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迅速化	
https://www.weblio.jp/content/%E8%BF%85%E9%80%9F%E5%8C%96	
	
読み⽅：じんそくか	
	
何らかの物事を処理したり進めたりするのにかかる時間を短縮すること、迅速にすること、

などの意味の表現。	
	

農林認定品種	
https://www.agropedia.affrc.go.jp/agriknowledge/hinshu	
	
育種した品種の中から、品質、収量及び耐病性の向上等の特性が優良と認められる品種を農

林認定品種（旧：命名登録品種）としています。農林認定品種データベースは、昭和4年（
1929年）以降に登録された品種を画像とともに公開しています。	
	

冠せられた	
https://www.weblio.jp/content/%E5%86%A0%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B	
読み⽅：かんされる	
	
サ⾏変格活⽤の動詞「冠する」の未然形である「冠さ」に、受⾝・尊敬・⾃発・可能の助動

詞「れる」が付いた形。	
奨励品種	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%A8%E5%8A%B1%E5%93%81%E7%A8%AE	
奨励品種（しょうれいひんしゅ）とは、各都道府県がその都道府県に普及すべき優良な品種

として決定した品種のこと。	
		

順奨励品種	
		
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%A8%E5%8A%B1%E5%93%81%E7%A8%AE	
奨励品種（しょうれいひんしゅ）とは、各都道府県がその都道府県に普及すべき優良な品種

として決定した品種のこと。	
	
この対象となる農作物は、⽶、⻨類（⼩⻨、⼆条⼤⻨、六条⼤⻨、裸⻨）、⼤⾖の主要農作

物であり、各都道府県がそれぞれ独⾃に定めることになっている。主要農作物以外に、都道

府県により、⼩⾖・菜⾖の⾖類、バレイショ及び⽢ショの芋類、サトウキビ及びテンサイの

糖料作物、ソバ等の雑穀類、果樹や飼料⽤作物などについても定められている場合がある。	
	
		
	

改植等⽀援事業	



http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisan/attach/pdf/170215_1-1.pdf	
茶改植等⽀援事業（以下「本事業」という。）の事業実施主体の公募については、	この要
領により⾏うものとする。	
	

勧農局	
https://www.jacar.go.jp/glossary/term3/0010-0070-0010-0020.html	
殖産興業を担当した⺠部省の内局。前⾝は開墾局にあたり、1870年10⽉（明治3年9⽉）に
勧農局が設置された。勧農局には開墾・種芸・養蚕・編纂・雑務の各課が設けられた。

1871年3⽉（明治4年1⽉）には勧業局に改組され、開墾・種芸・牧畜・⽣産の4掛が置かれ
た。同年9⽉（明治4年8⽉）、勧業寮さらに勧農寮へと改組となった。	
	

１a未満	
https://www.fujiterminal.co.jp/products/fuse/tube/241/	
1A未満は電気⽤品安全法（PSE）の規制対象外です。	
	

もが茶	
https://amagoya.hamazo.tv/e6121917.html	
もが茶は、蒸された後に	
揉む⼯程、お茶をよじらないように	 粉末にしやすいように	
開いたまま乾燥させるように揉んでいく揉み⽅で	
いくつかの⼯程も省きます。	
有機の抹茶の需要が多く、抹茶の原料でもある甜茶に近いお茶を	
作ろうとしてます。	
https://shop.plaza.rakuten.co.jp/akiyamaen/diary/detail/201012040000	
もが茶とは？	
茶葉を蒸した後	
揉まずにヒラヒラのまま乾燥させたお茶のこと	
通常は粉末にして	
抹茶の代⽤やスイーツや⾷品の緑茶⾷材として使われます	
	

防霜ファン（防霜）	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%B2%E9%9C%9C%E3%83%95%E3%82%A1%E3%8
3%B3	
防霜ファン（ぼうそうファン）は、農作物に霜の被害が及ぶことを防ぐ⽬的で設置される送

