
 
 

 
 

 
ポジティブリスト制・暫定基準設定における 
香辛料（スパイス及びハーブ）の取扱い（案） 

 
 
食品の残留農薬等に係るポジティブリスト制においては、スパイス及びハーブという香辛料につい

ても規制の対象となる。香辛料は、個別の食品中での使用割合は極めて微量であるが、食品の製造・

加工に広く使用されている。 
 
現行の残留農薬基準における食品分類では、一部の香辛料は独立して分類が設けられているが、多

くの香辛料については、その他の野菜、その他の果実等の中に包含される形となっており、その属す

る分類によって異なる基準が適用される形になっている。 
なお、コーデックス基準では「ハーブ」、「スパイス」の分類が設けられている。 

 
 
○ 対応案 
１ 定義及び範囲 
 コーデックスにおける定義を参考に、食品分類に新たに「その他のスパイス」及び「その他のハー

ブ」を設け（別紙）、次のとおり「香辛料」、「スパイス」及び「ハーブ」の定義及びその範囲を定める

こととする。 
 
香辛料： 食品や飲料に特別な風味を与えることを目的とし、比較的少量使用される種々の植物の風

味または芳香性の葉、茎、樹皮、根、花、蕾、種子、果実、または果皮で、スパイス及び

ハーブに大別される。 
 
スパイス： 食品に風味付けの目的で比較的少量使用される種々の植物由来の芳香性樹皮、根、種子、

果実、果皮、または蕾をいう。 
スパイスの範囲：アサノミ、アサフェチダ、アジョワン、アニス（種子）、ウイキョウ（種子）、ウコ

ン、オールスパイス、オレンジピール、ガジュツ、カショウ、カシア、カフィアラ

イム（果実）、ガランガル、カルダモン、カンゾウ、キャラウェイ（種子）、クチナ

シ、クミン、クローブ、ケシノミ、ケーパー、コショウ、ごま（種子）、コリアンダ

ー（種子）、サフラン、サンショウ（果実）、シソ（種子）、シナモン、ジュニバーベ

リー、しょうが、スターアニス、セロリ（種子）、タマリンド、ディル（種子）、ト

ウガラシ、ナツメグ、ニンニク、バジル（種子）、パセリ（種子）、バニラ、パプリ

カ、パラダイスグレイン、フェネグリーク、ピンクペッパー、ホースラディッシュ

（西洋わさび）、マスタード（種子）、メース、ユズ（果皮）、レモンピール、ローズ

ヒップ、ロングペッパー及びワサビ（根茎） 
 
注）「その他のスパイス」とは、上記の範囲から、ごま（種子）、しょうが、ホースラディッシュ（西

洋わさび）、ニンニクを除いたものとする。 
 
ハーブ： 食品や飲料に風味付けの目的で薬味として比較的少量使用される種々の主に草木植物の葉、

花、茎及び根からなり、生のまま、または乾燥したものが使用されるものをいう。  
ハーブの範囲：アニス（葉・茎）、アンゼリカ、ウイキョウ（葉・茎）、エシャロット、オレガノ、カ

フィアライム（葉）、カモミール、カレープラント、カレーリーフ、キャットニップ、

キャラウェイ（葉・茎）、クレソン、コリアンダー（葉・茎）、サボリー、サラダバー

ネット、サンショウ（葉）、シソ（葉・花穂）、ジャスミン、ステビア、スペアミント、
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セージ、セロリ（葉・茎）、センテッドゼラニウム、ソレル、タイム、タデ、タラゴン、

ダンディライオン、チャイブ、チャービル、ディル（葉・茎）、ドクダミ、ナスタチウ

ム、ニガヨモギ、ニジェラ、にら、ハイビスカス、バジル（葉・茎）、パセリ（葉・茎）、

ハッカ、ヒソップ、ペパーミント、ベルガモット、ボリジ、マーシュ（コーンサラダ）、

マスタード（葉・茎）、マジョラム、ミョウガ、ヤロウ、ヨモギ、ラベンダー、リンデ

ン、ルッコラ（ロケット）、ルバーブ、レモングラス、レモンバーム、レモンバーベナ、

ローズ、ローズマリー、ローレル及びワサビ（葉） 
 
注）「その他のハーブ」は、上記の範囲から、クレソン、セロリ（葉・茎）、にら及びパセリ（葉・茎）

を除いたものとする。 
 
２ 暫定基準の設定 
上記１の食品分類について、当該分類に含まれる食品に現行適用する食品分類の暫定基準（第２次

案）に基づき、暫定基準を設定する。 
 
参考１ 全日本スパイス協会の提案 
① 代表的な香辛料について、新たな分類と「その他のスパイス」等の項目を立ち上げる。 
新たに立ち上げる分類（コショウ、ナツメグ、シナモン等１７スパイス＋その他のスパイス類

（２６品目）、バジル、オレガノ、ローズマリー等８品目＋その他のハーブ類（４２品目）） 
② 香辛料、スパイス、ハーブの定義を定める。 
「香辛料とは植物体の一部で、植物の果実、果皮、花、蕾（つぼみ）、樹皮、茎、葉、種子、根、

