
JAS法、認証基準、規格
の変更点及び重点事項



今日のお話
１.JAS法の改正について

２.認証の技術的基準改正について

３.しょうゆの日本農林規格の改正について

４.最近の話題



３.しょうゆの日本農林
規格の改正について

2021年（令和３年）1月25日
改正のポイント





4.3 たまりしょうゆ。
表3－たまりしょうゆの等級ごとの品質基準

基準
区分 特級 上級 標準

製造方式 表1の製造方式の基準
による。

ー ー

性状
色度 5.2 によって試験したとき，しょうゆの標準色22 番未満。
全窒素分 5.3 によって試験した

とき，
1.60 g/100 mL 以上

5.3によって試験
したとき，1.40 
g/100 mL以上

5.3によって試
験したとき，
1.20 g/100 mL
以上。

無塩可溶性
固形分

5.4によって試験した
とき，16 g/100 mL以
上。

5.4によって試験
したとき，13 
g/100 mL以上。
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規格の改正に伴う対応について
①色の淡いたまりの格付が可能と
なります

• １８番⇒２２番

②単位の変更は実質的に規格値の
変更は不要です

• 格付の際の単位の記載は変更が望ましい



４.最近の話題
原料原産地表示の実施期限が2022年
3月実施 ほか



JAS製品における添加物の規制について
食品添加物の不正使用について

（２）JAS品ではこれ以外の添加物は使用してはいけません
（JAS規格）

（１）添加物には使用基準があるものがあります
（食品衛生法）

消費者庁 回収情報
・添加物の使用基準違反食品
・醤油からサッカリンナトリウム0.82g/kgを検出（使用基準：
サッカリンナトリウムとして0.50g/kg未満）



（１）添加物には使用基準があるものがありま
す（食品衛生法）

しょうゆによく用いられる使用基準
のある添加物製剤

・商品名「ボーキニン、カビコーン、
メッキンス等」

・商品名「ネオメッキンス」

用途 物質名 最大使用量 目安（通常のしょうゆ 比重

1.15、ボーメ19度として）

保 存
料

安 息 香 酸

Na
安息香酸として

0.60 g/kg

しょうゆ100L当たり81ｇ以下
しょうゆ180L当たり146ｇ以
下

パラオキシ
安息香酸類

パラオキシ安息
香 酸 と し て

0.25 g/L

結晶粉末状のパラオキシ安息
香酸ブチルエステル単体品
（POPB）※：

しょうゆ100L当たり35ｇ以
下

パラオキシ安息香酸ブチル

15％、同イソブチル15％、同
イソプロピル20％を混合した

50％濃度の混濁液※※：
しょうゆ100L当たり65ｇ以

下

甘 味
料

ア セ ス ル
ファムカリ
ウム

0.35 g/kg しょうゆ100L当たり40.2ｇ以
下
しょうゆ180L当たり72.4ｇ以
下

サッカリン
ナトリウム

0.50 g/kg しょうゆ100L当たり57.5ｇ以
下
しょうゆ180L当たり103ｇ以
下



（２）JAS品ではこれ以外の添加物
は使用してはいけません（JAS規
格）ー認証業務規程ー
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消費者に対する情報提供に必要な添加物名及び使用理由 工場で調合に関する事項等で規定

種類
使用している添加物名
（ラベルへ表示例）
(※):一括名は物質名での記載も可

食品添加物の使用理由 食品添加物名 使用量（○△印には実際の使用量を規定）

１ 甘味料

甘味料

甘味料（アセスルファムK） 商品設計通りの甘味となる量及び食品衛生法
の使用基準以下で使用（0.35g/kg未満） アセスルファムカリウム ○ｇ（△ℓ当たり）

甘味料（カンゾウ）、甘味料（甘草） 商品設計通りの甘味となる量 カンゾウ抽出物 ○ｇ（△ℓ当たり）

甘味料（サッカリンＮａ) 商品設計通りの甘味となる量及び食品衛生法
の使用基準以下で使用（0.50g/kg未満） サッカリンナトリウム ○ｇ（△ℓ当たり）

甘味料（ステビア） 商品設計通りの甘味となる量 ステビア抽出物 ○ｇ（△ℓ当たり）
甘味料（ソルビトール） 商品設計通りの甘味となる量 Ｄ－ソルビトール ○ｇ（△ℓ当たり）

