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はじめに－JAS制度と有機JASについて学ぶにあたって 

 

JAS制度は品質や特別な生産方法を保証する 

JASマークは、日頃使っている加工食品や調味料、野菜飲料など多く

の食品の包装に表示されている。このマークは、飲食料品などが一定の

品質や特別な生産方法で作られていることを保証するマークである。

このマークがつくことで、品質への信頼感や特別な生産方法で作られ

たという付加価値などが商品に付与されて、製造者側としては商品が

流通、販売しやすくなり、買う側からしても安心して買うことができる

など、売る側、買う側の双方にメリットがある。 

 

品質改善と公正な取引目指し、戦後まもなく誕生 

JASとは、Japanese Agricultural Standard の頭文字をとったもので、「日本農林規格」と呼ばれる。この

制度は、農林業の生産物を原料にして加工された飲食料品などを対象とした、生産管理と品質表示に関する制

度で、「日本農林規格等に関する法律」、通称「JAS法」によって、そのルールが定められている。  

この法律は、第二次世界大戦が終わって 5 年後の 1950（昭和 25）

年に制定された。世の中にはまだ戦争の爪痕が深く残り、経済も混乱

していた時期である。物資も不足していて、いい加減な原料や作り方

で作った多くの「まがい物の食品」が横行し、健康被害なども度々起

こっていた。 

そこで政府では、農林物資の品質を改善し、その取引も公正に行わ

れるように強力に指導することが必要と考え、先の法律を作って JAS

制度を発足させたのである。 

 

有機 JASは JAS制度から枝分かれした規格制度 

 さて、本テキストでこれから学んでいく有機 JAS 制度は、この JAS 制度から枝分かれした一つの規格制度

で、環境保全に配慮した有機栽培、有機飼育の方法で生産した農畜産物やその加工品、そして家畜のエサ（飼

料）を対象に認証するものである。 

その規格は、栽培するほ場の条件や使用できる肥料などの農業用資材など、かなり細かく生産方法について

決められ、この認証を受けるのは簡単なことではないが、認証を受けると商品に有機 JAS マークをつけること

ができる。このマークがつくと有機農畜産物、オーガニック食品などとして表示し、宣伝も堂々とできること

から、メリットは大きいといえる。 

 

 

  

図 2 JAS の由来と意味 

図１ JAS マークの例 

図 3 有機 JASマーク 

日本 農林 規格 
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近年、「規格による格付け」がトレンドに 

 とはいえ、日本国内では有機農業に対する評価や認識が、欧米諸国などに比べるとまだ低いのが現状である。

このテキストでは、そうした有機農業や有機農産物、オーガニック食品をめぐる世界や日本の状況も踏まえな

がら、有機 JAS 制度の役割と今後の展望について見ていきたい。 

 有機 JAS制度に限らず、近年、国や地方自治体、業界団体などが独自にさまざまな規格による認証制度を作

っており、それがトレンドとなりつつある。今なぜこうした「規格による格付け」や「ブランド化」が求めら

れ、今後これらをどのように活用していったらいいのかについても考えていきたい。 

  



3 
 

第 1章 世界と日本の有機食品市場と有機農業 

  

1 世界の有機食品市場の現状 

 

1.1 世界に比べて成長が遅い日本の有機食品市場 

日本でも有機食品の市場規模が広がりを見せ、農林水産省の統計によると、2009（平成 21）年に 1300 億円

だった市場は、8年後の 2017（平成 29）年には 1850億円へと 1.4倍に成長している（表 1参照）。とはいえ、

世界と比較すると、日本の有機食品の売上高の割合はまだわずかなものである。 

 

表 1 日本の有機食品市場規模の推移 

 

 

  

1.2 欧米中心に大きく伸びる有機食品市場 

一方、世界の有機食品市場規模は年々大きく伸び、2016（平成 28）年では約 897億ドル（約 9.9兆円/１ド

ル＝110円）になる（図 4参照）。最近の資料では、2018（平成 30）年に初めて 1000億ドル（約 10兆 6000 億

円）を超えている。国別に見ると、アメリカが突出しており、世界全体の 46%を占め、次いでドイツが 11％、

3 位がフランスで 8％となる（図 5参照）。ドイツやフランスでは有機専門でない通常の小売店での売上が近年

上昇傾向にある。このように北米とヨーロッパの国々で世界の有機食品売上の約 90%を占める。アジアでは経

済成長の著しい中国が 7％と、フランスに次いで 4位になっている。 

1 人当たりの年間有機食品消費額で見ると、日本人の消費額はわずか 8ユーロ、ドルで換算すると約 8.7ド

ル、日本円だと 1,000 円にも満たない金額である。一方、アメリカ人は 121ユーロ（132ドル、日本円で 15,000

円ほど）で、日本人の 15倍、消費額１位のスイス人に至っては 274 ユーロ（約 299ドル、日本円で 33,000 円

ほど）で、なんと日本人の 33 倍にも上る（図 6参照）。 

 

（農林水産省資料「有機農業をめぐる我が国の現状について」より） 
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図 4 世界の有機食品売上の推移 

図 5 国別の有機食品売上額の割合（2016 年） 

図 4～6 （農林水産省資料「有機農業をめぐる我が国の現状について」より） 

＊FIBL & IFOAM 「The World of Organic Agriculture statistics & Emerging trends 2018」ほかをもとに作成 

（農水省農業環境対策課） 

図 6 1人あたりの年間有機農産物 

消費額 
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2 世界の有機農業の現状 

 

2.1 10年前に比べて農業者数 22倍、面積 18倍に拡大 

このように急速に拡大する市場に合わせ、世界の有機農産物の生産も拡大してきている。2017（平成 29）年

の世界の有機農地面積は約 7,000 万 ha で、この 17 年間で 5.3 倍に拡大している。これは世界の農地面積の

1.4%に相当する（国際有機農業運動連盟(IFOAM)・スイス有機農業調査研究所(FIBL)「世界の有機農業 2018 年

版」より）。 

2016（平成 28）年の認証有機農業者

数は世界で 273 万人、有機認証ほ場は

5,782 万 ha で、10 年前に比べて農業

者数で 22倍、面積で 18 倍まで増えて

いる。 

国別に見ると、有機ほ場の比率が国

内農地の 10%以上を占める国は 15 カ

国にも及ぶ。比率的にも面積的にもオ

ーストリアは 21.9％（27,145 千 ha）

と群を抜いているが、有機農業が盛ん

な欧米諸国ではスウェーデンが 18.0％

（552 千 ha）、イタリアがで 14.5％

（1,796 千 ha）、スイスが 13.5％（141

千 ha）となっている。 

一方、アメリカの場合は面積として

は 2,031 千 haと広いものの、広大な全

農地面積からすると比率では 0.6%程度と低くなる。同じく、中国も面積としてはオーストラリア、アルゼンチ

ンに次いで 2,281 千 ha とアメリカ（4 位）を超える 3 位であるが、比率は 0.4％と低くなっている（図 7 参

照）。 

 

2.2 日本の有機農業の耕作面積は全体の 0.2%程度 

日本の有機農業の耕作面積は統計上わずか 1 万 ha で、耕作地の 0.2%程度に過ぎない。コメのわずか 0.1%、

野菜でも 0.35%しか有機 JAS の認証を受けていないのが現状である。後で述べるように、上記の面積の数字に

は含まれていない分があるが、どちらにせよ圧倒的に少ないことに変わりはない。 

 

2.3 野菜を主体とする畑や水田、茶畑の多い日本 

日本と世界の有機農地面積の土地利用は、だいぶ異なる（図 8 参照）。日本は田畑がほとんどを占めるが、

世界は 3 分の 2 が草地・放牧地である。最大面積のオーストラリアを含むオセアニアでは、ほとんどすべてが

永年草地であり、アジアやヨーロッパ、北米では耕地が約半分となっている。このうち耕地で栽培される農産

物としては、穀物 37%、牧草（放牧地を除く）23%、菜種 10%、豆類 8%、野菜 6%と続く。 

（農林水産省資料「有機農業をめぐる我が国の現状について」より） 

＊FIBL & IFOAM 「The World of Organic Agriculture statistics & 

Emerging trends 2018」ほかをもとに作成 

（農水省農業環境対策課） 

図 7 各国の有機農業の実施面積と面積割合（2016年） 
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日本は野菜を主体とする畑や水

田、茶畑が多く、単純に面積だけで

比較はできないとはいえ、日本と

は桁違いの格差があることから、

やはり有機農業の推進の点で欧米

諸国に比べて大きな遅れをとって

いることは間違いない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 日本の有機農業のあゆみ 

 

3.1 高度経済成長期の農業「近代化」への対抗 

日本における有機農業運動の歴史

は、1950 年代半ばから 1970 年初頭ま

で続いた高度経済成長期の弊害が顕

著に現れてきた 1960年代後半ごろか

ら始まる。 

高度経済成長期には重工業をはじ

めとして日本の工業生産が大きく発

展。経済規模も大きく拡大し、国民の

消費意欲も一気に高まりを見せた。

農業分野でも 1961（昭和 36）年に制

定された「農業基本法」による農業の

「近代化」の号令のもと、ほ場が大区

画に整備され、機械の導入や化学肥

料・農薬など多くの農業資材の投入

が図られた。その結果、農業生産の効

率が上がって農業収入も増えることになったが、一方で機械化や購入資材の増加によって生産コストも急上昇

した。そして、化学肥料の投入で土壌の疲弊がはじまり、生産する農産物も農薬漬けとなり、農産物の味や安

全性に疑問が持たれるようになった。また、農薬散布による農家の健康被害や生態系への悪影響が問題化した。 

 

  

図 8 各国の有機農業面積に対する地目別面積の割合（2016年） 

高度成長期の「農業の近代化」政策の弊害 

 

1961（昭和 36）年 「農業基本法」制定 

→生産の効率化により農業収入の増加（サラリーマン並み）を目

指す 

＜政策＞ 

・ほ場の大区画化と農業機械の導入 

・農業資材（化学肥料・農薬など）の多投 

＜弊害＞ 

・生産コストの急上昇（機械化貧乏など） 

・化学肥料投入による土壌の疲弊（農産物の味と栄養の低下） 

・農産物の農薬汚染（農産物の安全性への疑問） 

・農薬散布による農家の健康被害や自然生態系への悪影響 

（農林水産省資料「有機農業をめぐる我が国の現状について」より） 

＊FIBL & IFOAM 「The World of Organic Agriculture statistics & 

Emerging trends 2018」ほかをもとに作成 

（農水省農業環境対策課） 
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3.2 少数精鋭の運動から制度としての有機農業推進へ 

こうした動きの中で、全国で有機農業に取り組む先進的な農家が集まり、1972（昭和 47）年に日本有機農業

研究会が発足する。しかしながら、1980年代半ばまでは、「有機農業」という言葉自体は一般にあまり知られ

ていなかったのも事実で、全国に点在する数少ない有機農業者たちは地道に努力を積み重ねてきた。 

それから 20 年あまりが経過し、関係者の努力により 2006（平成 18）年に有機農業推進法が衆参両院で全会

一致のもとに成立した。現在、日本ではこの法律を前提にして、国が有機農業を推進するための基本方針を立

て、都道府県単位で推進計画が立てられ、有機農業の推進が図られている。そして、「有機農業モデルタウン

事業」など自治体と農業者、消費者が協働・連携した取り組みが見られるようになり、次第に有機農業は面的

な広がりをみせるようになってきた。 

 

3.3 有機農業による地域活性化の取り組みも 

同時に、地元で生産した農産物を地元で消費する「地産地消」の動きとの連携もすすみ、たとえば千葉県い

すみ市では、全国で初めて 2017（平成 29）年の秋から学校給食用のお米すべてを地元産の有機コシヒカリに

切り替えている。「安全なお米を子どもたちに食べさせたい」との市長や市の職員の熱意が農家を動かし、生

産量はわずか 4 年で 240kg から 50 トンに拡大し、小学校 10 校、中学校 3 校の約 2300 人分を供給している。

このほか、地元で製造する豆腐や日本酒、製麺、醸造などの地場産業とつながり、地元で有機栽培した原料を

使った商品開発なども取り組まれ、有機農業による地域活性化も行われるようになってきた。 

 

    

レイチェル・カーソン『沈黙の春』（1962 年）と 

アルバート・ハワード『農業聖典』 (1940 年／1959年日本語版） 

図 9 有機農業運動に影響を与えた本 



8 
 

表 2 有機農業の歴史 

年代 主なできごと 

1930年代 福岡正信、岡田茂吉が自然農法開始 

1940（昭和 15）年 アルバート・ハワード『農業聖典』 

1940年代 日本で農薬、化学肥料の普及開始 

1950年代 高度経済成長はじまる。公害の深刻化（水俣病 四日市ゼんそく等） 

1959（昭和 34）年 アルバート・ハワード『農業聖典』日本語版発刊 

1961（昭和 36）年 農業基本法の制定（化学肥料や化学合成農薬の使用推進など） 

1962（昭和 37）年 レイチェル・カーソン『沈黙の春』発刊 

1971（昭和 46）年 日本有機農業研究会(JOAA)発足 

1972（昭和 47）年 ローマクラブ『成長の限界』、国際有機農業運動連盟（IFOAM）設立 

1975（昭和 50）年 有吉佐和子『複合汚染』、福岡正信『わら一本の革命』発刊 

1987（昭和 62）年 有機米の公認(特別栽培米) 

1990年代 有機農業・減農薬農業の研究盛んに 

1991（平成 3）年 有機栽培のガイドライン制定 

食料・農業・農村基本法制定 

1992（平成 4）年 農林水産省「新しい食料・農業・農村政策の方向」で環境保全型農業提唱 

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」策定 

1999（平成 11）年 持続農業法制定、エコファーマー制度の開始 

2000（平成 12）年 有機 JAS 制定 

2006（平成 18）年 有機農業推進法制定 

2008（平成 20）年 有機農業総合支援対策事業の開始 

2011（平成 23）年 環境保全型農業直接支援対策の開始 

2015（平成 27）年 多面的機能発揮促進法施行（日本型直接支払制度開始） 

2016（平成 28）年 「有機農業の日」制定 
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4 日本の有機農業の現状 

 

4.1 有機 JAS認証を未取得の有機農業農地が増加 

2017（平成 29）年度の有機農業の実施面積は約 2 万 3 千 ha と、2009（平成 21）年度の 1 万 6 千 ha と比べ

ると 7年間で 43%増えている。これは全農地面積の 0.5％にあたる（図 10参照）。 

前出の 0.２％と開きがあるが、前出の出典は国際有機農業運動連盟(IFOAM)とスイス有機農業調査研究所

(FIBL)が公表した「世界の有機農業 2018 年版」によっており、正式に有機 JAS 認証を受けている農地の面積

のみがカウントされている。 

つまり、有機 JAS 認証農地の面積の比率はあまり変わっていないのに対し、有機 JASを取得せずに有機農業

を展開している農地の面積が増えていることがわかる。 

 

 

 

 

 

  

（農林水産省資料「有機農業をめぐる我が国の現状について」より）  

図 10 有機農業の取組面積（全国合計） 
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4.2 面積割合では島根県、石川県で有機農業が盛ん 

都道府県別に有機 JAS 農地面積（2017(平成 29)年 4月現在）をみると、北海道が圧倒的に多く、全体の 2 割

を占める。次いで鹿児島県、熊本県と続く（図 11参照）。 

面積割合（普通畑）で見ると、早くから県として有機農業推進を中山間地農業の重要な柱として位置付けて

いる島根県や、180ha という大規模な農地で 30 年前から有機農業を実践してきた株式会社金沢大地という法

人があり、また市を挙げて自然栽培米を推進する羽咋市がある石川県が高くなっている（図 12参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 有機 JAS 取得農地面積(H28各県別) 

図 12 有機 JAS 取得農地が各都道府県の耕地面積に占める割合（H28普通畑） 
（図 11・図 12 農林水産省資料「有機農業をめぐる我が国の現状について」より） 
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4.3 有機農業農家の有機 JAS認証取得割合は 3分の 1 

 農林水産省が 2010（平成 22）年度に行った有機農業基礎データ作成事業での推計結果によると、全国で有

機農業に取り組む農家数は 12,000 戸あまり。そのうち有機 JAS を取得している農家戸数は 4,000 戸で、残り

の 8,000 戸あまりの農家が有機 JAS を取得していないとしている。 

都道府県別に見ると、有機農業に取り組む農家数のトップ 5は長野県、福島県、熊本県、群馬県、島根県の

順となり、全農家数に占める有機農家数の割合では鳥根県が最も高くなっている。一方、有機 JASを取得して

いる農家戸数をみると、かなり順位が入れ替わる。トップ 5を見ると、１位から順に北海道、鹿児島県、熊本

県、新潟県、山形県となる（図 13参照）。 

 

 

 

 

 

5 日本で有機農業が進まない理由 

 

5.1 温暖多雨で雑草や害虫、病原体の活動が活発 

なぜ日本では有機農業が欧米諸国のように急速に浸透しないのか。それにはいくつか理由が考えられる。 

まずは日本の気候である。緑豊かな日本であるが、温暖で雨も多いため、乾燥気候の欧米やオセアニアの諸

国とは違って、雑草や害虫、病原体の活動が活発になるため、どうしても農薬に頼らざるを得ない場面が多く

なる。このことが有機栽培を難しくしている大きな要因である。 

 

5.2 消費者が農産物の色合いや形状にうるさい 

また、消費者が農産物に対する色合いや形状に対して高いレベルの要求をしがちなことも理由の一つといえ

る。有機農産物がごく普通にスーパーなどに並んでいる欧米の市場を見ると、有機栽培であること自体を優先

し、形の不揃いや色合いなどにはこだわらないという消費者の意識が浸透している。 

さらに、有機農産物に求める意識の問題を指摘する専門家もいる。それによると、日本の有機農産物は、「お

図 13 都道府県別有機 JASを取得している農家戸数（H28） 
（農林水産省資料「有機農業をめぐる我が国の現状について」より） 
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いしい」とか、「体によい」とか、消費者にとってのメリットが重視されているという。それに対して、ヨーロ

ッパでは「環境によい」ことが重視され、有機農業の社会的役割について国民の間にきちんとした共通認識が

ある。その結果、それを支援する国や EU のような連合体、地方自治体の農業政策がしっかりしていて、農家

が誇りを持って有機農業に取り組むことができる環境が整っているといえるだろう。 

 

 

 

  

 

5.3 有機 JAS認証取得の負担が大きい 

 一方、有機 JAS 認証にかかる手間と経費の問題も無視できない。有機 JASに限らず、多くの認証制度は厳し

い基準や規格をクリアしなければ簡単には認証されない。したがって、これまで通常通りやってきたことをす

べて見直し、認証制度の基準や規格に合わせていかなければならない。しかも、その生産行程の管理や格付の

表示などについて細かく記録する必要がある。 

また、登録認証機関による検査の際には、ほ場ごとの現地調査にも立ち会わなければならない上に、申請費

用や書類審査費用、現地検査費用、報告書作成費用などに加え、検査員の交通費や日当、宿泊費なども負担し

なければならない。 

このように手間と経費の負担が大きいため、有機農産物を生産しているにも関わらず、申請に二の足を踏む

農家も少なくない。 

 

  

図 14 アメリカのオーガニック野菜売り場 

欧米では形の不揃いや色合いなどにはこだわらない消費者の意識が浸透している  
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6 有機 JAS認証制度の役割 

 

6.1 有機 JAS認証制度制定の背景 

有機農業が環境農業政策として強力に推進されてきた欧米諸国では、早い時期から有機食品の認証制度が実

施されてきた。EUでは 1991（平成 3）年に有機農産物に関する統一指令を発表し、それを受けて EU 加盟各国

では 1993（平成 5）年から各国で法制化が行われた。 

一方、日本では 1992（平成 4）年 10月に農林水産省から 「有機農産物等に係る成果物等特別表示ガイドラ

イン」が定められた。しかし、この中では有機農産物に関する正確な定義が示されなかったため、市場には不

適切な表示が見られたり、生産基準の不統一があったりして混乱が生じることになった。そこで、有機農産物

などの品質を保証する基準を明確に定めるために誕生したのが、有機 JAS認証制度である。 

その成立の経過を辿ると、1999（平成 11）年 7月に JAS 法が改正され、有機農産物と有機農産物加工食品に

ついて、その生産や製造方法について認証を受けたもののみが製品に有機 JASマークと「有機」の名称表示を

つけて販売できることが決まった。 

この改正に基づいて 2000（平成 12）年 1月に「有機農産物の JAS」が制定され、統一基準が定められること

になった。 

 

6.2 有機 JAS認証を取得するメリット 

有機 JAS 認証を取得する最大のメリットとして挙げられるのは、法律や国際規格に基づいた信頼性が担保さ

れることである。たとえば、大きな有機宅配組織や都市部のデバート、スーパーのチェーン店などに出荷する

際は、「この商品は有機農産物である」ということを証明する意味で有機 JAS認証を求められることが多い。 

さらに有機 JAS 認証制度は国際的な認証制度として認識されている制度であるため、EU 諸国やアメリカな

どの JAS 制度と同等とされる制度が定められている国に対しては、有機農産物やその加工品として輸出も可能

となる。このように一定の量を求められる販売者や流通業者などを相手にする際には、必須の条件となること

が多い。 

 

6.3 信頼性が強力に担保された制度 

なお、有機 JAS認証制度の信頼性を確保するために、その信頼を傷つけるような違反行為（例としては、有

機農産物でないものに「有機 JASマーク」の貼付、有機農産物でない材料を使った加工品に「有機 JAS マーク」

の貼付、化学肥料を使った用土で育てた苗を使ったものに「有機 JASマーク」の貼付など）を故意に犯したよ

うな場合は、認証機関から認証を取り消され、改善命令とホームページでの公表という処置がなされる。程度

によっては懲役や罰金刑が科せられる場合もある。それだけ、信頼性が強力に担保されている制度である。 
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7 有機 JAS制度を補完する地域認証 

 

7.1 増える地域認証制度 

有機 JAS 制度の普及がなかなか浸透していかない一方で、近年、それを地域単位で補完していくような「地

域認証」制度が増えてきている。この取組主体は、都道府県や市町村から NPOまでさまざまなレベルが存在す

る。 

この認証制度の特徴は、その地域独自の自然条件や地域資源、たとえば原材料や生産・加工技術、歴史や言

われなどを活かして生まれた農産物や食品に対し、第三者機関が独自の基準をつくって認証する点にある。こ

れらの中には、特定の地域で生産・加工される産物の、その地域ならではの味や品質、安全性や安心感、さら

には文化性まで保証する優れた認証制度が数多くある。 

 

7.2 有機農業の裾野を広げる地域認証制度 

有機 JAS に類似した安全性を担保した制度の

事例としては、福井県池田町に農業公社が運営す

る「ゆうき・げんき正直農業」がある。 

この制度では、「池田町民の生活の中にある昔

から受け継がれてきた少量多品目栽培の工夫、保

存食文化を支える畑づくりを最大限に学ぶこと

につとめ、化学養分を多量に吸収するメタボ野菜

ではなく、肥沃な土壌にしっかりと育った質実剛

健で生命力のある野菜づくりを目指しています」

と、その理念を定めている。 

栽培基準は「金色」「赤色」「黄色」の３段階の

レベルがある。「金色」は 3 年間連続して農薬や

化学肥料を使用していない畑で、どの作物にも農

薬・除草剤・化学肥料を一切使わないこと。「赤

色」はどの作物にも一年間、農薬・除草剤・化学

肥料を一切使わないこと。そして、「黄色」は作物

ごとに農薬は 1 回まで、除草剤・化学肥料は一切使わないことを条件とする。これらの栽培基準をクリアする

とそれぞれの基準に相当する色の「ゆうき・げんき正直農業のシール」を貼って出荷することができる。 

2000 年の発足当初に比べ、近年は化学合成農薬も化学合成肥料も一切使わない畑が大きく増えてきたとい

う。この例を見ると、地域認証が有機農業の普及に役立っていることがわかる。 

 

