえ、農産物規格・検査について、農産物流通の変化や技術の進展等も考慮しつつ、流通の合理化等
の観点から課題を整理し、見直しの方向性の検討を行うため、農林水産省政策統括官主催の下、「農産物規格・
検査に関する懇談会」（以下「懇談会」という。)を開催する。

２ 議題
農産物規格・検査の見直しの方向

■ 委員名簿（五十音順、敬称略）
市川 和弥 株式会社大戸屋ホールディングス購買部部長代理
大谷 正美 わらべや日洋株式会社取締役執行役員購買部長
齋藤 一志 公益社団法人日本農業法人協会副会長

◎髙木 賢 弁護士、公立大学法人高崎経済大学理事長
夏目 智子 特定非営利活動法人ふぁみりあネット理事長
三橋 美幸 全国米穀販売事業共済協同組合副理事長、株式会社ミツハシ代表取締役会長兼ＣＥＯ
森 雅彦 日本生活協同組合連合会商品本部農畜産部特別商品グループマネージャー
山本 貞郎 全国農業協同組合連合会米穀部長

（◎は座長。五十音順、敬称略）
■ 検討経緯等

① 平成31年１月28日：第１回懇談会
農産物規格・検査の概要と取り巻く情勢の変化等について

② 平成31年２月25日：第２回懇談会
農産物規格・検査の見直しに関する意見と論点

③ 平成31年３月29日：第３回懇談会
農産物規格・検査に関する懇談会における中間論点整理
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② 「農産物規格・検査に関する懇談会」中間論点整理（平成31年３月29日）

１ 総論
農産物規格・検査については、流通ルートや消費者ニーズに即した合理的なものに見直しを図っていく必要がある。
本懇談会では、調製・流通段階での機器の現状や現行制度の運用状況、米流通の現状を踏まえ議論を重ねた結果、農産物規格・検査

について、現行制度の基本は堅持しつつも以下の方向で見直しを進める必要があると考える。
さらに、今後とも、検査技術の進展や調製・流通段階での機器の高度化、取引形態の変化など農産物流通全体の状況や現場からの声

を踏まえながら、農産物規格・検査について流通ルートや消費者ニーズに即した不断の点検を行い、随時、見直しを検討していく必要
がある。

２ 各論
事 項 主な論点等 中間論点整理

（１）穀粒判別器 〇 生産サイドの約４割、実需・流通サイドの約６～７ 農産物検査に新型の穀粒判別器を活用していくこ
割、登録検査機関の約４割、行政機関の約６割が「穀 とは、検査の合理化の観点から一定の意義はある。
粒判別器等の測定機器の導入を進めるべき との意見 しかしながら、測定精度や効率的な検査方法等を」 。

〇 農産物検査業務の効率化を図るため、検査手法の改 検証した上で判断する必要があることから、専門家
善と検査機器の適切な運用を検討すべき。 で構成される検討会においてより技術的な検討を行

〇 現場からは穀粒判別器の導入を求める声が大きいの い、結論を得る必要。
で、測定精度の統一や効率化の観点も踏まえて検討す
べき。

〇 機器の精度を担保するため、国が何らかの指針を示
すなどの対応が必要。

〇 抽出した複数の試料を一つにして検査できるよう
、 。にするなど 真に合理化に結び付く手法の検討が必要

１．現行の農産物規格・検査に関する論点
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事 項 主な論点等 中間論点整理
（２）規格項目の追加 〇 米穀卸売事業者・精米工場や食品製造事業者（炊飯 胴割粒などの新たな規格の追加や削減の可否につ

及び削減 業者）が重視する規格項目として 「胴割粒」などが いて、専門家で構成される検討会においてより技術、
挙げられている。 的な検討を行い、結論を得る必要。

〇 胴割粒などの項目の追加を、検査コストを考慮しつ ただし、新たな規格の追加が検査現場でのコスト
つ検討してもよいのではないか。穀粒判別器の測定結 の増加につながらないように留意する必要。
果を参考値として出すなどの活用方法を検討してみて
はどうか。

