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3.2 日本における食品安全の規格・認証  

3.2.1 JFSとは 

日本発食品安全管理規格（Japan Food Safety Standards (JFS) ）は国際的に通用する食品安

全管理規格として初めて策定されたものである。日本の食品安全管理における統一的認証シス

テムの確立により、以下のような改善がみられることを目的としている。 

• 段階的な仕組（詳細は後述）により中小事業者にも導入しやすいため、HACCP33がより効

率的に普及・実施される。 

• 認証取引先毎に行われていた監査の重複及び食品事業者の負担が軽減される。 

• 日本の食品安全管理規格を持つことで、日本の食品産業の食品安全に関する国際的なルー

ルの構築への参画が可能となる。 

JFSの策定、認証／適合証明認証プログラムの管理は一般財団法人 食品安全マネジメント協

会（JFSM）により行われている。同協会は2016年1月に設立され、食品安全と信頼確保に貢献

し、規格認証（＝標準化）によるコストの最適化を目的としている。主な活動内容は、1)規格、

ガイドライン等の作成と認証の運営、2)食品業界内の人材育成、3)情報収集と発信である34。 

JFSは2018年6月に公布された法律（食品衛生法等の一部を改正）が目的とする「食品の安全性

の強化」に貢献するものと考えられている。そこには原則として、今後すべての食品等事業者

に対してHACCPに沿った衛生管理を制度化する旨が示されている35。 

JFSは、国際的に整理された考え方に基づいて以下の3つの規格から構成されている。 
 

JFS-A：ISO/TS22000(旧PAS220)を基にGMP（適正製造規範）に相当 《一般的衛生管理を中心》 

JFS-B：Codex HACCPを基に厚生労働省 HACCPに相当《HACCPの実施を含む》 

JFS-C: JFS-A及びBを包含し、食品安全マネジメントシステム(FSM)を構築《国際取引に使われる》 

前述の食品衛生法の改正に伴い、これまで衛生管理のレベルを示す基準として使われてきたA

基準は「HACCPに基づく衛生管理」、B基準は「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理」という

呼称に変更された。小規模製造・加工事業者36は後者を満たす必要があり、その他の事業者に

は「HACCPに基づく衛生管理」が求められる。今後2年間の食品衛生法施行期間と、1年間の猶

予期間を経て、2021年度中には義務化される。JFS-Aは、厚生労働省の「HACCPの考え方を取り

入れた衛生管理」との整合性が、JFS-BとJFS-Cに関しては厚生労働省の「HACCPに基づく衛生

管理」との整合性が既に認められているため、JFS認証は食品事業者にとって、今後の指針と

なっていく。 

JFS-AとJFS-Bは、規格の要求事項を満たした食品安全管理が行われていることを第三者が監査

し、適合を証明する。一方でJFS-Cでは、第三者審査が行われる。 
 

                                                             
33 Hazard analysis and critical control points 
34 「日本発食品安全管理規格・認証スキーム」（JFS）2018．6 農林水産省食料産業局 
35 厚生労働省 HACCPに沿った衛生管理の制度化https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/3-2_HACCP.pdf 
36 「食品衛生管理に関する技術検討会」においてその規模要件を定めるため検討を進めている。1)小規模な製

造・加工事業者、2)併設された店舗で小売販売のみを目的とした菓子や豆腐などを製造・加工する事業者、3)

提供する食品の種類が多く、変更が頻繁な飲食店等の業種、4)低温保存が必要な包装食品の販売等一般衛生管

理のみの対応で管理が可能な業種とされる（厚生労働省）。

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000347634.pdf 
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BOX：JFS-C規格の国際的承認までの経緯と規格認証範囲について 

JFS-C規格・認証プログラムは、2017年7月に運用を開始し、同年9月に第１号の認証が登録された。

実績がGFSI（Global Food Safety Initiative）の条件を満たした段階で、承認申請がなされた。その

後、段階的審査を経て、JFS-C 認証プログラム及びその規格（セクター：EⅣ37）について、GFSIの
ベンチマーク要求事項を満たしたため、2018年10月31日付でGFSI により承認された。 

