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本報告書は、 農林水産省の委託を受け、 アルゴリンクス株式会社が調査を行い、取りまとめたものである。 
アルゴリンクス株式会社は、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の付随的、あるいは
懲罰的損害及び利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じた
か否かにかかわらず、一切の責任を負うものではありません。これは、たとえ、アルゴリンクス株式会社がかかる損
害の可能性を知らされていた場合も同様とします。 
なお、食品、添加物等に関する国際的な基準及び許認可は頻繁に変更されており、信頼できると思われる各種情報に
基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。したがって、実際の利用に当た
っては、対象国の最新の情報をご確認ください。 
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フィリピン憲法（The 1987 Philippine Constitution）第2章 第15条において、『国家は国民の健康を守る権利を保護し、

促進し、国民の間に健康意識を植え付けるもの』と宣言しており、更に、第 16 章 第 9 条で、『国家は消費者を貿易上の

不正行為や規格外の製品や危険な製品から保護しなければならない』と規定している。 
 
これらの目的のために、国は、高いレベルの食品安全性を確保し、公正な取引を促進し、フィリピンの食品及び食品の

国際競争力を促進する「農場から食卓まで（Farm to Fork）」の食品安全規制システムを維持しなければならない。 
 
食品の安全性と国際貿易を管理する主な法律は、食品安全法（Food Safety Act of 2013）、食品医薬品化粧品法（Food, 
Drugs and Cosmetics Act：FDCA）及び農業漁業近代化法（Agriculture and Fisheries Modernization Act：AFMA）で
ある。フィリピンでの食品安全標準の策定と施行を担当する主な部門は、保健省（Department of Health：DOH）と農業

省（Department of Agriculture：DA）である。 
 
 フィリピンの食品規制は、一般的に、国際標準設定機関（FAO、WHO 及び Codex 等）と米国の推奨/助言に従っ

ている。 
 

1. 食品行政機構 
 
（1） 保健省（Department of Health：DOH） 
 
1963 年、食品、医薬品、化粧品の安全性と純度が保証するために、共和国法 3720（RA3720）又は「食品医薬品化粧

品法」（Food, Drug and Cosmetics Act）が制定され、一般に公開された。この法律の下で、フィリピン食品医薬品管理

局（Philippine Food and Drug Administration：PFDA）が保健省（Department of Health：DOH）の下に創設された。 
 
食品医薬品管理局（PFDA）の主な機能は、加工食品、医薬品、診断試薬、医療機器、化粧品及び有害な家庭用物質の

安全性、適切な取扱法、効能、純度及び品質を保証することである。PFDA は又、食品の偽装問題及びラベル表示を主

な注目点として、加工食品の製造及び販売の管理を監督し、輸入食品の監視についても責任を負っている。 
 
 食品規制及び研究センター（Center for Food Regulation and Research: CFRR） 
フィリピン食品医薬品管理局（Philippine Food and Drug Administration：PFDA）の食品規制及び研究センター（Center 
for Food Regulation and Research）が加工食品の安全性に責任を負い、農業省（DA）とその下にある様々な規制機関

が主要な農水産物に責任を負う。輸入食品及び農産物は全て、フィリピンの衛生および植物検疫規制を遵守しているこ

とが必要である。 
 
 検疫局（Bureau of Quarantine: BOQ） 
国際的な旅行や貿易への支障を最小限に抑え、国際的な影響力を持つ疾病の国際的な蔓延を防止するために、地域

的・国際的なネットワークを通じ、世界的に影響力のある感染症やその他の健康問題の効果的なサーベイランスと管理

対策、及びフィリピンにおける全ての入港地での強力かつ包括的な国家衛生プログラムを実施している。 
 
（2） 農業省（Department of Agriculture：DA） 
 
輸入された農産物及び食品の安全面と品質面を監視する主な規制機関は、農業省（DA）に所属する農業漁業基準局

（Bureau of Agriculture and Fisheries Standards：BAFS）をはじめとして、動物産業局（Bureau of Animal Industry：
BAI）、漁業水産資源局（Bureau of Fisheries and Aqua Resources：BFAR）、植物産業局（Bureau of Plant Industry：
BPI）である。 
 
 農業漁業基準局（Bureau of Agriculture and Fisheries Standards：BAFS） 
農業漁業基準局（BAFS）は、共和国法第 8435 号又は農業漁業近代化法（AFMA）の定めるところにより、1997 年に最

初に設立された。その主な責務には、新鮮な一次農産物や水産物の加工、保存、包装、ラベル表示、輸入、輸出、流通、
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宣伝における品質標準の策定と施行が含まれている。 
 
農業漁業基準局（BAFS）は又、食品の安全性、貿易標準及び行動規範に対して科学的根拠を確立するための支援を

提供し、それらを国際的に受け入れられている標準及び実施基準と整合性を持たせる。このため BAFS はコーデックス

（Codex）の全国調査ポイントとしての機能を持ち、食品安全の国際的な動向に関する情報の監視と普及を担当してい

る。 
 
 動物産業局（Bureau of Animal Industry：BAI） 
共和国法第 3639 号（Act 3639）は、動物産業局（BAI）を設立し、フィリピンにおける家畜、家禽製品、肉製品、乳製品、

動物飼料及び動物用品の製造、輸入、ラベル表示、広告、流通及び販売における品質標準を規定する権限を BAI に賦

与した。BAI は又、国内の動物や動物製品の流れを規制することにより、伝染性動物疾患の予防、管理、封じ込み、根

絶を担当している。 
 
 国家食肉検査部門（National Meat Inspection Service：NMIS） 
大統領令第 7 号は、国家食肉検査委員会（National Meat Inspection Committee：NMIC）に、マーケティングの様々な