 

7.3 地域認証は国の制度ほど時間と経費がかからない 

このほかにも、地域認証の優良事例として福島県二本松市東和地区の「ゆうきの里東和ふるさとづくり協議

会」 という民間団体による「東和げんき野菜認証」制度がある。この地区では、地元の畜産農家と連携し、14 

種類の原料をベースにしたオリジナル堆肥の「げんき 1 号」を製造。それを使って栽培した農産物について、

それぞれの栽培基準をクリアすると、基準に相当する色の「ゆう

き・げんき正直農業」のシールを貼って出荷することができる 

図 15 ゆうき・げんき正直農業のシール認証基準 
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「土壌分析の実施」や「使用農薬の削減」、「栽培履歴の記録 提示」、「EU 基準を参考とした葉物硝酸イオンの

残量の確認」、「農産物の放射性物質の測定と情報公開」の 5項目の基準を設け、すべての項目をクリアした農

産物を「東和げんき野菜」として独自に認証し、げんき野菜シールを貼付して販売している。  

こうした有機農産物に関する地域認証は生産者にとっては、国の認証制度よりも時間と経費がかからないと

いうメリットがある。また、販売面でも、栽培方法や品質について制度的に保証されることによって、購入者

に安心感や信頼感を持って商品を選んでもらえるという強みがある。 

 

8 「持続的な開発」にとっての有機農業の役割 

 

8.1 国連が採択した「持続可能な開発目標」 

現在、世界では、気候変動による自然災害の多発や、貧困や飢餓、紛争や難民問題、人種差別やジェンダー

など、さまざまな問題が山積している。こうした多くの問題を各国が協力し合って解決して行こうと、2015（平

成 27）年 9月、ニューヨークの国連本部で「持続可能な開発サット」が開催され、「持続可能な開発目標」が、

日本を含む 150 を超える加盟国首脳の参加のもとで採択された。 

「持続可能な開発目標」（Sustainable Development Goals）は、通常、その頭文字をとって「SDGs」と言わ

れる。これは 2030年に向けての国際的な目標であり、そこでは、国連に加盟するすべての国が、貧困や飢餓、

エネルギー、気候変動、平和と公正などの問

題の解決に向けて努力し、持続可能な世界を

実現するために力を尽くすべきことがうた

われている。 

具体的には 17 の目標と 169 のターゲット

が掲げられており、全体としては地球温暖化

を引き起こし、自然や生活環境を悪化させ、

貧富の格差を拡大する「経済成長至上主義」

の考え方を改め、「真の豊かさとは何か」を見

つめ直していくことを訴えている。 

食料・農業に関連する分野では、すべての

国がともに人びとの健康的な生活を確保し、

持続可能な農業を促進して安全な食料を確

保し、自然生態系を保全し、生物多様性を維

持していくべきことが目標とされている。そ

のために、地域資源を活かし、地域の環境を

保全する有機農業が、これらの目標の達成に

向けて果たしていける役割は大きいといえ

る。 

国際有機農業運動連盟（IFOAM）では、SDGs

が掲げる目標の 4つについて、有機農業が果た

すべき役割をアピールしている（図 16 参照）。 

国際有機農業運動連盟（IFOAM）では、SDGsが掲げる目標の 4つに

ついて、有機農業が果たすべき役割をアピールしている  

(農林水産省資料「有機農業をめぐる我が国の現状について」より） 

図 16 有機農業と SDGsの関係 
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8.2 日本政府も SDGsアクションプランを立案 

日本国内でも、こうした動きを受けて、2016年 5月に首相官邸内に首相を本部長とする「持続可能な開発

目標推進本部」が立ち上がり、2016年 12月には「持続可能な開発目標（SDGs）実施指針」を閣議決定。この

中では日本政府として、以下の 8つの優先課題を取り上げ、各省庁が施策を立案し、政府全体として連携しな

がら課題解決に向けて総合的、効果的に取り組んでいくことが宣言されている。 

＜優先課題＞ 

(1) あらゆる人々の活躍の推進。 

(2) 健康・長寿の達成。 

(3) 成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション。 

(4) 持続可能で強靱な国土と質の高いインフラの整備。 

(5) 省・再生可能エネルギー、気候変動対策、循環型社会。 

(6) 生物多様性、森林、海洋等の環境の保全。 

(7) 平和と安全・安心社会の実現。 

(8) SDGs実施推進の体制と手段。 

これらの実施指針をもとに、毎年政府としての「アクションプラン」が立てられているが、有機農業につい

ては、（3）と（6）の優先課題の中に位置付けられている。 

 

8.3 「JAS・認証の戦略的活用」が優先課題 

まず、（3）の「成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション」においては、「農業の成長産業化」

が掲げられている。そのための方針として「有機農産物安定供給体制の構築」が挙げられ、「世界的に市場拡

大の続く有機農業に取り組む自治体のネットワーク構築と有機農業の面的拡大等を支援」することが盛り込ま

れている。 

また、「JAS・認証の戦略的活用」も方針として掲げられ、「事業者等からの申出に基づき、事業者や地域の

創意工夫を活かした多様な価値・特色のある JAS の制定・活用を推進」することも盛り込まれている。つまり、

世界市場にも輸出できるような高品質・高付加価値の農産物や加工食品を生産していくために、JAS制度を多

様化し、その規格をブランド化のために積極的に活用していこうということである。 

 

8.4 「有機農業・環境保全型農業の拡大」も優先課題に 

一方、（6）の「生物多様性、森林、海洋等の環境の保全」においては、「気候変動・生物多様性に配慮した持

続可能な農林水産業の推進」として、「有機農業・環境保全型農業の拡大」が掲げられている。その方策とし

て、「地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い有機農業等の拡大のため、有機農業の推進に関する基本

的な方針を定め、有機農業者等の支援、流通・販売面の支援、技術開発等の促進、消費者の理解の増進等を推

進するとともに、持続農業法に基づき環境保全に資する農業技術の導入を促進」するとあり、環境を保全する

有機農業を推進していくとしている。 

 以上のように、持続可能な社会の実現のために、今まで以上に有機農業に対する期待が高まっている。 
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第 2章 JAS制度 

 

1 JAS制度の背景と枠組み 

 

1.1 JASの制定と役割 

JASは食品や農林水産分野において、国内の市場に出回る食品や農林水産物の品質や仕様を一定の水準に揃

えることを目的に、農林水産大臣が定める規格である。この規格を定めた JAS 法の制定（1950／昭和 25 年）

から 70 年あまり経った今日では、国内における JAS の影響力と信頼性はとても高く、あらゆる面で社会経済

システムにも浸透している。 

たとえば、自衛隊の緊急時の非常食には「JAS に適合すること」との通則があり、また学校給食用の食材に

ついても「JASに適合する食材の購入を行うこと」との規程がある。また、公共建築の工事などでも JASに適

合した建築資材を使用することが調達基準になっている。 

そのほか、食品表示基準を見ても、たとえば醤油で「超特選」や「特選」などの表示ができるのは、醤油が

JAS認証の製品であることが前提とされている。 

 さらにビジネスの現場においては、メーカーの品質管理の基準になったり、バイヤーが品物を調達する際の

基準として活用されたりするほか、商談においてはメーカーの商品説明の後ろ盾として活用されることもある。 

一方、バイヤーは JASを品質などが確かなものであるかどうかを判断する材料に使っている。特に海外との

取引においては、海外のバイヤーに馴染みのない日本の産品であっても、世界に通用する規格として認められ

ている JASの認証を伝えることにより、客観的で説得力のある商品説明ができるといったメリットがある。 

 

1.2 法治国家における法令のしくみ 

JASを定めている JAS法の正式名称は、「農林

物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法

律」という。この法律は、国民が選挙で選んだ

国会議員から成る、国の最高決議機関である国

会が決定したものである。 

日本は法治国家であり、政府が決めるさまざ

まな政策や規則などは国会で議論されて法律の

形に反映される。こうして成立した法律に基づ

いて、国の執行機関である政府が、法律を施行

するための「命令」や「規則」を定め、具体的

な政策や事業に落とし込んでいく。 

政府の場合は、内閣総理大臣を長とした各省

庁の大臣から成る内閣が政府としての最高執行機関となる。この内閣が法律に基づいて決める「命令」が「政

令」と言われ、法律の次に強い効力を持つ。こうした政令や法律に基づいて、それぞれの行政機関、つまり農

林水産省や文部科学省、経済産業省などの省庁の大臣が発する「命令」が「省令」といわれる。 

 

  

JAS法 

JAS法施行令  

JAS法施行規則  

JAS規格 

検査方法 

認証の技術的基準 

格付の表示方法  

＜JAS 規格制度の場合＞ 

図 17 日本における法律のしくみ 

告示 

省令 

政令 

法律 
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1.3 JAS制度の法令の枠組み 

これらの区分を JAS制度についてみると、「JAS法」は国会が決めた「法律」であり、JAS制度が拠って立つ

最も基本の法令ということになる。その法律を施行するために内閣が決定した「政令」が「JAS法施行令」で

ある。その「施行令」に基づいて農林水産大臣が「省令」として定めたものが「JAS法施行規則」である。 

これらの法令に基づいて、担当する省庁が具体的な政策や事業を執行する際の決定事項として公表するもの

を「告示」という。JAS制度では、担当する農林水産省が以上の法令に基づいて具体的な制度の仕組みや細か

い基準、運用に関わる詳細な手順や手続きなどを決めて公表している。 

 

表 3 JAS制度の法体系 

通称 区分 正式名称 

JAS法 法律 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 

JAS法施行令 政令 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令 

JAS法施行規則 省令 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則 

※これらの法令に基づいて、「告示」として JAS 制度、品質表示・基準制度が農林水産省より公表されている。 

 

2 JAS法と JAS制度 

 

2.1 JAS法が定める二つの制度と目的 

JAS 法の正式名称は「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」という。この名称のとおり、

JAS法は、「農林物資の規格化」と「品質表示の適正化」という二つのことを定めた法律である。 

「農林物資の規格化」とは、「農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費

の合理化を図るため、日本農林規格による格付検査に合格した製品に JASマークの貼付を認める JAS制度」の

ことである。一方、「品質表示の適正化」とは、JASに認証された製品に対して、「一般消費者の選択に資する

ため、品質表示基準に従った表示を製造業者及び販売業者に義務付ける品質表示基準制度」のことである。 

この法律の目的については、第 1 条で 2 つ挙げている。1 つは、「適正かつ合理的な農林物資の規格を制定

し、これを普及させることによって、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は

消費の合理化を図る」。つまり、国民の生存にも関わる食料品などの物資の品質を改善し、生産を合理化して

高品質な物資を増やし、その流通をスムーズにするために、流通システムについても単純公正にすることであ

る。 

もう１つは、「農林

物資の品質に関する

適正な表示を行わせ

ることによって一般

消費者の選択に資す

る」ことをもって、公

共の福祉の増進に寄

与することである。 

 

制度 

農林物資の規格化 

品質表示の適正化 

目的 

農林物資の規格化 

農林物資の品質改善 

生産の合理化 

取引の単純公正化 

使用や消費の合理化  

一般消費者の選択に資する 

公共の福祉の

増進に寄与  

図 18 JAS法が定める制度と目的 
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2.2 JAS法の対象物資 

 この法律の対象となるのは「農林物資」であるが、これは飲食料品や油脂、それに農産物や畜産物、林産物、

水産物、さらにこれらを原科・材料として製造・加工した物資を指す（第 2 条第１項）。政令で定めるものと

して、いぐさ製品、生糸や有機飼料なども含む。 

ただし、酒類や医薬品、医薬部外品、化粧品については JAS以外の別の規格制度があるため、JASの対象物

資からは除かれている。 

 

2.3 JASの分類 

JASは大きく分けると 2つに分類できる。 

1 つには、品位や成分、性能などの品質についての基準である。これが一般的によく知られる JASで、この

JASマークはさまざまな加工食品や飲料水などの表示で見かけることが多い。 

もう 1 つは生産方法についての基準を定めた JAS である。現在、この規格には以下の表の通り 3 種類ある。 

1 つめは、「特別な生産方法や製造方法、特色のある原材料についての JAS」で、これには一定期間以上の熟

成したハムや一定期間以上の平飼いをした地鶏肉などの例がある。2 つめは、こらから解説する「有機 JAS」

である。3 つめは、「生産情報公表 JAS」である。これは、規格に定められた方法によって生産者の名前や住所、

農場の所在地、家畜であればエサや使用した医薬品の情報、農産物であれば肥料や農薬の使用状況などの生産

情報を公表した農畜産物や加工食品を対象とする規格である。 

この生産者情報規格には、JAS法改正によって流通の方法を定めた規格も含まれることになり、2009（平成

21）年には「定温管理流通加工食品」の JAS が制定され、認証された加工食品には生産情報公表マークが使用

されている。 

 

表 4 JASの分類 

JAS マークの種類 說明 規格制定品目 

品
質
に
関
す
る 

規
格 

  

  

色、香りといった品位、原材料、食品添加物、即席

めん類といった成分等、品質についての JAS(一般 JAS)

を満たす食品や林産物などに付される。 

・即席めん類 

・しょうゆ 

・果実飲料 

・集成材 

・合板 等計 51 品目 

生
產
方
法
に
関
す
る
規
格 

   

  

  

一定期間以上の熟成(熟成ハム)や一定期問以上の平

飼い(地鶏肉)等、特別な生産や製造方法、特色のある

原材料(生産の方法)についての JAS(特定 JAS)を満た

す食に付される。 

・熟成ハム類 

・熟成ソーセージ類  

・熟成ベーコン類 

・地鶏肉 

・手延ベ干しめん 

  有機農法により栽培された農産物等、有機 JAS を満

たす食品に付される。この JAS マークを付してある食

品には「有機○○」などと表示できる。 

・有機農産物 

・有機加工食品 

・有機畜産物 

・有機飼料 

   

生産情報公表 JAS に定められた方法により生産情報

(生産者の氏名や住所、農場の所在地、給餌情報や動物

用医薬品の使用情報、肥料や農薬の使用状況等)が公表

されている牛肉、豚肉、農産物及び一部の加工食品に

付される。 

・生産情報公表牛肉 

・生産情報公表豚肉 

・生産情報公表農産物 

・生産情報公表加工食品 

 (豆腐・こんにゃく)  
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2.4 JASによる格付 

「格付」とは、JASで定めている農林物資が JAS に適合しているか否かを、試験や分析、調査などの方法に

よって検査し、その結果により JAS に適合しているかどうかを判定することである。この格付を適正に行って、

はじめてその農林物資に対して JAS マークを付けることができる。 

格付のための検査方法は、農林物資の種類ごとに農林水産大臣が定めている。その方法は JASの種類によっ

て変わる。品位や成分、性能などの品質についての基準の場合には、製品からサンプルを抽出して検査し、判

定する。 

一方、生産の方法についての基準の場合は生産行程の記録を検査し、判定する。有機農産物の格付のための

検査はこの方法による。 

 

2.5 格付の仕組み 

格付のための検査は登録認証機関が行う。登録認証機関とは、認証機関に求められる一般的な要件を満たし、

農林水産大臣から登録を受けた機関をいう。この登録認証機関の制度は 1999（平成 11）年の JAS 法改正時に

設けられたもので、基準を満たした法人は登録認証機関となれる。 

2020（令和 2）年 3 月末現在、125 機関（国内 99 機関、海外 26 機関）が登録されており、株式会社や公益

法人、地方自治体など、さまざまな機関が含まれている。中でも有機 JASについては、国内の機関が 55、海外

が 15 の合計 70 機関あり、最も数が多くなっている。 

格付の仕組み（流れ）については図 19 のとおりである。 

まず登録認証機関は事業者から認証の申請を受付け、格付のための検査を実施し、JASを満たすかどうかを

確認し、認証の可否を判定する。 

判定結果が適合の場合、事業者は生産行程管理者として認証され、認証書が交付される。認証されると、認

証事業者は生産行程管理者として自ら生産又は製造する製品の品質や生産行程について規格に適合している

かどうかをチェックし、適合している製品には表示に JASマークをつけて流通できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録申請 

登録 

国際的な基準（ISO 等）に適合 

しているか等について審査 

認証申請 

認証 

施設や品質管理等が基準に適合

しているかについて確認 

格付・格付の表示 

生産・製造した製品の品質や生産行程が

規格に適合しているかについて確認 

農林水産大臣 

登録認証機関 

認証事業者 

JASマーク製品の流通 

図 19 格付けのしくみ 
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2.6 JASの呼称、使用の禁止 

JAS以外にも農林物資の規格、たとえば事業者の自主規格や地方公共団体の定める規格などがいくつかある

が、JASではない農林物資の規格については、JASと紛らわしい名称を用いることはできない。 

また、JAS の格付を受けていない農林物資については、絶対に JASマークを付けることはできない。これら

の禁止事項に違反した場合は、1年以下の懲役か 100 万円以下の罰金という罰則を受けることになるので、十

分注意する必要がある。 

 

2.7 JAS法の品質表示基準 

JAS法では品質表示の基準についても規定を定めている。表示基準を設ける目的は、一般消費者が製品を選

択する際にその判断基準となるようにするためである。そのため、飲食料品には名称や原料・材料、保存の方

法、原産地などの表示すべき事項について、食品横断的な品質表示基準として、加工食品品質表示基準や生鮮

食品品質表示基準などが定められている。 

加工食品とは生鮮の農産物などの原料を加工して製造された食品をいう（酒類は除く）。その加工品につい

ては、「名称」や「原材料名」、「賞味期限」などの表示が義務づけられている。 

一方、生鮮食品とは野菜や果物などの農産物、肉や卵などの畜産物、魚や貝などの水産物で、加工していな

いものをいう。これらについては「名称」と「原産地」の表示が義務づけられている。また、個別品質表示基

準として、水産物や醤油など 52 品目についてはそれぞれ別に基準が定められている。 

 

2.8 品質表示基準に違反した場合の罰則 

こうした品質表示の基準に従わない事業者に対しては、内閣総理大臣や農林水産大臣が表示事項を表示し、

また遵守事項を守るように指示することができる。指示に従わない事業者に対しては、内閣総理大臣が指示に

従った措置をとるように命ずることができ、その事実が公表される。また、この命令に従わない場合には、個

人については１年以下の懲役か 100 万円以下の罰金、法人については 1億円以下の罰金が課される。 

なお、品質表示基準において表示が義務付けられている原産地の表示（原料・材料の原産地も含む）につい

て虚偽の表示をした飲食料品を販売した場合には、個人については 2 年以下の懲役か 200 万円以下の罰金、法

人については 1 億円以下の罰金が課される。 

 

3 JAS制度の今後 

 

3.1 新しい JASマークへの移行 

JASは、市場に出回る食品・農林水産品の品質を一定の水準に揃えて、産品の品質を規格として「見える化」

することによって、産品の品質の改善や生産の合理化、取引の単純公正化などを促すとともに、消費者の選択

基準としても機能してきた。 

しかしながら、現在市場のニーズが品質だけにとどまらず、そのほかの価値や特色にまで多様化し、さらに

海外輸出なども模索されている。こうした中で、今後は事業者や産地の創意工夫を活かして多様な価値や特色

を戦略的に特別な規格として「見える化」し、差別化することができる JAS マーク表示が求められてくるだろ

う。 

そのため、現在、特色のある JAS認証のアピール力をさらに高めていくため、新たなイメージのマークを制
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定する方向で検討が進められている。その結果、2022（令和 4）年 3月 31日までに特色のある JAS認証の 4つ

のマークのうち、有機 JASマークを除く 3 種類のマークを新しいマークに統合するとともに、その規格の内容

を端的に示す標語をマークに付ける形に移行することになっている（図 20参照）。 

 

 

 

 

 

3.2 国際的な食品基準のいろいろ 

世界に目を転じてみると、農林水産分野や食品分野における標準の枠組みとしては、国連の専門機関である

国連食糧農業機関と世界保健機関が合同で食品規格委員会を立ち上げて作成した Codex（コーデックス）とい

う食品基準や、スイスのジュネーブに本部を置く非政府組織である「国際標準化機構」が国際的な取引をスム

ーズに行うために国際的に通用する基準として作成した ISO規格などがある。そのほか、食品安全に関する国

際規格としては、GFSI と呼ばれる「国際食品安全イニシアティブ」が近年強い影響力を持っている。 

 

3.3 求められる日本規格の国際標準化 

今後はこうした国際的な基準などに規格を合わせていくだけでなく、日本の事業者が国際的な競争力をさら

に高めていくために、日本が先導して新たな規格を定め、自らに有利な競争環境を整備することが重要となっ

ている。JAS の改訂もその流れの中で検討されたものといってよい。 

今後は農林水産業や食品産業の競争力の強化に向けて、JAS制度を軸に品質や技術、取組を平準化し、生産・

流通・消費の効率化や合理化を図っていくツールとして、また、創意工夫のある産品や事業者の品質、技術、

取組を差別化するツールとして、戦略的に新たな規格を制定し、活用を図っていく必要がある。 

JASは、産品の品質や仕様だけでなく、産品の生産・流通プロセス、事業者による産品の取扱方法、事業者

の経営管理の方法、産品の試験方法、さらにはこれらに関する用語など、多様な規格を制定することが可能で

図 20 JASマークの見直し 

農林水産省プレスリリース「新たな JASマークの決定について」（平成 30 年 10月 19 日）より 
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ある。そして、その規格に適合していれば、規格の内容が一見して分かる標語が付いた JASマークを表示でき

るようにする。 

こうした JAS の新たな規格づくりの相談は農林水産省や独立行政法人農林水産消費安全技術センターが受

付けていて、事業者や業界団体、試験研究機関、産地や地域などからの提案を受けて、オリジナルな基準を規

格化する支援も行っている。こうした動きもしっかりと押さえながら、JAS 制度の今後を見ていく必要がある

だろう。 

 

 

 

 

  

農林水産業・食品産業

の競争力・輸出力の強

化へ 

（農林水産省「JAS の制定・国際化調査委託事業」の資料より抜粋） 

図 21 JASの新たな制定と国際化 
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第 3章 有機 JAS制度のしくみ 

 

1 有機農産物の検査認証制度創設への歩み 

 

1.1 有機農産物表示のガイドライン策定 

有機農業が盛んになりつつあった 1980（昭和 55）年代以降、青果物などで「有機」、「無農薬」、「減農薬」

などの表示を行なったものが市場に増えてきたが、統一基準なしに表示が行なわれていたため、消費者の間で

は大きな混乱が見られた。 

その表示の統一を図ろうと農林水産省は 1991（平成 3）年に日本農林規格協会に「青果物等特別表示検討委

員会」を設置して、検討をはじめた。その結果を踏まえ、1992（平成 4）年 10月には「有機農産物等に係る青

果物等特別表示ガイドライン」として制定し、1993（平成 5）年 5 月から施行した。 

そして、1996（平成 8）年 12 月には、このガイドラインの有機農産物に特別栽培農産物が加わることにな

る。特別栽培農産物とは、農産物を栽培する地域の慣行レベルに比べて、使用回数を減らす対象となっている

農薬の使用回数が 50％以下、化学肥料の窒素成分量が 50％以下で栽培された農産物のことを指す。 

しかしながら、ガイドラインの中では有機農産物に関する正確な定義も示されていなかったため、市場には

不適切な表示が見られたり、生産基準の不統一があったりして、消費者にはとてもわかりにくいものであった。 

 

1.2 有機 JAS認証制度の誕生 

こうした背景のもと、有機農産物などの品質を保証する基準を明確に定めるため誕生したのが、有機 JAS 認

証制度である。経過としては、1999（平成 11）年 7月に JAS法が改正され、有機農産物と有機農産物加工食品

について、その生産や製造方法について認証を受けたもののみが製品の格付け表示と「有機」の名称表示をつ

けて販売できることが決まり、翌 2000 年 1月に「有機農産物の JAS」が制定され、統一基準が定められた。 

それに伴って、2001（平成 13）年 4 月には有機農産物の表示について定めていたガイドラインが改正とな

り、有機農産物に関する部分が削除され、ガイドラインの名称は「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」

