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第 32 回食品表示部会 

 

 

日時：2004 年 5 月 10 日（月）～2004 年 5 月 14 日（金） 

場所：モントリオール（カナダ） 

 

 

 

仮議題 

 

1 議題の採択 

2 コーデックス総会及び他の部会からの付託事項 

3 コーデックス規格案における表示事項の検討 

4 健康と栄養強調表示の使用に関するガイドライン案（ステップ 7） 

5 有機食品の生産、加工、表示及び流通に関するガイドライン（許可物

質の改訂案） 

6 遺伝子組換え／遺伝子操作技術由来の食品及び食品成分の表示： 

a) 包装食品の表示に関する一般規格の修正案（遺伝子組換え／遺伝

子操作技術由来の食品の表示に関する勧告案）：定義（ステップ 7）

b) 遺伝子組換え／遺伝子操作技術由来の食品及び食品成分の表示に

関するガイドライン素案：表示規定（ステップ 4） 

7 包装食品表示に関する一般規格の修正素案：原材料の量的表示 

8 原産国表示に関する検討 

9 表示とトレイサビリティ／プロダクト・トレイシングに関する検討 

10 紛らわしい表示に関する討議資料 

11 その他の事項、今後の作業及び次回会合の日程と場所 

12 報告書の採択 

 



 

資料８－（２） 

コーデックス表示部会 WG 結果概要 

 

 

H15 年 10 月 28 日～30 日 

於：カルガリー（カナダ） 

 

 

 

1 事務局（カナダ）の準備した討議文書に基づき、GM 食品表示ガイドラインの議論の促

進に関し、議論が行われた。 

 

 

2 現行の GMO 表示ガイドライン案を、健康・食品安全に関係する表示と製造方法の表示

に分割するとのカナダ提案に関しては、 

 ① 安全でないものは安全性審査により排除されていること、 

② 安全・健康に関係する表示は、既に食品表示の一般規格に盛り込まれていること（同

規格 4.2.2 バイテク食品のアレルゲン表示） 

 ③ 表示は、消費者への情報提供という機能が重要であること 

等から、健康・安全という切口で分割することに対しては多くの国から反対が表明され、

一本の文書とすることが合意された。 

 

 

3 一方、表示の適用範囲に関しては、用途、構成等が変化した場合の義務表示について

は各国とも異論がなかった。一方、消費者の関心に応えて「遺伝子組換え」等と製造方

法の表示を行うことについては、各国の消費者の関心の程度や各国の制度に差があるこ

とが改めて認識され、ガイドラインの議論を促進する観点から、このような実情を踏ま

えて、「選択的表示(Optional labeling)」として、各国が選択できることをガイドラ

イン中に明確に示すこととされた。 
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Report of the CCFL Chairperson’s Advisory Working Group                          Calgary, Alberta – 
October 2003 
 



Introduction 
 
1. The 31st  Session of the Codex Committee on Food Labelling agreed to a 
proposal from the Chairperson to establish a Working Group, hosted by Canada, to 
develop options for the management of the agenda items pertaining to the labeling of 
foods obtained through certain techniques of genetic modification/genetic engineering1.  
In response to this decision, the Canadian Secretariat circulated a letter to all members of 
the Commission and observer organizations soliciting proposals for ways to manage this 
issue. 
 
2. The Working Group convened in Calgary, Alberta, October 28th – 30th, 2003 to 
consider the options submitted in response to the request for proposals.  The Working 
Group consisted of 37 representatives from 18 member countries.  The full list of 
participants is attached as Appendix I to this report. 
 
Consideration of Proposals 
 
3. A discussion paper (Appendix II) was prepared by the Canadian CCFL Secretariat 
and circulated to the Working Group members in advance of the meeting.  The paper 
contained a summary of three options received in response to the call for proposals; one 
submitted by an Observer organization and the other two by a member country.  
Submissions received from two Observer organizations after the discussion paper was 
finalized were also made available to the Working Group (Appendices III and IV). 
 
