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フードチェーンと GAP・HACCP 

 

中嶋康博（東京大学大学院農学生命科学研究科） 

 

１．国際標準化 

 政府は、「未来投資戦略 2017」（2017 年 6 月 9日）において、「攻めの農林水産業の展開」

を進め、「バリューチェーン全体での付加価値の向上」をするため、規格・認証や知的財産の

戦略的推進をうたっている。そこでは、日本農林規格（JAS）の国際規格化、地理的表示（GI）

制度によるブランド価値の保護を進めるとともに、GAP や HACCP については、以下のように

述べている。 

「国産農林水産物の輸出増や国内での販路拡大に向けて、2020 年東京オリンピック・

パラリンピック競技大会も契機として、生産現場における国際水準の GAP（農業生産

工程管理）の実施及び認証取得の拡大、有機農業等の持続可能な農業の普及・拡大、

HACCP（食品製造等に関する危害要因を分析し、特に重要な工程を監視・記録するシス

テム）に基づく衛生管理の制度化及び森林認証材の普及を推進するとともに、日本発

の GAP 認証、HACCP をベースとした食品安全管理規格認証及び水産エコラベル認証の

仕組みに関し、普及及び国際承認に向けた民間団体の取組や、国際標準の議論に参画

できる人材育成体制整備を促進する。」 

 そしてそれ以外にも、「農林水産物輸出インフラ整備プログラム」（2016 年 11 月 29 日農

林水産業・地域の活力創造本部決定）を進めるため、日本食品海外プロモーションセンター

（JFOODO）を核にした輸出の促進を図ることとしている。 

 この未来投資戦略の決定に先立ち、自民党農林水産業骨太方針実行 PT において、「規格・

認証等戦略に関する提言」をとりまとめ、規格・認証の進め方についての方針を定めた。GAP

と HACCP については、東京オリパラまでの第 1期とそれ以降の第 2期に分けた目標と施策が

示されている。 

 表１の通り、GAP の第 1期の目標は、「生産現場が変わること」とし、第 2期は「我が国の

生産現場で国際標準に達する GAP の取組が浸透する」こととしている。ちなみに HACCP につ

いても、第 1期の目標は、「製造・流通等の現場が変わること」とし、第 2期は「全ての食品

製造等事業者が、HACCP の考え方に基づく衛生管理を実施している状態が継続していること」

ことを目指している。 

 いずれもまずは「する」ことが重視されるが、しかしその確認のためには第三者認証を利

用することになるため、当然のことながら認証についての議論もあわせて行うことになる。

そして、国として輸出を目標にしていることを踏まえて、その認証は国際水準となるように

第 1期から整備していくことになっている。 

 これらの方針を踏まえて、農業者の視点で規格・認証・知財をどのように活用するかを、

農林水産省は 2つのアプローチで整理している（「食品安全、持続可能性等に関する規格・認

証・知財」平成 29 年 4 月）。 
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 第 1 は、基礎的な取組体制の構築とそのアピールである。そこでは、食品安全、環境配慮、

労働安全、人権保護等の基礎的な取組の「見える化」をすべきだとして、GAP・HACCP はその

手段として位置づけられている。第 2 は、付加価値のアピールである。それは品質等の良さ、

強みの「見える化」することと、偽物・模倣を排除してブランドを独占することから構成さ

れていて、前者は JAS 制度が、後者は GI 制度が手段となることが指摘されている。基礎的か

付加的かの違いはあるが、いずれも見えない価値の見える化が目的であり、そのために価値

を定義するため規格が必要なのと、その規格を守っているかを確かめるために認証が必要な

ので、さきほどの GAP と同様にセットで議論されることとなる。 

 