に変更され、家畜生産と畜産物の条項が追加された。 

その後、2005（平成 17）年の JAS法の全面改正によって有機畜産物の検査認証制度ができ、有機 JASの対象

に有機畜産物と有機飼料も含まれることになった。 

 

表 5 有機 JAS制度導入のあゆみ 

年月 出来事 

1992(平成 4)年 10月 「有機農産物等に係る青果物等特別表示ガイドライン」制定 

1996(平成 8)年 12月 
同ガイドラインー部改正 

「有機農産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」となる 

1999(平成 11)年 7月 JAS法改正 

2000 (平成 12)年 1月 「有機農産物の JAS規格」制定 

2000 (平成 12)年 6月 改正 JAS 法の施行 

2001 (平成 13)年 4月 有機表示の規制の開始 

2005 (平成 17)年 10月 「有機農産物の JAS規格」全部改正 



25 
 

1.3 背景に国際的な規格標準化の動き 

このように有機農産物や有機加工食品などの基準を厳密に設定した背景として、国際的な食品規格の標準化

の動きがある。 

国連の機関である FAO（国連食糧農業機関）と WHO（世界保健機関）は、世界の食糧と人々の健康を守る活

動を行っている。この 2 つの機関は、世界の消費者の健康を守り、食品貿易における公正な取引を確保するた

め、合同で国際食品規格委員会（通称コーデックス委員会）を組織して、食品規格の標準化などに取り組んで

いる。 

この委員会では、世界的に有機農産物に対する需要が高まったことを背景にして、1999（平成 11）年、「有

機で生産された食品の生産、加工、表示及びマーケティングのためのガイドライン」（略して「コーデックス

ガイドライン」）という指針を採択した。この「コーデックスガイドライン」は有機農産物の国際的な貿易を

円滑にする上で、大きな役割を果たしている。 

欧米を中心に多くの国では、このガイドラインをベースにして自国の条件に適合した有機農業基準を策定し

ているが、日本が有機 JAS を創設したのもこうした流れに乗ったものといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 有機 JAS制度の枠組み 

 

2.1 有機 JASの対象となる食品 

有機 JAS 制度が対象とするのは、有機農産物と有機加工品、有機飼料、有機畜産物の 4品目である。 

飼料は人が食べる食品ではないが、2005（平成 17）年に有機畜産物の検査認証制度ができたのに伴って飼料

も JAS法の対象となったため、制度の中では食品のくくりに入っている。一方で、有機栽培の基準を満たして

栽培したとしても、木綿など繊維原料のように、食品や飼料以外の農産物は JAS マークを付する対象にはなら

ない。 

図 22 コーデックス委員会の組織と役割 

FAO 

国連食糧農業機関 

本部：ローマ 

WHO 

世界保健機関 

本部：ジュネーブ  
・世界の消費者の健康を守る 

・食品貿易での公正な取引を確保する  

食品規格の標準化 

「コーデックスガイドライン」の策定  

コーデックス委員会 

国際食品規格委員会 

本部：ローマ 
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なお、表 6 のように食品であっても JASマークを付すことができないものがいくつかある。水耕栽培の農産

物は土を使わないで栽培することから JAS を満たさないため、マークの貼り付けも「有機」という表示もでき

ない。水産物とその加工品の場合はマークの貼り付けができなくても、規格自体がまだないため、「有機」と

表示しても規制は受けない。また、酒類については JAS 法の対象外であるが、国税庁の定めている表示基準に

準拠すれば「有機」と表示することができる。 

なお、きのこは水耕栽培のように土は使わないが、2005（平成 17）年の JAS 法改正で JAS の対象となってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表 6 有機 JASマーク貼付不可の食品と有機表示の可能性 

対象 
有機 JAS 

マーク貼付 

「有機○○」という

名称の表示 
説明 

水耕栽培農産

物など 
不可 不可 JAS規格を満たさない農産物のため 

水産物とその

加工品 
不可 

可能 

(表示の規制はない) 

規格がないためマーク貼付はできないが、指

定農林物資ではないため有機表示の規制対

象にはならない 

酒類 不可 
可能 

(別の表示基準あり) 

JAS法の対象外。国税庁「酒類における有機

等の表示基準」に準拠した表示が必要。この

基準を満たせば有機と表示できる 

その他 

世界的には有機栽培の綿花に対して「オーガニックコットン」の表示基準を有する機

関もあるが、日本では JAS 法の対象外。マーク貼付はできないが、有機という表示は

可能である 

 

 

〈現在〉 

4品目・4規格 

有機農産物 

有機加工品 

有機飼料 

有機畜産物 

2000（平成 12）年〜 

2005（平成 17）年〜 

図 23 有機 JAS の対象品目 
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2.2 有機農産物の定義に該当しない農産物 

農薬や化学肥料を使用しない農産物であっても、有機 JASの生産基準に該当しないものは、表 7のとおり有

機農産物という名称を表示することはできない。有機農産物の生産の原則に 「土壌の性質に由来する農地の

生産力を発揮させる」とあるため、土壌を用いない栽培は有機農産物の基準を満たさないとされるからである。 

なお、通常れき耕栽培のわさびでも土を使って栽培したものや自生している農産物などは有機表示が可能で

ある。 

 

 表 7 有機表示ができる農産物と表示できない農産物の例 

対象 表示 解説 

水耕栽培 有機表示はできない 
土壌を用いる栽培ではなく基準の要件を満た

さないため 

ロックウール栽培 有機表示はできない 同上 

れき耕栽培わさび 有機表示はできない 
できるだけ土を除いた栽培方法てあり、規格を

満たさない 

畑わさび、自生のわさび 有機表示可能 有機基準を満たせば表示可能 

ポット栽培 有機表示可能 
認証ほ場での土づくりが行われた土壊を使用

すること 

自生している農産物 

(木イチゴ、山菜) 
有機表示可能 採取場で採取される農産物にあたる 

 

 

2.3 有機 JASが規定すること 

「有機農産物の日本農林規格」（有機 JAS）は、2000（平成 12）年 1月 20日に農林水産省が「告示」という

形で制定し、公表した。その後何度も改訂が行われ、現在の条文は 2018 年 3月の改定を経たものである。 

この中で規定していることは大きく 3 つ。まず 1 つ目に第 2 条で、「農業の自然循環機能の維持増進を図る

ため」に化学合成肥料・農薬の使用を避けることを基本とするなどの「有機農産物の生産の原則」を述べてい

る。その上で、2 つ目に第 4 条で、それぞれのほ場や生産行程ごとに「生産の方法についての基準」を具体的

に示し、そして 3つ目として第 5条で、「有機農産物の名称の表示」に関する基準を明記している。 

 

 

 

  

図 24 有機 JAS が規定する 3項目 

（1）有機農産物の生産の原則 第 2条 

（2）生産の方法についての基準 第 4条 

（3）有機農産物の名称の表示 第 5条 

〈条文〉 



28 
 

2.4 生産行程管理者の基準 

有機 JAS 制度で認証するのは、個々の農産物やその加工品そのものではなく、「その農産物などが生産され

るために経てきたすべての行程」、つまり農産物を生産するシステムである。 

つまり、その認証にあたっては、栽培ほ場、種苗、育苗、肥培管理、病害虫管理、栽培計画、栽培記録、そ

れに証票の管理記録が、一連の生産行程として調査される。それらの行程がすべて規格にそって管理されてい

ることが確認されると、その事業者が生産行程管理者として認証される。その結果として、そのシステムのも

とで生産される有機農産物の一つ一つに認証マークを付け、「有機」と名乗って販売することが可能になるの

である。 

この生産行程管理者として認証されるために、以下の 5 つの項目からなる「認証の技術的基準」が満たされ

ているかどうかがチェックされる。 

＜生産行程管理者の技術的基準＞ 

(1) JASにそうように管理された農産物の生産・保管施設があり、それらの図面などが整備されていること。 

(2) JASにそって生産行程を管理し、把握する方法が整備されていて、その管理規定が文書化されていること。 

(3) その方法によって生産行程を管理することができるだけの資格を持った担当者又は責任者が必要数いる

こと。 

(4) JASにしたがって格付するための方法を整備し、規程として文書化していること。 

(5) その方法に則って格付を行う

ことができるだけの資格を持

った担当者又は責任者が必要

人数いること。 

なお、ここでいう生産行程管理

者は、生産者個人を指すのではな

く、個人も含めた事業者のことで

ある。グルーブや団体などの法人

の場合には代表者を指すのではな

く、組織そのものを指す。つまり、

個人であれ、法人であれ、組織体と

しての事業者であることが生産行

程管理者の要件である。 

 

2.5 小分け業者と輸入業者の認証 

有機 JAS 認証制度の中で認証される事業者としては、表 8のとおり生産・製造・加工を行う「生産行程管理

者」のほかにも、「小分け業者」と「輸入業者」がある。 

小分けして販売する事業者の場合、「小分け業者」の認証が必要になる。同じように、精米業者が有機米を

購入し、精米して販売する場合も「小分け業者」の認証が必要である。 

また、JASと同じレベルの格付制度がある国から、その国での認証を受けた有機農産物や有機農産物加工食

品の輸入を行って JAS マークを付けて販売する事業者の場合は、「輸入業者」の認証が必要となる。 

なお、小分け業者については、取り扱う農林物資の種類ごとに別々に認証を取得しなければならない。輸入

生産行程管理者の技術的基準 

 

（1）JASによって管理された農産物の生産・保管施設 

    →図面などの整備  

（2）JASにそって生産行程を管理し、把握する方法 

    →管理規程の文書化 

（3）生産行程の管理が可能な資格を持った担当者（責任者）  

    →必要人数の確保 

（4）JASにしたがって格付するための方法  

    →規程として文書化 

（5）格付が可能な資格を持った担当者（責任者） 

     →必要人数の確保 
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業者については、有機 JASマークを貼付できるのは指定農林物資に限られ、有機畜産物など指定農林物資にな

っていないものはマークを付けることはできない。また、有機農産物と有機農産物加工食品の両方を輸入する

場合には、別々に認証を取得する必要がある。 

 

表 8 認証事業者の分類 

認証を受ける事業者 主な対象 

生
産
行
程
管
理
者 

有機農産物 米麦、野菜、果樹など、農産物を生産し、有機表示をする場合 

有機加工食品 

ジャム、漬物、トマトジュースなど、有機農産物加工食品を製造し、有機表示

をする場合 

乳製品、ハムなど、有機畜産物加工食品を製造し、有機 JASマークを付す場合 

ロールキャベツのような有機農畜産物加工食品を製造し、有機 JAS マークを

付す場合 

有機飼料 牧草や配合飼料などを生産・加工し、有機 JASマークを付す場合 

有機畜産物 肉、卵などの有機畜産物を生産し、有機 JASマークを付す場合 

小分け業者 

(有機農産物、有機加工食

品、有機飼料、有機畜産物) 

ダンボールで納品されたものを販売者が自社で小分けして販売する場合。精米

業者が有機米を購入し、精米して販売する場合も小分け業者の認証が必要にな

る 

輸入業者 

(有機農産物、有機農産物

加工食品) 

JASと同等の格付制度を有する国から、有機農産物と有機農産物加工食品の輸

入を行い、輸入業者が JASマークを付す場合 
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第 4章 認証のための手続き 

 

1 認証の流れ 

 

1.1 登録認証機関による認証業務 

登録認証機関とは農林水産大臣の登録を受け、事業者による認証申請を受付け、その申請者が生産行程管理

者としての「認証の技術的基準」に適合しているかどうかを判断し、認証を行う機関である。また、認証を出

した後も、その事業者が業務を適切に行っているかどうかを年１回のペースで継続して調査する。調査した結

果、もし重大な不適合が見つかった場合は、認証の取消しなどの処分を行うことができる。 

この登録認証機関の制度は 1999（平成 11）年の JAS 法改正によって設けられたもので、登録認証機関には

国が定める基準を満たすことが求められる。登録認証機関になるための申請は、独立行政法人農林水産消費安

全技術センターが受け付ける。登録申請を出すと、同センターの専門調査チームによって書類審査と現地調査

が行われる。 

この審査や調査では、申請者が ISO や IEC（国際電気標準会議）の定める国際規格にそったマネジメントシ

ステムを文書化して持ち、それにそって運営されているか、また認証業務を行うだけの体制と能力を持ってい

るかなどをチェックする。その審査結果に基づいて登録認証機関としての適合性を判断し、農林水産大臣に報

告する。農林水産大臣は、その結果をもとに登録の可否を判断することになる。 

 

1.2 登録認証機関の選択 

このように厳しい審査を受けて登録された認証機関の数は、2020（令和 2）年 3月末現在、国内の機関が 55、

海外が 15 で合計 70 機関ある。2015（令和 27）年には 80 機関であったので、5 年で 10 機関ほど減っている。

認証機関の内訳は、株式会社や公益法人、NPO 法人、地方自治体など多岐にわたっている。 

認証を希望する場合には、これらの機関から 1つを選び申請することになる。その際に注意したいのは、認

証機関によって認証する対象品目の種類や区域が異なることである。したがって、認証の申請をする場合には、

自らが生産する有機農産物を認証する機関かどうか、また自らの生産地域を対象としているかどうかの 2点を

確認する必要がある。 

また、各認証機関により認証手数料の金額や料金体系が異なる。これらの情報は事前に入手し、認証機関を

選択する際の判断材料にするとよい。 
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1.3 認証の手順 

登録認証機関が決定したら、認証の申請を行う。申請から認証までのフローは図 25 のようになる。 

 

 

2 認証申請に向けた準備と手続き 

 

2.1 認証申請に向けた準備 

認証の申請をする場合、事前に次の手順でしっ

かりと準備を進める必要がある。 

(1) 認証の技術的基準や有機 JAS をよく読み、内

容を理解すること。 

(2) これら基準を満たすように、責任者の選任や

内部規程の作成を行う。記録は、少なくとも

過去 2 年もしくは 3 年以上(転換期間中とし

ての有機の申請の場合は過去 1 年の記録)が

必要であり、過去の記録が要件を満たしてい

るか確認しなければならない。 

(3)  内部規程ができたら早速規程に基づいて業

務を実施する。 

(4) 有機 JAS 制度の登録認証団体の中から、自らの生産する品目や地域に見合った登録認証機関を選択する。 

(5) 認証機関が決まれば、その認証機関が開催するか指定する講習会をできる限り認証の申請の前に修了する。 

 これらの準備が終わったら、以下のチェックリストを参考に認証の申請の準備が終了しているか確認する。 

③実地検査 

 認証機関（検査員）による実地検査が行われる。生産行程管理者は日程を調整して検査を受ける 

④判定 

 書類審査と実地検査の結果を受けて認証か非認証かの判定が行われる 

⑤監査 

 認証後、生産行程管理者は年 1回の調査を受ける  

①認証申請書の提出 
 生産行程管理者は、認証機関に認証申請書を提出する 

②認証申請書の書類審査 
 認証機関は認証申請書の記載内容や添付書類について、技術的基準に照らしながら、書類審査を行

う 

事業者による改善 再評価 

判定に異議がある場合は不服申し立てが可能 

図 25 申請から認証までの流れ 

認証申請に向けて準備すること 

 

（1）有機 JAS規格の内容をよく理解する 

（2）有機 JASの基準を満たす次の作業を行う 

   ①責任者の選任 

   ②内部規程の作成 

   ③記録つけ（過去 2年もしくは 3年以上の記録） 

（3）規程に基づいて業務を実施する 

（4）生産品目や地域に合った登録認証機関を選択する 

（5）認証機関が開催・指定する講習会を申請前に修了

する 
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表 9 有機農産物の生産行程管理者申請前のチェックリスト 

項目 内容 

生産行程管理担当

者 

・資格要件を満たす生産行程管理担当者が、管理に十分な人数置かれているか 

・その中から生産行程管理責任者が 1名置かれているか 

・責任者は認証機関の講習会を修了しているか 

格付担当者 ・資格要件を満たす格付担当者が、業務に必要な人数置かれているか 

・全員認証機関の講習会を修了しているか 

・格付担当者が複数の場合、格付責任者が 1名置かれているか 

生産・保管施設 ・申請するほ場や採取地は明確か(住所を記載したリストを作成したか) 

・それらは JAS のほ場等の条件を満たしているか 

・保管施設や作業施設で、非有機との混合や薬剤汚染を防止する手段があるか 

・それらのほ場、保管施設等の図面は作成したか 

内部規程の整備と

実施 

・生産行程管理のための内部規程は定められているか 

・その内部規程に必要な項目は盛り込まれているか 

((1)種苗等の入手、(2)肥培管理、有害動植物の防除、一般管理、育苗管理、(3)機

械器具、(4)収穫後の工程、(5)苦情処理、(6)年間計画の策定と通知、(7)認証機関

による確認) 

・内部規程に基づき、生産行程の管理を始めているか 

・内部規程の見直しは定期的に行われるか 

記録の作成と保持 ・記録のつけ方は決まっているか 

・生産行程管理記録(及び根拠書類)をほ場の条件を満たす期間、保持しているか 

格付規程の整備と

実施 

・格付規程を整備しているか 

・その格付規程に必要な内容が盛り込まれているか 

((1)生産行程についての検査、(2)格付の表示、(3)格付後の荷口の出荷又は処分、

(4)記録の作成と保存、(5)認証機関による確認) 

・格付規程に基づく格付は、認証取得後実施可能 

表示 ・有機 JASマークは認証後適切に貼付可能か 

・名称の表示は JASを満たし適切に行われるか 

 

2.2 申請に必要な書類 

 以上のような準備を行った上で、申請書の準備に取り掛かる。申請書の書式は登録認証機関により異なるが、

記載する項目は以下のように大体決まっている。 

＜認証申請書＞ 

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所。 

(2) 生産行程管理及び格付を担当する者の氏名・略歴。 

(3) 格付を行おうとする農林物資の種類。 

(4) 生産を行う場所の所在地、面積。 
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これに加えて申請書の添付書類として次のようなものを提出する必要がある。 

＜添付書類＞ 

(1) ほ場周辺図。 

(2) 認証申請対象ほ場地図。 

(3) 水系図あるいは用排水図(水田の場合)。 

(4) 航空防除用作業地図(農業空中散布実施地域の場合)。 

(5) 生産管理及び格付の組織・機構図。 

(6) 保管等に係る施設の図面。 

(7) 内部規程,格付規程。 

(8) ほ場履歴を示す管理記録。 

(9) その他(認証機関の指示により必要な書類)。 

 

2.3 認証にあたっての条件 

認証を申請しようとする事業者は、認証取得にあたって省令で定められている以下の「認証にあたっての条

件」が求められる。 

＜認証取得にあたっての条件＞ 

(1) 認証取得後、業務実施にあたり、「認証の技術的基準」に適合するよう維持すること。 

(2) JASマーク貼り付けに関しては、JAS法で定められた以下の内容を守ること。 

① 必ず格付を実施した後に出荷をする。 

② 認証事業者のメンバー以外の外部の者に、JAS マークの貼付の依頼はしない (外注事業者であっても

認められない) 。 

③ 一度 JAS マークを貼った後に、JASを満たさなくなったら責任をもって JAS マークをはがす。 

④ JAS マークを貼ってある容器·包装資材を再利用する場合には、JAS マークを除去又は抹消してから使

用する。 

(3) 農林水産省や独立行政法人農林水産消費安全技術センターに対し、以下の内容を守ること。 

① 違反が見つかり、改善命令が出たら改善する。 

② 報告を求められたら、これを拒否したり、虚偽の報告をしたりしない。 

③ 立入検査の拒否、妨害、忌避をしない。 

(4) 認証事項を変更したり、JAS マークの貼付の業務を廃止したりするときは、あらかじめ認証機関に通知す

ること。 

(5) 認証を受けている旨の広告又は表示をするときは、誤解のないように表現すること。 

例 1：受けている認証の内容を間違って説明する。 

例 2：JASで保証していないことまで保証しているかのように説明する。 

(6) (5)の条件に違反していると認証機関が判断し、広告又は表示の方法の改善又は中止を求めたときは、これ

に応じること。 

(7) 上記の(5)のほか、他人に JAS 認証や JAS マークに関する情報の提供を行う場合は、誤解を招かないよう

にすること。 

(8) 認証機関が行う年次調査や不定期の調査等に協力すること。 
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表 10 認証機関に提出する書類と時期 

(9) 毎年 6月末日までに、その前年度の格付実績を認証機関に報告すること。 

(10) 認証機関が必要な報告を求めたら対応すること。また、事務所、ほ場、工場等を訪問し、JASマーク、JAS

商品の広告又は表示、製品、ほ場、施設、帳簿その他を検査させること(認証機関の関係者には守秘義務が

ある)。 

(11) (1)から(9)までの条件に違反したり、(10)の報告をしなかったり、虚偽の報告をしたり、検査を拒否、妨

害、忌避をしたときは、認証機関は認証の取消し又は JAS製品の出荷の停止を請求できること。 

(12) (11)の請求に応じないときは、認証機関は認証を取消すことができること。 

(13) 認証機関が認証の一時停止・取消し等を行った場合、その情報を一般に公表すること。 

以上のように有機 JAS の認証にあたっては、申請者に対し業務のマネジメントや義務と責任が課される。 

 

3 認証後の業務と調査 

 

3.1 認証内容の公表 

認証を受けた事業者は、認証機関のインターネットなどの方法によって、認証事業者の名称、住所などが公

表される。また、(1)認証の内容が変更になった場合、(2)認証の一時停止措置を受けた場合、(3)認証の辞退

(業務廃止)の届出を提出した場合、（4）認証の取消しを受けた場合も、インターネットなどの方法によって告

知される。 

 

3.2 認証後の業務 

認証取得後は、毎年認証の技術的基準の要求事項に基づき、「年次計画（生産計画）」を策定し、登録認証機

関に通知する。その提出時期は認証機関の指示に従う。 

それにそって業務を遂行し、業務内容について記録つけを実施し、その記録を認証機関に提出する。格付業

務は、農産物の出荷の前に必ず実施し、実施したことを記録につける。この「格付実績」は前年 4月から当年

3 月までの実績を集計し、その結果を毎年 6月末までに提出しなければならない。 

以上のような業務を遂行する上で重要なことは、必ず内部規程に基づいて活動を行うことである。規程が実

態と異なる状況になったら、あらかじめ定めた規程の見直しと変更手続きに基づいて、規程を変更し、認証機

関に届出をするなどの対応が必要となる。 

そのほか、ほ場が有機 JAS の条件を満たさなくなった時には「不適合の処理」の依頼をし、また、認証機関

の調査で「改善の措置」が必要になった時には、改善の措置をとり、その旨を報告しなければならない。 

 

 

 

  

書類名 提出時期 

年次計画 
毎年生産計画を作成し、認証機関に通知 

時期は認証機関の指示に従う 

格付実績 毎年 6月末まで（前年 4月〜当年 3 月の実績） 

不適合の処理 ほ場が JAS条件を満たさなくなった時 

改善の措置 認証機関の調査で改善が必要になった時 
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3.3 調査の実施 

一度認証された場合でも、毎年 1回ずつ、認証時と同じような調査を定期的に（おおむね年１回）受けなけ

ればならない。 

定期の検査以外にも、変更の届出があり、現地確認が必要な時や認証基準を満たしていないとの情報が寄せ

られた時、また農林水産省や独立行政法人農林水産消費安全技術センターから調査の指示が出た時などに不定

期な調査が行われることがある。 

 