〇 胴割れの程度によってクレームの有無が異なるた
め、規格化する場合はどう線引きするか検証が必要。

現場では胴割粒が許容できるレベルのものかを細か
く確認しており、規格化するとなるとたいへんなコス
トになる。

（３）着色粒の基準 〇 生産者及び集荷業者・大型乾燥調製施設の約５割が また、着色粒の基準については、消費者が求める
「 着色粒の基準は）現状のままでよい」との意見で 水準や色彩選別機での除去は相当なコストを伴うこ（
ある一方、生産者の約３割、集荷業者・大型乾燥調製 となどを考慮すれば、基準の緩和は難しいのではな
施設の約４割が「緩和するべき」との意見。 いか。

〇 地方自治体からも、着色粒の規格の廃止や見直しを 一方、着色粒の基準の緩和を求める現場及び消費
求める意見がある。 者からの声があることにも留意する必要。

〇 基準を緩和すると農家は農薬を使用しなくなり、混
入割合が大きくなる。

〇 消費者の求める水準、色彩選別機の能力や除去に要
するコスト、手間、時間等を踏まえ検討すべき。

〇 現行規格より厳格に運用しているが、それでも消費
者からクレームが来る。色彩選別機による除去はそれ
なりの手間がかかるが、全ての着色粒が除去できるわ
けではないので、現実的には緩和は困難が伴うのでは
ないか。

〇 消費者の中にはネオニコチノイド系農薬に関心を持
つ者がいる。着色粒の基準をクリアするなどのために
生産者はカメムシ等の防除にこれを使用しているが、
ネオニコチノイド系農薬の使用はＥＵでも規制され
た。着色粒の基準の緩和や農薬使用量・散布回数の低
減を検討すべき。
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事 項 主な論点等 中間論点整理
（４）検査業務に係る 〇 登録検査機関の約５割が「事務（報告）の簡素化」 登録検査機関などの事務負担の軽減を図るため、

制度の見直し を望むとの意見。 国への農産物検査結果の報告内容の削減や報告期日
〇 事務の効率化を図るため、検査業務に係る様式の整 の延長、検査請求様式の簡素化等の現行制度の見直

理等の改善を行うべき。 しをしっかり行い、事務の効率化を図る必要。
〇 検査結果の報告期日の延長や 報告事項の削減など また、生産者の庭先等での出張検査などを柔軟に、 、

事務の効率化が図られるよう見直すべき。 実施できるよう、現行のルールを見直し、弾力的な
運用を可能とする必要。

（５）農産物検査員の 〇 登録検査機関がクレームを受けた主な理由として、 農産物検査員の質の向上・均質化を図るため、例
検査精度の向上 「検査の等級と品質が一致しない」等が挙げられてい えば検査員を対象として国が行っている研修の内容

る。 充実など、登録検査機関による適正な検査の実施を
〇 問題のある検査があることは確か。検査員のレベル 確保するための方策について、検討する必要。

アップや各県での横の目合せが必要ではないか。 また、登録検査機関においても、農産物検査員の
〇 研修の対象者の拡大や検査員の更新、異品種混入を 資質向上に努める責務を有していることを認識する

産地でも防ぐ対策等も検討して欲しい。 必要。
〇 等級格付けの不備といった技術的なミスを防ぐため

には、日々の技術向上が必要であり、検査員を抱える
登録検査機関にその役割がある。
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事 項 主な論点等 中間論点整理

（１）交付金の交付要 〇 実需者からは農産物規格の必ずしも全ての項目が必 ナラシなど国の交付金をはじめとする制度の運用
件等 要とされていないにもかかわらず、国の交付金の交付 においては、直接取引などにおいて買い手から農産

のためだけに検査の手数料を負担して受けざるを得な 物検査による証明を求められない場合にまで現行の
い。 検査が必要か否か、米流通に悪影響が生じないこと

〇 米を実需者などに直接販売する農家が増えてきてい を前提としつつ検討する必要。
、 。るので 交付金の要件を見直してもいいのではないか

交付金の数量カウントも農政局への報告をもって行う
などとしてもよいのではないか。

〇 農産物検査とは別の手法で品質や数量を確認する場
合は、農産物検査と比べて手間がかかることにならな
いか留意するとともに、米流通の大宗に影響すること
がないよう、慎重に検討して欲しい。