２．標準化と規格・認証制度の枠組み 

 規格・認証制度は、現代の国際貿易をより一層推進するための社会的枠組みであり、WTO

協定における TBT（貿易の技術的障害に関する協定）協定において、産品に関する規格およ

び適合性評価の手続きが定められている。このような規格を定めることについては、19 世紀

半ばに、社会と経済の拡大にあわせて産業が発展していく過程で、互換性と標準化が決定的

に重要になっていったことが背景にあった。それ以降の発展過程を橋本（2013）1に基づいて

まとめると以下の通りとなる。 

 部品の互換性を高めるためにウィリアム・セラーズによるネジ規格の開発が大きな役割を

果たした。それ以降、フレデリック・テイラー「科学的管理法」（テイラー主義）の普及など

を経て、ノーマン・ハリマンにより製品・作業・試験法に関する「標準と標準化」が提案さ

れることとなった。もともとは工業製品の互換性を保つように標準化を進めるための規格が、

測定、定数、品質、性能、実用上（安全基準）の標準化へと発展していったのである。現代

ではさらに、航空機および運航システムのような技術システムの構築と標準化が進められて、

社会の基盤を支えている。 

 標準化を国際的に進めるための規格を定めるのが国際標準化機構（ISO）であり、そこで定

                                                  
1 橋本毅彦著『「ものづくり」の科学史－世界を変えた《標準革命》－』講談社、2013 年 

表１ GAP 推進における方針 

注：農林水産業骨太方針実行ＰＴ（2017 年 5 月 19 日）
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められた規格が国際規格であるとお墨付きを与えたのは先に紹介した TBT 協定である。各国

での規格はこの国際規格と同等なものにしていくことで規格の世界的な統一が図られること

になった。またこの規格の適合性評価をするための基準認証制度について、各国での同等性

を確認した上で相互承認協定が締結することで、自国の基準に基づいて行われた認証結果が

相手国内でも受入れられるようになっている2。 

 1985 年に定められた製品安全に関する EU のニュー・アプローチ指令は、規格基準制度に

とって重要な転機となった。それまでは安全を担保するために仕様規定が規格として定めら

れていたが、これ以降は性能規定を定めた規格へと変わった。具体的に実現するための技術

基準（仕様）については国が定めるのではなく民間で検討されて、適合性についても第三者

機関が判断することになった。このように国際的な規格・基準認証制度が変化する中、民間

の開発する認証制度が増えて行った。食品安全に関する認証制度も同様であった。 

 このように多様な規格と認証が出現すると、食品関連事業者がどれを利用すべきか判断に

迷うことになる。いくつもの認証を取得することによる監査の重複が取引の効率性を損なう

ことも指摘された。 

 そこで安全な食品を国際的に調達するために何を要求事項として求めるべきかを標準化す

る取組が、食品関連の多国籍企業グループ（コンシューマー・グッズ・フォーラム：Consumer 

Goods Forum）によって進められた。その結果定められたベンチマーキング要求事項に照らし

てベンチマーキング（等価性評価）し、GFSI 承認認証規格が決定されている。このように GFSI

の承認は認証制度のメタ認証という位置づけになる。 

 このベンチマーク要求事項は食品安全をめぐる社会的技術的状況の変化にあわせてアップ

デートされていくものであり、GFSI 承認認証規格もそれにあわせて改訂をしていかなければ

ならない。最新版は 2017 年 2 月に公表された第 7版（BRv7）である。 

 

３．農業・食品産業における基準・認証 

（１）基準・認証の必要性 

 現代に基準・認証制度が利用される理由として 3点指摘したい。 

 第 1 に経済活動が分業化を前提に進められていることである。製品は複数の工程を組み合

わせて製造される。あえてアダム・スミスの議論を引用するまでもなく、この工程は分割し

て作業を分担させた方が効率的に製造できることは明らかである。今やこの工程は複雑にモ

ジュール化（分割）されて、しかも異なった企業間で分担することになっている。それら工

程の摺り合わせが十分でなければ、求められる品質は達成できない。そのための標準化が基

準として定義されなければならないのである。 

 第 2 に取引がグローバル化していることである。モジュール化が国際的に進み、取引相手

は必ずしも国内事業者ではないことがごく一般的になっていった。そのために担当する工程

の規格化が厳密に定められる必要があり、日常的に自ら監査できない場合が多いこともあっ

て、その適合性を確認するためには第三者による認証が重要になってきたのである。 

 第 3 に品質保証が高度化したことである。そこで求められる品質は高度になり、品質要素

は多様化している。そのための工程管理と適合性評価をするためには、認証制度を利用する

ことがビジネス面から効率的だと判断される。求められる品質が達成できないリスクを回避

するため、リスクマネジメントとして認証制度でモニタリングしていく意義もある。 

                                                  
2 公益財団法人日本適合性認定協会ホームページ参照。 
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（２）農業・食品産業の構造変化 