3.4 問題発生時の対応 

 以上の調査で不適合が生じた場合には、それぞれの不適合のレベルに応じ、次のような 3段階の対応がとら

れる。 

まず、「軽微な不適合」の場合には、改善要求が出され、それに対して事業者から出された原因究明、再発

防止策などの是正された内容について実地確認が行われ、今後違反が起きないかどうかが審査される。 

次に、格付業務で過失があった場合には、格付業務や JASマークの貼付停止の措置が取られる。ただし、そ

れが「故意又は重大な過失ではない時」には、違反事項の原因究明や再発防止策などについて実地確認が行わ

れ、再発の恐れがないかどうかを判断し、その判断によっては格付業務の再開ができる。 

一方、「認証基準を満たさず、今後も改善が見込まれない時、故意又は重大な過失の時」には、一番厳しい

認証取消しの措置が取られる。認証取消し後、1 年間は申請の受け付けはされない。再認証のためには、違反

事項の原因究明や再発防止策などの実地確認を行い、再発の恐れがないかどうかを判断し、再認証に値すると

の判断を受けなければならない。 
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第 5章 有機農産物の生産の原則 

 

1 生産の原則 

 

1.1 有機農産物の「生産の原則」 

単に有機質肥料を使っているとか、化学肥料や農薬を使っていないからという理由で、栽培された農産物を

有機農産物と呼ぶことはできない。有機農産物の日本農林規格（JAS）の第 2 条では有機農産物の生産の原則

について規定しているが、まずはその原則に従って生産される必要がある。 

条文では、生産の原則について、ほ場で栽培される「一般的な有機農産物」の場合と「採取場に自生する農

産物」の場合の 2通りに分けて述べている。 

 

1.2 一般的な有機農産物の場合 

 一般的な有機農産物の生産の原則について明記した条文を整理すると、有機農産物を生産する目的とその方

法について、以下のように規定している。 

＜目的＞  

農業の自然循環機能の維持増進を図ること。 

＜方法＞  

（1）化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本とすること。 

（2）土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させること。 

（3）農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用すること。 

昔から農業生産は自然界の食物連鎖や窒素循環などの物質循環といった営みをベースに成り立ってきたが、

有機栽培ではこうした自然循環機能を維持、促進又は復活するように営農活動を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 26 有機農産物の「生産の原則」 

農業の自然循環機能の維

持増進を図ること 

(1) 化学肥料・農薬の使用を避けること 
(2) 土壌の生産力を発揮させること 
(3) 環境への負荷を低減した栽培管理方法を

採用すること 

目的 方法 
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1.3 採取場に自生する農産物の場合 

採取場に自生する農産物としては、山菜やきのこ、木イチゴのような自然に自生しているものである。その

生産の原則とは、「採取場において、採取場の生態系の維持に支障を生じない方法により採取すること」であ

る。 

これらが自生する場所（採取場所）は主に山林であるが、もし休耕地や畔などに自生している場合には、農

薬散布の影響がないことが確認されなければならない。 

なお、山林でも、栽培管理されている場合にはほ場に該当するため自生とはいえず、一般的な有機農産物の

場合の原則が適用される。 

 

2 自然循環機能の維持増進 

 

2.1 食物連鎖 

農業が関わる自然循環機能としては、「食物連鎖」と「物質循環」がある。 

「食物連鎖」とは、生物種の間で繰り広げられる「食うものと食われるものとの関係」のことをいう。この

食物連鎖をとおし、エネルギーや元素が生物をまたいで利用され、死滅すると分解されて元素に戻る物質循環

が行われる。これらにより、自然界はバランスのとれた生物種の構成が保たれているのである。 

図 28 は「食物連鎖」の概念図であるが、植物は土壌中や空気中の養分を取り入れ、自らの生命を維持する

図 27 有機農業の自然循環機能の概念図 
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ための有機化合物を合成しているた

め、「生産者」といわれる。 

この植物を草食動物が食べ、草食動

物は肉食動物に食べられる。これらの

動物は「消費者」といわれる。そして、

それらの動物の遺体や糞尿、植物の遺

体を分解し土に返していくのが微生

物などの「分解者」である。 

栽培環境を考える上で、このような

生物間のバランスを最優先に考える

必要がある。したがって、こうした生物

種のバランスを崩してしまうような農薬を使用することや微生物のエサにならない化学肥料を投入すること

は、到底有機農業の考えには合わないことになる。 

 

2.2 物質循環（窒素循環） 

作物の成長に欠かせない窒素は、前作の収獲残さや土壌有機物、地上動物の糞尿、大気などから取り込まれ

るが、農業においては作物が取り込んだ窒素のかなりの部分は収穫物として農地の外に持ち出されてしまう。

そのままでは窒素の収支バランスが合わないため、通常は生産を続けるために窒素肥料を投入し、作物の生育

を助ける（図 29参照）。 

有機農業においては、この窒素の循環を化学肥料ではなく、有機物など自然の材料を使って補っていくこと

を基本とする。たとえばマメ科作物を

輪作体系に取り込むことによっても

窒素が補充される。 

これは、マメ科植物の根に宿る「根

粒菌」という細菌が、大気中の窒素を

作物が取り込みやすいアンモニア態

窒素に変換して供給してくれる「窒素

固定」という働きによるものである。

これは有機農業において重要な土づ

くりの方法の一つになっている。 

 

2.3 ほ場の土壌バランスを保つ工夫 

有機栽培の生産行程管理において、登録認証機関が土壌分析に基づく栽培計画の実施を奨励しているのは、

上記の例を見てもわかるように、施肥計画が単に収穫する農産物のためだけでなく、ほ場の土壌バランスを把

握をする上でも重要だからである。 

また、ほ場の近くに作物を植付けない非栽培地帯を残し、食物連鎖の一翼を担う生物たちが生息しやすい環

境を、農業生態系の中に組込むという方法もある。 

 

図 28 食物連鎖の概念図 

図 29 窒素循環の概念図 
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3 生産方法における原則 

 

3.1 化学肥料・農薬の不使用 

一般的な有機農産物の生産の原則では、以上のように「農業の自然循環機能の維持増進を図る」ことを目的

とした上で、生産の方法について 3 つの原則を規定している。 

1 つめは、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本とすること。つまり、化学肥料や化

学農薬を使わないということである。 

 

3.2 農地の生産力の発揮 

2 つめは、土壌の性質に由来する

農地の生産力を発揮させること。つ

まり、農地の生産力の基礎となる土

づくりに際しては、土壌の物理性や

化学性、生物性に配慮した土壌改良

を行って地力を高め、肥沃な土壌に

することである（図 30参照）。 

ここで「農地の生産力」というの

は、きのこ類の場合は、土の生産力

ではなく、種菌を植付けるホダ木や

菌床が有する生産力ということに

なる。一方、スプラウト類（もや

しや豆苗など、主に穀類や豆類、

野菜の種子を人為的に発芽させ

た新芽のこと）の場合は、種子が内蔵する生産力、つまり種に含まれる養分ということになる。 

 

3.3 環境負荷の低減 

3 つめとしては、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用すること。つ

まり、地球温暖化やオゾン層の破壊、重金属による土壌汚染、塩類濃度による障害、土壌の浸食や砂漠化、地

下水の枯渇や汚染、河川の富栄養化、水源涵養機能の低下、天敵の減少などの環境問題に配慮した栽培手法を

追及する。 

具体的には、化学肥料や化学農薬を使うことによる土壌環境の悪化や自然生態系、特に食物連鎖への影響を

避けることはもちろんのこと、たとえば遺伝子組み換え作物を栽培しないこと、未熟な堆肥を投下することに

よる硝酸態窒素の増加を防ぐことなど、農業生産によって環境が悪化しないように気をつける必要がある。 

  

図 30 有機物施用の効果 概念図 

有機物の施用 

土壌の物理性の改善 
（土壌の団粒構造） 

土壌の化学性の改善 
（地力の改良） 

土壌の生物性の改善 
（土壌生物の多様性） 
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第 6章 有機農産物の生産の方法 

 

有機農産物の生産方法として定められている項目は、単に作物の栽培方法だけではない。生産に使用するほ

場に対する基準のほか、生産方法についても種や苗、肥培管理、病害虫管理から収穫、出荷までのすべての段

階について、それぞれ基準が定められている。 

 

1 ほ場の条件 

 

1.1 隣接地からの使用禁止資材の飛散等の防止 

ほ場には二つの条件がある。まず、ほ場の「物理的条件」に関するもので、隣接地から使用が禁止されてい

る資材などが飛散、流入することなどを防止することである。有機 JAS では、ほ場等の条件について、「周辺

から使用禁止資材(規格で認められていない肥料、土壌改良資材や農薬、その他の資材)が飛来し、又は流入し

ないように必要な措置が講じられていること」と定められている。 

この基準をクリアするために「必要な措置」として、まずは有機栽培のほ場が、そうでないほ場と何らかの

形で区分されていることが必要となる。さらに、隣接するほ場で農薬などの有機農産物の生産で禁止されてい

る物質を使用しているような場合には、それらの飛来や流入によって有機栽培のほ場が影響を受けないように

しなければならない。 

 

1.1.1 飛散などを防止する方法 

飛散などを防止する方法として、まずは隣地との間に十分な広さの道をつくったり、十分な緩衝地帯を確保

したりする方法がある。そのほか、緩衝地帯に別の作物を栽培したり、防風ネットや生垣などの植栽を設置し

たりする方法もある。境界部の土手やあぜの管理を請負って除草剤を使わずに除草するなどの方法もあるので、

自分のほ場の条件に合った方法を選ぶとよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 31 有機ほ場における緩衝帯の例 

緩衝帯  

有機ほ場  

農薬の飛散などを防止するため、隣地との間に十分な広さの道をつくったり、

十分な緩衝帯を確保したりする方法がある 
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1.1.2 航空防除対象地域の場合の措置 

ほ場のある地域が航空防除の対象地域にあたる場合は、航空防除の農薬が飛来するため、有機ほ場の条件を

満たさないことになる。しかし、有機認証制度の施行により、航空防除を実施する際は有機ほ場に飛来しない

ように管轄の行政組織があらかじめ措置（航空防除を行う地区の実施団体に防除の対象から外してもらうよう

申し入れる、近隣がまだ防除対象地域である場合には旗などを立てて対象外であることを明確するなど）を行

うように指導されるようになった。また、残留農薬のポジティブリスト制の施行により、散布にあたっての他

のほ場への影響についても留意されるようになっている。 

これらの措置によって、これまで航空防除対象の地域であるために認証事業者の取得ができなかった生産者

も認証を受けられる状況が整っている。 

 

1.1.3 ほ場で使う水 

 ほ場で使う水についても注意が必要である。水田の水や畑の灌水については、河川から直接取水したり、井

戸水を使ったり、沼地や池から直接取水したりする場合には、特に農薬等で汚染された水の流入防止措置を取

る必要はない。 

水田の場合で、用水路と排水路が分離されておらず、有機栽培ではない慣行栽培の水田の排水が有機栽培の

ほ場に流入するような場合は、有機栽培の水田に用水が流入する前に取水口に混入を防ぐような施設を設けた

り、最初に隣の水田の水が入り込む水田 1 枚は有機とせず、水を浄化するための水田として位置付け、隣の水

田の水を一時的に貯留したりするなど、使用が禁止される資材が流入しないように工夫する必要がある。 

 

1.2 ほ場での過去の生産の履歴 

次にほ場の「時間的条件」である。有機栽培に転換したからといって、単にその年だけが無農薬無化学肥料

による生産を行っても、使用するほ場の過去の履歴が問われるため、その農産物は有機とは認められない。 

有機表示をするために、「転換期間」が必要となるが、作物によって以下の通り異なる。 

1.2.1 多年生作物 

果樹、お茶、アスパラガスなどの多年生作物の場合には、転換開始から、最初の収穫までに 3年以上経過して

いること（図 32参照）。 

 

  

図 32 多年生作物の転換期間の概念図 

転換開始から最初の収穫までに 3年以上経過していること 
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1.2.2 一年生作物 

その他の作物（一年生作物）の場合には、転換開始から、最初の播種又は植付けまでに 2 年以上経過してい

ること（図 33参照）。 

 

 

 

 

1.2.3 開拓されたほ場等 

開拓されたほ場か耕作の目的に供されていないほ場で、2年以上使用禁止資材が使用されていない場合には、

転換開始から、最初の播種又は植付けまでに、1年以上有機栽培を実施していること。 

 

1.2.4 転換期間中の条件 

収穫する 1年以上前から有機栽培に転換していた場合で、ほ場の履歴の基準以外のすべての有機基準を満た

した場合には、その認証を受けた上で「転換期間中有機○○」の表示をすることができる。ただし、この場合

には有機栽培に完全に転換する予定がなければならない。 

 

1.3 栽培場（きのこ類の培養場、伏込場又は発生場所）の条件 

以下の基準で定められた栽培場で栽培を行わなければならない。 

(1) 周辺から使用禁止資材が飛来又は流入しないように必要な措置を講じていること。 

(2) 栽培開始前 2年以上の間、使用禁止資材が使用されていないこと。 

 

1.4 野生植物の採取場の条件 

野生の植物の採取を行う場合、林地や休耕地、畔や河原などの採取地の条件についても規定されている。た

とえば、山林に自生する野生の木イチゴや山栗、山菜などでは、採取地が収穫前の過去 3 年間に空中散布や除

草剤などの使用がないことが明らかにされなくてはならない。また、採取地域も、それらの事実が確認できる

一定の範囲に限定する必要がある。 

 

  

図 33 一年生作物の転換期間の概念図 

転換開始から最初の播種又は植付けまでに 2年以上経過していること 
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2 種・種苗 

 

2.1 ほ場に播種・植付ける種苗の基準 

ほ場に播種又は植付ける種苗の基準については、有機 JASの規格で以下のとおり定められている。 

(1) 原則として、有機農産物の生産の方法の基準に適合する種苗（穂木、台木、種イモ、サツマイモの茎など

も含む）を使用すること。 

有機の苗を購入する場合は、メーカー又は生産者から育苗方法についての情報を入手して、有機 JASに適

合しているかどうかを確認することが必要である。 

(2) 通常の方法により入手が困難な場合や品種の維持更新に必要な場合には、使用禁止資材を使用されずに生

産されたもの(薬剤で未処理のもの)を使用すること。 

(3) それも困難な場合は一般の種苗を使用してよいが、種子から使用する場合は種子から使用し、苗の場合は

最も若齢の苗を使用すること。ただし、食用新芽の生産を目的とする場合は、この基準は適用できない。 

(4) （2）の入手も困難で、かつ災害、病虫害等（育苗の失敗も含む）によって植付ける種子や苗がない場合や

種子の供給がなく、苗などで供給される場合は、一般の苗を購入して使用することが可能である。 

(5) 組換え DNA技術を用いて生産されていないこと。 

原則的には有機栽培で育てた種苗を使用することが必要である。しかし、譲渡や交換、購入によって入手で

きない場合、又は購入できたとしてもとても高価な場合、しかも自家採取もできない場合に限って、慣行栽培

で育てた種苗を使用することができる。 

さらに 2012（平成 24）年の JAS の改正により、品種の維持・更新のために必要な場合も有機でない種を使

用することができるようになった。その場合、慣行栽培で育てた種苗であっても化学肥料や農薬などの使用禁

止資材による処理がなされていないものを選ぶ必要がある。 

当然ながら、購入した種苗に対して自らが購入した後に使用禁止の薬剤で種子消毒を行ったり、育苗する際

に化学肥料や農薬など使用禁止資材を使ったりすることは認められない。 

 

2.2 薬剤を使用していない種苗が手配できない場合 

薬剤を使用していない種苗の入手が困難で、自然災害や病虫害の発生、育苗の失敗などによって、植付ける

種子や苗がないような場合は、一般の苗を購入して使用できるが、次の条件が必要となる。 

種子繁殖する品種の場合は、種子を買ってきて自家育苗すること。また、栄養繁殖する品種の場合は、入手

可能な最も若い段階の苗を使用することである。 

 ただし、新芽を食べるカイワレ大根や豆種子に蓄えられた生産力によって生産されるカイワレ大根や豆苗、

もやしなどのスプラウト類、苗木や穂木に蓄えられた生産力によって生産されるタラの芽や茶といった新芽類

の場合は、有機の種苗を使用しなければならない。 

なお、以上で述べてきた種苗は有機や慣行栽培にかかわらず、組換え DNA技術を用いて生産されたものでは

ないことが大前提となる。 
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2.3 自ら育苗を行う場合 

自ら苗作りを行う場合は、苗作りの段階から以下のような有機の基準で定められた方法で実施しなければな

らない。 

(1) 育苗の場所が有機登録ほ場以外の場合には、除草剤などの禁止資材が飛来しないように気をつける。 

(2) 有機の育苗とそれ以外の育苗を同時に実施する場合は、区分をはっきりさせ、後で混合しないような対策

をとる。 

(3) 育苗の培土としては以下の条件のものを用いる。 

・ 認証を取っている有機ほ場の土は、どのほ場から土を採取したか、それをどこでどの程度の期間保管

して使用したかを記録につけておく。 

・ 有機認証ほ場の土ではないが、過去 2 年間禁止物質の飛来や流入のない場所の土は、この基準を満た

していることを証明できる何らかの書面や記録による証明が必要となる。 

・ 別表 1に記載された肥料及び土壌改良資材については、それを満たす資材であるということの書面を

入手しておく。 

(4) 前年使用した育苗箱などを使用する場合は洗浄して使用する。箱を薬剤で殺菌する場合は、殺菌剤が残ら

ないように十分洗浄する。 

(5) 育苗用の水はどのような用水を使用しているか、水田の水の管理と同様の管理を行う。 

 

2.4 きのこの種菌 (栽培場に使用する種菌) 

きのこ栽培用の種菌は、種の菌糸が純粋かつ適度な条件下で培養されたものであるが、菌床は含まれない。 

有機きのこの種菌として使用できるものは、有機基準に適合したものであることが基本である。ただし、通

常の方法によってはその入手が困難な場合は、使用禁止資材を使用することなく生産されたものを使用できる。 

この入手がさらに困難な場合は、天然物質か化学処理を行っていない天然物質に由来する培養資材を使用し

て生産された種菌を使用することができる。また、それも困難な場合には、種菌培養資材（酵母エキス、麦芽

エキス、砂糖、ぶどう糖、炭酸カルシウム、硫酸カルシウム）を使用することができる。 

ただし、これらは例外的な措置として認められているものであり、本来は有機基準を満たした種菌を使用し

なければならないことを心得ておく必要がある。なお、種菌が組換え DNA技術を用いて生産されたものでない

ことは言うまでもない。 

 

3 肥培管理 

 

3.1 肥培管理の基本 

有機農産物を生産するほ場などに

おける肥培管理については、有機栽培

の生産の原則に則り、土壌の物理性や

化学性、生物性を考慮した土壌改良を

行って、総合的な地力を高め、肥沃な

土壌にすることが必要である。 

基本的には、ほ場で生産する有機農
図 34 有機ほ場での物質循環 
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産物の残さは外に持ち出すことなく、土壌にそのまま返すことを基本とする。すると、その有機物はほ場やそ

の周辺に生息するミミズや昆虫などの力によって分解され、またその糞や死骸は土の中の微生物のエサになり、

分解されて植物に取り込まれる物質循環が営まれる。 

しかし、農地で育った収穫物は外に持ち出され、地力が低下するのは明らかであるため、作物の正常な生育

が期待できない場合に限ってではあるが、JAS で認める付表 1（巻末）の肥料や土壌改良資材が使用できるこ

とになっている。 

なお、2012（平成 24）年の規格の改正によって、有機農産物を生産するほ場やその周辺から、土づくりに有

効な働きをするミミズや有用徴生物、小動物などを導入できることになった。 

 

3.2 堆肥による土づくり 

堆肥を自ら製造して施用している場合は、その原料と作り方を明確にし、素材の有機物がよく分解・発酵し

た完熟堆肥になるように管理する必要がある。 

未熟の有機物を施用すると、土の中で急激に増殖する微生物が窒素分を奪って作物に窒素飢餓を招いたり、

根が傷む物質を出したりすることがある。また、家畜糞の場合には、糞に混じっている雑草の種子を広げてし

まうこともある。 

また、原料に有機 JASで認められないものを使用することはできないため、入手先にどのような原料を使っ

たかなど、原料の使用状況についても確認する必要がある。ボカシ肥を製造するような場合も同様に、原料と

作り方を明確にすることが欠かせない。 

なお、購入した堆肥を使用する場合には、資材の選定基準を踏まえ、基準を満たすものを選ぶ必要がある。 

 

3.3 有機 JASで使用可能な肥料や土壌改良資材 

付表１（巻末）は有機 JAS で使用可能な肥料や土壌改良資材であり、ほとんどが天然物質か化学的処理を行

なっていない天然物質に由来している。注意したいのは名称が載っているから、その名称の資材は何でも利用

できるということではなく、使用目的や製造過程などに条件がついているため、使用にあたっては関連する法

規に準拠しなくてはならない。 

こうした個別の資材を使用する際には、農林水産省食料産業局食品製造課で作成している「有機農産物の JAS

別表等資材の適合性判断書及び手順書」をもとに、その適合性についてしっかり判断する必要がある（手順書

序 2−2 「有機 JAS・別表 1 の肥料及び土壌改良資材適合性判断のためのチェックシート」（付表 3、巻末）参

照）。 

 

3.4 「その他の肥料及び土壌改良資材」について 

有機農業の歴史を見ると、化学合成肥料や農薬に代わるさまざまな手法を工夫してきており、数多くのノウ

ハウが蓄積されてきた。2005（平成 17）年、2006（平成 18）年の改正では、そうした有機農業に取り組む農

家が開発してきた資材についても極力使用が可能となるように、特定の物質名での記載をやめ、「〜由来の資

材」と表現され、さまざまな資材が該当するように変更された。 

そして、別表の最後には「その他の肥料及び土壌改良資材」の項目を設け、リストに名称のない資材でも使

用することができるように配慮している。この項目に該当する資材については、以下の条件を満たすことが求

められる。 
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(1) 別表 1に記載された資材の使用だけでは、農地の生産力を発揮するのに不十分である場合に限る。 

(2) 肥料目的又は土壌改良目的で土地や植物に与えられるもの。 

(3) 天然物質又は天然物質に由来するもの (天然物を燃焼、焼成、溶融、乾留又はけん化することにより製造

されたもの、また化学的な方法によらずに製造されたものに限る。組換え DNA 技術を用いて製造されてい

ないもの)。 

(4) 病害虫の防除効果を有することが明らかなものでないこと。 

(5) 化学的に合成された物質を添加していないもの。 

 

3.5 きのこ類の栽培管理 

きのこ類の栽培で使用可能な資材としては、樹木に由来する資材 (原木、おがこ、チップ等)とそれ以外の資

材 (コーンコブ、米ぬか、ふすま、おからなど)がある。 

樹木に由来する資材を使用する場合、過去 3 年以上周辺から禁止資材が飛来又は流入せず、かつ使用禁止資

材が使用されていない一定の区域で伐採され、伐採後に化学物質により処理されていないものである必要があ

る。 

「それ以外の資材」を使用する場合は、有機農産物（有機加工食品、有機飼料）の基準に従って生産された

ものである必要があり、増収材などの化学合成品は使用できない。 

 堆肥栽培の堆肥については、有機農産物、有機加工食品、有機飼料の基準を満たしたもののほか、「有機畜

産物の基準に従って飼養された家畜及び家きんの排泄物に由来するもの」という規定がある。現在の日本の現

状では、有機畜産物の基準に従った家畜そのものがほとんど見られないことから、堆肥栽培に必要とする量を

手当てすることはかなり困難である。したがって、これらの資材の入手が困難な場合には付表１に記載された

肥料や土壌改良材に限り使用することができる。 

生産に使用する資材に関しては、基準に準拠していることの記録や書類を保持しなければならない。有機き

のこの栽培に際しては、どの資材を使用したか遡及確認ができるように、収穫する対象のほだ木や菌床につい

て使用した資材がすべて把握できるような記録を作成する必要がある。 

 なお、きのこ類を生産する過程で産出される廃ほだや廃菌床は、施設の加温の燃料や堆肥、飼料などに再利

用することが必要である。 

 