２．米流通の現状を踏まえた各種制度に関する論点
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事 項 主な論点等 中間論点整理
（２）袋詰め玄米及び 〇 米トレサ法で確認が取れるものや栽培管理上確約 産地・品種・産年に係る表示要件については、定着

精米の表示要件 が得られるものだけは、検査による証明がなくても している現行のルールを維持していくことが基本と考
３点セット（産地・品種・産年）の表示を認めると えられる。ただし、農家による直接販売など取引の形
してもよいのではないか。 態によっては農産物検査による証明がなくても一部の

〇 農産物検査は取引に使われることが主目的であ 表示は可能とすべきとの現場からの要望を踏まえる
り、等級は精米の表示には反映されない。現行の表 と、今後その当否につき表示を所管する省庁とも議論
示ルールの中で、袋詰め精米の表示だけがここまで しておく必要。
厳しくてもいいのか、任意で表示できるようにした 議論に際しては、本懇談会で示された多様な意見に
場合の担保をどうするのか、などについて、議論す 十分留意することが必要。
る必要。

〇 直接販売の際に現行制度の要件を見直すこと自体
は否定するわけではない。ただし、未検査米の３点
セットを認めた場合、消費者は検査済みかきちんと
認識できるのか。できないのであれば、米全体の表
示や品質への疑問が生じてしまうのではないか。

〇 仮に未検査米でも３点セット表示を可能とした場
合、取引先ごとに独自の規格を求められるようにな
り、生産・検査の現場に大きなコストが発生するこ
とが懸念。このため、流通の大宗に影響することが
ないよう慎重に検討願いたい。

〇 未検査米に３点セットを表示する場合には、米ト
レサ法の活用などが考えられるが、これを品種及び
産年の表示の根拠とするためには法改正が必要で、
かえって規制強化や現場でのコスト増になりかねな
い。ただ、今後の課題として、農産物検査に頼らな
い表示について検討する価値はあるのでは。



４ 中間論点整理を踏まえた対応
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① 農産物検査員の検査精度向上

○ 農産物規格・検査に関する懇談会における中間論点整理を踏まえ、農産物検査員の検査精度の向上を図るため、農
産物検査に関する基本要領（平成21年５月29日付け21総食第213号総合食料局長通知）の改正を行った。

【令和元年５月20日施行】

中間論点整理の内容
改正内容

（農産物検査に関する基本要領）

• 業務改善研修については、検査精度向上研修とは別に、
登録検査機関が農産物検査関係法令に違反したことに
より行政処分等を受けた事案に関わった農産物検査員
等に対して法令遵守の徹底及び農産物検査員に必要な
知識を習得させることを目的として、新たに基本要領
に位置付けた。（令和元年５月）

• 検査精度向上研修については、従来の研修では各登録
検査機関の指導的農産物検査員のみを対象としてきた
が、農産物検査員全体のレベルアップを図る観点から、
それ以外の農産物検査員（例えば、経験の浅い農産物
検査員）が参加できるよう対象者の拡大と研修内容を
見直した。（令和元年５月）

農産物検査員の質の向上・均質化を図るため、例えば
検査員を対象として国が行っている研修の内容充実など、
登録検査機関による適正な検査の実施を確保するための
方策について、検討する必要。

また、登録検査機関においても、農産物検査員の資質
向上に努める責務を有していることを認識する必要。

【検査精度向上研修】

【業務改善研修】

• 研修内容
① 農産物検査関係法令の周知徹底
② 適正な農産物検査の手順等の周知徹底
③ 農産物検査関係法令違反事例の発生状況、

発生原因、改善策等
④ その他地方農政局長が必要と認める事項
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② 農産物検査業務の見直し

○ 農産物検査業務の効率化を図るため、農産物検査法施行規則（昭和26年５月19日農林省令第32号）、標準抽出方法
（平成13年３月22日農林水産省告示第443号）及び農林水産大臣の定める様式及び農林水産大臣の定める期日（平成
13年３月22日農林水産省告示第445号）の一部改正を行った。【令和元年７月16日公布、同日施行】