 食品産業で基準・認証制度の適用が求められるのは、上記で指摘した分業化、グローバル

化、高度化が製造・流通分野で進んでいるからである。その背景には、いわゆる食の外部化

によって加工品・調理品・外食の利用がますます拡大していることがある。製造・流通にお

ける技術は急速に進歩している。コールドチェーン、ピッキング、トレーサビリティに関す

る技術の確立と導入は広く行われていることもあって、原材料を輸入したり、海外に加工拠

点を設けたりする動きがますます拡大している。 

 製造工程の衛生管理は HACCP（危害分析・重要管理点）方式を利用することが国際的に進

められているが、これは製造工程における危害分析を行い、その上で重要管理点として衛生

管理を行うものである。政府の方針を受けて、国際的な動向を踏まえながら、HACCP の義務

化に向けた議論と準備が進められている3。 

 品質管理の一環で原材料の安全性や品質を徹底することから、農業部門への生産・品質管

理へ要求も強まっている。 

 一方、農業経営の実態が急速に変化してきている。経営規模は拡大し、農業生産において

も工程の細分化による分業が進み、それを雇用労働が担当することが多くなっている。家族

経営の時のように経営主がすべてを完全に把握できなくなっているのである。このような状

況下では、いわゆる「仕組み」を導入しなければ、安全・品質管理は徹底できないであろう。 

 

（３）安全・品質基準の適合性評価と工程管理 

 安全・品質基準に対する社会的・技術的な要求事項が高度化する中、フードチェーン全体

の安全・品質管理が求められることになる。食品は農業生産・食品加工・流通の連鎖過程を

通して供給されている。品目によっては、完全に一つの企業によってインテグレーションさ

れたものもないわけではないが、ほとんどは独立した事業者の間で取引が積み重ねられて、

食品は提供されるのである。食品が安全で高品質なものであるためには、図１にあるように、

フードチェーンにおける生産、製造、物流、小売や外食の部門において要求する安全・品質

が維持されているかを取引相手に確かめていかなければならない。 

 書類を中心に施設基準や運用基準等に適合しているかを審査し、それらが日常的に遵守さ

れているかを監査し、製品の安全性が守られているかの定期的な検査を行うことを組み合わ

せることで、安全・品質の基準を維持しているのである。そしてこの安全審査については、

第三者認証制度を利用することで確認を確実にかつ効率的に行うことが期待されている。例

えば、農業においては GAP（Good Agricultural Practices）が、食品製造業においては、GMP

（Good Manufacturing Practices）や HACCP が適用されることとなる。 

                                                  
3 「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会」において HACCP の義務化の検討が行われ、

製造・加工、調理、販売等を行う全ての食品等事業者を対象として、HACCP による衛生管

理の制度化を進めるべきという結論が示された。それを受けて、「食品衛生管理に関する技術

検討会」が開催されて、食品等事業者団体が作成する手引書の助言、確認に際して専門家の

検討が行われている。 
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４．農業・食品に関する認証制度をめぐる事情 