4 病害虫管理 

 

4.1 ほ場における有害動植物の防除の基準 

有機農産物の生産においては病害虫の防除に化学合成農薬を使用しないことが原則となっている。病害虫が

発生した時の対応方法について、有機 JAS では有害動植物の防除の方法として、（1）耕種的防除、（2）物理的

防除、（3）生物的防除の 3通りの方法か、その組み合わせによる方法で行うことが定められている。 

 

4.1.1 耕種的防除 

これは、耕種手段を用いて防除する方法である。 

たとえばナス科の作物を連作すると連作障害が出るが、それを防ぐために輪作を行ったり、適地適作で土地

の気候や地形などの条件に適した作目や品種を植えたりすることである。 
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また、病原菌に対して抵

抗性品種を植えたり、病原

菌に対して抵抗性を持つ台

木や健全な種苗を使用した

りすること、さらには「コン

パニオンプランツ」という

一緒に植えると病害虫の発

生を防いでくれる相性のよ

い他の作物と混植すること

も耕種的防除に含まれる。 

その他、田畑の転換や作

期の移動によって病害虫を

回避したり、灌漑や耕起・中

耕、被覆植物の利用など、そ

の方法はさまざまである。 

 

 

4.1.2 物理的防除 

これは、物理的性質を利用して防除する方法である。 

たとえば光線の遮断、誘蛾

灯や防蛾灯の利用、プラスチ

ックテープ等の反射光の利

用など、光を有効に用いて主

に害虫を引き寄せたり、忌避

したりして、害虫被害を削減

する方法がある。また優良な

種子を選別する比重選、温湯

消毒、太陽熱や蒸気を利用し

た土壌消毒、爆音、電柵にお

ける電流の利用、防虫用ネッ

トや粘着トラップの利用の

他、手取り除草や中耕除草、

草刈機を利用した除草など

がある。 

 

 

 

  

灌漑 被覆植物の利用 耕起・中耕 

図 36 物理的防除例 

誘蛾灯・防蛾灯 爆音等の利用 電流の利用 

ネット利用 粘着シート 仮払機による除草 

図 35 耕種的防除例 
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4.1.3 生物的防除 

これは、生物間の相互作用を利用して防除する方法である。 

たとえば土壌微生物の適正なバ

ランスを保持・活性化したり、病

害の原因となる微生物を抑制する

拮抗微生物を利用したりして病害

を防ぐ方法、野鳥やカエル、ハチ

類などの捕食性・寄生性のある天

敵を利用して害虫を退治する方

法、アイガモや鶏、コイなど小動

物を利用して除草する方法、臭い

の強い香辛植物などを利用して害

虫を忌避したり、センチュウの拮

抗植物であるマリーゴールドを利

用して病害を防いだり、被覆植物

(カバークロップ)などを利用して

有害動植物の発生を抑制したりする方法などがある。 

 

4.1.4 マルチ等の利用 

方法としては物理的防除に入るが、マルチ等の使用もよく

用いられる方法である。 

その効果としては、雑草の防除や地温調節による生育の促

進、病害虫の発生防止の他、土壌の浸食や肥料の流亡防止、

土壌の団粒の保持、土壌水分の変動の緩和など肥培管理にも

有効である。 

マルチ使用の場合、有機 JAS では使用後にほ場から取り除

かれるプラスチックマルチは取り除くことを条件に使用可

能であるが、できる限り原則に立ち戻って環境に配慮した素

材を使用することが求められるため、刈り草や敷きわらなど

天然のものを活用するのが望ましい。 

なお、生分解性プラスチックマルチの使用は認められてい

ない。 

 

4.2 緊急時の農薬の使用条件 

基本的には、以上述べたような方法で病害虫の対策を実施しなければならない（きのこ類の栽培の場合も同

様である）。しかしながら、近接したほ場や自らのほ場内で有害動植物が発生したり、経験的に発生が確実に

予測されたりして、これを放置しておくと農産物に多大な被害が予測され、これまで述べてきた防除方法だけ

では対策が取れない場合は、JAS の付表 2（巻末）にある農薬が使用可能となる。 

図 38 マルチの利用 

天敵の利用 アイガモの利用 

忌避植物の利用 

図 37 生物的防除例 
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この表に載っている薬剤は、付表 1 に比べれば条件は少なく、農薬の「製造方法」又は「原料」に条件を付

けているのは除虫菊乳剤、性フェロモン剤、展着剤だけであり、組換え DNA技術を用いて製造されたものでな

ければ、付表 2 にある名称の資材は製品の原料や製法の確認をする必要がない。 

これらの指定資材に該当する商品は何種類もあるため、使用を検討する際には農薬の表示を見て、農薬の種

類がこの表に掲載されているものと一致するかどうかを確かめてから使用する必要がある。 

ただし、注意しなければならないのは、付表 2の農薬リストでは、付表 1の肥料と土壌改良資材のリストの

場合とは異なり、「その他の農薬」の欄がないことである。つまり、この許可リストに載っているもの以外の

農薬は一切使用できないということになる。 

なお、これらの薬剤をやむをえず使用する場合は、農薬取締法に定められた使用方法などを守って使用する

ことが求められる。具体的には、まず使用する農薬が対象となる作物に適合するか、そして、登録された使用

量や希釈倍率、使用時期、使用回数、散布禁止時期などの使用方法に則って使用されているか、さらには改正

農薬取締法に基づく農薬使用基準を遵守しているか、使用資材に無登録農薬に該当するものがないかについて

も、しっかりと確認して使用しなければならない。 

 

4.3 特定防除資材(特定農薬)の動向 

2002（平成 14）年の農薬取締法の改正により、それまで生産者が経験的に病害虫防除効果を期待して使用し

ていた自家製資材などが無登録農薬と見なされていたことから、「その原材料に照らし農作物等、人畜及び水

産動植物に害を及ぼす恐れがないことが明らかなもの」については、「特定防除資材」、つまり「特定農薬」と

して指定し、規制の対象外とすることになった。 

これを受けて、有機 JAS の改正も行われ、付表 2 の農薬分類別リストに「重曹」と「食酢」が追加された。

とはいえ、特定防除資材として指定された資材が自動的に有機 JASで使用可能となるわけではない。国際的な

基準であるコーデックスガイドラインの資材基準によって評価した上で、有機 JAS に追加することが可能かど

うか判断されることとなる。 

 

5 一般管理 

 

5.1 一般管理の作業行程 

収穫以前の栽培過程で肥料や農薬に限らず、土壌や作物に施したり、接触したりするすべての資材から、禁

止物質による汚染を受けないように、この「一般管理」という新しい項目が 2005（平成 17）年の JAS 法改正

で設けられた。 

これに当てはまる具体的事例としては、以下のような作業行程がある。 

(1) 種子消毒：種子消毒の際に薬剤を使用する場合には、使用禁止資材ではない付表 2 に掲げられる農薬のみ

使用できる。 

(2) 種子の比重選：一般管理の基準を満たす食塩(天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来す

るものであること)を使用した塩水であれば、比重選に使用することができる。 

(3) 肥料・土壌改良資材や農薬以外の物質のほ場への施用：一般管理の基準を満たす海水 (天然物質又は化学

的処理を行っていない天然物質に由来するものであること)であれば使用することができる。 
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5.2 きのこ類の「一般管理」 

きのこ類の「一般管理」においても、使用禁止資材を使用しないことが規定されている。 

具体的事例としては、堆肥栽培で稲わらなどを原料とした堆肥を植菌前に蒸気で殺菌することは可能、生産

に使用する水で禁止物質が混入していることが明らかな水は使用不可、機械器具や施設の消毒に使う薬剤がき

のこに直接触れる形での使用は不可などがあげられる。 

 

6 収穫後の管理 

 

6.1 収穫から出荷するまでの基準 

有機 JAS では、輸送から選別、調整、洗浄、貯蔵、包装などの工程に係る管理として、農産物の収穫から出

荷するまでの基準として、次に述べる 4つのことを定めている。 

(1) 有機農産物以外の農産物が混合しないように管理されていること。 

(2) 有害動植物の防除では付表 2 の農薬又は付表 4（巻末）の薬剤のみが使用可能であること。また、鮮度保

持や渋抜きなどの品質の保持・改善に使用できる資材としては付表 5（巻末）で取り上げている調製用等

資材（組換え DNA技術を用いて製造されたものを除く）が使用可能であること。 

(3) 放射線照射が行われていないこと。 

(4) 農薬や洗浄剤、消毒剤その他の薬剤に汚染されないように管理されていること。 

 

6.2 収穫後の管理におけるポイント 

収穫後の管理におけるポイントは、「非有機農産物の混合防止」と「使用禁止資材による汚染防止」である。

有機農産物の生産に使用している収穫から出荷までのすべてのルートをしっかりとたどり、それらすべての工

程が上記の内容を満たせるかどうかを検討することが重要である。特に非有機の農産物を並行して生産してい

る場合は、細心の注意が必要となる。 
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7章 生産行程の管理の方法 

 

１ 生産行程管理者 

 

1.1 生産行程管理者とは 

生産行程管理者とは、個人も含めて事業者のことである。生産組合のようなグループの場合は、その組織の

ことであり、代表者を指すのではない。 

有機の基準に基づいて生産を行っても、その生産の行程についてあとから確認できるような把握の仕組みを

つくり、その実施記録を付けて、それを管理・保管できる組織体制がなくては、有機認証を取得して有機表示

をすることはできない。 

そのため、まず生産行程を把握し、管理するのに適切な規模の生産管理のための組織を定める必要がある。

管理は生産者が単独で行うのか、グループで行うのかなど、どのような単位で管理を行うのかを決めなくては

ならない。そして、この単位を「生産行程管

理者」として組織化する。 

生産行程管理者として有機 JAS 認証の申

請をする事業体としては、以下の通り 3つの

形態がある。 

(1) 一生産業者が申請する。 

(2) 生産者を構成員とする農協などの法人

及び生産者がグループを作ってグルー

プとして申請する。ただし、任意団体の

場合は代表者か管理人が申請すること

になるため、代表者や管理人の定めが必

要となる。 

(3) 販売業者や流通業者が契約する生産者

を組織化して、業者として申請する。 

 

1.2 組織作りにおける代表者とメンバーの明確化 

組織づくりにおいては、まず規約を作成して組織としての活動內容を定める。その中に代表者の役割も定め、

代表者にふさわしい人を選出する。代表者は積極的にトップとして有機農産物の生産にあたっての組織の方針

を定めることが望まれる。 

しかし、有機 JAS 認証制度では特に代表者の役割は定められておらず、規定されているのは「生産行程管理

担当者及び責任者」と「格付担当者及び責任者」の 2つだけである。したがって、まずはこの 2 つの担当者と

責任者を決める。そして、有機農産物を生産するメンバーを集めてメンバー表を作成し、組織体制を明確にす

る。 

 

1.3 生産行程管理の業務 

生産行程管理責任者は主に以下のような業務を行う。 

生産行程管理者とは 

 

生産行程管理者=事業者(個人も含む) 

有機基準に基づいて生産行程を把握できる仕組みをつくり、実施

記録を付け、それを管理・保管する組織体制のこと 

【組織の要件】 

• 会の規約や運用の手順を策定、組織図も作成 

• 代表者や各業務の責任者・担当者を明確に 

• 組織の構成メンバーを明確に 

• 有機農産物の生産をするほ場の明確化 

• 各メンバーが栽培活動を記帳、確実な管理の実施を証明 
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(1) 内部規程(栽培基準、管理方

針)を作成すること。 

(2) 内部規程に則って実務を行う

こと。 

(3) 管理記録(生産行程管理記録)

をつけること。 

(4) 生産行程管理記録とその裏付

けの書類(伝票など)を出荷の

日から 1年以上保持すること。 

(5) 年間計画を作成すること。 

(6) 作成された年間計画を認証機

関に提出すること。 

(7) やむを得ず有機ほ場が、規格

に適合しなくなった(有機生

産できなくなった)場合、認証

機関へ報告すること。 

(8) 生産管理の業務を外部に委託する場合には契約書を作成・保持すること。 

(9) 認証機関の定期的な調査をうけ、改善指摘があった場合は是正措置をとること。 

以上のような生産行程管理責任者の業務を補佐するのが生産行程管理担当者である。生産行程管理者が管轄

する生産者の数やほ場の数などの規模に応じて適切な人数を選任して、担当者を配置する必要がある。 

なお、生産行程管理担当者の中から 1人を生産行程管理責任者として選任する必要がある。生産行程管理相

当者が 1 名の場合はその者が生産行程管理責任者となる。 

  

1.4 生産行程管理担当者の人数と資格 

生産行程管理担当者の配置の例としては、県域に 4 つの有機生産団体があって、それぞれでまとまって管理

されているような場合は、団体単位で 1名ずつ、合計 4 名が望ましい。また、部会が、たとえば米、野菜、果

樹の 3つに分かれているような場合には、部会ごとに 1 名、合計 3 名の配置がよい。 

生産行程管理担当者になるには資格が必要で、以下の 3 つの資格要件のいずれかに当てはまらなければなら

ない。 

(1) 大学で農業生産に関係する課程を卒

業したもので、農業生産又は農業生産

に関する調査研究、指導経験が 1年以

上あるもの。 

(2) 高校を卒業したもので、農業生産又は

農業生産に関する調査研究、指導経験

が 2年以上あるもの。 

(3) 農業生産又は農業生産に関する調査

研究、指導経験が 3年以上あるもの。 

生産行程管理者の業務 

 

生産行程管理＝有機の基準に基づいて生産が行われるように生産

行程を管理すること 

 

＜業務＞ 

(1) 内部規程(栽培基準、管理方針)の作成 

(2) 内部規程に則した実務 

(3) 管理記録(生産行程管理記録)の作成 

(4) 管理記録と裏付書類(伝票など)の保持（出荷日から 1年以上） 

(5) 年間計画の作成と認証機関への提出 

(6) 有機規格に適合しなくなった場合の認証機関への報告 

(7) 契約書の作成・保持（生産管理業務を外部委託する場合） 

(8) 認証機関の定期調査の受入れ、改善指摘への是正措置 

生産行程管理担当者の資格 

 

以下の条件のいずれかに当てはまる必要がある。 

(1) 大学で農業生産に関係する課程を卒業。農業生産又は

農業生産に関する調査研究、指導経験が 1 年以上ある 

(2) 高校を卒業。農業生産又は農業生産に関する調査研究、

指導経験が 2年以上ある 

(3) 農業生産又は農業生産に関する調査研究、指導経験が

3 年以上ある 
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以上の資格は認証の際に判定基準の一つになるため、それぞれの担当者が資格を満たしていることを示す履

歴書などの文書を作成し、準備しておく必要がある。 

 

1.5 格付担当者との兼任 

 生産行程管理担当者は、格付担当者とは別であることが望まれる。それは、格付担当者とは生産された農産

物を第三者の立場で検査する役割であり、生産管理に責任を持つものが、自分の管理状況を検査することは望

ましくないからである。 

ただし、従事者が 1名だったり、ほ場の数が少なかったり、面積が小さいなど、同一のものが両方の業務を

行うことが可能と認証機関から判断された場合などには兼務が可能である。 

生産行程管理責任者は認証機関が実施するか、又は認めた講習会を受講、修了する義務がある。この受講修

了は認証のための必須条件になっている。 

 

2 格付担当者 

 

2.1 格付担当者の業務 

「格付」とは、生産されたものを検査し、それが規格どおりか確認することである。有機農産物を格付する

場合は、認証を受けた生産行程管理者が組織の中に格付担当者を置いて、格付しなければならない。 

格付担当者の業務は以下のとおりである。 

(1) 出荷前に「生産行程の検査」を実施し、基準を満たしていることを確認する。 

(2) 表示が適切になされていることを確認する。 

(3) 表示を付した後の適正な管理とともに、万一表示を付した後に不適合になった場合の商品の処分、及び有

機の表示をはずすなどの格付

表示の管理を行う。 

(4) 上記の記録を作成し、保存す

る。 

(5) 上記の記録を認証機関の要請

に基づき提出する。 

格付担当者の確認の結果、それが

有機農産物の基準に適合していな

いと判明した場合には、その農産物

は有機と表示して出荷することが

できない。つまり、格付担当者は「有

機」の表示が可能かどうかを判断す

る第三者的役割を担っているとい

える。 

 

  

格付担当者の業務 

 

格付＝生産されたものが有機 JASに適合しているか確認すること 

＜業務＞ 

(1) 出荷前に生産行程の検査実施 

(2) 表示の確認と表示後の適正な管理 

(3) 表示不適合になった商品の処分、格付表示の管理 

(4) 格付業務の記録の作成、保存 

(5) 格付業務の認証機関への提出 

※格付担当者全員が格付に関する講習会を修了する義務がある 

（生産行程管理担当者の場合、生産行程管理の講習会修了は責任者

のみでも OK） 
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2.2 格付担当者の資格と人数 

格付担当者の場合も、生産行程管理担当者と同じように「認証の技術的基準」で資格要件が定められており、

その内容は生産行程管理担当者の資格要件と同じである。認証にあたっては、各担当者が資格を満たしている

ことを示す履歴書などの書類を準備しておく必要がある。 

配置すべき人数については、申請するほ場の広さや位置などを考慮に入れて業務が十分に可能な人数を配置

しなければならない。格付は、出荷する前に必ず実施しなければならない業務である。仮に複数の離れたほ場

があり、そこに 1 名の生産者を格付担当者としておいた場合、収穫日が重なって格付の仕事ができないことも

あり得るため、このようなケースも考えて同じグループ内に複数の格付担当者をおくことが望まれる。 

格付担当者は全員が認証機関が実施するか、又は認めた講習会を受講し修了する義務がある。生産行程管理

担当者の場合は講習会を必ず修了しなければならないのは生産行程管理責任者だけであるが、格付に関しては

格付担当者全員が講習会を修了することが義務付けられている。 

なお、格付担当者が複数の場合は、格付責任者を 1 名選出する必要がある。ただし、格付担当者が 1名のみ

の場合は、実質的に本人が責任者となるため、選出する必要はない。 

  

3 生産に必要な施設とその管理 

 

3.1 ほ場リストの作成 

認証の申請をする場合は、どのほ場で有機栽培をするかについて、表 11 の例のようなほ場リストを作成す

る必要がある。このリストの内容と後で述べるほ場図は一致していなければならない。 

 

表 11 ほ場リストの例 

生産者名 ほ場番号 ほ場略称 住所 広さ 

中島一茂 あ-1 社前 群馬県前橋市△△町 2001-1 20a 

あ-2 社向かい 群馬県前橋市△△町 2001-2 10a 

町田次男 い-1 社横 群馬県前橋市△△町 2015-1 40a 

い-2 坂下 群馬県前橋市△△町 807-1 40a 

い-3 坂下 2 群馬県前橋市△△町 807-2 25a 

山口三郎 う-1 公民館裏 群馬県前橋市△△町 1995-3 20a 

広さ合計 155a 

 

3.2 生産に関連する各種図面の作成 

有機農産物を生産するほ場は、管理のために地図や図面を作成しておく必要がある。これらは認証申請の際

に提出が求められる。 

(1) ほ場周辺図（図 39 参照）。 

ほ場の規模やそれぞれの位置、近隣の土地の使用状況などを記したもの。 

(2) 認証申請対象ほ場地図（図 40 参照）。 

ほ場ごと、あるいは連続したり近接したりしている場合はそのまとまりごとに、隣接地からの汚染の危険

性の有無を確認する。 
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(3) 水系図あるいは用排水図（水田の場合。） 

他の慣行農法の水田から影響を受けていないか、またその可能性がある場合にどのような処置をとってい

るかを確認する。 

(4) 航空防除用作業地図（農薬空中散布実施地域の場合）。 

農薬の飛散の影響がないかを確認する。 

(5) 生産管理及び格付の組織・機構図。 

生産管理や格付を行う組織の事業者の中の位置づけを確認する。 

(6) 保管等に係る施設の図面。 

保管場所や作業場所が作業に必要な広さを有しているか、汚染の危険性はないかなどを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほ場の規模やそれぞれの位置、近隣の土地

の使用状況などを記す 

 

＜ポイント＞ 

(1) ほ場や農機具置き場、資材庫、育苗場

所などがどの位置関係にあるかわか

るようにする 

(2) 近くにある河川、工場、ゴルフ場、焼

却施設などを記入する 

(3) 方角を入れ、ほ場番号を明確にする 

水田の場合は水系図と兼ねるとよい 

 

出典：「有機農産物検査認証制度ハンドブッ

ク（改訂第５版）」（農林水産省）より 

図 39 ほ場周辺図の作成の仕方 

 

図 40 ほ場地図の作成の仕方 

ほ場ごとに隣接地からの汚染の危険性の有

無を確認できるように作成 

 

＜ポイント＞ 

(1) ほ場の大きさ、畦畔・道路の幅、水田の

場合は取水、排水口を書く 

(2) 方角、傾斜、特定気象条件(決まった風

向など)を書く 

(3) 隣接地との距離、隣接地の内容を書く

(慣行か有機か等) 

 

出典：「有機農産物検査認証制度ハンドブッ

ク（改訂第５版）」（農林水産省）より 
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4 内部規程の作成 

 

4.1 規程の作成の考え方 

内部規程を作成し、この規定にそって生産行程管理の実務を行うことは、生産行程管理責任者の業務に位置

付けられている。「認証の技術的基準」では、内部規程という形で文書化を義務付けているのは管理基準に当

たる部分だけであるが、より高度な管理を行うためには「認証の技術的基準」で定められた活動内容のすべて

を書面化することが望ましい。 

したがって、「内部規程」に加えて、組織の運営上で書面化することが望ましい内容についても、組織とし

て通常は「要領」の形で別途整備しておくべきものといえる。 

 

4.2 組織の要領の作成 

組織の要領については、組織の実態によって異なるため、できるだけ自分のグループに適した内容を、自ら

の言葉で作成することが望まれる。要領は組織の運営方法について原則をまとめるものなので、決定にあたっ

ても、変更にあたっても、しかるべき組織の決議機関で検討・決定する必要がある。この点では、収穫のつど

適宜見直しをすることが望まれる管理基準としての内部規程とは性格が異なる。 

この要領に記載する項目については以下のような例が考えられる。 

(1) 会員構成（役職・部会を規定した組織図や会員一覧表など）。 

(2) 代表者と各役職担当者の業務範囲。 

(3) ほ場一覧やほ場図 。 

(4) 入退会規定。 

(5) 生産管理の方法。 

(6) ほ場巡回の頻度、生産者の記録の方法、記録の集約の方法、不適合品の処理方法など。 

(7) 記録の保存やその保存場所・保存年数。 

(8) 内部規程や格付規程の見直しの実施方法など。 

なお、参加者のリストなど変更しやすいものについては要領の本文とは切り離し、別表という形で整備する

と更新が楽にできる。 

 

4.3 内部規程 (管理基準)の作成 

内部規程は有機農産物の JAS に則った生産活動を行うため、栽培方法や機械器具の取扱い、収穫後の生産物

の取扱い、出荷方法などについて具体的に定めた管理基準である。認証機関や他人から与えられる基準ではな

く、生産行程管理者が自ら作成しなければならない。 

名称は「内部規程」でなくても、「管理基準」や「管理方針」、「裁培マニュアル」といった名前でもかまわな

い。とりわけ、申請対象がグループの場合には、各生産者が共通の栽培指針や収穫後の取扱方法に則ることに

より、はじめて全体として統一した管理が可能になるといえる。 

内部規程の内容については、「認証の技術的基準」により、以下の 7 つの項目が「具体的かつ体系的に」整

備されていなくてはならないと規定されている。 

(1) 種子又は苗等の入手。 

(2) 肥培管理、病害虫雑草防除、一般管理、育苗管理。 
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(3) 生産に使用する機械・器具。 