⾵機。おもに茶園や果樹園で使⽤される。	
		

レール式茶園管理システム	
http://www.pref.mie.lg.jp/fukyuc/hp/31593030290.htm	
茶園にレールを敷設し、その上で作業管理台⾞を操作するシステムです。	
		

被覆法	



http://www.ochakaido.com/juku2/kihon/3w-2hou.htm	
被覆法は、茶株を被覆して茶株⾯や地⾯からの放射熱を吸収し、逆放射して芽の温度が低下

するのを防ぐ⽅法です。	
	

散⽔法	
https://kotobank.jp/word/%E6%95%A3%E6%B0%B4%E6%B3%95-1326887	
浸透⼒を増加させるために注⽔の中に少量の界⾯活性剤を添加する場合もある。炭塵発⽣の

防⽌，浮遊炭塵の沈降，爆発性の抑制法としては散⽔法がある。散⽔によって堆積炭塵をぬ

らすためにはおおよそ30％の⽔分を保有させる必要がある。	
	

FA	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%8
3%BC%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%88_(%E6%97%A5%E6%9C%A
C%E3%83%97%E3%83%AD%E9%87%8E%E7%90%83)	
フリーエージェント（free	agent,	FA）とは、いずれの球団とも選⼿契約を締結できる権利
をもつ選⼿のこと[1]。フリーエージェントとなることができる権利を「フリーエージェント
（FA）権」	
	
https://kotobank.jp/word/FA-1592	
⼯場全体の⾃動化システムの総称。⼯場の製造設備や研究所などで、数値制御の⼯業機械や

産業⽤のロボットなどを導⼊して、コンピューター制御技術を⽤いた作業の⾃動化を⾏うこ

と。FMSなどの多品種少量⾃動⽣産システムに代表されるような、設計、加⼯、出荷と
いった⼯場⽣産の各分野の⾃動化から、⽣産計画、管理、⽣産情報などを対象とした情報

ネットワーク共有による効率化までを含めた、トータルな⽣産の⾃動化を指す。また、⾃動

化された⼯作機械などをさす場合もある。	
	

茶農協	
	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E5%8D%94%E5%90%8C%E7%
B5%84%E5%90%88	
農業協同組合は、⽇本において農業者によって組織された協同組合である。農業協同組合法

に基づく法⼈であり、事業内容などがこの法律によって制限・規定されている。なお、全国

農業協同組合中央会が組織する農協グループを、愛称としてJAと呼び、略称として「JA〇
〇」の呼称を⽤いている	
	
	
	
	
	
	
	

完全協業型	



https://kotobank.jp/word/%E5%8D%94%E6%A5%AD-52552	
多数の労働者が⼀つの⽣産過程に集って協⼒して労働に従事すること。協業を経済的に新た

な⽣産⼒として把握したのは	A.スミスで，彼はピンの⽣産を例にとり「分業に基づく協
業」のメリットを説いた。	K.マルクスは，同種同質の労働を⾏う協業の形態を「単純協
業」と呼び，単純協業を⾏うには多数の労働者を雇う資本の集積が必要であり，さらに労働

を指揮する資本の機能が必要とされるため，これを資本主義的⽣産の出発点と考えた	
	

卸機能	
https://www.nrc.co.jp/marketing/06-09.html	
卸売業の機能には①調達・販売②物流③⾦融・危険負担④情報提供――があります。	
	

集散地機能	
https://kotobank.jp/word/%E9%9B%86%E6%95%A3%E5%9C%B0-526762	
⽣産地から産物を集めて、これを消費地へ送り出す所。「⽶の集散地」	
	
	

職域	
https://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F-534073	
職業や職務の範囲。受け持つ仕事の領域。また、職業上の持ち場。職場。	
	

⽣産農業所得統計	
http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/nougyou_sansyutu/gaiyou/index.html#1	
	