 2003 年に食品安全基本法が制定されて、フードチェーン全体での食の安全の確保が求めら

れることになった。またすでに触れたように、HACCP の義務化へ向けた準備も進められてい

る。加えて、前述した通り、政府の方針として「バリューチェーン全体での付加価値の向上」

を推し進めていて、特に輸出の振興が大きく取り上げられている。 

 安全・品質の向上を目指す企業経営において、それを持続的に改善するためには PDCA サイ

クルを踏まえたマネジメントシステムの導入が必要である。そのこともあって、安全・品質

管理のための認証制度にはマネジメント規格が組み込まれている。 

 2017 年には農業生産における安全管理のための GAP が、2020 年東京オリンピック・パラリ

ンピック（東京オリパラ）での食材調達における基準に利用されることになって注目を集め

た。 

 食材の調達基準は、東京オリパラにおけるすべての物品の調達基準の一部として設定され

たものである。国際オリンピック委員会は、2014 年 12 月に「オリンピック・アジェンダ 2020」

を採択して、そこで「オリンピック競技大会のすべての側面に持続可能性を導入する」こと、

「オリンピック・ムーブメントの日常業務に持続可能性を導入する」ことを明記した。この

ことに基づき、東京オリパラにおける運営計画フレームワークで、持続可能な大会の実現に

向けて「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会 持続可能性に配慮した調達コー

ド 基本原則」が公表されたのである4。そこで物品のサプライヤー等は、どのように供給さ

れているのか（人権、労働環境、公正取引、環境保全）、どこから採り何を使って作られてい

るのか（環境保全、生物多様性、人権）、サプライチェーンへの働きかけ（サプライチェーン

全体が遵守）、資源の有効活用（再使用、再生利用、省エネ）、という重視すべき 4 つの原則

に基づいて活動することが求められている。 

 この枠組みを前提に、農産物、畜産物、水産物で物品別の個別基準が付け加えられること

となり、農産物については GAP 認証を利用して適合性を確認することになった。そこで認め

られた認証制度は、Global G.A.P.、ASIAGAP、そして農水省の GAP ガイドラインに準拠した

GAP で都道府県等公的機関による第三者認証を受けたものである。特に Global G.A.P.、

                                                  
4 中嶋康博「日本農業と和食を海外市場に結び付ける」『AFC フォーラム』（2016 年 6 月号）

pp.3-6 を参照。 

図１ 安全・品質管理の連鎖

注：農水省食料産業局の図を参考に筆者作成 
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ASIAGAP が採用されたのは、安全基準だけでなく、人権、労働環境、公正取引、環境保全に

関する基準も取り込んでいることが評価されてのことである。 

 この人権、労働環境、公正取引、環境保全等については、最近、急速に注目を集めるよう

になっている。そのきっかけは、国連が 2006 年に責任投資原則（PRI: Principles for 

Responsible Investment）を公表したことである。さらに、国連が 2015 年に持続可能な開発

目標（SDGs: Sustainable Development Goals）を定めたこともあり、この責任投資の考え方

が広がり、近年、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）に配慮し

た ESG 投資の必要性が理解されるようになってきたのである5。また現在、多くの企業が「共

通価値の創造（CSV: Creating Shared Value）」6という取組を行っているが、その概念との

親和性の高さも関係していると言えるだろう。 

 

５．おわりに 

 最後に農業経営における GAP の必要性に触れておきたい。 

 日本の農業経営は、今急速に大規模化や法人化が進んでいる。その過程で確実に生産工程

が分業化しており、GAP が必要となるであろう。ただし、一般に言われる通り、GAP によって

安全な農産物を生産しても、プレミアムがついて高値で取引されるわけではない。GAP を利

用しようとしまいと、安全な農産物を生産しなければならないからである。 

 しかし「攻めの経営」をするならば GAP によるリスク対策は必須である。規模拡大して雇

用労働が増えることで経営者の眼が届かないことでミスが起こる可能性が高まったり、新た

な品種を導入・栽培期間の延長などに取り組み圃場でいくつもの作物を平行して栽培するこ

とで農薬のドリフトの危険性が増したりするなどが懸念される。収益の向上のためには「攻

めの経営」に取り組まなければならないが、事故の起こるリスクは高まるのである。事故が

起こればすべての成果が失われてしまう。「攻めの経営」の利益を確実にするためには、それ

に付随するリスクを管理する GAP が求められるのである。 

 産地として収益を上げていくためにも GAP が必要である。出荷団体は安全・品質管理水準

を統一すること、事故を起こさないことを目的に、組合員に取り組んでもらうように説得し

なければならない。 

 しかし概して農家は GAP の導入に後ろ向きである。GAP の基準書にならぶ 100 や 200 のチ

ェック項目に対して心理的に抵抗感をもつと言われる。その心理的問題については、項目数

の多さが影響しているだろう。しかしそれだけでなく、これまでは天候の変化や病虫害の発

生に臨機応変に対応しなければならないこともあって、非定型な標準化されていない農作業

を重視するという意識がそこに関係しているかもしれない。「GAP をする」ためにも、まず工

程管理を標準化するという発想を取り入れたい。歴史的経緯で触れたように、規格・認証は

標準化の考え方から始まったのである。 

 

                                                  
5 ESG 投資については、水口剛『ESG 投資－新しい資本主義のかたち－』日本経済新聞出

版社、2017 年を参照。 
6 マイケル E.ポーター＆マーク R.クラマー「経済的価値と社会的価値を同時実現する 共通

価値の戦略」『DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー（2011 年 6 月号）』を参照。 