(4) 収穫・輸送・選別・調製・洗浄・貯蔵・包装その他の収穫以後の作業。 

(5) 苦情処理に関する事項。 

(6) 年間計画の作成と認証機関への通知。 

(7) 認証機関による確認等業務の適切な実施に関し必要な事項。 

 

4.4 作成のポイント 

作成のポイントは、以下の 4 点である。 

(1) どの品目のいつの時期の栽培基準なのかを明らかにすること。野菜などでは作付け時期により基準が変わ

ったりするため、特に注意する（必ずしも作目ごとに作る必要はない）。 

(2) 生産者によって栽培方法のばらつきが多い場合は、事前に JAS に適合しているかどうかをグループ内で確

認し合って、統一した栽培基準による内部規程を策定する。 

(3) 実施が可能なことや実際に実施していることを書くようにし、表現は組織内部のメンバーがわかるような

言葉にする。具体的な手順や名称を用い、組織内部で解釈が異なるような抽象的な表現は避ける。 

(4) 規程に基づいて業務を行わなければならないため、理想とされるような内容でも実施が不可能なことは書

かない。 

 

5 内部規程の具体的な記載項目 

 

5.1 種苗に関する入手方針 

種苗や資材の入手については、第 6章有機農産物の生産の方法で述べた基準に適合するように、方針として

次のことを定めなくてはならない。 

(1) 有機農産物由来の種苗を用いることを原則とする。 

(2) 有機農産物由来の種苗が入手できない場合は、その理由を明確にした上で非有機の種苗を使用する。 

(3) 組換え DNA技術を用いて生産されたものは使用しない。 

 

5.2 資材に関する入手方針 

種苗の入手に関する方針と同じく、肥培管理や病害虫防除、一般管理に使用する資材など外部から購入する

資材についても、その入手先やそれらが JAS適合であることを明確にする必要がある。 

有機 JAS では原則として自己生産物か自己の周辺地域の生産物を使って肥培管理し、それでは無理な場合に

のみ、外部から購入した肥料や土壌改良資材を許可されたものに限って使用することが認められている。また、

病害虫の防除に関しても農薬の使用は原則禁止であるが、緊急でやむを得ない場合のみ、許可されたものに限

って使用が認められている。 

さらに、一般管理用の資材についても、禁止物質が土壌にほどこされるようなものは使用できない。 

以上のことから、資材に関する方針としては次のことを決定する必要がある。 

(1) 使用資材名や入手先を明確にリストアップし、それが許可資材であることを証明する。 

(2) 資材の使用がやむをえない事情であることを説明できるようにしておく。 

(3) 資材の保管については有機以外で使用する農薬などと明確に隔離して保管する。 
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(4) 有機以外で使用する資材は選別・調製などの場所に持ち込まない。 

 

5.3 肥培管理に関する方針 

有機 JAS において、肥培管理は次の一般原則に基づいて行う必要がある。 

(1) 当該ほ場の残さに由来する堆肥の施用を行う。 

(2) 当該ほ場か、その周辺に生息・生育する生物の機能を活用した方法による。 

(3) 上記の方法によるだけでは生産できず、外部の購入資材などに頼らざるを得ない場合は、許可された資材

のみが使用できる。 

(4) 当該ほ場か、その周辺から生物を導入することができる。 

規程には、上記のような一般原則を書くのではなく、上記に基づいて肥培管理方針を作成する。また、外部

購入資材がある場合は、その使用理由を文書で明確にし、資材名や入手先をリストにする必要がある。 

 

5.4 病害虫、雑草防除に関する方針 

病害虫や雑草防除については、化学合成された農薬ではなく、耕種的防除や物理的防除、生物的防除に限る

ことが規定されている。 

しかし、緊急の場合には、付表 2に記載されている許可された資材のみ使用し、防除することができる。こ

うした原則にもとづいて、病害虫や雑草の防除に関する方針を作成し、外部から購入する資材がある場合は、

その使用理由や使用目的などを文書で明確にし、資材名や入手先をリストにする必要がある。 

 

5.5 一般管理と育苗管理に関する方針 

次に一般管理と育苗管理に関しては、種子の消毒や比重選、肥料や土壌改良資材、農薬以外の資材のほ場で

の使用、マルチの使用など、「一般管理」に該当する管理を行っている場合には、その栽培方針や栽培管理の

方法について記載する必要がある。 

また、「育苗管理」について自家育苗を行っている場合には、その栽培管理の方法について記載する必要が

ある。 

 

5.6 生産に使用する機械・器具 

生産に使用する機械や器具についても規程の中に設ける必要がある。なぜなら、たとえば生産者が有機のほ

場と非有機のほ場で機械や器具を併用している場合、それら機械や器具を通じて非有機のものが有機のほ場に

持ち込まれ、有機である性質を損なう危険性をもっているからである。 

規程作成のステップとしては次のとおりである。 

(1) まず有機で使用する機械器具をリストアップし、それが有機専用であるのか非有機との併用であるかどう

かを確認する。 

(2) 使用する機械については播種・育苗から、乾燥・調整・包装まで全ての行程で使用するものについて検討

する。 

(3) 併用である場合は、非有機の土や収穫物などが混合しないように、どのような対策を取るのか、また機械・

器具の清掃・洗浄等のルールを決めることも必要である。そして、どの記録をつけるかについても検討す

る。 
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(4) 有機の使用禁止資材を同時に保管しているような場合は、これらによる汚染を防止するようにルールを決

める。 

 

5.7 収穫後の行程に関する規程 

このようにして生産された農産物は収穫後、輸送・選別・調製・洗浄・貯蔵・包装その他の作業によって商

品化され、出荷・輸送を通じて卸や小売店などに届く。 

商品が届くと、届いた先や購入した消費者などから苦情が来ることもあり、それにも対応しなければならな

い。そのため、こうした収穫後の行程についても規程で一つ一つ盛り込んでおく必要がある。 

輸送・選別・調製・洗浄・貯蔵等の作業は、有機で生産し収穫した農産物が、非有機農産物の混合や取り違

え、薬剤の汚染などを受け、有機農産物の有機性を失う危険性が高い行程である。この行程で有機性の保持の

ための方針を作り、記録を残して証明することが重要である。 

規程作成のステップとしては次の通りである。 

(1) 対象農産物がほ場での収穫から出荷まで、どのような容器で運ばれ、どこで作業されるのかを明確にする。

これに関してはフローチャートをつくるとわかりやすくなる。 

(2) それぞれの行程で非有機農産物の混入や取り違えが起きないような管理体制を整える。 

(3) 使用禁止資材による汚染がないかどうか行程ごとに分析する。 

(4) 調製等で使用する資材は許可物質のみとする (許可物質であるかどうかがよくわからない場合は、認証機

関に事前照会することが望ましい) 。 

(5) 放射線照射は行わないことを規定する。 

 

6 格付の方法と格付規程の作成 

 

6.1 格付検査とは 

JAS制度については、大きく分けて品質に関する JASと生産方法に関する JAS の 2 種類があるが、一般の JAS

は製品の品質について保証する「品質規格」である。 

「格付」とは、製品が決められた規格を満たしているかどうかを検査し、確認することで、通常は製品が生

産された後で、その製品が規格を満たしているかどうかを試験室などで検査する。規格を満たしているものに

は、その認証の証として JAS マークを貼ることができる。 

一方、有機 JASは「生産方法を定めた規格」である。したがって、この格付検査は、品質ではなく、生産方

法が規格を満たしているかどうかを生産行程を検査することによって調べるものである。この検査の結果、有

機 JAS に則った作り方であることが確認できれば、有機 JAS マークを貼り、有機表示をすることが可能とな

る。 

この生産行程の検査は、生産行程管理者の組織内の格付担当者又は責任者によってなされなければならない。 

 

6.2 格付規程の作成 

生産行程管理者の格付担当者又は責任者は、JAS にそって、このような格付のための検査を行なったり、有

機 JASマークを取扱ったり、有機の表示を行なったりするために、自ら格付規程を書面で作成する必要がある。 

格付規程に盛り込むべき内容は以下の通り。 
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(1) 格付業務を実施する手順やタイミング（いつ、どこで、だれが）。 

(2) JASに従って栽培基準と生産行程管理の記録との照合を行う手順。 

(3) 表示の確認手順。 

(4) 適合品への格付の手順。 

(5) 不適合品の処理方法。 

(6) 格付表示をした後の管理や格付後に不適合になった場合の処分の手順。 

(7) 荷口ごとの格付実施記録の作成の手順やその記録の保管管理方法。 

(8) 認証機関の確認など必要な事項に対する対応。 

特に、格付のタイミングや場所などについては、それぞれの事情によりやり方が異なるため、それに合わせ

て規程を作成する必要がある。 

 

6.3 生産行程の検査と手順 

生産行程の検査は格付担当者が行う。生産者自身が格付担当者の場合は、自らの生産方法や管理記録を出荷

前に確認することになる。 

生産行程の検査とは、生産行程ごとの記録をみて、生産物が登録されたほ場から収穫され、その栽培方法が

有機 JAS の基準にそっているかどうか、また収穫後から出荷までの間に非有機の農産物の混合や化学合成物質

による汚染がなかったかどうかを確認するものである。したがって、生産行程ごとの記録こそが検査の大前提

となる。 

格付は以下の手順で行う。 

(1) すでにある記録類が最後まで記載されているかどうかを確認する。もし途中までだと、必要事項を記載し

て記録を完成させなければならない。 

(2) 作成した記録が、これから確認しようとする農産物の記録であるかどうかを確かめる。 

(3) この記録を見て、内部規程どおりに生産されているかどうかを確認する。 

 

6.4 格付の表示方法 

生産行程の確認ができたところで、次に行うのは格付の表示に関する確認作業である。 

格付の表示とは、農産物を入れた袋や箱に有機 JASマークを付けることを指す。包装資材に印刷したり、シ

ールをつけることができない場合は、送り状に「有機」と表示したり、有機 JAS マークのついたシールを送り

状に貼り付けることで対応する。 

格付にあたっては名称が有機 JAS第 5条にそって表記されているかどうかを確認し、さらに有機 JASマーク

の形や大きさについては「飲食料品及び油脂についての格付の表示の様式及び表示の方法」に従った表示がさ

れているかどうかを確認することになる。 

有機 JAS マークは大きさや認証機関の名称を記載するなどの規定があるため、認証取得時に認証機関からデ

ザインの原版を入手する必要がある。また、それぞれ認証機関でマーク使用規定などが定められていることも

あるため、その指示に従う。 
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6.5 有機 JASマークの在庫確認 

JASマークとは 1枚いくらで購入するものではなく、自らが包装資材などに印刷するように手配するもので

あるが、あらかじめ印刷用の版下が規定に従った表示になっているかどうかをしっかりと確認する必要がある。

また、そのマークが付けられた包装資材などは自ら在庫管理を行うことになる。 

格付の現場では、有機でないものに有機の包装資材を使用していないか、また有機のものに JAS マークはき

ちんと貼られているか、しかも、その JASマークの下には認証を受けた認証機関の名前が記載されているかを

確認する必要がある。 

なお、有機 JASマークの在庫の確認にあたっては、当初の印刷枚数や使用枚数、廃棄枚数あるいはロスした

枚数などを台帳に記載して、格付担当者が管理しなければならない。 

 

6.6 格付規程の作成 

格付規程の作成にあたっては、生産行程の検査をどのような手順で行うのかについて、具体的かつ現実的な

方法を考える必要がある。格付の表示は、農産物又は包装、容器、送り状のどれかに必要となるため、どのよ

うに表示するのかを定め、その確認を行うように記す。そのほか、必要だと思われる事項については、項目を

たてて規定する。 

具体的には以下のような内容を盛込む必要がある。 

＜格付検査の手順＞ 

・ 格付検査の実施手順について記す。 

・ いつ、だれが、どこで、どの記録を見て何を確認するか。 

・ 確認したら、どこにその実施記録(サインや印など)をつけるか。 

＜表示の確認＞ 

・ 表示方法やロット番号の確認を行うことを記す。 

＜適合品の扱い＞ 

・ 検査終了後の適合品への格付と記録方法について記す。 

＜不適合の確認と処置＞ 

・ 不適合品があった場合の処置を記す。 

＜格付後出荷までの確認＞ 

・ 格付検査が終了し、有機 JAS マークを付してから時間をおいて出荷する場合は、格付後出荷までの貯蔵 

保管の間に、有機性を損なう事例(例えば薬品による汚染など)が起こっていないか再度確認のうえ出荷す

ることを規定する。 その結果、有機性を損ない JAS不適合の判断が下されたら、不適合品の処分を行う。 

＜有機 JASマークの管理＞ 

・ 印刷されている資材やシールを他に不正使用することのないよう、管理担当者や在庫の把握の方法を決め

る。 

＜格付記録の保管＞ 

・ 以上の格付に関係する記録を作成し、保管する。 

＜格付の実施状況について登録認証機関への調査などの対応＞ 

・ 前年 4月〜当年 3月の年度実績を集計し、毎年 6 月末までに提出する。 

・ 格付の実施状況について認証機関から確認があった場合には、適切に対応する。 
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＜その他＞ 

・ 有機 JAS マークを付してある資材を他に再利用する場合には、表示を除去又は抹消してから使用するな

どの管理が必要。 

 

7 生産行程管理業務の実際 

 

7.1 年間計画の作成 

生産行程管理の年度計画は通常その年の作付けが始まる前に立てるが、野菜などで 1年を通じて何回か、あ

るいは何種類か生産する場合には、計画を立てる回数や立案の時期は作物の種類によって異なる場合がある。 

しかし、年度計画は登録認証機関に提出しなければならないため、その期日については認証機関の指示に従

う必要がある。また、その様式は指定された様式がある場合や、独自の様式で提出が可能な場合など、認証機

関によって異なる。 

なお、計画にそって実際の管理の記録が付けられるように、生産行程の管理記録の中に計画が書き込めるよ

うに書式を工夫するとよい。 

 

7.2 生産行程管理の流れと実際 

実際の生産行程の管理については、「認証の技術的基準」の内部規程の記載項目に定められた項目にそって、

次のような手順で業務が進められる。 

(1) 周辺及びほ場の確認。 

認証された有機ほ場が引き続き有機の条件を満たしていることを確認する。 

(2) 種苗·資材の入手。 

内部規程に記載された種の入手方法や、資材リストにある資材を購入していることを確認する。 

(3) 肥培管理、播種・植付け。 

肥培管理計画どおりに元肥などの施肥が行われていること、計画通りに播種等がされていることを確認す

る。 

(4) 有害動植物防除、追肥などの管理。 

栽培中の病害虫の管理、追肥などの実施が計画通りに実施されていることを確認する。 

(5) 収穫〜包装。 

収穫してからの貯蔵や調製、包装などが、規程どおりに行われていることを確認する。 

(6) 格付検査。 

格付規程に基づいて格付担当者が実施する。 

(7) 出荷(又は処分)。 

格付検査後、基準を満たしたものには格付の表示をして出荷する。不適合のものは、有機として販売しな

いなど、定められた手順に従って処分する。 

(8) 生産行程管理記録の保存。 

上記の実施項目を記録にとり、JAS適合証明ができる記録を出荷の日から 1 年以上保存する。 
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7.3 ほ場の確認 

生産行程管理者は、年度計画に基づいて内部規程に定められた栽培方法を実施するが、グループの場合は生

産行程管理担当者がメンバーが規程を守って栽培しているかどうかを確認しなければならない。そのため、生

産行程管理担当者は担当するほ場を定期的に訪問し、その生産の内容を把握する必要がある。その生産行程の

記録は生産者自身が書いても、生産行程管理担当者が生産者の日誌などをもとに書いてもかまわないが、最終

的に記録の管理と把握を行うのは生産行程管理担当者の責任となる。 

「認証の技術的基準」では、その対象品の出荷の日から 1年以上、管理記録とその根拠書類を保管する義務

がある。ほ場の条件を満たすかどうかを確認するため、は種又は定植前 2年以上か、収穫前 3年以上の作付け

に遡って使用してきた資材を記録に残しておく必要がある。 

生産行程管理記録の内容としては、いつ、どこで、だれが、何を、どのように、どれくらい行ったのかが記

載されていることが必要である。表 12 は、生産の内容から格付までが一枚にまとめられている。ポイントと

しては、ほ場別に 1枚になっていること、また作業内容と投入資材の内容があわせて記載されていることであ

る。 

表 12 生産行程管理記録書式例 

生産行程管理者： 生産者： 

生産行程管理責任者（担当者）： 記録作成者： 

作物名： ほ場番号： ほ場面積(a)： 

年月日 作業内容 種苗名 資材名 使用量 機械・器具 洗浄方法 備考 

        

        

 格付担当者  確認日  

図 41 生産行程管理の流れ 

周辺・ほ場の確認 

種苗·資材の入手 

肥培管理、播種・植付け 

有害動植物防除、追肥などの管理  

格付検査 

収穫〜包装 

基準に不適合 

基準に適合 

処分 

出荷 

生産行程管理記録の保存  
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7.4 収穫から出荷までの記録 

収穫から出荷までの記録についても残す必要がある。これは収穫から出荷までの過程において非有機の混入

がなされなかったことを示す重要な書類となるため、生産行程の管理記録とは別に、収穫から出荷までの記録

をつけることが必要である。 

記録をつけることにより、包装された農産物が間達いなく有機のほ場で収穫されたことを証明することがで

きる。特に、お米やお茶の一次加工など、「収穫数量と最終包装数量が乾燥、調製等により変化するもの」に

ついては、必ずこの記録が必要となる。 

 

7.5 根拠書類について 

「認証の技術的基準」には、以上のような記録以外にその記録の根拠となる書類を保管することが定められ

ている。 

この根拠書類として考えられるものは以下のとおりである。ただし、これらはあくまで例であり、根拠書類

として何を用意したらよいのかについては認証機関に確認するとよい。 

 

表 13 根拠書類の例 

JASの項目 証拠書類として考えられる記録の例 

ほ場等の条件 ・隣接地が有機農法を行っていることを示す書面 

・隣後地で使用する農薬を回避するためのなんらかの取り決めの書面 

・航空防除地域の場合、有機ほ場には散布が回避されることを示す書面 

・開拓地や耕作されていなかった土地の場合、その間禁止物質を使用してい

なかった旨の書面 

・採取場で禁止物質を使用していない旨の管理者の書面 

肥培管理 ・外部購入資材の購入伝票 

・外部購入資材が基準を満たすことを示す書面 

・並行生産の場合、化学肥料を有機以外のほ場で使用した記録 

種苗 ・種苗の購入伝票 

・苗購入の場合の苗の生産方法を説明した書類 

・遺伝子組換えでないことを証明した書類 

病害虫防除 ・外部購入資材の購入伝票 

・並行生産の場合、農薬を有機以外のほ場で使用した記録 

収穫後の管理 ・水質検査の記録 

・出荷伝票 

・収穫後の作業を外注委託した場合(米・茶など) の伝票類 

 

7.6 格付検査の流れ 

収穫後に行われる格付検査の流れは、次のとおりである。 

(1) 収穫物を箱詰めする。 
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(2) 荷口の確認と数量の確認を行う。 

(3) 生産行程管理記録と照合し、JAS に適合しているかどうかを確認する。 

(4) 適合の場合は、有機 JAS マークを貼り、有機の表示が適正になされているかどうかを確認する。以上の格

付検査記録を作成し、保存するとともに、生産行程管理責任者に結果を報告する。格付検査の記録として

は、いつ、どこで、だれが、何を、どのように、どれくらいの格付を実施したかを記録する。 

(5) 不適合の場合は、その生産物を処分し、その記録を作成する。なお、格付後に JAS に適合しなくなった場

合には、マークの除去か抹消を行う。 

 

 

 

 

7.7 予備的な事前検査 

出荷直前にすべての管理記録と照合するような格付方法では、効率がよくないため、ほ場巡回の際などにそ

れまでに実施してきた項目を予備的に検査し、最後に収穫直前に、ほ場での栽培基準についての適合性を予備

検査しておく。そして、そのほ場から収穫されたものについては、収機後の管理が適切であれば格付検査に合

格とするような段取りに事前にしておくとよい。 

このようにしておけば、包装作業ごとにほ場の記録をみなくても、予備検査に合格したほ場で収穫されたも

のか、収穫から出荷までの行程は内部規程どおりに適切に行われたかの 2点を確認するだけで、生産行程全体

の検査が実施されたことになる。 

 

7.8 内部規程の見直しや業務を外注する場合 

規程類は定期的に見直しを行う必要がある。見直しのタイミングとしては、たとえば、その年の収穫が終了

し、実績を踏まえて翌年の栽培方法を決定するときや、途中で栽培基準に変更が生じたとき、運用の内容に変

更が生じたとき、認証機関から改善の指摘を受けたときなどがある。見直しを行ったら、その都度、認証機関

に対して改定の報告を行う必要がある。 

図 42 格付検査の流れ 

箱詰め 

荷口の確認・数量確認 

生産行程管理記録との照合（JAS に適合かどうかの確認） 

適合の場合 

不適合の場合 

・有機 JASマークの貼付 

・名称表示の確認（有機◯◯等の表示があるか） 

・格付検査記録の作成と保存 

・結果の連絡（生産行程管理責任者へ） 

格付後、不適合になった場合 

・処分の実施とその記録の作成 

・有機 JAS マークの除去、抹消 
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また、生産行程管理の一部を外注する場合、たとえば農作業の一部を誰かに請負ってもらうような場合の業

務手順についても、「認証の技術的基準」に規定されている。外注する場合には、請負う人又は会社が有機の

基準を守って作業するように生産行程管理担当者が指導を行う必要がある。外注を行う場合には、信頼のおけ

る外注先であることを評価した上で依頼しなくてはならない。その場合、必ず契約書を交わし、委託内容を明

確にすることが必要である。 
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第 8章 有機農産物の表示 

 

1 名称表示と JASマーク 

 

1.1 有機の名称表示 

JAS制度の目的の一つとして、農林物資の品質や生産方法に関する適正な表示を行うことによって一般消費

者の選択に資することがある。したがって、有機 JASにも表示方法が規定されており、これに従った表示をし

なければならない。  

有機農産物の名称表示については、有機 JAS第５条で以下の（1）から（7）のいずれかにより記載するよう

に規定されている。 

＜有機農産物の名称の表示＞ 

(1) 「有機農産物」 

(2) 「有機栽培農産物」 

(3) 「有機農産物○○」 又は 「○○ (有機農産物)」 

(4) 「有機栽培農産物○○」 又は「○○ (有機栽培農産物)」 

(5) 「有機栽培○○」 又は「○○ (有機栽培)」 

(6) 「有機○○」又は 「○○ (有機)」 

(7) 「オーガニック○○」 又は「○○ (オーガニック)」 

 

 (1)の「有機農産物」や(2)の「有機栽培農産物」の表示を行う場合には、別途、当該農産物の名称を表示す

る必要がある。(3)から(7)までの場合には、「○○」にその一般的な農産物の名称を記載する。 

なお、自生している採取物に有機表示をする場合は、栽培したものではないため、(1)か(3)、(6)、(7)のよ

うに「栽培」という文字が入っていない表現をとる。また、転換期間中のほ場で収穫された転換期間中有機農

産物の場合には、（1）から（7）の有機の文字か商品名が表示されている箇所の近くに「転換期間中」という

用語を加える。  

 

1.2 有機 JASマークの貼付 

以上のような「有機」の表現をする場合、有機 JAS マークを必ず貼り付けなければならない。逆にいえば、

このマークを付けるということは、商品が「有機 JASを満たした食品であること」を示している。有機 JASマ

ークなしで「有機」という表示はできないのである。 

また、生産・流通の過程について後で追跡できる「トレーサビリティ」を確保する上でも、JASマークが貼

り付けられた有機農産物を出荷する場合は、その納品書や伝票、送り状などにも農産物名だけでなく、こうし

た「有機」に関する表示が必要となる。国内産の場合はさらに、何々県産などの原産地表示も必要である。 

 