• 標準抽出方法（告示）を改正し、大規模乾燥調製貯
蔵施設等から直接包装されたものについては、オー
トサンプラーにより検査荷口の重量の10,000分の１
以上の量を無作為に抽出したものから試料を採取す
ることができることとした。
（令和元年７月）

• 農林水産大臣の定める様式及び農林水産大臣の定め
る期日（告示）を改正し、
① 報告期日の延長（翌月10日までに報告）
② 水分含有率の検査結果報告の廃止
③ 報告回数の削減(例：米穀19回→８回）
④ 報告内容の見直し（様式の項目を削減）
を行った。（令和元年７月）

• 農産物検査法施行規則（省令）を改正し、繁忙期に
一定期間のみ農産物検査を行う場所については、業
務規程に規定することを要しないこととした。（令
和元年７月）

中間論点整理の内容改正内容

登録検査機関などの事務負担の軽減を図るため、国への
農産物検査結果の報告内容の削減や報告期日の延長、検
査請求様式の簡素化等の現行制度の見直しをしっかり行い、
事務の効率化を図る必要。

また、生産者の庭先等での出張検査などを柔軟に実施で
きるよう、現行のルールを見直し、弾力的な運用を可能とす
る必要。
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■ 穀粒判別器に関する検討チームについて

１ 目的
（１）農業競争力強化支援法（平成29年法律第35号）等において規定されている国が定めた農産物流通等に係る規格の見直しに関して、平

成31年１月から３月までに農産物規格・検査に関する懇談会を開催し、同年３月29日に農産物規格・検査に関する懇談会における中間
論点整理（以下「中間論点整理」という。）が行われたところである。

（２）その中で、穀粒判別器については「農産物検査に新型の穀粒判別器を活用していくことは、検査の合理化の観点から一定の意義はあ
る。しかしながら、測定精度や効率的な検査方法等を検証した上で判断する必要があることから、専門家で構成される検討会において
より技術的な検討を行い、結論を得る必要。」との整理がなされたところ。

（３）これを踏まえ、専門家の参画の下、穀粒判別器の測定精度や効率的な検査方法等を検討するために「穀粒判別器に関する検討チー
ム」を開催する。

２ 委員名簿
（穀粒判別器の測定精度について）
◎大坪 研一 新潟薬科大学応用生命科学部応用生命科学科特任教授
杉山 隆夫 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業技術革新工学研究センター戦略推進室シニアコーディネーター
田中 秀幸 国立研究開発法人産業技術総合研究所計量標準総合センター計量標準基盤研究グループ長

（穀粒判別器を活用することとした場合の効率的な農産物検査の方法について）
上記の委員に加え
梅本 典夫 全国主食集荷協同組合連合会会長
江渡 浩 一般財団法人日本穀物検定協会理事
郡司 和久 木徳神糧株式会社執行役員米穀事業本部生産部門長
馬場 利紀 米麦等種子・農産物検査協議会、全国ＪＡ農産物検査協議会事務局長
橫田 修一 全国稲作経営者会議青年部顧問 （◎は座長。五十音順、敬称略）

３ 検討経緯
令和元年５月30日：第１回検討チーム

〃 ７月25日：第２回検討チーム
〃 ８月１日：第３回検討チーム
〃 ８月30日：第４回検討チーム（取りまとめ）

③ 穀粒判別器の活用

○ 中間論点整理を踏まえ、専門家の参画の下、穀粒判別器の測定精度や効率的な検査方法等を検討するために「穀粒判別器に関する検討
チーム」を本年５月に設置。４回の検討を経て本年８月末に取りまとめ。
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（穀粒判別器における精度の検証の取りまとめと対応）

○ 穀粒判別器に関する検討チームにおける４回の検討の結果、８月30日に取りまとめを行った。今後、取りまとめ内
容に基づき、令和２年産米の農産物検査に穀粒判別器も活用できるよう、本年11月を目途に告示等の改正を予定。