現時点でのJFS-Cの認証範囲は、食品加工 (青果物、畜水産物) 及び、食品に係る化学製品（食添、ビ

タミン、ミネラル、香料、培養物、酵素、加工助剤、添加物等や生化学製品）の製造である。 

3.2.2 JFSMの認証制度38 

JFSの認証等の仕組みについては下図のとおり。JFS-Cは現時点では唯一の認定機関（CB）であ

る日本適合性認定協会（JAB）に委託して認証機関を認定している。認証機関の評価には

ISO/IEC 17021（認証機関への要求事項）、ISO/TS 22003（ISO22000審査・認証に関する要求

事項）及びGFSIの要求事項が使用されている。認定された認証機関は現在、合計で10機関存在

する。JFS-A/Bの認証については、JFSMから評価・登録されている監査会社が、食品事業者に

対し監査を行い、適合証明をする。 

 

 

図 24 JFSM の仕組み 

（出典：JFSM協会） 

 

3.2.3 JFSMの現状 

（１） 認証件数の比較 

JFSの認証/適合証明数は2016年の開始時から近年大きく伸びてきている。これに対し、食品安

全マネジメントシステムISO22000は、現時点で全国に1003組織である（2018.12.25 JAB39) 。 

                                                             
37 カテゴリEIV: 常温保存製品の加工（その他のカテゴリ（EⅠ、EⅡ、EⅢ、L）については、認証実績がGFSI承

認申請条件に達していない。条件を満たしたものから随時申請を行う。 

38 JFSM協会ホームページ https://www.jfsm.or.jp/scheme/registered_number/index.php 

39 公益財団法人日本適合性認定協会ホームページ

https://www.jab.or.jp/system/iso/statistic/iso_22000.html 
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図 25 JFS 認証数／適合証明数 

（出典：農林水産省（2019年2月19日現在）） 

 

（２） 国内での普及への取り組み 

JFSMは、審査員・監査員を育成するため、農林水産省と協同で、規格説明会や研修会を実施し

ている。モデル認証事業（教訓や課題発掘を目的としたヒアリングと、報告書の作成を条件と

した補助金）を展開し、その成果を発表するシンポジウムの開催を予定している。また、産学

官連携で食品安全の専門人材を育成すべく、食品安全に係る標準的な大学でのカリキュラム作

成に参画している。 

（３） 海外での普及への取り組み 

今後も食品分野の貿易規模の拡大が見込まれる東南アジアにおいて、JFS認証を普及するため、

農林水産省は「日・アセアン連携による新産業人材育成支援事業40」に取り組んでいる。これ

らの国々に対し、学習・研究分野の支援のほか、1) 2020年までに3か国以上の国で合計30名以

上の学生を養成すること、 2)少なくとも4か国にて現地の食品事業における日本の標準・規

格の理解・活用を促すこと、を目標とし、各国の大学内に、専用のゼミを設置している。これ

ら一連の活動は、国際規格の共同提案などに向けた各国との関係強化につなげることを最終目

的としている。 

（４） GFSI承認された他の食品認証プログラム 

以下11の認証プログラムが、現時点でGFSIに承認されている。また、政府認証技術的同等性が

認められているのは、①China HACCP, ②USDA AMS GAP、③CGC HACCP and CIRRS+HACCPの3つ

である。これらは顧客の要求により取得するものである。 

                                                             
40 平成30年度 日・アセアン連携による新産業人材育成支援事業 

http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/oda30/attach/pdf/h30oda_kettei-20.pdf 
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表 41 GFSI に承認されている他の認証プログラム 

 