1.3 有機 JASマークの様式 

有機 JAS マークは、デザインとしては左側の丸が太陽を、右側の形が雨を降らせる雲を、真ん中のクロスし

た部分が植物を表している。この印象的なデザインの下に、認証機関の名前が入る。 

商品に表示するマークの寸法に関しては以下の決まりがある。 
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＜マークの寸法に関する決まり＞ 

(1)Aは 5mm以上とする。 

(2)Bは Aの 2倍として、Dは Cの 3/10 とする。 

(3)認証機関名の文字の高さは Dと同じとする。 

(4)認証機関名は略称を記載することができる。 

(5)Aと B は外円と内円の中間、つまり線幅の中心を通る線とする。 

(6)Cは内円 (内輪) を長さとする。 

認証機関によっては認証番号を記載するように指導することがあるが、表示については認証機関のマーク使

用基準に従うことになる。 

 

 

 

 

 

 

 

図 43 有機 JAS マークのデザインの意

味 

図 44 有機 JAS マークの様式（寸法） 

認  証  機  関  名 

認 証 番 号 
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2 表示の禁止事項と関連基準 

 

2.1 粉らわしい表示の禁止 

 粉らわしい表示については厳しく禁止されている。たとえば、以下のような表示は、有機 JASマークがつい

ていない商品（有機認証されていない商品）で使用することはできない。 

 

＜有機 JASマークが付いていない場合に表示してはならない例＞ 

有機、有機農法、完全有機農法、完全有機、海外有機、準有機、有機率○%、有機産直、有機○○(商標登録)、

有機移行栽培、雨よけ有機栽培、有機土栽培、オーガニック、organic など 

 

その一方で、以下のような表現は紛らわしい表示とはいえないため、記載することができる。それは、「有

機」の用語が商品(食品)を形容しているのではなく、肥料を形容しているからである。肥料については有機と

いう用語の使用に関する JAS の規制がないので可能なとなる。もちろん、これらの表現は実際に有機質肥料を

使用していることが大前提である。 

 

＜有機 JASマークが付いていなくても表示してよい例＞ 

有機たい肥使用、有機質肥料使用、有機肥料を使用して栽培したトマト 

 

とはいえ、たとえば「有機たい肥使用」という文字をことさらに大きくして強調し、有機 JASの認証を受け

ていないにもかかわらず、有機農産物と誤解を招くような表示は、表示規制に抵触するおそれが出てくるため

注意が必要である。 

 

2.2 関連する表示基準 

すべての生鮮食品の表示に関しては、JAS 制度の中に生鮮食品の品質表示基準が定められているため、有機

農産物もこの表示基準に従って表示を行わなければならない。 

その表示すべき事項とは、まず一般的な名称である。有機農産物の場合は、前述したように有機 JASの表示

基準も満たす必要があるため、有機であることを示す表示を入れた名称を表示する。 

それとともに、原産地の表示として、国産の場合は都道府県名か市町村名などを表示し、輸入品の場合は原

産国名を表示しなければならない。 

 

2.3 きのこ類・米の表示 

きのこ類については、上記に加え、栽培方法として原木栽培か菌床栽培かの別を表示することが定められて

いる。 

また、米の表示については、農産物検査法に基づく検査・証明を受けた上で、「玄米及び精米品質表示基準」

に従わなければならない。有機米の場合はさらに有機 JASも満たす必要がある。たとえば、精米した有機栽培

米のコシヒカリの場合の表示は以下のようになる。 
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図 45 精米の表示例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 包装形態とその他の表示 

 

3.1 容器包装形態と表示方法 

包装形態や表示方法について検討するにあたって、まずは、どのような形で出荷されるのかを確認する必要

がある。 

葉物や根菜の包装に袋を使用するのか、結束テープで束ねるのか、又はダンボール箱に入れて出荷するのか、

コンテナに詰めて出荷なのかなど、出荷形態によってどこに有機 JAS マークを貼付するのかが変わってくる。

認証機関に相談して、実際の表示例も見せてもらって検討するとよい。 

なお、小売店などで、ダンボールから取り出した JAS認証品を袋に詰め直して販売する場合で、この袋に有

機 JASマークをつけたい時は、この小売店が「小分け業者」認証をとらなくてはならない。 

店頭でのポップの表示については特に規制はないが、誤解を招かない表示となるように注意が必要である。 

 

3.2 容器包装以外の表示と広告表現 

容器包装などへの表示以外の表示や広告についても、JAS法の省令では、誤解を招くような表示を避ける義

務があることを明記している。 

認証を受けている旨の広告や表示をするときは、たとえば受けている認証の内容を間違って説明したり、JAS

で保証していないことまで保証しているかのように説明したりすることがないよう、十分に注意する必要があ

る。特に、他人やマスコミなどに JAS認証や JAS マークに関する情報の提供を行う場合には、誤解を招かない

ような表現を心がけるように努めなければならない。 

  

名称 有機精米 

原料玄米 

産地 品種 産年 

単一原料米 

群馬県  コシヒカリ  令和２年産 

内容量 30kg 

精米年月日 令和 3 年 1月 10 日 

販売者 

中央米穀店 

群馬県県前橋市△△町 1-1-1 

TEL027-222-3333 
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図 46 有機加工食品の JASが規定する項目 

 

第 9章 有機加工食品の JAS 

 

有機 JAS では、有機農産物、有機加工食品、有機飼料、有機畜産物の 4品目、4規格が定められている。 

このうち、平成 12（2000）年に制定された「有機加工食品の日本農林規格」（その後 5回改訂）では、有機

加工食品の「生産の原則」、「生産の方法についての基準」、「名称や原材料名の表示」の 3 点を規定している。

有機加工食品については、この規格のほかにも、「生産行程についての検査の方法」や「格付の表示の様式及

び表示の方法」などの基準もあり、これらの基準に準拠する必要がある。 

  

 

 

 

1 有機加工食品の生産の原則 

 

1.1 材料と加工方法に関する原則 

 有機加工食品の生産の原則については、「有機加工食品の日本農林規格」の第 2 条で 3点を規定している。 

 1点めとして、使用する原材料は、有機 JASマークの付いている農産物や畜産物を用いることを原則とする。 

2 点めとして、製造・加工の過程では、その原材料がもつ特性が保持されるように、「物理的又は生物の機能

を利用した加工方法」を用いることを原則とする。 

ここでいう「原材料がもつ特性の保持」とは、最終製品に有機の格付がされていない同じ種類の原材料や認め

られていない食品添加物が混合していたり、薬剤などによって汚染されていたりすることなく作られることを

意味する。つまり、これらの混入や汚染の可能性といったリスクが回避され、有機である製品の特性が保持され

ていなければならない。したがって、有機加工食品の生産行程管理者は、原材料の受入から出荷までのすべての

ラインで、このようなリスクを回避することを考えながら有機加工食品の製造にあたらねばならない。 

一方、「物理的又は生物の機能を利用した加工方法」という場合の「物理的方法」とは、機械的方法も含み、

粉砕や混合、成型、加熱・冷却、加圧・減圧、乾燥、分離などの加工方法のことをいう。また、「生物の機能を

利用した加工方法」とは、麹菌などのカビや酵母、細菌を利用した発酵などの方法を指し、この場合、カビや

酵母、細菌を添加したとしても原材料とはみなされない。 

 

（１）有機加工食品の生産の原則 

（２）生産の方法についての基準 

（３）有機加工食品の名称の表示 

第 2条 

第４条 

第５条 

＜条文＞ 

※「生産行程についての検査の方法」や「格付の表示の様式及び表示の方法」などの基準もあ

り、これらに準拠する必要がある 
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1.2 食品添加物や薬剤の使用に関する原則 

 さらに 3点めとして、化学的に合成された食品添加物や薬剤の使用を避けることを基本とすることを原則と

する。 

食品添加物には保存や調味、着色、着香などのほか、豆腐やこんにゃくの凝固剤などのように製造に欠かせ

ない添加物も含まれるが、これらに関しては使用できるものが決められている。また、加工助剤という、加工

の際に添加されても最終製品からは除去されるか、その製品になんら影響を及ぼさないものについても、同じ

く使用可能なものが決められている。 

有機加工食品に使用できる食品添加物や加工助剤は、全部で 60 あまりある。現在日本で食品添加物として

認められているものは 1,500 種類以上あるといわれるが、そのうちのごくわずかの添加物しか許可されていな

いことがわかる。 

そして、使用量は必要最小限にする必要がある。配合割合としては、非有機原料と食品添加物をあわせて重

量で 5%以下という条件で使用しなければならない。 

また、食品衛生法などによって義務付けられている良好な衛生環境を保持するために工場内で薬剤が使用さ

れることもあるが、この原則からすると、有機加工食品を製造する際には、こうした添加物や薬剤が無条件で

使用されるべきではないということになる。 

 

 

2 有機加工食品の生産の方法 

 

2.1 使用できる原材料の条件 

有機加工食品で使用できる有機原材料には、有機農産物、有機畜産物、有機加工食品がある。これらの原材

料は JAS による格付のなされたものでなければならない。つまり、入荷の時点で、農林物資(原料そのもの)か

包装、容器、送り状のいずれかに有機 JAS マークが貼付されている必要がある。 

ただし、自社で生産した有機原材料を使う場合、原材料の格付は必要であるが、原材料に有機 JASマークの

貼付は必要ない。とはいえ、保管や輸送など入荷前の工程でその有機性を損なうことがあってはならないため、

有機原材料は収穫後の管理も含めて厳密に検査を行う必要がある。 

 特に有機畜産物を使用する場合は、有機 JAS マークを付けた有機畜産物でなければ JAS に不適合となるた

め、注意する必要がある。 

 

2.2 有機以外の原材料が使用できる場合 

有機でない農産物や畜産物、水産物、またこれらの加工食品も、指定された原料割合の範囲内であれば使用

することができる。ただし、それが可能なのは有機農産物や有機畜産物、有機加工食品の入手が難しい場合に

有機加工食品の生産の原則 

 
(1) 使用する原材料としては、有機 JAS マークの付いている農産物や畜産物を用いること 

(2) 製造・加工の過程では、原材料がもつ特性が保持されるように「物理的または生物の機能を利

用した加工方法」を用いること 

(3) 化学的に合成された食品添加物や薬剤の使用を避けることを基本とすること 
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限られる。入手が困難な場合とは、有機原材料の販売数量が著しく少なかったり、価格が著しく高かったりす

る場合などである。 

また、製品の仕様として指定した産地又は品種の原材料を使用しなければならない場合に、その有機原材料

の入手が難しければ有機以外の原材料を使用することができる。 

ただし、有機農畜産物と同一の種類の非有機農畜産物を混合した場合、混合割合に関わらず、その食品の表

示に「有機」を用いることはできない。たとえば、「大豆」という同じ品目の中で、「白目大豆」や「黒目大豆」

といった品種の違いは「同一」の原料とみなされるため、有機の白目大豆 95％と非有機の黒目大豆 5％を使用

して製品を作っても、それを「有機」と表示することはできない。 

一方、「抹茶」と「煎茶」は別の原料とみなされるため、たとえば有機抹茶の入手が難しい場合には、有機煎

茶 97％に有機でない抹茶を 3％加えたとしても、JAS に不適合にはならず、「有機」の煎茶として表示できる。 

 なお、「有機」を名乗りたい場合には組換え DNA 技術を使用したものや放射線の照射が行われたものを原材

料として使用することはできない。 

 

2.3 使用できる食塩と水の条件 

有機加工食品に塩を使用する場合、機能性を強化した「添加物塩」といわれるものは使用できない。 

また、製造に使用する水の水質の基準は、飲用に適する水準であることが求められる。そのため、自治体の

上水道を使用する場合、通常では水質検査は求められない。一方、敷地内の井戸水や河川からの水を使用する

場合には、定期的な水質検査を実施し、合格することが必要となる。 

なお、オゾン水や電解水を原料水として使用することは禁止されている。 

 

2.4 原材料の使用割合における「95％ルール」 

有機加工食品においては、一般に「95％ルール」と呼ばれている原則がある。これは、製品全量に占める有

機原料の割合が 95％以上でなければならないことをいう。 

実際の条文上では、「原材料（食塩、水及び加工助剤を除く）のうち、有機原材料以外の原材料及び付表 6の

食品添加物の重量の合計が 5％以下であること」と規定されているだけであるが、ここから「有機原材料で 95％

以上」ということが導き出されることになる。 

 ただし、ここで注意したいのは、「95％以上」とされるのは、原材料が有機農産物と有機畜産物のみの場合

である。もし原材料として有機加工食品も含む場合は、その原材料となる有機農畜産物の配合割合についても

確認した上で、全体の配合割合を計算する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有機加工食品 

有機原料 非有機原料 食品添加物 水・食塩 

A B C D 

 
Ｂ+Ｃ

Ａ+Ｂ+Ｃ
 × １００ ≦ ５％ 

  

 ※D の水・食塩は除く 

  

図 47 「95％ルール」（有機原材料で 95％以上）とは 
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2.5 製造工程での生産方法に関する原則 

有機加工食品の製造工程での生産方法の原則として、以下の 5 つが挙げられる。 

(1) 有機加工食品の製造や加工は物理的又は生物の機能を利用した方法によって行うことを基本とし、食品

添加物を使用する場合は必要最小限度とすること。ただし、その分量については JASに数値を示した決

まりはないため、最終的に登録認証機関の判断によることになる。 

(2) 原材料として使用される有機農産物や有機畜産物、有機加工食品は、他の農畜産物やその加工食品が混

入しないように管理を行うこと。多くの場合、同じ製品でも有機と非有機のものを同時に製造する工場

が一般的と考えられることから、時間か場所で区別して混入防止策をとるのが一般的である。実際の製

造ラインを確認し、機械の構造上、混入のリスクがあるかどうかを見極め、リスクがありそうな場合は

しっかりとした対策を取る必要がある。 

(3) 有害動植物の防除は、物理的又は生物の機能を利用した方法によること。ただし、それらの方法のみに

よっては効果が不十分な場合は、認められた薬剤に限って使用することが可能である。 

(4) （3）の方法のみでは効果が不十分な場合、有機加工食品を製造又は保管していない期間に限り、付表 7

以外の薬剤を使用することができる。この場合においては、有機加工食品の製造開始前にこれらの薬剤

を除去すること。 

(5) 有害動植物の防除や食品の保存、衛生の目的で放射線の照射を行わないこと。 

(6) こうした原材料や生産方法によって加工された食品が、農薬や洗浄剤、消毒剤などの資材により再汚染

されないように管理を行うこと。たとえば薬品を使用して有機食品の製造機械を洗浄する場合、洗浄剤

の種類に関する決まりはないが、薬剤が残留しないように、洗浄手順を決めるとともに洗浄が手順通り

にできているかどうかのチェックが現場でなされているかを確認する必要がある。 

 

 

 

  

製造工程での生産方法の原則 

有機加工食品の生産の方法 

JASによる格付を行い、格付の表示がされたものでなければならない（入手が困難な場合は有機以

外の原材料の使用が可能だが、有機原料の割合は 95％以上が必須） 

原材料 

(1) 物理的または生物の機能を利用した方法によって生産し、食品添加物の使用は必要最小限度に留

める 

(2) 他の農畜産物やその加工食品が混入しないように管理を行うこと 

(3) 有害動植物の防除は、物理的又は生物の機能を利用した方法によること 

(4) 放射線の照射を行わないこと 

(5) 農薬や洗浄剤、消毒剤などの資材により再汚染されないように管理を行うこと 
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3 有機加工食品の表示 

 

3.1 有機加工食品の名称表示 

有機加工食品においても加工食品品質表示基準や個別品目の品質表示基準を守ることが大前提であるが、

JAS第 5条では守らなければならない表示基準が定められている。 

 有機加工食品の名称の表示の仕方については、以下のいずれかで記載することが定められている。 

(1)「有機○○」又は「○○（有機）」 

(2)「オーガニック○○」又は「○○（オーガニック）」 

上記の「○○」には一般的な加工食品の名称が入る。 

この表示にあたっては、包装の前面に記載する名称に有機であることを表示するだけでなく、品質表示基準

で定められた義務表示内にも有機であることの記載をしなければならない。したがって、包装資材を印刷する

際には見落とさないよう注意する必要がある。 

なお、加工食品は栽培物ではないことから、加工食品の名称に「有機栽培○○」という表現を用いることは

できない。 

 

3.2 転換期間中の有機原材料を使用した場合の表示 

転換期間中の有機農産物、又はそれを製造・加工したものを原材料として使用した場合は、名称の前か後に

「転換期間中」と記すか、商品名が表示されている近くに、背景の色と対照的な色で 14 ポイント以上の活字

の大きさで「転換期間中」と記す必要がある。 

また、有機原材料と転換期間中の有機原材料とを混合して加工食品を製造した場合には、その製品は「転換

期間中有機○○」等の表示をしなければならない。 

 

3.3 原材料名の表示 

 原材料名の表示については、使用した原材料のうち、有機農産物や有機加工食品、有機畜産物については、

その一般的な名称に「有機」などの文字を記載する必要がある。 

なお、転換期間中の有機農産物か、これを製造・加工したものを原材料として使用した場合には、名称の場

合と同じように「転換期間中」と記さなければならない。 

 

3.4 JASマークの表示の様式 

JAS マークの表示の様式と方法については、「飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法」で細

かい仕様などが決められており、この様式や方法を守らなければならない。 

このうち有機 JASマークの表示の様式については、図 48 のとおり規定されている。 

なお、色については特に決まりはない。通常、JAS マークのデザインは認証機関が提示したものが使われ、

事業者はそれを勝手に変更することが許されない場合が多い。また、すでに販売されている他の食品の JASマ

ークをスキャニングして使ったり、自らがデザインすることは避けなければならない。 
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3.5 JASマークの表示の方法 

有機 JAS マークを付する箇所については、食品そのものか包装、容器、送り状のいずれかの見やすい位置に

1 個ずつ付するように定められている。有機農産物加工食品は、JAS 法で指定する農林物資であるため、「有機」

と表示する際には有機 JAS マークを付けなければならない。 

JASマークは、認証事業者が自ら必要な分だけ印刷し、自ら枚数管理をしなければならない。格付担当者の

仕事として、非有機のものに有機 JASマークをつけて出荷する間違いが起きないように、JASマークの受払い

簿を作成するなどして、枚数管理を確実に行わなければならない。その場合、JAS マークのついている資材は、

シールから容器・包装資材やダンボールなどに至るまで、すべて枚数管理をする必要がある。 

 

4 生産行程管理者の認証の技術的基準 

 

4.1 生産行程管理担当者の配置 

生産行程管理者は 1人以上置かねばならず、施設（製造工場など）の数に対して必要な人数を確保する必要

がある。 

有機加工食品を製造する認証事業者は、それなりの規模をもった会社組織が生産することが多く、その担当

者も通常は製造を管理する部門の担当者がつくことが多いようである。特に会社組織の場合は、人事異動など

で担当者の変更が必要となることも少なくないため、その都度、適切な生産行程管理者が任命できるようにし

ておかなければならない。 

 

4.2 有機加工食品の生産行程管理者の資格要件 

有機加工食品の生産行程管理者の資格要件としては、以下のいずれかに当てはまる必要がある。 

(1) 大学において食品の製造か加工に関する授業科目の単位を取得して卒業した者、あるいはこれらと同

等以上の資格を有するもので、食品の製造や加工、試験研究に 1年以上従事した経験を有するもの。 

図 48 有機 JAS マークの図 

 

・Aは 5mm以上とする 

・Bは Aの 2 倍とし、Dは C の 3/10 とする 

・認証機関名の文字の高さは、D と同じとする 

・認証機関名は、略称を記載することができる 

・認証番号は包装、容器等の表示で事業者が特定できる場合は未記載でも可 

 

認 証 機 関 名 

認 証 番 号 
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(2) 高等学校を卒業した者で、食品の製造又は試験研究に 2 年以上従事した経験を有するもの。 

(3) 食品の製造か試験研究に 3年以上従事した経験を有するもの。 

以上の通り、生産行程管理担当者になるには実務経験が必要となる。この実務経験は食品製造業での実務経

験であるため、他社での実務経験でもよく、食品業界内で製造する品目が異なっていても構わない。 

 

 

 

4.3 生産行程管理責任者 

生産行程管理担当者が 1名の場合は、その担当者が生産行程管理責任者となる。複数名いる場合には、その

中から 1 名を責任者とする。 

生産行程管理責任者は、認証機関の認めた講習会で生産行程管理に関する課程を修了することが要求される。

これは認証の技術的基準の要件ともなるため、講習会を修了しないと申請事業者の認証を取得することができ

ない。 

講習会を修了したら、責任者はその内容を各担当者に伝え、情報を共有する必要がある。 

 

4.4 生産行程管理担当者の業務 

生産行程管理担当者には以下のような業務がある。 

(1) 生産行程の管理又は把握に関する計画の立案、及び推進。 

(2) 外注がある場合、外注先の選定基準、外注内容、外注手続き等、外注に関する管理又は把握に関する計

画の立案、及び推進。 

(3) 生産行程に生じた異常等に関する処置又は指導。 

以上のように、生産行程管理担当者は定められた内部規程どおりに業務が進行できるように全体を管理する

ことが主な業務となる。 

さらに、有機基準に基づいて生産行程が管理されていることがあとから確認できるように、生産行程の状況

を把握するための仕組みをつくり、それに従って実施記録を作成し、それらの記録をしっかりと管理・保管で

きるようにしておくことが必要である。 

 

生産行程管理者・生産行程管理責任者の資格 

 

以下の条件のいずれかに当てはまる必要がある。 

(1) 大学で食品の製造か加工に関する科目の単位を取得して卒業か、それ以上の

資格をもち、食品の製造や加工、試験研究に 1年以上従事 

(2) 高校を卒業し、食品の製造か試験研究に 2 年以上従事 

(3) 食品の製造か試験研究に 3年以上従事 

⇨生産行程管理責任者は認証機関の指定する講習会を修了している生産行程管理者

が選任されなければならない 
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4.5 内部規程の作成 

内部規程では、次の事項について具体的かつ体系的に整備する。 

(1) 原材料の受入·保管·格付の表示の確認。 

(2) 原材料の混合割合。 

(3) 製造・加工·包装·保管·その他の工程の管理(添加物を使用する場合、仕様書、使用ライン、製造工程図、

年間製造量等)。 

(4) 前項（3）に使用する機械·器具。 

(5) 苦情処理(記録、対応の手順、方法)。 

(6) 年間の生産計画の策定と認証機関への通知。 

(7) 認証機関による確認に必要な事項。 

 

4.6 生産・保管などに関わる施設 

製造や加工、包装、保管その他の行程に

係る施設については、有機加工食品の JAS

第 4条の「製造、加工、包装、保管、その

他の工程に係る管理」の項目の基準に従

って、管理を行うのに支障のない広さや

明るさ、構造であり、適切に清掃されてい

ることが必要である。 

さらに、製造の施設の構造上、有機と非

有機の混合が起こらないことや、製造の

施設内で薬剤の汚染が起こらないことが

求められる。 

認証の申請にあたっては、これらを示

す施設の図面を用意する必要がある（図

49 参照）。 

 

 

 

 

出典 有機加工食品及び有機飼料（調整又は選別の工程以外の

工程を経たものに限る）についての生産行程管理者および外国

生産行程管理者の認定の技術的基準解説書 

図 49 豆腐製造工場平面図の例 

生産行程管理者の業務 

 