農産物の産出額及び農業が⽣み出した付加価値額である⽣産農業所得を推計し、農業⽣産の

実態を⾦額で評価することにより明らかにし、農政の企画やその実⾏のフォローアップに資

する資料を提供することを⽬的としている。	
	

⽣産農業所得	
http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/nougyou_sansyutu/gaiyou/	
	 	
ただし、〜〜部は農業経営統計調査営農類型別経営統計の結果から算出する。	
		
注：物的経費には、減価償却費及び間接税を含む⼀⽅、農業の⽣産活動に伴う付加価値であ

る雇⽤労賃、⽀払利⼦・地代等を含まない。	
	

GAP（適正農業規範）	
http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/g_summary/	
GAP（Good	Agricultural	Practice：農業⽣産⼯程管理）とは、農業において、⾷品安全、環
境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための⽣産⼯程管理の取組のことです。	
	

圃場	

http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/nougyou_sansyutu/gaiyou/index.html#1


https://treeandnorf.com/words-of-agri/%E5%9C%83%E5%A0%B4/	
圃場（ほじょう）とは、農産物を育てる場所のことです。	
	

農業⽣産⼯程管理	
http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/g_summary/	
GAP（Good	Agricultural	Practice：農業⽣産⼯程管理）とは、農業において、⾷品安全、環
境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための⽣産⼯程管理の取組のことです。	
	

GLOBALGAP	
https://www.globalgap.org/ja/	
GLOBALG.A.P.	–	適正農業規範に関する国際標準	
	

ASIAGAP	
http://jgap.jp/	
ASIAGAPは、農場やJA（農協）等の⽣産者団体が活⽤する農場管理の基準です。農薬・肥
料の管理など、⾷の安全や環境保全に関する多くの基準が定められています。	
	
	

GFSI	
http://www.vet.kagoshima-u.ac.jp/kadai/V-PUB/okamaoto/vetpub/Dr_Okamoto/Forum/TLO/K
imete/About.pdf	
	
世界⾷品安全イニシアチブ（GFSI）は、⾷料供給網の安全性を確保するために必要な	制御
を、⾷品安全管理システムに関するリーダーシップと助⾔を通して提供する業界主導の	活
動である	
	

農業所得	
http://www.city.kameoka.kyoto.jp/shiminzei/kurashi/kurashi/zekin/shiminhojin/nogyo.html	
毎年1⽉1⽇から12⽉31⽇までの1年間の農産物に関する収⼊⾦額から必要経費を差し引いた
ものを農業所得として申告します	
	

所得率	
https://ameblo.jp/zeirisi-ito/entry-10270464440.html	
所得率とは、利益を計上している法⼈における、営業収⼊⾦額(売上)に対する所得⾦額の割
合をいうそうです。	売上⾼税引前利益率に近い指標のようですね。	これで法⼈の収益性を
測ることができます。		
	
	

粗収益	

http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=14086	



1年間の農業経営により得られた総収益額のことをいう。具体的には、次の（1）から（5）
までの⾦額を、当該年に収穫された農畜産物について合計する。そして、その⾦額に（6）
から（8）までの⾦額を加えたものである。（1）販売収⼊。受け取り済みの販売代⾦と売
掛⾦を合計して求める。（2）家計や経営に仕向けられた農畜産物の評価額。（3）現物⼩
作料など⽀払⼿段として⽤いられた農畜産物の評価額。（4）収穫したが販売されず期末に
残った農産物の評価額。（5）稲わらや堆肥などの副産物の評価額。（6）永年性植物や使
⽤を⽬的とした家畜（乳⽜など）の、育成中のものについての当該年の増価額。（7）販売
を⽬的とした家畜（肥育⽜など）の1年間の増減額。（8）農作業受託収⼊や、農機具など農
業⽤⽣産⼿段の⼀時的賃貸料。	
	