3.2.4 日本企業のベトナムでの展開と食品安全規格認証 

第1章に示したとおり、ベトナムにおける食品分野への日系企業の進出は盛んである。これら

の企業の中には規格認証取得に率先して取り組み、安全食品を売りとしたビジネス展開をして

いる業者が多い。この背景には、ベトナム国民の食品安全に関する認識を高める動きがあるた

めである。例えば、2016年4月からは国営テレビにて“Say no to contaminated food （汚染

された食事にノーと言おう）”というテレビ番組が開始された。また、近年は、メディアが著

名な若年層の訃報やがん発症率の上昇傾向を報道する度に、ベトナム国内の食品安全と関連付

けて報じることが多い41。 

このようなベトナム国内での安全な食品への関心の高まりを踏まえ、ベトナムに進出している

日系企業は食品衛生と安全に取り組んでいる。以下に一例を示す。 

（１） 国際基準に則った衛生安全管理（A社） 

早期に進出を果たし、ベトナムでの即席めん生産と販売が24年目になるA社では、IFS Food、

HACCP、およびISO 9001を柱として、国家の衛生安全基準およびBRC基準を満たした品質管理を

行っている。その取り組みがベトナム科学技術連盟 (VUSTA) 傘下のベトナム食品安全科学技

術協会から評価され、2016年には安全食品ブランド賞「ベトナム・グッド・フード

2016(Vietnam Good Food 2016)」を受賞した。 

（２） 品質保証に関する教育制度の立上げ（B社） 

B社は独自の品質保証システを全ての製品とサービスに導入しており、原材料調達から製品加

工までの厳格な管理を行っている。また、ベトナム国内にてアスカスクールと題してASQUAや

品質管理教育を目的とした研修を行い、各グループ会社から推薦された従業員はトレーニング

コースにも招待されている。また、第三者認証としてISO9001の他、GFSI認定のFSSC22000を取

得しており、イスラム教のHALALやユダヤ教のKosherなどの認証も取得している。 

（３） 同時の品質管理基準と環境問題へも取組む（C社） 

日系コンビニエンスストアとして2009年12月に初のベトナム進出を果たし、2016年6月時点で

ホーチミン市を拠点に103店舗を展開、 2018年には160店舗に到達した。現在はVietnam 

Investment Development Group（本社：ベトナムハノイ市（以下VIDグループ））として活動

                                                             
41 Nguyen-Viet et al. Infectious Diseases of Poverty (2017) 6:39 DOI 10.1186/s40249-017-0249-7 

認証プログラム 和名 策定国 主に普及している国々 

FSSC22000、ISO22000 

Food Safty System Certification 

食品安全システム認証 オランダ 全世界 

SQF 1000/ 2000, Safe Quality Food  安全で高品質な食品 オーストラリア アジア太平洋、ヨーロッパ、中東、南

米、北米諸国 

BRC, British Retail Consortium 英国小売協会 イギリス 欧州（英語圏）、アジア、）アメリカ 

IFS, International Feasured Standard 独小売協会（HDE） ドイツ 欧州 

Primus GFS, global food safety  アメリカ 北米 

GRMS Global Red Meat Standard 世界肉規格 デンマーク 欧州 

Global Aquaculture Alliance 世界水産連盟   

GLOBALG.A.P グローバルGAP ドイツ 全世界 

CanadaGAP カナダGAP カナダ 北米 

ASIAGAP アジアGAP 日本 アジア 

JFS 

Japan Food Safety Standard 

日本発食品安全管理

規格 

日本 アジア 
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している。独自の品質管理基準を設定し、約100の製造委託中食工場の管理（HACCPをベースと

して）に努めている。原料調達は日本はじめ海外からも仕入れを行っている。またISO14001を

認証取得している。省エネシステムの試験的導入など、環境問題にも取り組んでいる。 

 