③－１穀粒判別器に関する検討チーム取りまとめ
（１）穀粒判別器の精度の検証

１ 検証に当たっての基本的考え方

〇 判断基準については、穀粒判別器による粒数の測定結果をもとに、合成された標準偏差（標準誤差の２乗及び標準偏差の２乗の和の平

方根）の２倍が、死米、胴割粒及び砕粒については0.5％（粒数で表すと５）以内、着色粒については0.05％（粒数で表すと0.5）以内で

あることを基本とすることが適切である。

２ 死米、胴割粒及び砕粒に関する検証

〇 死米、胴割粒及び砕粒が1000粒中１粒、５粒、10粒混入している場合において、３社の機器は、１の「検証に当たっての基本的考え方」

を十分に満たし、検査機器として利用できる精度を有していると考えられる。

〇 死米、胴割粒及び砕粒が多く含まれる場合においても、死米と胴割粒では目視よりも穀粒検査器の方が精度が高い傾向が見られること、

砕粒は検査現場で混入が少ないことを踏まえると、３社の検査機器を活用できるが、その結果が検査等級の境界領域に近い場合には目視

を併用すべきである。

３ 着色粒に関する検証

〇 着色粒については、各社の測定精度にばらつきがみられ、穀粒判別器の判定精度は目視を下回る傾向にあることや、目視よりも少ない

測定結果を示す傾向がある。

〇 このため、着色粒が1000粒中１粒、５粒、10粒混入している場合において、１の「検証に当たっての基本的考え方」を満たす機器であ

ることを前提として考えると、検査等級の境界領域に近い1000粒中１粒、３粒、７粒が混入した場合には目視によることとし、それ以外

の場合は検査機器の測定結果を活用可能とすることが適切である。

４ 留意事項

〇 穀粒判別器では粒数割合から重量比への変換を行うため、重量換算値が設定されているが、特に不良 粒の混入割合が多い場合は、重

量換算値の影響があると考えられ、将来、穀粒判別器のより一層の精度の向上を図る観点から、機器メーカーの努力として重量換算値の

見直しについて引き続きの努力を行うべきである。



〇 鑑定方法（平成13年農林水産省告示第333号）に基づき視覚、触覚、臭覚及び聴覚により実施。
〇 農産物検査規格（水稲うるち玄米）のうち、死米、着色粒及び被害粒（胴割粒及び砕粒に限

る。）については、穀粒判別器を活用した検査を可能とする。

試料は、標準抽出方法（平成13年農林水産省告示第443号）に基づき作製。試料採取・作製

品位の検査

等級決定

[個袋の場合]
・ 検査荷口から検査荷口の大きさにより定められた数量の個体を無作為に抽出して試料とする。

（紙袋100袋の場合は、18袋から試料を採取）
・ ただし、調製貯蔵施設から個袋に袋詰めする場合は、包装されていない状態のものを検査荷

口として縮分により試料を作製。（検査荷口の10,000分の１の重量を抽出し、縮分により
200gの試料を作製（検査荷口が５トンの場合は500g以上を抽出））

[バラ流通]
・ 縮分により試料を作製（検査荷口の10,000分の１の重量を抽出し、縮分により200gの試料を

作製（検査荷口が５トンの場合は500g以上を抽出））
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穀粒判別器を活用する場合のフロー

① 穀粒判別器により、同一試料について３回測定を行い、それぞれの平均値を小数点第１位まで算出
し、当該試料の死米及び着色粒の混入割合とする。

② 死米及び着色粒の判定方法
［死米］
・ 混入割合が政策統括官の定める値（5.0％）以下の場合は、混入割合により判定する。
・ 混入割合が政策統括官の定める値（5.0％）を超えた場合は、目視により判定する。

［着色粒］
・ 混入割合が0.1％、0.3％及び0.7％でない場合は、混入割合により判定する。
・ 混入割合が0.1％、0.3％及び0.7％である場合は、目視により判定する。

（※ 胴割粒と砕粒については、被害粒等計の判定の際の参考として穀粒判別器を活用。）
③ その他（「整粒」、「形質」、「異種穀粒」、「異物」及び「被害粒等の計」）の項目は、目視に

より判定する。
④ 穀粒判別器の測定値及び目視による判定結果により、等級を決定する。

（２）穀粒判別器を活用する場合の試料採取から等級決定までの流れ
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改 正 前改 正 案