4. Although there were three options contained in the discussion paper, the Chair 
encouraged members to offer additional proposals.  It was pointed out that all options 
should be considered, including dropping the item from the CCFL agenda or parking it 
for a period of time until global opinion is at the point to permit achievement of 
consensus.  Another possibility would be to maintain the status quo and continue 
discussions at the Committee.  The Chair indicated, nevertheless, that approaches to 
advance the issue should be the focus of the Working Group’s considerations.  The 
Chair also reminded the Working Group that their mandate was to consider management 
options and not to develop new text or revise existing text. 
 
5. In considering the discussion paper, a number of underlaying issues were 
identified by various members of the Working Group, including: 

• the need to be consistent with labelling text already adopted by Codex, 
• priority should be given to protecting the consumer with respect to health and 

safety concerns and/or misleading information, 
• labelling is about consumer information and, in many cases, not related to health 

and safety, 

                                                           
1 ALINORM 03/22A, Report of the 31st Session of the Codex Committee on Food Labelling, 28th April – 
2nd May 2003, Ottawa, Canada, paragraphs 69-74. 
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• regional differences should be taken into consideration with regard to what 
consumers need to know or are interested in, 

• consideration respecting “when” and “how” to label, 
• the mandate given to the CCFL by the Commission, 
• WTO implications need to be taken into consideration but should not impede the 

work of Codex. 
 
6. Members of the Working Group expressed the view that the CCFL should 
continue to consider this item and retain it on the agenda. 
 
7. It was recognized that labelling for health and safety reasons was linked to 
science-based risk assessment.  The Working Group also noted that certain other 
considerations could be science-based, yet not necessarily related to health and safety, 
such as composition and intended use. 
 
8. The proposal to split the document along “health and safety” considerations was 
examined by the Working Group as this was considered by some members as a possible 
option to progress the agenda item.  Some members expressed the view that the health 
and safety aspects of labelling were already adequately addressed in the Codex General 
Standard for the Labelling of Prepackaged Foods, making a specific reference to sections 
4.2.2 and 4.2.1.4 (allergenicity).  Several members indicated that many countries can 
implement a pre-market approval process for foods obtained through certain techniques 
of genetic modification/genetic engineering and expressed the view that “unsafe” 
products would be precluded from the marketplace.  They, therefore, questioned the 
validity of splitting the document along “health and safety” lines as proposed.  They felt 
that labelling in most cases was not about health and safety but about providing other 
information to consumers to permit them to make informed choices.   
 
9. Several members expressed the view that they did not favour splitting the 
document.   Brazil shared this opinion but also indicated it would consider that 
approach as a possible means to achieve consensus on a way to progress this issue.  
However, should the document be split, it was important that both parts receive the same 
treatment and be advanced concurrently.  Several members indicated that the split 
proposed by Canada was not really based on “health and safety” considerations but 
would more appropriately be referred to as product related characteristics. 
 
10. There were aspects of labelling which the Working Group agreed should be 
considered as mandatory.  These were identified as necessary to address health and 
safety concerns or changes in composition or intended use.  Several members of the 
Working Group referenced Section 4.1.2 of the Codex General Standard for the 
Labelling of Prepackaged Foods, which highlighted the need to avoid misleading or 
confusing the consumer.  It was further noted that other aspects of labelling were related 
to information, which the consumer considered to be important (e.g. method of 
production).  It was recognized that there were regional differences in what consumers 
considered important and hence guidance needed to take these differences into account. 
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11. The Chair noted there was no consensus on splitting the document, but there 
appeared to be considerable interest in maintaining a single document, which contained 
mandatory elements, and other provisions, which were considered to be optional.  The 
challenge was to determine how to address these optional elements, the application of 
which reflects regional differences.  A number of members supported the suggestion to 
elaborate this single document by following the format of the Codex General Standard 
for the Labelling of Prepackaged Foods, as in this published document both mandatory 
and optional elements were already included.  
 