⽣産費	
https://kotobank.jp/word/%E7%94%9F%E7%94%A3%E8%B2%BB-85820	
市場で取引される商品の⽣産のために⽀出される費⽤。	原材料・燃料動⼒費，⼈件費，利
⼦・地代・家賃，特許料などの⽣産に直接使⽤される商品・サービスへの⽀出と，商品の販

売・管理，本社業務など⽣産活動を間接的に補助・促進する⽀出とがある。	
	

摘採	
https://kotobank.jp/word/%E6%91%98%E6%8E%A1-334008	
（茶などを）つみとること。	
http://www.ocha.tv/how_tea_is_made/tea_picking/	
摘採は、茶樹の栽培における最終作業であり、摘採の適否や巧拙は、⽣葉の収量とお茶の品

質に直接影響するので、もっとも注意を要する作業です。	品質と収量は逆の相関関係にあ
り、これはお茶の摘採が、新芽が成⻑している中で⾏われるためです。	摘採時期が遅れる
と、収量は多くなりますが、品質は低下します。	
	

育苗	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%B2%E8%8B%97	
育苗（いくびょう）は、植物の苗を⼀定期間⼈⼯的な環境下で発芽・育成させ、その後⽥畑

に移植することである。	
	
	
	
	
	

耕うん	
https://kotobank.jp/word/%E8%80%95%E3%81%86%E3%82%93-1532100	
⽥畑を耕す作業の⼀つ。おもに整地や中耕除草を⽬的として⾏われる。整地とは、作物の種

⼦播(ま)き、あるいは植え付けの前に、作物の⽣育、とくに根の発育をよくする⽬的で⽥畑
の⼟壌条件を改善する作業で、⼀般には、耕⼟をおこして表層の⼟と深層の⼟とを反転させ

る耕起作業と、耕起した⼟壌を細かく砕いて耕⼟を軟らかくする砕⼟作業、畑を平らにする

均平作業からなる	
	



基肥	
http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_kizyun/pdf/aina3b.pdf	
基肥は初期⽣育を確保するために⾏うもので	ある。	基肥量は使⽤する肥料の種類、各地の
⼟壌、気象条件、品種によって異るので、	過量にならないようにする。	特に、グライ⼟壌
では、⽣育の中後期に⼟壌窒素の発現	量が⼤きい場合があるので、基肥と追肥を組合わせ
て実施する。	
	

は種	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%92%AD%E7%A8%AE	
播種（はしゅ）とは、植物の種⼦を播く（蒔く、撒く、まく）こと、つまり種まきである。	
それから転じて、種をばらまいたように、細かい点が無造作・無秩序にある状態を⾔う。	
	

定植	
https://kotobank.jp/word/%E5%AE%9A%E6%A4%8D-574332	
苗を苗床から移して、⽥畑に本式に植えること。「ナスを定植する」	
	

せん定	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%AA%E5%AE%9A	
剪定（せんてい）とは樹⽊の枝を切り、形を整えたり、⾵通しを良くする事。	庭⽊の⼿⼊
れとして⾏われる。	⾒た⽬を美しくするのみでなく、養分を効率よく利⽤させて⽣⻑を促
進したり、病害⾍の繁殖を予防する効果がある。	
	

追肥	
https://kotobank.jp/word/%E8%BF%BD%E8%82%A5-98878	
作物の⽣育期間中に施す肥料をいう。元肥に対する。施す時期によって中間追肥	(播種また
は植付け後から穂肥を施す時期)	，穂肥	(幼穂形成期頃から出穂前)	，実肥	(出穂期以後)	に区
分することができる。おもに速効性肥料が⽤いられる。	
	

	
加⼯⾷品品質表⽰基準	
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/qa/processed_foods_01/#a01	
品質表⽰基準は、JASマークが付いているか否かにかかわらず、⼀般消費者向けのすべての
飲⾷料品及びその原材料となるものを対象に、製造業者⼜は販売業者等が守るべき表⽰の基