生産行程管理＝有機の基準に基づいて生産が行われるように生産行程を管理すること 

＜業務＞ 

(1) 生産行程の管理・把握に関する計画の立案 

(2) 外注がある場合、外注先の選定基準、外注内容、外注手続き等外注に関する管理・

把握に関する計画の立案と推進 

(3) 生産行程に生じた異常等に関する処置・指導 
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4.7 原料の受入から格付までの生産行程の管理 

生産行程の管理とは原料の受入から格付までの、製造全般の行程を管理することを指す。基本的には、有機

農産物の生産における行程管理と同じく、有機加工食品の製造に必要な事項について内部規程を策定し、それ

を実施することが管理の方法となる。 

まず、どのような有機加工食品を、どのように製造するかの計画を立てる。申請にあたっては、製品名、使

用原材料とその配合割合、添加物を使用する場合にはその仕様書、使用ライン、製造工程図、年間製造量など

についてまとめた製品規格書などの資料の提出が求められる。 

また、原材料や半製品の保管、加工工程の一部を外部に委託している場合には、その委託している施設の管

理状況を把握しておく必要がある。 

原料の受入から格付までの一連の流れに関するフロー図を作成し、自らの管理範囲や申請範囲がどこまでな

のかを明確にしておく。さらに、内部規程では「苦情処理に関する事項」も定め、有機 JASへの適合性に関す

る苦情を記録し、その対応状況を文書化するなど、苦情処理の手順や方法についてもしっかりと定めておくこ

とが必要となる。 

 

5 格付担当者と格付業務 

 

5.1 格付担当者の業務 

認証事業者は自ら格付を行なうため、組織内に格付を行なう部門をつくり、格付の手順を定めて実行しなけ

ればならない。この格付を行なわずに、有機 JAS マークを付けた製品を出荷することはできない。 

格付の業務としては以下のことを行う。 

(1) 原材料、配合割合、機器、生産方法、出荷など、生産行程全般についての検査。 

(2) 格付の表示(有機 JAS マークの表示)の確認。 

(3) 格付後の出荷又は不合格品の処分方法についての指示。 

(4) 記録の作成・保存。 

格付を行なうにあたっては「格付規程」を作成し、その規程にしたがって業務を行なうことが「認証の技術

的基準」で要求されている。この「格付規程」には、JASに即した管理を行うために、格付のための検査や有

機 JASマークの取扱い、名称への有機の表示などに関する規定を設ける必要があり、格付担当者又は責任者が

自ら書面で作成しなければならない。 

 

 

格付担当者の業務 
 

格付＝生産されたものが有機 JASに適合しているかを確認すること 

＜業務＞ 

(1) 原材料、配合割合、機器、生産方法、出荷など、生産行程全般についての検査 

(2) 格付の表示(有機 JASマークの表示)の確認 

(3) 格付後の出荷や不合格品の処分方法についての指示 

(4) 記録の作成・保存 

※格付担当者全員が格付に関する講習会を修了する義務がある 

（生産行程管理担当者の場合、生産行程管理の講習会修了は責任者のみでも OK） 
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5.2 格付担当者の資格要件 

格付担当者の資格要件は、基本的に生産行程管理担当者の場合と同じである。 

加えて、格付担当者の場合は、人数に関わらず、その全員が格付に関する認証機関が認める講習会を修了す

る必要がある。 

なお、格付部門は業務の趣旨から考えて、検査の客観性が保たれるように、なるべく製造や営業から離れた

立場の第三者的部門の人がなるほうが望ましい。格付は出荷前に行なう必要があることから、交代勤務が生じ

たり、夜中に常時出荷したりする製品の場合には、実際に格付を行なうことのできる担当者を複数名選定する

ほうがよい。複数の担当者が担当する場合には、担当者による業務内容の違いがないように規程などで具体的

に手順を作成する必要がある。 

 

5.3 格付の表示と格付検査の記録 

さて、格付担当者は格付を行うだけでなく、「格付の表示」にも責任を持って関わる必要がある。格付の表

示は有機 JAS マークと「有機」の文字を入れた名称などを加工食品の容器や包装などに付けることを指すが、

格付担当者はその表示が適切かどうかを確認する必要がある。 

あらかじめ包装容器などに印刷されていることも多いため、印刷用の版下作成について作成段階から関わる

ようにして、その内容が適切であるかどうかを検討する必要がある。 

また、認証機関に提出した表示や更新した内容については、自身でも記録にとどめ、整理しておく必要があ

る。特に頻繁にラベルの変更がある業者の場合には、認証機関による審査が不十分なまま、不適切な表示が出

ないように十分に注意しなければならない。こうした表示に関する内容や手順についても、古いラベルを廃棄

したりすることなども含めて、格付規程に記載しておくことが望ましい。また、格付後の荷口の出荷の指示や

格付後に有機加工食品として不適合となった場合の製品の処分に関する事項についても規程に盛り込んでお

くとよい。 

なお、格付担当者は製造記録など生産行程の管理記録によって JASの適合状況を確認するが、確認したとい

う行為の証明が必要となることから、格付を行なった品目と格付数量、また確認を行った日や担当者名につい

ても記録しておくことが必要である。 
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付表 1 別表１に示される肥料及び土壌改良資材（平成 29 年 3月 27 日改正） 

肥料及び土壌改良資

材 

基準 

植物及びその残さ由

来の資材 

植物の刈取り後又は伐採後に化学的処理を行なっていないものであること。 

発酵、乾燥又は焼成し

た排せつ物由来の資

材 

家畜及び家きんの排せつ物に由来するものであること。 

食品工場及び繊維工

場からの農畜水産物

由来の資材 

天然物質又は化学的処理(有機浴剤による油の抽出を除く。)を行っていない天然物

質に由来するものであること。 

と畜場又は水産加加

工場からの動物性産

品由来の資材 

天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 

発酵した食品廃棄物

由来の資材 

食品廃棄物以外の物質が混入していないものであること。 

バーク堆肥 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 

メタン発酵消化液(汚

泥肥料を除く) 

家畜ふん尿等の有機物を、嫌気条件下でメタン発酵させた際に生じるものであるこ

と。ただし、し尿を原料としたものにあっては、食用作物の可食部分に使用しない

こと。 

グアノ  

乾燥藻及びその粉末  

草木灰 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 

炭酸カルシウム 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもの(苦土炭酸カルシ

ウムを含む)であること。 

塩化加里 天然鉱石を粉砕又は水洗精製したもの及び海水又は湖水から化学的方法によらず

生産されたものであること。 

硫酸加里 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 

硫酸加里苦土 天然鉱石を水洗精製したものであること。 

天然りん鉱石 カドミウムが五酸化リンに換算して 1kg 90mg 以下であるものであること。 

硫酸苦土 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 

水酸化苦土 天然鉱石を粉砕したものであること。 

軽焼マグネシア  

石こう(硫酸カルシウ

ム) 

天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 

硫黄  

生石灰(苦土生石灰を

含む) 

天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 
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消石灰 上記生石灰に由来するものであること。 

微量要素(マンガン、

ほう素、鉄、銅、亜鉛、

モリブデン及び塩素) 

微量要素の不足により、作物の正常な生育が確保されない場合に使用するものであ

ること。 

岩石を粉砕したもの 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであって、含有す

る有害重金属その他の有害物質により土壌を汚染するものでないこと。 

木炭 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 

泥炭 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。ただ

し、土壌改良資材としての使用は、育苗用土としての使用に限ること。 

ベントナイト 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 

パーライト 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 

ゼオライト 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 

バーミキュライト 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 

けいそう土焼成粒 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 

塩基性スラグ トーマス製鋼法により副生するものであること。 

鉱さいけい酸質肥料 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 

よう成りん肥 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであって、カドミ

ウムが五酸化リンに換算して 1kg中 90mg以下であるものであること。 

塩化ナトリウム 海水又は湖水から化学的方法によらず生産されたもの又は採掘されたものである

こと。 

リン酸アルミニウム

カルシウム 

カドミウムが五酸化リンに換算して 1kg中 90mg以下であるものであること。 

塩化カルシウム  

食酢  

乳酸 植物を原料として発酵させたものであって、育苗用土等の pH 調整に使用する場合

に限ること。 

製糖産業の副産物  

肥料の造粒材及び固

結防止材 

天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。ただ

し、当該資材によっては肥料の造粒材及び固結防止材を製造することができない場

合には、リグニンスルホン酸塩に限り使用することができる。 

その他の肥料及び土

壌改良資材 

植物の栄養に供すること又は土壌改良を目的として土地に施される物(生物を含

む)及び植物の栄養に供することを目的として植物に施される物(生物を含む)であ

って、天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもの(燃焼、焼

成、溶融、乾留又はけん化することにより製造されたもの並びに化学的な方法によ

らずに製造されたものであって、組換え DNA 技術を用いて製造されていないもの

に限る)であり、かつ、病害虫の防除効果を有することが明らかなものでないこと。

ただし、この資材は表に掲げる他の資材によっては土壌の性質に由来する農地の生

産力の維持増進を図ることができない場合に限り使用することができる。 
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付表 2 別表 2で指定された農薬の分類別リスト（平成 29 年 3月 27 日改正） 

大分類 農薬の主な分類 別表 2指定資材 

殺菌剤 無機硫黄剤 硫黄くん煙剤 

硫黄粉剤 

水和硫黄剤 

無機銅剤 銅水和剤(炭酸力ルシウム水和剤の加用) 

銅粉剤 

無機銅・硫黄剤 硫黄銅水和剤 

無機硫黄剤 石灰・硫黄合剤 

その他の殺菌剤 炭酸水素力リウム水溶剤 

ボルドー剤調製用 硫酸銅 

生石灰 

炭酸水素ナトリウム剤 炭酸水素ナトリウム水溶剤 

炭酸水素ナトリウム銅水和剤 

天然由来物質 シイタケ菌糸体抽出物液剤 

生物由来の殺菌剤 天敵等生物農薬、天敵等生物農薬・銅水和剤 

殺虫剤 天然殺虫剤 除虫菊乳剤(除虫菊から抽出したものであって、共力剤として、ピペ

ロニルブトキサイドを含まないものに限る) 

なたね油乳剤 

マシン油エアゾル 

マシン油乳剤 

デンプン水和剤 

脂肪酸グリセリド乳剤 

ケイソウ土粉剤(保管施設に限る) 

燐酸第二鉄粒剤 

くん蒸剤 二酸化炭素くん蒸剤(保管施設に限る) 

生物由来の殺虫剤 天敵等生物農薬、ミルベメクチン乳剤、ミルベメクチン水和剤、スピ

ノサド水和剤、スピノサド粒剤 

その他の殺虫剤 還元澱粉糖化物液剤 

その他 天敵 天敵等生物農薬 

昆虫性フェロモン剤 性フェロモン剤(農作物を害する昆虫のフェロモン作用を有する物質

を有効成分とするものに限ること) 

その他の誘引剤 メタアルデヒド粒剤(補虫器に使用する場合に限ること) 

蒸散抑制剤 ワックス水和剤 

生物由来の植物生育調

整剤 

クロレラ抽出物液剤 

混合生薬抽出物液剤 

展着剤 展着剤(カゼイン又はパラフィンを有効成分とするものに限ること) 

特定防除資材 重曹、食酢 

 



84 
 

付表 3 序 2･2 有機 JAS 規格･別表１の肥料及び土壌改良資材適合性判断のためのチェックシート 

 

有機農産物の JAS 規格 別表等資材の適合性判断基準及び手順書より 

 
 

■個別資材の判断をする前に、以下の確認をしてください（このページをコピーして確認に使用できます）。

なお、「その他の肥料及び土壌改良資材」に該当する場合は、他の資材で代用できないことを確認してくださ

い。 

 
資材名                    

 

確認事項 チェック欄 確認項目 

有機農産物の生産の原則、肥培管理の要件に合致して

いるか？ 
○  × 1.1.1.1. 

有機農産物の JAS規格別表１に記載されているか？ ○  × 有機農産物の JAS規格・別表 

資材の原材料情報及び製造工程図を入手したか？ ○  × 1.1.2.1. 1.1.3.1. 

製造工程で化学合成物質の添加がないか？ ○  × 1.1.4.1. 

原材料とその製造工程に関する資料は最新版が揃って

いるか？ 
○  × 1.1.2.1. 1.1.3.1. 

「天然物質又は化学処理を行っていない天然物質に由

来するもの」等、別表 1の基準を満たしているか？

（別表 1 の基準欄に記載がある資材の場合） 

○  × 
1.1.2.1. 

有機農産物の JAS規格・別表 
該当しない 

原材料の収集過程などで化学合成物質が使用されてい

ないか？ 

○  × 1.2（各資材の個別判断手順

書） 
該当しない 

原材料は遺伝子組換え由来に関する基準を満たしてい

るか？ 

○  × 
1.1.2.2. 1.1.4.2. 

該当しない 

微生物の培地に関する基準を満たしているか？ 
○  × 

1.1.4.2.(4) 

該当しない 

成分、効果は原材料に由来するものとして妥当か？ ○  × 1.1.3.1.(3) 

製造工程におけるコンタミネーションの防止は確認し

たか？（推奨事項） 
○ × － 1.1.3.2.(3) 
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付表 4 別表 4に示される薬剤（平成 29年 3 月 27日改正） 

薬剤 基準 

除虫菊抽出物 共力剤としてピペロニルブトキサイドを含まないものに限ること。 

また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 

ケイ酸ナトリウム 農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 

カリウム石鹸(軟石鹸) 農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 

エタノール 農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 

ホウ酸 容器に入れて使用する場合に限ること。 また、農産物に対して病害虫を防除する

目的で使用する場合を除く。 

フェロモン 昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とする薬剤に限ること。 

また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 

カプサイシン 忌避剤として使用する場合に限ること。 

また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 

ゼラニウム抽出物 忌避剤として使用する場合に限ること。  

また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 

シトロネラ抽出物 忌避剤として使用する場合に限ること。  

また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 

 (注)薬剤の使用に当たっては、薬剤の容器等に表示された使用方法を遵守すること。 
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付表 5 別表 5に示される調製用等資材（使用例）（平成 29年 3 月 27日改正） 

調整用等資材 基準 使用例 

二酸化炭素  柿 の 渋 抜 き 、 CA 貯 蔵 (Controled Atmosphere 

Storage: :貯蔵庫内における空気中の気体の組成を

調整し、貯蔵物に適した気体組成で貯蔵する方法) 

窒素  落花生、茶葉等の包装時に充填 

エタノール  静菌、柿の洗抜き 

活性炭  豆類の研磨剤 

ケイソウ土  豆類の研磨剤 

クエン酸  野菜や果物の切り口の変色防止 

微生物由来の

調整用等資材 

  

酵素  ペクチン分解酵素による柿の剥皮 

卵白アルブミ

ン 

  

植物油脂  潤滑油、分離剤 

樹皮成分の調

整品 

  

エチレン バナナ、キウイフルーツ及びアボカ

ドの追熟に使用する場合に限るこ

と。 

 

硫酸アルミニ

ウムカリウム 

バナナの房の切り口の黒変防止に使

用する場合に限ること。 

 

オゾン  カット野菜の洗浄 

コーンコブ  豆類の研磨剤 

次亜塩素酸水 食塩水を電気分解したものであるこ

と。 

カット野菜の洗浄 

食塩  農産物の表面洗浄 

食酢  野菜の切断面の褐変防止 

炭酸水素ナト

リウム 

 かんきつ類の果皮洗浄 

ミツロウ 製造工程において化学的処理を行な

っていないものに限る 
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付表 6 有機加工食品別表 1 に示される食品添加物 

INS

番号 
添 加 物 基                 準 

330 クエン酸 
pH 調整剤として使用するもの又は野菜の加工品若しくは果実の加工品に使用す

る場合に限ること。 

331iii 
クエン酸ナト

リウム 
ソーセージ、卵白の低温殺菌又は乳製品に使用する場合に限ること。 

296 
ＤＬ－リンゴ

酸 
農産物の加工品に使用する場合に限ること。 

270 乳   酸 

野菜若しくは米の加工品に使用する場合、ソーセージのケーシングに使用する

場合、凝固剤として乳製品に使用する場合又は pH調整剤としてチーズの塩潰に

使用する場合に限ること。 

300 
Ｌ－アスコル

ビン酸 
農産物の加工品に使用する場合に限ること。 

301 

Ｌ－アスコル

ビン酸ナトリ

ウム 

食肉の加工品に使用する場合に限ること。 

 
タンニン(抽

出物) 
ろ過助剤として農産物の加工品に使用する場合に限ること。 

513 硫   酸 
pH 調整剤として砂糖類の製造における抽出水の pH調整に使用する場合に限るこ

と。 

500i 
炭酸ナトリウ

ム 

菓子類、砂糖類、豆類の調製品、麺・パン類又は中和剤として乳製品に使用す

る場合に限ること。 

500ii 
炭酸水素ナト

リウム 

菓子類、砂糖類、豆類の調製品、麺・パン類、飲料、野菜の加工品又は中和剤

として乳製品に使用する場合に限ること。 

501i 炭酸カリウム 
果実の加工品の乾燥に使用する場合又は穀類の加工品、砂糖類、豆類の調製

品、麺・パン類若しくは菓子類に使用する場合に限ること。 

170i 
炭酸カルシウ

ム 

畜産物の加工品に使用する場合にあっては、乳製品に使用するもの（着色料と

しての使用は除く。）又は凝固剤としてチーズ製造に使用するものに限ること。 

503i 
炭酸アンモニ

ウム 
農産物の加工品に使用する場合に限ること。 

503ii 
炭酸水素アン

モニウム 
農産物の加工品に使用する場合に限ること。 

504i 
炭酸マグネシ

ウム 
農産物の加工品に使用する場合に限ること。 

508 塩化カリウム 
野菜の加工品、果実の加工品、食肉の加工品、調味料又はスープに使用する場

合に限ること。 

509 
塩化カルシウ

ム 

農産物の加工品の凝固剤及びチーズ製造の凝固剤として使用する場合又は食用

油脂、野菜の加工品、果実の加工品、豆類の調製品、乳製品若しくは食肉の加

工品に使用する場合に限ること。 

511 
塩化マグネシ

ウム 

農産物の加工品の凝固剤として使用する場合又は豆類の調製品に使用する場合

に限ること。 

 
粗製海水塩化

マグネシウム 

農産物の加工品の凝固剤として使用する場合又は豆類の調製品に使用する場合

に限ること。 

524 
水酸化ナトリ

ウム 

pH 調整剤として砂糖類の加工に使用する場合又は穀類の加工品に使用する場合

に限ること。 

525 
水酸化カリウ

ム 
pH 調整剤として砂糖類の加工に使用する場合に限ること。 
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526 
水酸化カルシ

ウム 
農産物の加工品に使用する場合に限ること。 

334 Ｌ-酒石酸 農産物の加工品に使用する場合に限ること。 

335ii 
Ｌ-酒石酸ナ

トリウム 
菓子類に使用する場合に限ること。 

336i 
Ｌ-酒石酸水

素カリウム 
穀類の加工品又は菓子類に使用する場合に限ること。 

341i 
リン酸二水素

カルシウム 
膨張剤として粉類に使用する場合に限ること。 

516 
硫酸カルシウ

ム 

凝固剤として使用する場合又は菓子類、豆類の調製品若しくはパン酵母に使用

する場合に限ること。 

400 アルギン酸 農産物の加工品に使用する場合に限ること。 

401 
アルギン酸ナ

トリウム 
農産物の加工品に使用する場合に限ること。 

407 カラギナン 
畜産物の加工品に使用する場合にあっては、乳製品に使用するものに限るこ

と。 

410 
カロブビー 

ンガム 

畜産物の加工品に使用する場合にあっては、乳製品又は食肉の加工品に使用す

るものに限ること。 

412 グアーガム 
畜産物の加工品に使用する場合にあっては、乳製品、缶詰肉又は卵製品に使用

するものに限ること。 

413 
トラガントガ

ム 
 

414 アラビアガム 乳製品、食用油脂又は菓子類に使用する場合に限ること。 

415 
キサンタンガ

ム 

畜産物の加工品に使用する場合にあっては、乳製品又は菓子類に使用するもの

に限ること。 

416 カラヤガム 
畜産物の加工品に使用する場合にあっては、乳製品又は菓子類に使用するもの

に限ること。 

 カゼイン 農産物の加工品に使用する場合に限ること。 

 ゼラチン 農産物の加工品に使用する場合に限ること。 

440 ペクチン 
畜産物の加工品に使用する場合にあっては、乳製品に使用するものに限るこ

と。 

 エタノール 
畜産物の加工品に使用する場合にあっては、食肉の加工品に使用するものに限

ること。 

307b 
ミックストコ

フエロール 

畜産物の加工品に使用する場合にあっては、食肉の加工品に使用するものに限

ること。 

322 

レシチン 

(植物レシチ

ン、卵黄レシ

チン、分別レ

シチン) 

漂白処理をせずに得られたものに限ること。また、畜産物の加工品に使用する

場合にあっては、乳製品、乳由来の幼児食品、油脂製品又はドレッシングに使

用するものに限ること。 

553iii タ ル ク 農産物の加工品に使用する場合に限ること。 

558 ベントナイト 農産物の加工品に使用する場合に限ること。 

559 カオリン 農産物の加工品に使用する場合に限ること。 

 ケイソウ土 農産物の加工品に使用する場合に限ること。 

 パーライト 農産物の加工品に使用する場合に限ること。 

551 二酸化ケイ素 ゲル又はコロイド溶液として、農産物の加工品に使用する場合に限ること。 

 活 性 炭 農産物の加工品に使用する場合に限ること。 

901 ミツロウ 分離剤として農産物の加工品に使用する場合に限ること。 
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903 
カルナウバロ

ウ 
分離剤として農産物の加工品に使用する場合に限ること。 

 木   灰 

天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものから化学的な

方法によらずに製造されたものに限ること。また、沖縄そば、米の加工品、和

生菓子、ピータン若しくはこんにゃくに使用する場合又は山菜類のあく抜きに

使用する場合に限ること。 

 香   料 化学的に合成されたものでないこと。 

941 窒   素  

948 酸   素  

290 二酸化炭素  

 酵   素  

 
一般飲食物添

加物 
 

 
次亜塩素酸 

ナトリウム 
食肉の加工品に用いる動物の腸の消毒用又は卵の洗浄用に限ること。 

 次亜塩素酸水 

農産物の加工品に使用する場合（食塩水を電気分解して得られた次亜塩素酸水

を使用する場合に限る。）又は食肉の加工品に用いる動物の腸の消毒若しくは卵

の洗浄に使用する場合に限ること。 

297 フマル酸 食肉の加工品に用いる動物の腸の消毒用又は卵の洗浄用に限ること。 

365 
フマル酸一ナ

トリウム 
食肉の加工品に用いる動物の腸の消毒用又は卵の洗浄用に限ること。 

 オ ゾ ン 
農産物の加工品に使用する場合又は食肉の加工品に用いる動物の腸の消毒若し

くは卵の洗浄に使用する場合に限ること。 

（注）INS番号：食品添加物の国際番号付与システムにより付与された添加物の番号 

 

付表 7 有機加工食品の日本農林規格別表 2に示される薬剤 

薬    剤 基                   準 

除虫菊抽出物 
共力剤としてピペロニルブトキサイドを含まないものに限ること。また、農産

物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 

ケイソウ土  

ケイ酸ナトリウム 農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 

重      曹  

二酸化炭素  

カリウム石鹸（軟石

鹸） 
農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 

エタノール 農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 

ホ  ウ  酸 
容器に入れて使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除す

る目的で使用する場合を除く。 

フ エ ロ モ ン 
昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とする薬剤に限ること。また、

農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 

カプサイシン 
忌避剤として使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除す

る目的で使用する場合を除く。 

（注）薬剤の使用に当たっては、薬剤の容器等に表示された使川方法を遵守すること。 

  最終改正の改正文（平成 28 年 2月 24 日農林水産省告示第 489号） 抄 

平成 28年 3 月 25日から施行する。 
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