
マレーシア 個別⾷品規格／めん類

即席めん

⾷品規格・基準・分析法︓
⾷品規則-1985ではヌードル、ビーフン、ラクサ、マカロニ、スパゲッティ等を含めた「パスタ」として規定されている。MSでは即席⼩⻨めん(MS 526:2009)
がコーデックスで策定した即席めんに準拠した規格となっている。即席ビーフン（MS 1112:2011）と併せ⽐較した（表8）。それらの規格・分析法については
表9に記載した。

⾷品添加物︓
⾷品規則-1985の「パスタ」とMS規格の即席⼩⻨めん（MS 526:2009）、即席ビーフン（MS 1112: 2011）について記載した。いずれの場合も⾷品添加物の使
⽤は⾷品規則-1985で規定されており、MS規格が⾷品規則-1985以上に⾷品添加物の使⽤を制限することはない（表10）。

規格 ⾷品規則-1985 
（2009年9⽉1⽇時点） 

MS 526:2009 MS 1112:2011 

規格の名称 パスタ 即席⼩⻨めん 即席ビーフン

範囲 めん、ビーフン、ラク
サ、マカロニ、および
スパゲッティ

フライめん、⾮フライめん 即席ビーフン（即席ライスバーミセ
リ）

説明 練粉を押し出したり成形し
たりすることで得られたあ
らゆる製品

⼩⻨を主原料として、他の穀粉／デンプンと共に調
製された製品である。他の原料の添加の有無にはか
かわらず、適切な包装素材を⽤いて包装される。ア
ルカリ化剤によって処理してもよい。アルファ化処
理の利⽤、および油で揚げることまたは他の⽅法の
いずれかによる脱⽔を特徴とする

即席ビーフン（即席ライスバーミセリ）と
は⽶粉を主原料として、他の⼩⻨粉／デン
プンと共に調製された製品である。他の原
料の添加の有無にはかかわらず、適切な包
装素材を⽤いて包装される
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⽬次

⾷品規格・基準



必須組成及び品質
要件

主に穀物荒粉から成る
炭⽔化物⾷品、卵固形分、
⾷塩、および他の⾷品を含
んでもよい

汚れ、異物および昆⾍を含まないこと
外観、⾷感、臭い、味、および⾊の点で許容可能で
あり、好ましくない異味や異臭がないこと
「即席」の概念を満たすためには、当該めんは熱湯
で4分間以内の加熱調理または浸潤を⾏われなけれ
ばならない
主要原料は
a） ⼩⻨粉および他の穀粉またはデンプン 
b） ⽔、および 
c） ⾷塩またはアルカリ塩。認可されているアル
カリ塩は、炭酸塩、リン酸塩、および／または⽔酸
化物のナトリウム塩、カリウム塩、またはカルシウ
ム塩である
含⽔量︓10％（フライ）、14％（⾮フライ） 
加熱調理または湯戻し時間︓4分（フライおよび⾮
フライ）
タンパク質含有量︓8.5％（フライおよび⾮フラ
イ）
酸価︓2.0 mg KOH/g（フライ）、適⽤されない
（⾮フライ）

即席ビーフン（即席ライスバーミセリ）は
汚れ、異物および昆⾍を含まないこと
製品は、外観、⾷感、臭い、味、および⾊
の点で許容可能であり、好ましくない異味
や異臭がないこと
「即席」ビーフン（即席ライスバーミセ
リ）の概念を満たすためには、当該めんは
熱湯で4分間以内の加熱調理または浸潤を
⾏われなければならない
含⽔量︓10％ 
加熱調理時間︓4分 
総タンパク量︓5％ 
総灰分量︓0.8％ 

⾷品添加物 認可着⾊料
トランスグルタミナーゼ、
⼆酸化硫⻩、または亜硫酸
塩（認可⾷品調整剤とし
て）︓＜200mg/kg 
⾷品添加物に関する⼀般要
件に準拠する

マレーシア⾷品法-1983および⾷品規則-1985に準
拠する

⾷品添加物を含むオプション原料が使⽤さ
れる場合、マレーシア⾷品法-1983および
⾷品規則-1985によって⼀般に使⽤および
許可される成分でなければならない。

汚染物質 ヒ素（As）:＜1 mg/kg 
鉛（Pb）:＜2 mg/kg 
スズ（Sn）︓＜40 mg/kg 
⽔銀（Hg）︓＜0.05 mg/
kg 
カドミウム（Cd）︓＜1 m
g/kg 
アンチモン（Sb）︓＜1m
g/kg 
酸加⽔分解タンパク質を含
むすべての⾷品（固形⾷
品）について、3-モノクロ
ロプロパン-1,2-ジオール
（3-MCPD）︓0.05 mg/k
g 