準を定めたものです。	
	

	
	
⾷品の表⽰に関する共同会議	
http://www.maff.go.jp/j/jas/kaigi/pdf/kyodo_no45_kaisai.pdf	
⾷品の表⽰に関する共同会議は、⾷品衛⽣法及び	JAS	法に関する表⽰項⽬につい	



て検討を⾏っています。	
・	本会議は、平成	14	年	12	⽉に設置され、厚⽣労働省と農林⽔産省が共同で開催し	
ています。	
・	今回の会議では、第	35	回から検討をしてきた加⼯⾷品の原料原産地の表⽰⽅法	
に係る報告書のとりまとめを⾏います。	
	
	

原料原産国義務表⽰対象品⽬	
	
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/country_of_origin/pdf/country_of_o
rigin_171027_0003.pdf	
	

	
	

社団法⼈⽇本茶業中央会	
http://www.nihon-cha.or.jp/	
社団法⼈⽇本茶業中央会は⽇本の茶および茶⽂化振興のための団体です。	
	

相対形式	
https://mastory.jp/M&A%E7%94%A8%E8%AA%9E%E9%9B%86/%E7%9B%B8%E5%AF%
BE%E6%96%B9%E5%BC%8F	
相対⽅式とは、1社ずつ買い⼿候補の企業と交渉を進めるM&Aの進⾏⽅式です	
	
相対	
https://kotobank.jp/word/%E7%9B%B8%E5%AF%BE-421490	
当事者どうしがさし向かいで事をなすこと。「相対で話をつける」	
２	対等であること。対等で事を⾏うこと。	
「―よりも少し⾃分を卑下したお辞儀をした」〈有島・星座〉	
３	合意すること。互いに納得した上であること。	
「男と―にて乳⺟に出でける」〈浮・織留・六〉	

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/country_of_origin/pdf/country_of_origin_171027_0003.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/country_of_origin/pdf/country_of_origin_171027_0003.pdf


４	連歌・俳諧で、前句に相対して同じ趣向で句をつけること。春に秋、⼭に野でつける
類。相対付け。	
そう-たい〔サウ-〕【相対】	
［名］(スル)	
１	向かい合うこと。向き合っていること。また、対⽴すること。「難題に相対する」	
２	他との関係の上に存在あるいは成⽴していること。	
あいたい【相対】	
①	他⼈を仲介に⽴てないで、当事者がさしむかいで⾏うこと。	「	－で話をつける」	
②	双⽅が対等の⽴場にあること。	
③	合意の上であること。相対ずく。	「是⾮なく男と－にて乳⺟に出ける／浮世草⼦・織留	
6」	
	
	

（株）静岡茶市場	
https://chaichiba.co.jp/	
株式会社	静岡茶市場は、⽇本で最初の茶の取引市場です	

	
農業構造改善事業等	
https://kotobank.jp/word/%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E6%A7%8B%E9%80%A0%E6%94
%B9%E5%96%84%E4%BA%8B%E6%A5%AD-111856	
	
1961年に制定された農業基本法の主要な柱の⼀つ。農業経営規模の拡⼤等を通じ，⽣産性
を⾼め，農家所得の向上をはかることを⽬的とする。政府は同法に基づいて，農業の体質改

善に必要な指導助成を⾏なってきた。内容は，農業の⽣産基盤の整備開発，農業近代化のた

めの共同利⽤施設，⼤型農業機械の導⼊，農畜産物の主産地形成など農業近代化対策を計画

的，拠点的に実施していくことであった。	
	

農林⽔産物等輸出促進事業	
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_h21_zigyou/sokusin_taisaku.html	
「農林⽔産物等輸出促進対策（補助事業）」は、果実や⽔産物など、今後輸出拡⼤が期待さ