3.2.5 日本に輸出されるベトナム産食品の規格認証の現状と認識  

日本に輸出されるベトナム産食品には、どのような品質・食品衛生管理が行われているか、ま

た今後JFSの導入可能性がある食品にはどのようなものがあるのかを以下に示す。 

（１） 現地調査より 

① 日系総合商社（D社） 

日系商社として多くのベトナム産農産物を扱っており、同社では取引をしている水産加工品に

ついてはHACCP、ISO22000, BRC（認証機関はIntertekとSGS）を取得済である。また、養鶏用

資料の購入販売も展開しており、当該生産業者はGLOBAL G.A.Pを取得している（認証機関は

Bureau Veritas）。ベトナム国内向けであるが、コンビニエンスストアの弁当の製造と卸売も

請負っており、同食品加工工場はHACCPの認証を申請中である。規格認証ビジネスの参入には、

このほかに、取引条件として、農産物であれば、まず農家への販売先確保/補償を明確にし、

買取価格も保証するという対応が重要であると考えている。 

③  ベトナム企業（C社（2.4.3項参照））：コーヒー買付・加工販売・輸出 

同社で扱う輸出用の半数は日本向けであり、年間に4,5千トンを取扱っている。日本以外の輸

出先（米、独、オランダ等）に関しては、4C 、UTZ、フェアトレード認証の取得が顧客からの

条件となっている。日本向け製品にはこのような認証取得の条件がない一方で、頻度や項目の

観点から、検査がより厳しいと認識されている。日本へは残留農薬と品質が「A基準」を満た

すもののみが輸出されており、サンプリング及び分析を 1)契約締結、2)出荷時、3)船積時と

計3回も行うことが義務付けられている。 

（２） JFS認証導入の可能性のあるベトナムの農産物・食品業者の一例 

JFS認証導入と日本への輸出の可能性があるベトナムの農産物・食品について、日本の貿易パ

ートナーを模索する事業者42からヒアリングした一例を以下にまとめる。 

表 42 ベトナムの農産物・食品業者によって日本への輸出が検討されているベトナム農産物食品の一例 

（出典：JETRO:TTPPデータベースより作成） 

上記以外にも、独自の食品安全管理を行っているが、認証を持たずに製造を行っている事業者

                                                             
42JETRO 国際ビジネスマッチングプログラム：TTPP：Trade Tie-Up Promotion Program 

https://www.jetro.go.jp/ttpp/JAN.CL01_JAN?d_mode=res&category=01&disp_proj=990110100 

分類 商品 取得済認証・備考 

野菜の加工品 さつまいものフライ（揚げ）、カット（ダイス、ざく切り、スライ

ス）の上、冷凍 

ISO22000、HACCP、HALAL 

穀物・穀粉 ビーフン、ライスヌードル、ライスペーパー、タピオカ粉 ISO22000、HACCP、Non-GMOライスを使用 

果実の加工品 ライチのシロップ漬け缶詰 HACCP 

ナッツ類他加工

品 

コショウ（黒/白）のピンヘッド/パウダー 洗浄はASTA（英国）基準 

カシューナッツ AFI（米国） 

飲料 アラビカ/ロブスタ種の豆、挽き豆 フェアトレード認証 

ココナッツウォーター、ココナッツミルク（UHT殺菌） HACCP、Kosher、HALAL、ISO22000等 

ココアパウダー 企業独自の規格所有 

魚介類 エビ加工品 HACCP、HALAL 
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で、日本への製造品輸出を検討しているものには以下がある。 
 

（出所、同上） 

 

3.2.6 まとめ 

以上のとおり、ベトナム進出日本企業では現在JFS規格の認証を取得している企業はないもの

の、本社が主導して、海外支店での商業活動には、ベトナムでの国家規格・基準よりも厳しい

品質管理システムで取り組んでいるようである。 

ベトナム国内市場でも食品安全への関心が高まっていることは事実であり、小売業者にとって

安全性へのニーズは今後も上昇することが見込まれる。そのため今後、段階を経てJFSの認証

機関がベトナムに開設されれば、日越両国語での認証活動が盛んになり、両国において食品安

全への信頼性が高まると予想される。 

日本の食品事業者はもちろん、ベトナムの食品事業者にとっても認証取得が比較的容易である

規格AやBの取得から開始し、段階的に管理能力を高めることで、食品安全への取組が広がって

行くと思われる。今後の日本の取組がベトナムにおける食品安全マネジメント構築の指針とな

ることが期待される。 

  

分類 商品 

野菜の加工品 ピクルス、塩漬け野菜、スイートコーン、乾燥スイカ、湯葉、湯葉スティック、乾燥野菜（ニンジン、玉ねぎ、

キャベツ、キクラゲ） 

果物の加工品 パイナップルの缶詰・瓶詰、ピューレ、冷凍フルーツ（パッションフルーツ、リア地、ドラゴンフルーツ、マン

ゴー、パイナップル、バナナ） 

ナッツ類他加工品 コショウ、ハスの種、レッドチリ、ターメリックパウダー 

飲料 コーヒー、ココアパウダー 