12. It was noted that labelling provisions for foods obtained through certain 
techniques of genetic modification/genetic engineering, which do not address health and 
safety concerns, or changes in composition or intended use, such as labelling to indicate 
method of production, could be written in a way to facilitate a consistent approach.  
Therefore, it was suggested that the development of principles in this area should be 
given consideration, as these types of issues will reoccur.  However, the Working Group 
did not discuss it further as a possible option. 
 
13. Although the Working Group reached consensus on inclusion of a mandatory 
component, and while agreeing “optional” elements could also be included, concerns 
were expressed regarding how the term “optional” might be interpreted by a WTO panel, 
especially regarding disputes under the TBT Agreement.  There were divergent views in 
the Working Group on how to address these concerns.  Some members expressed the 
view that interpreting “optional” advice directed to governments as a requirement to 
implement may be contrary to the decisions taken at the 26th Session of the Codex 
Alimentarius Commission regarding the Codex mandate2.  It was the view of some 
members that if these concerns were taken to the extreme, the work of Codex could be 
impeded. 
 
14. The Working Group considered inclusion of a footnote or lead-in statement as a 
means to explain the “optional” elements as a way to accommodate regional differences 
in information the consumer considered important.  The Working Group formed a 
drafting group to prepare sample text to facilitate their consideration of this approach.  
No final conclusions were drawn either on the text or its use but in the interest of 
transparency, this text is included in Appendix V. 
 
15. The Working Group briefly discussed the “Definition of Terms” section of the 
draft guideline.  It was noted that the Committee appeared to be close to a consensus on 
the definitions.  It was suggested that consensus could be facilitated if there was a clear 
delineation of definitions for the purpose of interpreting the guidelines and definitions 
with respect to what was placed on the label. 
 
 

                                                           
2 ALINORM 03/41, Report of the 26th Session of the Codex Alimentarius Commission, paragraph 117. 
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Conclusions and Recommendations 
 
16. The Working Group acknowledged the importance of the exchange of views and 
recognized that there were a variety of options with respect to managing work on this 
agenda item.  The Working Group: 
 # Expressed the view that CCFL should continue to consider this item and 

retain it on its agenda. 
# Expressed considerable interest in maintaining a single document with a 

mandatory component and other provisions which would be considered 
optional.  The Working Group took note of the suggestion made to use 
the format of the Codex General Standard for the Labelling of 
Prepackaged Foods.   (See paragraph 11).  

 
17. Noting the concerns related to possible interpretations by a WTO Dispute Panel 
regarding “optional” elements of Codex texts, and the impact of these concerns on the 
work of Codex in general, it was suggested that the CCFL may consider it useful to bring 
this matter to the attention of the Commission and request the Commission seek an 
opinion from FAO, WHO and the WTO. 
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第３２回食品表示部会の検討議題 

（２００４年５月１０日～５月１４日、モントリオール（カナ

 

 

１．開催日程及び場所 

日程：２００４年５月１０日～５月１４日（５月８日：有機食品の

場所：モントリオール（カナダ） 

 

２．主要議題の検討内容 

（１）議題２：コーデックス委員会その他の部会から付託された事項 

  ・４／７現在資料未着 

 

（２）議題４：健康強調表示の使用に関するガイドライン案（ステップ６

    ・「広告」をガイドラインの対象とすることについて 

 

（３）議題５：有機食品の生産、加工、表示及び流通のためのガイドライ

  ・使用許可資材の見直し（ステップ６） 

 

（４）議題６：遺伝子組換え技術/遺伝子工学で得られた食品の表示に関

  ・定義（ステップ７） 

  ・表示適用対象：ＤＮＡの含有に着目した３つの選択肢（ステップ４

  ・閾値水準（加工食品の混入率、意図せざる混入） 

 

（５）議題７：包装食品の表示に関する一般規格の修正案：量的原材料表

  ・全ての食品に、原材料の重量についてパーセントの明記を義務化（

 

（６）議題８：原産国表示に関する考察 

  ・４／７現在資料未着 消費者の関心を踏まえて原産国表示の見直

 

（７）議題９：食品表示とトレーサビリティ／プロダクトトレーシングに

・４／７現在資料未着 

 