１ 鑑定は、農産物規格規程（平成13年２月28日農林水産省告示第
244号。以下「規程」という。）において定める農産物の種類ごと
の品位について、視覚、触覚、臭覚及び聴覚を用いて行うものと
する。ただし、視覚、触覚、臭覚及び聴覚を用いて行う鑑定のみ
によっては、適正な品位等検査に係る品位の検査を行うことがで
きないと認められる場合には、標準計測方法（平成13年３月14日
農林水産省告示第332号）により測定した結果を用いて鑑定を行う
ものとする。

２ 国内産玄米（水稲うるち玄米に限る。）の死米（規程第１の２
の定義において定める死米をいう。以下同じ。）及び着色粒（規
程第１の２の定義において定める着色粒をいう。以下同じ。）の
混入割合の鑑定は、前号の規定にかかわらず、標準計測方法によ
り穀粒判別器で測定した混入割合を用いて行うことができる。た
だし、死米について当該混入割合が政策統括官が別に定める値を
超えた場合及び着色粒について当該混入割合が0.1％、0.3％又は
0.7％であった場合には、それぞれ視覚、触覚、臭覚及び聴覚を
用いて鑑定を行うものとする。

３ 視覚、触覚、臭覚及び聴覚を用いて行う鑑定は、日光の直射及
び物体の反射光線の影響を受けない条件の下で行うものとする。

１ 鑑定は、農産物規格規程（平成13年２月28日農林水産省告示第
244号）において定める農産物の種類ごとの品位について、視覚、
触覚、臭覚及び聴覚を用いて行うものとする。ただし、鑑定のみに
よっては、適正な品位等検査に係る品位の検査を行うことができな
いと認められる場合には、標準計測方法（平成13年３月14日農林水
産省告示第332号）を用いて行うものとする。

（新設）

２ 鑑定は、日光の直射及び物体の反射光線の影響を受けない条件
の下で行うものとする。

③－２穀粒判別器に関する検討チーム取りまとめを踏まえた告示等の改正

（１）鑑定方法（平成13年３月14日農林水産省告示第333号）の改正案（10月４日からパブリックコメントを実施中）
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改 正 前改 正 案