マレーシア⾷品法-1983および⾷品規則-1985に準
拠する

マレーシア⾷品法-1983および⾷品規則-1
985に準拠する 

衛⽣ アフラトキシン（B1、B
2、G1およびG2の合計）︓
<5ug /kg 
何⼈も、、⾷⽤として準備
が整ってはいるが、病原微
⽣物に汚染された⾷品を、
輸⼊、調理、または販売に
向けた宣伝、あるいは販売
してはならない

製品の衛⽣的、栄養的、技術的、および官能の各特
性を保護する適正な包装素材に収納されること
包装素材は、安全かつ⽤途に適した物質から製造さ
れること。毒性物質または好ましくない臭いや⾵味
をもたらしてはならない
MS1514－適正製造規範に準拠し、認可を受けた施
設において、衛⽣的条件下で加⼯および包装される
こと

即席ビーフン（即席ライスバーミセリ）と
調味料（使⽤される場合）は、⾷品衛⽣規
則-2009およびMS 1514に従って認可され
た施設内で、衛⽣的な条件下で処理され、
包装されなければならない。

重量及び分量 規定されていない 規定されていない 規定されていない



表⽰ 「卵」または同様の意味を
持つ語を表⽰する場合︓＞
4％卵固形分（無⽔ベース
で算出）
表⽰の⼀般要件に準拠する
栄養表⽰は強制的である
（⾷品規則-1985の規則18
B） 

以下の情報を、各包装上に明確に表⽰すること︓
a) 製品の名称 
b) 製造業者および／または流通業者または商標所
有者の名称および所在地
c) 正味重量（単位︓グラム） 
d) 原料および添加物の⼀覧表 
e) 製造⽇または製造業者コード 
f) 有効期限⽇、および 
g) 調製⽅法 
マレーシア⾷品法-1983および⾷品規則-1985に規
定された要件に準拠しなければならない

以下の情報を、各包装上に明確に表⽰する
こと︓
a) 製品の名称 
b) 原料および添加物の⼀覧表 
c) 製造業者および／または供給業者の名
称
d) グラム単位で表記された保証正味重量 
e) 製造⽇または製造業者コード 
マレーシア⾷品法-1983および⾷品規則-1
985に規定された要件に準拠しなければな
らない