（８）議題 10：誤認しやすい表示に関する考察 

 ・４／７現在資料未着 誤認しやすい情報及び誤認防止措置の類型 
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関する考察 



 

（参考１） 

量的原材料表示に関する検討 

 

１．テキスト 

 

○包装食品の表示に関する一般規格の修正案：量的原材料表示（ステップ３） 

（議題７（ALINORM 03/22A APPENDIX Ⅶ）） 

〔仮訳〕 

 

5. 追加的義務表示 

 

5.1 量的原材料表示 

 

5.1.1 混合物（mixture）又は組み合わせて（combination）販売される全ての食品には、

以下の原材料（複合原材料の原材料を含む）について、重量による使用割合を明記

しなければならない： 

 

 a) 用語や絵によってラベル上で強調されているもの；又は 

b)［消費者によって食品と結びつけて考えられるもの；又は 

c) 食品の特徴付けにとって必須なもの；又は 

d) 混乱を招く恐れのある他の食品と区別するために必須なもの；又は] 

e) 食品の一般名称又は貿易上の名称中で明らかであるもの；又は 

f)［消費者の健康の増進や誤認を防ぐために（当該）国の機関が明記することが

必要であるとみなすもの］ 

       g)［果実、野菜、（精白していない）穀物又は加えられた糖類について明示又は     

暗示するもの］ 

 

ただし、以下の場合は明記する必要はない。 

 h)［最終製品に重量で占める割合が２％以下の原材料であり、香料として使用さ

れる場合；又は］ 

i) 最終製品に重量で占める割合が［２％］以下の原材料であり、原材料の量と

栄養上又は健康上の効果を消費者が合理的に関連付けて考えるおそれがない場

合；又は 

j) コーデックスにおける特定の食品規格が、当該提案で記載される要件に一致

しない場合 
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5.1.2 5.1.1 で求められる情報は、［最も近接するパーセント単位をもって、］製品のラ

ベルに明記されなければならない。 

 

    原材料の重量による使用割合は、［特定の原材料を強調している用語又はイメー

ジ、食品の一般的な名称又は分類名、又は原材料リストに記載されている原材料に

近接して、ラベルに表示されるべきである。］   

 a)［原材料の多さを強調する場合は、最低パーセンテージ；又は 

b) 原材料の少なさを強調する場合は、最大パーセンテージ；又は］ 

c) 他の場合は、パーセンテージの概数 
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２．これまでの経緯及び我が国の考え方 

 

我が国の考え方（案） 

〔包装食品の表示に関する一般規格の修正案：量的原材料表示〕 

 

１．検討内容 

   全ての食品に、原材料の重量についてパーセントの明記の義務化について議論。 

 

２．基本的考え方 

（１）量的原材料表示は、消費者にとって、特定の製品において特定の原材料の使用量の

多少が製品の品質を判断し、製品を選択する際の重要な情報である。（ただし、消費

者が関心を有する対象製品は、食生活の形態が相違することから、各国によって異な

る。） 
 

（２）製造業者にとっては、量的原材料表示の実施の対象範囲及びその方法によっては、

多大な経済的負担が強いられる可能性がある。（表示に要する新たな経済的負担は結

果的に消費者に転嫁） 
 

（３）このため、量的原材料表示の対象を全ての食品とするのではなく、次の条件を満た

す特定の食品及び原材料に限定して検討すべきである。 
 

    ① 食品の特徴付けにとって必須のものであり、かつ、当該国の多くの消費者が

当該原材料の使用量の多少が製品の品質を判断する上で重要であると考えて

いるもの 

    ② ①に該当する具体的な食品名、原材料名については、各国において規定 
 

      以上のように限定された食品について、製品の品質を一定とするために使用原材料

の配合割合が変わることがあり得るので、通常の製造過程における原材料の使用割合

の変化と表示の整合性について議論を深める必要がある。 
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〈第30回食品表示部会における議論(2002年5月)〉 