れる品⽬について輸出額の明確な⽬標を設定し、戦略的に取り組もうとする事業体の輸出拡

⼤プロジェクトを⽀援する事業です。	
	

⽇本茶業中央会	
http://www.nihon-cha.or.jp/	
⽇本茶の魅⼒を	もっともっと多くの⼈に─	公益社団法⼈⽇本茶業中央会は⽇本の茶および
茶⽂化振興のための団体です。	

	
バルクもの	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%AF%E5%93%81	



バルク品	（bulk、ばら積み品）とは、製造者が⽣産財として流通した物を販売者が消費財
として販売している物品のこと。コンピュータ（主にパソコン）の部品や周辺機器のうち、

簡素な包装で販売されている品⽬を指す。	
		

関税法	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E7%A8%8E%E6%B3%95	
関税法（かんぜいほう、昭和29年4⽉2⽇法律第61号）は、関税の確定、納付、徴収及び還
付、貨物の輸出⼊についての税関⼿続について定める⽇本の法律	
関税定率法	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E7%A8%8E%E5%AE%9A%E7%8E%87%E6%B
3%95	
関税定率法（かんぜいていりつほう、明治43年4⽉15⽇法律第54号）は、関税の税率、関税
を課する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めた⽇本の法律	
	

関税率審議会	
https://www.amazon.co.jp/%E9%96%A2%E7%A8%8E%E7%8E%87%E5%AF%A9%E8%A
D%B0%E4%BC%9A%E7%AD%94%E7%94%B3-1973%E5%B9%B4-%E9%96%A2%E7%A
8%8E%E7%8E%87%E5%AF%A9%E8%AD%B0%E4%BC%9A/dp/B000J9PQL0	
	
関税率審議会答申	(1973年)	－	–	古書,	1973	
関税率審議会	(著),	⼤蔵省関税局	(著)	
	
	

関税率	
http://www.customs.go.jp/shiryo/kanzei_shikumi.htm	
貨物が、ある境界線を通過するとき、それに割り当てて徴収する税。特に、外国から輸⼊す

る貨物に対して国家が課する税。税関で徴収する。	
	

照葉亜熱帯樹	
International	Tea	Committee()	
https://translate.google.com/translate?hl=ja&sl=en&u=https://inttea.com/&prev=search	
1933年に設⽴された国際茶委員会（ITC）は、80年以上にわたって茶産業に貴重な統計情報
を提供してきました。	
ITCは、公平な⾮営利団体であり、多くの主要なお茶の⽣産国およびお茶の消費国がお茶統
計の公式情報源としてサポートし、認めています。	
		
		

緑茶の表⽰基準	
http://www.nihon-cha.or.jp/pdf/hyoujikijyun.pdf	
この緑茶の表⽰基準は、茶を取り扱う者が、それを供給、販売するに当って、その責任の所

在	を明確にし、適正な商品情報を容器包装上に⽰すことにより、商品の信頼確保、品質の
保証を促	し、⼀般消費者の適正な商品選択に資するとともに、もって茶業の発展を期する

https://www.amazon.co.jp/%E9%96%A2%E7%A8%8E%E7%8E%87%E5%AF%A9%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E7%AD%94%E7%94%B3-1973%E5%B9%B4-%E9%96%A2%E7%A8%8E%E7%8E%87%E5%AF%A9%E8%AD%B0%E4%BC%9A/dp/B000J9PQL0
https://www.amazon.co.jp/%E9%96%A2%E7%A8%8E%E7%8E%87%E5%AF%A9%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E7%AD%94%E7%94%B3-1973%E5%B9%B4-%E9%96%A2%E7%A8%8E%E7%8E%87%E5%AF%A9%E8%AD%B0%E4%BC%9A/dp/B000J9PQL0
https://www.amazon.co.jp/%E9%96%A2%E7%A8%8E%E7%8E%87%E5%AF%A9%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E7%AD%94%E7%94%B3-1973%E5%B9%B4-%E9%96%A2%E7%A8%8E%E7%8E%87%E5%AF%A9%E8%AD%B0%E4%BC%9A/dp/B000J9PQL0
http://www.customs.go.jp/shiryo/kanzei_shikumi.htm