２ 着色料(下記のうち、こいくち及びさいしこみは１種以下、たまりは２種以下、うすくち及びしろは使用不可)

着色料 着色料（カラメル）、カラメル色素 商品設計通りの色調となる量

カラメルⅠ
製品の色度を○番～○番にするのに必要な
量

カラメルⅢ
製品の色度を○番～○番にするのに必要な
量

カラメルⅣ
製品の色度を○番～○番にするのに必要な
量

３ 保存料(下記のうち３種以下)

保存料

保存料（安息香酸Na）
賞味期限内の品質を保証する量及び食品衛生
法の使用基準以下で使用（安息香酸として
0.60g/kg）

安息香酸ナトリウム ○ｇ（△ℓ当たり）

保存料（パラオキシ安息香酸）
賞味期限内の品質を保証する量及び食品衛生
法の使用基準以下で使用（パラオキシ安息香
酸として0.25g/L）

パラオキシ安息香酸ブチル ○ｍｌ（△ℓ当たり）
パラオキシ安息香酸イソブチル ○ｍｌ（△ℓ当たり）

パラオキシ安息香酸イソプロピル ○ｍｌ（△ℓ当たり）

４ 増粘安定剤(下記のうち２種以下)

増粘剤
増粘剤（キサンタン） 商品設計通りの粘度となる量 キサンタンガム ○ｇ（△ℓ当たり）
増粘剤（グアーガム） 商品設計通りの粘度となる量 グアーガム ○ｇ（△ℓ当たり）
増粘剤（デキストラン) 商品設計通りの粘度となる量 デキストラン ○ｇ（△ℓ当たり）

５ 酸味料(下記のうち３種以下)

酸味料 (※)酸味料 商品設計通りの酸味となる量

クエン酸 ○ｇ（△ℓ当たり）
クエン酸三ナトリウム ○ｇ（△ℓ当たり）
コハク酸二ナトリウム ○ｇ（△ℓ当たり）
酢酸ナトリウム ○ｇ（△ℓ当たり）

登録認証機関が示す使用可能な添加物リスト（日本醤油技術センター「認証業務規程」で規定）
2018/11/16
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Ｌ－酒石酸ナトリウム ○ｇ（△ℓ当たり）

乳酸 ○ｇ（△ℓ当たり）

乳酸ナトリウム ○ｇ（△ℓ当たり）

氷酢酸 ○ｍｌ（△ℓ当たり）

ＤＬ－リンゴ酸ナトリウム ○ｇ（△ℓ当たり）

６ 調味料

(1)アミノ酸(下記のうち３種以下) 下記、複数のグルーブを混合した場合は、一番多いものに「等」をつけて記載

調味料
(※)
調味料(アミノ酸)

(※)
調味料(アミノ酸
等)

商品設計通りのうま味となる量

ＤＬ－アラニン ○ｇ（△ℓ当たり）

グリシン ○ｇ（△ℓ当たり）

Ｌ－グルタミン酸ナトリウム ○ｇ（△ℓ当たり）

(2)核酸(下記のうち２種以下)

調味料
(※)
調味料(核酸)

(※)
調味料(核酸等
)

商品設計通りのうま味となる量

５’－イノシン酸二ナトリウム ○ｇ（△ℓ当たり）

５’－グアニル酸二ナトリウム ○ｇ（△ℓ当たり）

５’－リボヌクレオタイド二ナトリウム ○ｇ（△ℓ当たり）

(3)有機酸(下記のうち２種以下)

調味料
(※)
調味料(有機酸)

(※)
調味料(有機酸
等)

商品設計通りのうま味となる量

クエン酸三ナトリウム ○ｇ（△ℓ当たり）

コハク酸 ○ｇ（△ℓ当たり）

コハク酸二ナトリウム ○ｇ（△ℓ当たり）

酢酸ナトリウム ○ｇ（△ℓ当たり）

Ｌ－酒石酸ナトリウム ○ｇ（△ℓ当たり）

乳酸ナトリウム ○ｇ（△ℓ当たり）

フマル酸一ナトリウム ○ｇ（△ℓ当たり）

ＤＬ－リンゴ酸ナトリウム ○ｇ（△ℓ当たり）

(4)無機塩

調味料
(※)
調味料(無機塩)