    主に総論としての議論が行われた。 

  （米国、カナダ、メキシコ、チリ、南アフリカ、スペイン、開発途上国(インド、フィリ 

  ピン等)） 

   ・現行のコーデックスの一般規格により、消費者が必要とする情報は十分に伝達され 

   ている。量的原材料表示の実効性には疑問があるため、各国が任意で取り組むべき  

  であり、コーデックスにおける検討は不要。 

  （英国、ノルウェー、豪州、ニュージーランド、ＣＩ） 

   ・量的原材料表示は、消費者保護の観点から意義がある。作業部会を設けて、検討す 

   べき。 

 

〈第31回食品表示部会における議論(2003年5月)〉 

テキスト(CX/FL03/11ANNEX1)に即して、総論及び各論について議論が一通り行われた 結

果、今回テキストのように修正されることになった。 

 (1) 総論 

  不要とする立場・・米国、カナダ、メキシコ、ケニア、韓国等 

  必要とする立場・・ＥＵ諸国、ノルウェー、スイス、ブラジル、消費者団体等 

  ［我が国が主張した点］ 

消費者にとって、特定の原材料の使用量の多少が製品の品質に影響を及ぼす場合には 重

要な情報であるが、全ての食品に一律に適用するのは不適切との立場から、本課題の検討を

行うべき。 

 

 (2) 各論  

 ［我が国が主張した点］ 

  ・5.1.1(b)(d)を削除すべき 

  ・5.1.1(g)(h)の２％については今後議論が必要で、括弧に入れるべき。 

  ・5.1.2の表示方法を％単位で表示という点については、場合によっては10%単位の表示も

あり得るのではないか。 

5



 

（参考２） 

原産国表示に関する検討 

 

１．テキスト 

 

 （注：本議題に関しては、４月６日現在テキストが到着していないため、前回資料をそ

のまま参考のため掲載している。） 

 

○第 29 回食品表示部会における修正案（英国提案（CX/FL 01/12）） 

（議題 10「原産国表示に関する作業ペーパー」（CX/FL 02/11）） 

〔仮訳〕 

 

4.5 原産国  

 

製品 

4.5.1 食品の原産国は、表示するものとする。 
 

4.5.1.1 「の産品」（または、｢の製品｣､｢で生産された｣､｢原産地｣､スイス､等々）とい

う用語は、全ての重要な原料または成分が明確にされた国から来たものであり、そ

して、実質的にその食品と関連する生産/製造プロセスの全てがその場所または国の

範囲内で行われる場合に限り使用されるものとする｡重要な原料がその国から来え

ない場合には、例外が認められる。 
 

4.5.1.2 食肉に対しては、原産国は、生まれ育ち屠殺された場所である。これらの場所

が異なる場合には、それぞれを表示するものとする。 
 

4.5.1.3 「の産品」またはその同等の用語が使われていない場合には、原産地表示はそ

の食品がその性質の実質的な変化を最後に受けた国を特定し、「で塩漬けされ

た」、「でつくられた(made in)」、「でつくられた(prepared in)」、「で製造

された」などの適当な用語を使用すべきである｡包装、切断､薄切り､細刻、刻み、

おろしその他類似の工程はこの目的に合っては食品の性質を実質的に変化させる

工程ではない。 
 

4.5.2  表示が原産地を意味しうる他の材料を掲示している場合は、表示が消費者に誤解

を与えることを避けるために十分に目立つようにすべきである。 

 

原料 

4.5.3  省略すると消費者に誤解を与える可能性がある場合には、どの原料でも原産地は
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表示しなければならない。これは、表示が、原料原産国と加工した国とが同じであ

るかのごとく行われている場合には特に重要である。 
 

4.5.4  問題の原料の原産国が製品の原産国と同じものである場合を除いては、原産地は

次の場合に対して常に表示するものとする。 

    ・［主な原料（閾値を決定すべし）］、又は、 

    ・［特定の確認された原料（例えば、食肉および乳製品、閾値を決定すべし）］、 

又は、 

    ・［使用量が少ない場合を除いて、消費者によって食品の名称で呼ばれるか、ま

たは通常その名前に関係がある原料（閾値を決定すべし）］ 
 

4.5.5  原料原産地の表示は、可能なかぎりいつでも、関係国は一国にすべきである。

他の場合には、国グループで言っても、また「原産地は、変わる可能性がある」ま

たは「一カ国以上の生産品」のようなフレーズを使ってもよい。 

 