段階を通じて家畜、肉、肉製品の生産後のフローを管理する政策と手続きを実施することを許可した。NMIC は食肉処

理場及び食肉施設の運営を監督し、食肉の死亡前及び後の調査を行う。NMIC の食肉輸入/輸出部門は、輸入又は輸

出可能な肉及び肉製品が許容可能な条件及びシステムの下で生産されていることを確保している。 
 
2004 年 6 月、国家食肉検査法（National Meat Inspection Code）として知られている共和国法 9296 が署名されて法

律となり、2005 年 10 月にその実施規則と規制が発布され、NMIC は、国家食肉検査部門（National Meat Inspection 
Service：NMIS）と正式に改称された。特定の NMIC 機能を地方自治体に移管する法律が、フィリピンの食肉検査法を

国際的な標準と整合性を持たせるために作成された。 
 
BAIが動物の健康の観点から生きた動物と肉の両方の輸入を管轄する一方、NMISがフィリピンへの生鮮、冷蔵及び冷

凍の肉と家禽の輸入について食品の安全性と品質に関する規制を実施する。 
 
 漁業水産資源局（Bureau of Fisheries and Aqua Resources：BFAR） 
国の漁業及び水産資源の開発、改善、管理、保護に責任を負う政府機関である。共和国法第8550号「フィリピン漁業法

（Philippine Fisheries Code of 1998）」により、DA に属する局として再構成された。漁業規制検疫部・外国貿易課は、魚

類及び水産物の輸入に関する商品通関許可（輸入許可）等の要件を発令する。 
 
 植物産業局（Bureau of Plant Industry：BPI） 
大統領令第 1433 号又は植物検疫法（Plant Quarantine Law）は、BPI を通じて DA に果物や野菜等の輸入及び輸出

可能な植物製品の検査、認証及び/又は対応措置を実施する権限を賦与している。又、外来の害虫の国内への侵入や、

既存の植物の害虫の更なる拡大を防ぎ、植物、植物製品、規制製品の輸出に対する植物検疫対策の実施を BPI に義

務付けている。 
 
 

2. 関連法令 
 
(1) 食品安全法（Food Safety Act of 2013） 
 
食品安全法（2013 年）、別名共和国法第 10611 号は、国内の安全規制制度の強化を目的としてフィリピン国会を通過

し、保健省（DOH）と農業省（DA）はここに以下の規則を共同で採択し、公布した。 
 
同法は、食品事業者及び政府による食品安全保証責任を規定しており、保健省（MOH）及び農業省（DA）の下、各食品

安全規制機関（Food Safety Regulatory Agencies: FSRAs）の間で食品安全規制を実施することに関する政府責任を

明示している。又、ある食品が危険であるかどうか、健康に有害であるかどうか、食用に適さないかどうかを決定するた
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めの基準及び検討事項などを含む、食品安全の基本原則の概要も示す。 
 
同法は更に、食品安全規制の根拠として科学に基づいたリスク分析を使用することを定める。特に、コーデックス規格

が存在する場合には、コーデックス規格が消費者を保護するための必要事項と矛盾する場合、及び講ずるべき措置に

対して科学的裏付けが存在する場合を除いて、その採用を提唱している。 
 
 
(2) 食品医薬品管理法 
 
共和国法 Republic Act No. 3720 として知られているフィリピン共和国の主要な食品法である。 
 
同法は「食品、化粧品の安全性及び純正度、及び国民が利用する医薬品及び医療機器の安全性、有効性、品質を」確

保することを目的に制定されており、保健省（MOH）に、食品規格品質評価方法の設定、清潔で安全な食品供給のため

の対策等の規制政策の施行の権限を与えている。 
 
同法は更に、食品医薬品局（FDA）に法の運営及び施行の責任を委譲しており、食品並びに医薬品の安全性に関する

規定、規則及び規格の策定、及び食品及び医薬品の健康及び栄養強調表示に関する一般規格ならびにガイドライン等

の策定を委託している。 
 
 
(3) 農業漁業近代化法（Agriculture and Fisheries Modernization Act：AFMA） 
 
共和国法 Republic Act No. 8435 として知られているフィリピン共和国の主要な農業漁業近代化法であり、同法の主旨

としては、以下の通りである。 
 農・水産業を資源ベースの産業から技術ベースの産業へと転換させることにより、農・水産業の近代化を図る。 
 資産、資源、サービスへの公平なアクセスを確保し、高付加価値作物、付加価値加工、アグリビジネス活動、農業工

業化を促進することにより、農・水産部門、特に小規模農家や漁業者の利益と所得を向上させること。 
 常に全ての人への食料のアクセス性、利用可能性、安定供給を確保する。 
 協同組合、農民・漁民組合、企業、核農園、連結農場の組織化を通じて、農業・漁業活動、グループ、機能及びその

他のサービスの水平的及び垂直的な統合、統合及び拡大を奨励し、これらの事業体が規模の経済の恩恵を受け、

より強い交渉上の立場を与えられ、より集中的で効率的かつ適切な研究開発努力を追求し、専門的な経営者を雇用

することを可能にすること。 
 
 
(4) フィリピン国家規格（Philippine National Standard：PNS） 
 
個別食品規格の観点からは、通商産業省（Department of Trade and Industry：DTI）、製品基準化局（Department of 
Product Standard：DPS）が策定するフィリピン国家規格（PNS）が重要な位置を占めている。全産業を対象とした ISO
準拠の国家規格の枠組みの中にある。原則任意な規格であり、公的認証の取得により、認証マークの表示が可能とな

る。 
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