第１ （略）

第２ 計測方法
標準計測方法は、次の１から15までの品位の項目について品位

等検査又は成分検査を行う場合に用いるものとする。
１ 水分
⑴ （略）
⑵ 電気水分計による測定方法
①～③ （略）
④ 電気水分計の調整

電気水分計は、定期的に精度を点検して使用する。

⑶・⑷ （略）
２～４ （略）

５ 死米及び着色粒
死米及び着色粒は、穀粒判別器を用いて測定する。

⑴ 適用品目
国内産玄米（水稲うるち玄米に限る。以下同じ。）

⑵ 装置及び器具
穀粒判別器及び付属器具一式

⑶ 測定方法
① 試料の調製

試料は、約1,000粒の国内産玄米を用いる。
② 測定操作

穀粒判別器を水平な場所に設置し、当該穀粒判別器の使
用説明書に従い、測定操作を行うこととする。

③ 混入割合の算出
同一試料について３回測定を行い、それぞれの平均値を

小数点以下第１位まで算出し、これを当該試料の死米及び
着色粒の混入割合とする。

⑷ 穀粒判別器の調整
穀粒判別器は、定期的に精度を点検して使用する。

６～15 （略）

第１ （略）

第２ 計測方法
標準計測方法は、次の１から14までの品位の項目について品位

等検査又は成分検査を行う場合に用いるものとする。
１ 水分
⑴ （略）
⑵ 電気水分計による測定方法
①～③ （略）
④ 電気水分計の調整

電気水分計は、定期的に基準となる電気水分計と同一試
料を測定すること等により、水分計の精度を点検して使用
する。

⑶・⑷ （略）
２～４ （略）

（新設）

５～14 （略）

（２）標準計測方法（平成13年３月14日農林水産省告示第332号）の改正案（10月４日からパブリックコメントを実施中）



（３）農産物検査に関する基本要領（平成21年５月29日付け21総食第213号総合食料局長通知）の一部改正案

改 正 前改 正 案

Ⅰ 農産物検査規格の規定

第１～第３ （略）

第４ 農産物検査の実施
１・２ （略）

３ 鑑定方法の２のただし書きに定める穀粒判別器で測定した死
米の取扱い鑑定方法の２のただし書きに規定する政策統括官が
定める死米の混入割合は、5.0％とする。

別紙４ 標準計測方法の運用、検査機器の仕様・精度の確認、
その他試験等の方法マニュアル

Ⅰ 標準計測方法の運用等について

第１ （略）

第２ 標準計測方法の運用

１～４ （略）

５ 死米及び着色粒
穀粒判別器は、取扱いが粗雑にならないよう穀粒判別器の調

整、試料の取扱い、保管その他操作全般にわたって細心の注意
が必要である。

（１）穀粒判別器の仕様
ア 測定値が0.1％単位まで表示されるものを用いる。
イ 死米の測定精度については、死米に係るⅡの第１の１の
（４）のイの合成された標準偏差の２倍が５以内となるも
のを用いる。

ウ 着色粒の測定精度については、着色粒に係るⅡの第１の
１の（４）のイの合成された標準偏差の２倍が0.5以内とな
るものを用いる。

エ 使用に当たっては、直射日光、風の当たる場所、湿度の
特に高い場所、暖房の近く等は避け、振動のない安定した
場所に設置する。

オ 持ち運びの際は衝撃を与えないよう特に注意し、使用後
は十分清掃して湿度の低い場所に保管する。

カ 被害粒等計の鑑定を行う際の参考として穀粒判別器によ
る胴割粒及び砕粒の測定値を活用する場合、胴割粒及び砕
粒の測定精度については、死米の測定精度と同様とする。

Ⅰ 農産物検査規格の規定

第１～第３ （略）

第４ 農産物検査の実施
１・２ （略）

（新設）

別紙４ 標準計測方法の運用、検査機器の仕様・精度の確認、
その他試験等の方法マニュアル

Ⅰ 標準計測方法の運用等について

第１ （略）

第２ 標準計測方法の運用

１～４ （略）

（新設）
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主要改正箇所
のみ抜粋



○ 政府備蓄米の買入れは、現在、農産物検査規格（品位等級区分：３等以上）を要件として設定しているところ。

○ 今後、令和２年産から新型穀粒判別器が検査現場へ導入されることを踏まえ、現行の農産物検査規格の要件に加え、
穀粒判別器の測定値を活用した独自の買入要件（新要件）による試験的な政府買入れを令和２年産米から実施するこ
とを検討。

新要件の品位項目 令和２年産備蓄米の政府買入要件の見直しの検討方向

・ 試験的な運用として、買入予定数量の一部（21万ト
ンのうち数百トン）について、新要件による買入れを
行うこととし、令和２年産の実施状況を踏まえて、翌
年産に向けて見直すこととする。

・ 新要件は、一定の品位（水分含有率）や品質（使用
ふるい目幅）のほか、穀粒判別器で測定可能な白未熟
粒及び被害粒の混入割合（重量比）等を踏まえて、備
蓄米としての一定の品質を確保することとする。

・ 新要件で使用する測定機器（電気水分計及び穀粒判
別器）については、政策統括官が別に定めるものとす
る。
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④ 備蓄米の政府買入要件の見直し（穀粒判別器を活用した備蓄米の政府買入れの試験的実施）（案）

主食用として長期に保管し、流通・販売する上で必要
となる一定の品質（カビ発生のリスクやとう精歩留ま
り）を買入要件として規定。

等級

※　玄米の水分の最高限度は、当分の間、本表の数値に１％加算する。

項目 最　低　限　度 最　　　高　　　限　　　度

計
（％）

死　米
（％）

着色粒
（％）

異　種　穀　粒
異　物
（％）

60 ２等標準品 15.0 20 10

もみ
（％）

麦
（％）

もみ及び
麦を除いた
もの（％）

１　等 70 １等標準品 15.0 15 7 0.1

整　粒
（％）

形　質
（未熟粒）

水　分
（％）

※

被害粒、死米、着色粒、異種穀粒及び異物

[農産物検査規格（うるち玄米）]

20 0.7 1.0 0.7 1.0 0.6

0.3 0.5 0.3 0.5 0.4

３　等 45 ３等標準品 15.0 30

0.3 0.1 0.3 0.2

２　等

新要件の品位項目として検討
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