 

 

 

 

 

 

〔包装食品の表示に関する一般規格（現行規格）〕 

（抜粋：原産国表示関連部分） 

〔仮訳〕 

 

4.5 原産国  

 

4.5.1 省略すると、消費者を誤解させ又は欺くことになる場合は、食品の原産国が明示

されるものとする。 
 

4.5.2 食品が別の国においてその性質を変化させる加工を受ける場合にあっては、当該

加工が実施される国は、表示の目的上、原産国と見なされるものとする。 
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２．これまでの経緯及び我が国の考え方 

 

我が国の考え方（案） 

〔原産国表示に関する作業ペーパー〕 

 

１．検討内容 

    消費者の関心を踏まえて、原料原産国表示の規定の追加等の原産国表示の見直し。 

 

２．考え方 

（１）原産国表示は、消費者にとって、商品の品質を判断し、適切に商品を選択するため

に重要な情報である。 

   このため、日本では、全ての生鮮食品について原産地（国）表示を義務付けている。

また、輸入した加工食品についても、原産国表示を義務付けているほか、一部の加工

食品については、主な原料の原産国表示を義務付けている。 

  （ただし、消費者が関心を有する商品、原材料は、食生活の形態が相違することから、

各国によって異なる。） 
 

（２）原料の原産国が最終製品の品質に与える影響は製品によって異なるが、加工度が低

く原料が原形をとどめているような食品については、原料の原産国に関する情報を表

示することは有益であると考えられる一方、製造業者にとっては、原料原産国表示の

実施の対象範囲及びその方法によっては、正しい表示を行うことが困難であったり、

多大な経済的負担が強いられる可能性がある。（表示に要する新たな経済的負担は結

果的に消費者に転嫁） 
 

（３）このため、原料原産国表示については、消費者が適切に商品を選択するため、どの

ような品目について原料原産国表示が必要か、また、製造・流通の実態から信頼性の

ある原料原産国表示の実施が可能か、表示方法はどうあるべきかという観点から、そ

の実施について検討する必要がある。 
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9

〈第30回食品表示部会における議論(2002年5月)〉 

以下のような議論があった結果、新規作業として取り上げることとして第49回執行委員会

に提案したが、執行委員会では新規作業とすることが認められなかった。 

  （ＥＵ諸国、韓国、マレーシア、グリーンピース、ＣＩ） 

   ・原産国表示の規定については、現在の規格では消費者の要望には対応できないため見

直すことが必要。 

 

  （米国、カナダ、中南米諸国、豪州、ニュージーランド、ケニア、製造業者団体） 

   ・原産国表示については、実効性に問題がある、ＷＴＯで別途検討され重複する等か 

   ら、規定を見直す必要がない。 

 

〈第31回食品表示部会における議論(2003年5月)〉 

以下のような議論があった結果、新規作業として取り上げることについてコンセンサスが

得られなかったとして、作業を継続しないこととされたが、第26回総会では我が国をはじめ

作業の継続を求める意見が出され、引き続き検討を継続することとなった。 

作業を継続すべきとの立場･･･日本、オランダ、韓国、ノルウェー、スウェーデン、 

スイス、フランス、消費者団体等 

現行規定でよいとの立場…南アフリカ、アルゼンチン、バルバドス、ケニア、米国、 

豪州、ブラジル、ボリビア、メキシコ、インド、エジプト、製

造者団体等  

 



（参考） 議

 

加工食品の原料原産地表示 義務表示

 

                    

                    

 

 

 平成１５年８月６日、食品の表示に関す

う。）は、報告書「加工食品の原料原産地表

告書」という。）をとりまとめた。この報告

共同会議事務局は原料原産地表示を義務づけ

目群リスト」という。）を作成し、１１月１

 