分析及びサンプリ
ング

添加物、汚染物質、微⽣
物、マイコトキシン

含⽔量︓炉乾燥法
タンパク質含有量︓ケルダール法
酸価︓滴定法
加熱調理時間

含⽔量︓炉乾燥法
タンパク質含有量︓ケルダール法
灰分量︓直接法
加熱調理時間

関連法規 項⽬ 規格 分析⽅法

⾷品規則-1985 ⾷品添加物 認可着⾊料 トランスグルタミナーゼ︓＜
200mg/kg、⼆酸化硫⻩︓＜200mg/kg、
亜硫酸塩︓＜200mg/kg 

国際的基準（AOAC、ISO、APHAなど） 

MS 526:2009－
即席めん－規格
（第2版） 

含⽔量 10％（フライ）、14％（⾮フライ） MS 526:2009、別表A 

加熱調理／湯戻し時間 4分 MS 526:2009、別表B 

タンパク質含有量 8.50 ％ MS 526:2009、別表C 

酸価 2.0  mg KOH/g（フライのみ） MS 526:2009、別表D 

MS 1112:2011 -
即席ビーフン（即
席ライスバーミセ
リ）－規格

含⽔量 10％ MS 1112:1988、別表A 

加熱調理／湯戻し時間 4分 MS 1112:1988、別表B 

タンパク質含有量 5％ MS 1112:1988、別表C 

灰分量 0.8 ％ MS 1112:1988、別表D 

概要／定義 参照

範囲および／または定義 パスタ Food Regulations 1985 

ポジティブおよび／または
ネガティブリスト

⾷品添加物は1985年⾷品規則に従って、使⽤が認められている 

使⽤制限／使⽤上限（定め
られている場合）

トランスグルタミナーゼおよび⼆酸化硫⻩あるいは亜硫酸塩は認可⾷品調整剤として200m
g/kg未満は含有してもよい 

範囲および／または定義 即席⼩⻨麺 MS 526:2009 
Instant wheat noodles 

ポジティブおよび／または
ネガティブリスト

⾷品添加物は1985年⾷品規則に従って、使⽤が認められている 

⾷品規格・分析法

⾷品添加物



使⽤制限／使⽤上限（定め
られている場合）

範囲および／または定義 即席⽶麺 MS 1112:2011 
Instant rice noodles (bee
hoon) ポジティブおよび／または

ネガティブリスト
保存料は禁⽌されている
他の添加物は1985年⾷品規制に従って使⽤が認められている 

使⽤制限／使⽤上限（定め
られている場合）

乾燥パスタ・乾麺

マレーシア⾷品規則 規格マレーシア産業規格
（MS）2255︓2009年 

定義／説明 パスタ
－「パスタ」とは、練り粉の押し出しまたは成形により製造された、麺、ビーフン、ラク
サ、マカロニ、およびスパゲッティなどの製品である。

⼩⻨乾麺
－⼩⻨乾麺は⼩⻨粉と⽔を
主な材料とし、他の穀物粉
やでんぷんを追加材料とし
て調製されるが、その他の
材料の追加の有無にはかか
わらず、適切な包装材料に
収納される。塩（⾷塩また
はアルカリ塩）を含有して
もよい。蒸熱の有無、およ
びその後の乾燥またはフラ
イによる特徴を有する。
－⼩⻨乾麺の分類︓
a)乾麺にはフライ麺および
ノンフライ麺が含まれる。
b)フライ乾燥麺には「⼟鍋
イーミー」、「蒸し煮イー
ミー」、およびフライ「ミ
ースア」が含まれる。
c)ノンフライ乾燥麺には
「⾙ミー」、「⻑寿麺」、
「tauchamミー」、「ミー
ポー」、および他の種類の
蒸熱乾燥麺が含まれる。



組成 パスタ
－主に穀物粉で構成されるが、以下のものを含んでもよい。
a)炭⽔化物⾷品 
b)卵 
c)⾷塩 
d)他の⾷品 

－乾麺には⼟、異物、およ
び昆⾍が含まれてはならな
い。
－乾麺はその外観、⻭ごた
え、匂い、味、および⾊が
許容可能でなければなら
ず、不快な異味および異臭
があってはならない。
－乾麺は蒸熱の有無にかか
わらず乾燥またはフライさ
れていなければならない。
－乾麺は下表に定められた
要件を満たしていなければ
ならない。

特徴 要件

フ
ラ
イ
麺

ノ
ン
フ
ラ
イ
麺

⽔分、重
量⽐
（％）

≦
1
0.
0 

≦
1
4.
0 

たんぱく
質含有量
（乾燥ベ
ース）、
重量⽐
（％）

≧
8.
5 

≧
8.
5 

酸価、m
g KOH/
g 

≦
2.
0 

該
当
な
し

－乾麺の必須成分を以下に
⽰す。
e)⼩⻨粉や他の穀物粉また
はでんぷん
f)⽔ 
g)⾷塩またはアルカリ塩。
認可アルカリ塩は、ナトリ
ウム、カリウム、またはカ
ルシウムの炭酸塩、リン酸
塩、または⽔酸化物であ
る。



⾷品添加物 －認可着⾊料、および認可⾷品調整剤としてトランスグルタミナーゼ、⼆酸化硫⻩、または
亜硫酸塩を200 mg/kg以下で含有してもよい。 

⾷品添加物などの任意の材
料を使⽤する場合、⼀般的
に使⽤され、かつマレーシ
ア⾷品法1983年およびマ
レーシア⾷品規則1985年
で許可された材料でなけれ
ばならない。

汚染物質 ヒ素︓< 1 mg/kg 
鉛︓< 2 mg/kg 
⽔銀︓< 0.0 5mg/kg 
カドミウム︓< 1 mg/kg 
アンチモン︓< 1 mg/kg 

衛⽣ アフラトキシン（B1、B2、G1、およびG2の合計）︓< 5 ug/kg 
何⼈も、病原菌で汚染された、直ちに消費可能な⾷品を販売⽤に輸⼊または調製、あるいは
販売してはならない。

製品は、マレーシア⾷品法
1983年およびマレーシア
⾷品規則1985年に定めら
れた⾷品中汚染物質および
毒素の最⼤量に準拠しなけ
ればならない。

表⽰ パスタ
－乾燥ベースで算出して4％以上の卵が含有される場合を除き、パスタに「卵」または類似
の意味の語を表⽰してはならない。

－乾麺は、製品の衛⽣的、
栄養的、技術的、および感
覚受容的品質を保護する適
切な包装材料に収納しなけ
ればならない。
－包装材料は、安全で使⽤
意図に適切な物質で製造し
なければならない。包装材
料は有害物質、不快な臭い
および⾵味を伝えてはなら
ない。
－製品はマレーシア⾷品法
1983年およびマレーシア
⾷品規則1985年に定めら
れた要件を満たさなければ
ならない。
－各包装には以下の情報を
明瞭に記載しなければなら
ない。
h)製品名 
i)製造者、流通者および／
または商標権所有者の名称
および所在地
j)正味重量（メートル法
で）
k)材料および添加物リスト 
l)賞味期限 



サンプリングおよび分析⽅
法

⾷品添加物、汚染物質、微⽣物、マイコトキシン a)認証⽬的で、製造者と認
証者との間で合意可能なサ
ンプリング計画を作成しな
ければならない。
b)試験は以下に定められた
通り実施しなければならな
い。
－付録A︓⽔分含有量の測
定
－付録B︓たんぱく質含有
量の測定
－付録C︓酸価の測定 