地下茎などであって、特有の香り、辛味、色調を有し、飲食物に香り付け、消臭、調味、着色

等の目的で使用し、風味や美観を添えるものの総称であり、スパイスとハーブに大別される。」 
   「スパイスとは香辛料の内、利用部位として茎と葉と花を除く物の総称である。」 
   「ハーブとは香辛料の内、茎と葉と花を利用する物の総称である。」 
 
参考２ コーデックスにおける香辛料の定義 
Codex Classification of Foods and Animal Feeds, Codex Alimentarius, Volume 2, Pesticides 
Residues in Food, second edition, 1993 
TYPE 5 Herb and Spices: Herb and spices are the flavoursome or aromatic leaves, stems, roots, 

flowers or fruits of a variety of plants used to impact special flavours to 
food and beverages. 

Herbs: Herbs consist of leaves, flowers, stems and roots from a variety of herbaceous plants, used 
in relatively small amounts as condiments to flavour food or beverages. They are used 
either in fresh or naturally dried form.  
Herbs are fully exposed to pesticides applied during the growing season. Post-harvest 
treatments are often carried out on dried herbs. 
Herbs are consumed as components of other food in succulent and dried forms or as 
extracts of succulent products. 
Portion of the commodity to which the MRL applies (and which is analysed): Whole 
commodity as prepared for wholesale or retail distribution. 

Spices: Spices consist of the aromatic seeds, roots, berries or other fruits from a variety of plants, 
which are used in relatively small quantities to flavour foods. 
Spices are exposed in varying degrees to pesticides applied during the growing season. Also 
post harvest treatment may be applied to spices in the dried form. 
They are consumed primarily in the dried form as condiment. 
Portion of the commodity to which MRL applies (and which is analysed) : Unless specified, 
whole commodity as marketed, mainly in the dried form. 

 
参考３ ＪＡＳ法加工食品品質表示基準（平成１６年９月１４日農林水産省告示第１７０５号） 



 
 
別表１（第２条関係） 
７ 香辛料 
 ブラックペッパー、ホワイトペッパー、レッドペッパー、シナモン（桂皮）、クローブ（丁子）、ナ

ツメグ（肉ズク）、サフラン、ローレル（月桂樹）、パプリカ、オールスパイス（百味こしょう）、さん

しょう、カレー粉、からし粉、わさび粉、しょうが、その他の香辛料 
 
 



別紙 香辛料（スパイス及びハーブ）を新たな食品分類で立ち上げた場合 

主な香辛料（例示） 現在適用している分類 新たな分類で立ち上

げる場合 備考 

ウイキョウ（種子） その他のオイルシード その他のスパイス  
ウイキョウ（葉・茎） その他のせり科 その他のハーブ  
オレンジピール 該当なし その他のスパイス  
クレソン クレソン 変更なし  
クローブ その他の野菜 その他のスパイス  
ケシノミ その他のオイルシード その他のスパイス  
コショウ その他の果実 その他のスパイス  
ゴマ ごまの種子 変更なし  
コリアンダー（種子） その他の果実 その他のスパイス  
コリアンダー（葉・茎） その他の野菜 その他のハーブ  
サフラン その他の野菜 その他のスパイス  
サンショウ（果実） その他のかんきつ類果実 その他のスパイス  
サンショウ（葉） その他の野菜 その他のハーブ  
シソ（種子） その他のオイルシード その他のスパイス  
シソ（葉・茎） その他の野菜 その他のハーブ  
シナモン その他の野菜 その他のスパイス  
ショウガ しょうが 変更なし  
セロリ（種子） その他のオイルシード その他のスパイス  
セロリ（葉・茎） セロリ 変更なし  
タラゴン その他のきく科野菜 その他のハーブ  
チャービル その他のせり科野菜 その他のハーブ  
チャイブ その他のゆり科野菜 その他のハーブ  
トウガラシ その他のなす科野菜 その他のスパイス  
ナツメグ その他の果実 その他のスパイス  
にら その他のゆり科野菜 変更なし  
ニンニク ニンニク 変更なし  
バジル（種子） その他のオイルシード その他のスパイス  
バジル（葉） その他の野菜 その他のハーブ  
パセリ（種子） その他のオイルシード その他のスパイス  
パセリ（葉・茎） パセリ 変更なし  
パプリカ ピーマン その他のスパイス 注 
ペパーミント その他の野菜 その他のハーブ  
ホースラディッシュ 西洋わさび 変更なし  
マスタード（種子） その他のオイルシード その他のスパイス  
マスタード（葉・茎） その他のあぶらな科野菜 その他のハーブ  
ミョウガ その他の野菜 その他のハーブ  
ユズ（果皮） その他のかんきつ類果実 その他のスパイス  
ユズの果実全体 その他のかんきつ類果実 変更なし  
ヨモギ その他のきく科野菜 その他のハーブ  
レモングラス その他の野菜 その他のハーブ  
ワサビ（根茎） その他のあぶらな科野菜 その他のスパイス  
ワサビ（葉） その他のあぶらな科野菜 その他のハーブ  
注）「パプリカ」と称して販売されるジャンボピーマン等を除く 