この「品目群リスト」に関して広く国民

対象品目の決定に反映させるため、共同会議

東京、金沢、名古屋、大阪、徳島、福岡、

か、書面による意見を募集した。 

この結果、消費者、食品事業者、農畜水

自治体等から、書面による意見が２９０件

については、東京会場で１２月第３週に４

中旬から２月初旬にかけて各１日間、計６７

 

共同会議では、これらの意見をふまえ、

第１４回（３月２４日）にかけて、報告書

選定に関して検討を行った結果、以下のとお

 
 
１．義務表示対象品目 
○義務表示対象品目は以下のとおりとする

ける規定ぶりについては、今後法制的整理

も個別品目ごとの詳細な適用関係を明示する

 

１．乾燥野菜、乾燥きのこ類、落花生、乾

燥海藻類その他乾燥した農畜水産物 

 

２．塩蔵野菜、塩蔵魚介類、塩蔵海藻類その

 1
第 14 回食品の表示に関する共同会
（平成 16 年 3 月 24 日開催）資料 

対象品目の決定について（案） 

  平成１６年３月  日 

  食品の表示に関する共同会議 

る共同会議（以下「共同会議」とい

示に関する今後の方向」（以下「報

書に示された選定要件に基づいて、

るべき加工食品の品目案（以下「品

２日に公表した。 

の意見を聴取し、最終的な義務表示

事務局は全国９ヶ所（札幌、仙台、

那覇）で公開ヒアリングを行ったほ

産業生産者及びこれらの団体、地方

提出された。また、公開ヒアリング

日間、他の８都市の会場で本年１月

名の意見陳述があった。 

第１３回（平成１６年２月２５日）、

の要件に照らし義務表示対象品目の

り義務表示対象品目を決定した。 

。ただし、実際の品質表示基準にお

を経る必要があるが、いずれにして

ため、別途Ｑ＆Ａ方式で呈示する。 

燥果実、乾燥食肉、乾燥魚介類、乾

他塩蔵した農畜水産物 
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３．調味液と混合した野菜、調味液と混合した食肉、調味液と混合した魚介類

その他調味液と混合した農畜水産物 

 

４．カット野菜、カット果実、合挽肉、その他混合した農畜水産物及びゆでだ

こ、かつおのたたきその他生鮮食品同様に販売される農畜水産物 

 

５．緑茶、もち、こんにゃく、あん 

［豆腐、納豆］ 

豆腐、納豆については、身近な食品であり義務表示が必要との意見がある一方、原料

の混合、切り替えが頻繁に起こること、中小零細企業が多くその都度包装を変更するこ

とは困難なこと等から、直ちに義務化のための告示は行わず、ガイドライン又は公正競

争規約などにより表示の普及に努めるとともに、実行可能な表示方法を実証的に検討し

た後、おおむね２年後を目途に、表示の実施状況をふまえ、義務表示に移行するか否か

について共同会議において検討する。 
 
○現行の８品目は、従来どおり義務表示対象品目とする。 
 
○上記以外の品目は、義務表示対象品目としない。ただし、事業者の責任にお

いて任意で表示することは妨げない。 
 
 
２．今後の取扱い 
(1) 今回選定した義務表示対象品目については、今後、パブリックコメント、Ｗ

ＴＯ通報を経て、平成１６年度半ばを目途にＪＡＳ調査会総会で決定されれば、

すみやかに表示基準を改正し、これを告示する。（ただし、告示後２年間程度の

猶予期間を設ける。） 
 
(2) 加工食品の原料原産地表示については、義務表示対象品目の表示の実施状況、

加工食品を生産、製造、流通及び加工する場合における原料農畜水産物及びこ

れを原料とする加工食品の取扱いの状況、国際的な規格の検討の状況、トレー

サビリティの進展・普及状況、消費者の関心等を踏まえつつ、一定期間内に所

要の見直しを行うものとする。 
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