(※)
調味料(無機塩
等)

商品設計通りのうま味となる量 塩化カリウム ○ｇ（△ℓ当たり）

７ 製造用材

製造用材 ソルビトール､D-ソルビット､ソルビット 商品設計通りの香味となる量 Ｄ－ソルビトール ○ｇ（△ℓ当たり）

８ 日持向上剤

日持向上剤

アルコール 製品のアルコール濃度が〇％以上になる量 アルコール ○ℓ（△ℓ当たり）

ビタミンＢ１、Ｖ．Ｂ１ 製品中の微生物を押さえための必要な量 チアミンラウリル硫酸塩 ○ｇ（△ℓ当たり）

９ pH調整剤

pH調整剤 (※)pH調整剤 製品のｐHを〇～○とするのに必要な量 乳酸 ○ℓ（△ℓ当たり）



PETマークの大きさが
一辺15㎜以上

→6㎜以上に変更可能

イメージ

イメージ

容器リサイクル法改正スタート（2020年4月1日）



原料原産地表示とは、一括表示の原材料名欄の一番最初に出てく
るもの（もっとも使用量の多いもの）の原産地を記載することが
必要になります。（全てのラベルの変更が必要）

原料原産地表示スタート（２０２２年４月１日）

名 称 こいくちしょうゆ（本醸造）
原材料名 大豆（国産）、小麦、食塩／ア
ルコール
内 容量 500ml

名 称 こいくちしょうゆ（本醸造）
原材料名 脱脂加工大豆（国内製造）、

小麦、食塩／アルコール
内 容量 500ml

複数の原産地が混ざる場合、多いもの順（国別重量順）、一定の
期間で多いものが前後する場合の「又は標記」,輸入などの「大括
り表示」などの記載ルールがあります。

例

農産物名（○○産） 加工品名（○○製造）



国別重量順表示 「又は表示」

「大括り表示」

名 称 こいくちしょうゆ（本醸造）
原材料名 大豆（国産）、小麦、食塩／ア

ルコール
内 容 量 500ml
賞味期限 【略】

製 造者 日本橋醤油株式会社
東京都中央区日本橋3-11

名 称 こいくちしょうゆ（本醸造）
原材料名 大豆（アメリカ又はカナダ）、

小麦、食塩／アルコール
内 容 量 500ml
賞味期限 【略】

製 造者 日本橋醤油株式会社
東京都中央区日本橋3-11

名 称 こいくちしょうゆ（本醸造）
原材料名 大豆（アメリカ、カナダ、その

他）、小麦、食塩／アルコール
内 容 量 500ml
賞味期限 【略】

製 造者 日本橋醤油株式会社
東京都中央区日本橋3-11

名 称 こいくちしょうゆ（本醸造）
原材料名 大豆（輸入）、小麦、食塩／ア

ルコール
内 容 量 500ml
賞味期限 【略】

製 造者 日本橋醤油株式会社
東京都中央区日本橋3-11

○1か国の記載例

○３か国以上の記載例

○２か国以上の記載例

○外国３か国以上の記載例

大豆の産地は、製造の年の3年前から２年間の使用
実績順

国別重量順表示



任意表示方法が変わります
新しい遺伝組替え表示スタート（2023年4月1日）

遺伝子組換え大豆の意図せ
ざる混入が５％以下の場合

「遺伝子組換えでない」

遺伝子組換え大豆の意図せざる
混入が５％以下の場合

遺伝子組換え大豆の混入がない
（不検出）の場合

「遺伝子組換えでない」

「分別生産流通管理済み」

現行 改正後



「遺伝子組換えでない」と記載するには

国産大豆の産地・銘柄の証明

国産大豆の生産段階の証明

国産大豆の保管段階の証明

国産大豆の流通段階の証明

受入・保管から製造工程にお
ける混入防止策の実施証明

大豆生産者

流通者

醤油製造者

名 称 こいくちしょうゆ（本醸造）
原材料名 大豆（国産、遺伝子組み換えで

ない）、小麦、食塩／アルコール
内 容 量 500ml
賞味期限 【略】

製 造者 日本橋醤油株式会社
東京都中央区日本橋3-11



しょうゆは表示の公正競争規約で規
定されているの「無添加表示」など
影響は無い

不使用表示ガイドラインスタート（2024年4月1日）
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おしまい
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