ものであり、そ	の責任ある適正な実施と円滑な推進を図るため緑茶の統⼀基準として定め
る。	
	

⾷品安全基本法	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9F%E5%93%81%E5%AE%89%E5%85%A8%E5%9
F%BA%E6%9C%AC%E6%B3%95	
	
しょくひんあんぜんきほんほう、平成15年5⽉23⽇法律第48号）は、⾷品の安全性の確保に
関し、基本理念を定めるとともに、施策の策定に係る基本的な⽅針を定めることにより、⾷

品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを⽬的とした法律である。	また、
内閣府⾷品安全委員会の設置根拠法令である。	
	

包括的	
https://www.weblio.jp/content/%E5%8C%85%E6%8B%AC%E7%9A%84	
全体をおおっているさま。総括的。	「	－な交渉」	
	

機能性表⽰⾷品制度	
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/about_foods_with_function_claims/pdf/15
0810_2.pdf	
「機能性表⽰⾷品」制度は事業者の責任において健康の維持及び増進に役⽴つことを表⽰	
するものです。	届出を⾏う事業者は、例えば以下のような責任を伴います。機能性の評価
の際に、科学的な根拠を説明する⼿法は2つあります。	●⼀つは、最終製品を⽤いた「臨床
試験」です。	
	

特定保健⽤⾷品	
https://www.suntory.co.jp/customer/faq/001935.html	
「特定保健⽤⾷品（トクホ）」とは、有効性、安全性などの科学的根拠を⽰して、国の審査

のもとに消費者庁(※)の許可を受けた⾷品のことを指します。	
	

栄養機能⾷品	
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/health_promotion_1
70606_0001.pdf	
栄養機能⾷品とは、特定の栄養成分の補給のために利⽤される⾷品で、栄養成分の機能を表

⽰するものをい	います。	対象⾷品は消費者に販売される容器包装に⼊れられた⼀般⽤加⼯
⾷品及び⼀般⽤⽣鮮⾷品です。	⾷品表	⽰基準（以下、基準という。）	
	

	
	
⾷品衛⽣法	



https://www.google.com/search?q=%E9%A3%9F%E5%93%81%E8%A1%9B%E7%94%9F
%E6%B3%95&rlz=1C5CHFA_enJP742JP742&oq=%E9%A3%9F%E5%93%81%E8%A1%9
B%E7%94%9F%E6%B3%95&aqs=chrome..69i57.487j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8	
⾷品衛⽣法（しょくひんえいせいほう、昭和22年法律第233号）は、⽇本において飲⾷に
よって⽣ずる危害の発⽣を防⽌するための法律。	所管は厚⽣労働省（表⽰に関してのみ消
費者庁）。	⾷品と添加物などの基準・表⽰・検査などの原則を定める。	⾷器、割ぽう具、
容器、包装、乳児⽤おもちゃについても規制の対象となっている。	
	

計量法	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%88%E9%87%8F%E6%B3%95	
計量法（けいりょうほう、平成4年5⽉20⽇法律第51号）は、計量の基準を定め、適正な計
量の実施を確保し、もって経済の発展及び⽂化の向上に寄与することを⽬的とする（第1
条）⽇本の法律である。	
	

不当景品類及び不当表⽰防⽌法（略称	 景品表⽰法）	
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/	
景品表⽰法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表⽰を⾏うことを厳しく規制

するとともに、過⼤な景品類の提供を防ぐために景品類の最⾼額を制限することなどによ

り、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを⾃主的かつ合理的に選べる環境を守りま

す。	

⽇本農林規格等に関する法律（略称	 JAS法）	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E6%9E%97%E7%89%A9%E8%B3%87%E3%8
1%AE%E8%A6%8F%E6%A0%BC%E5%8C%96%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2
%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B	
農林物資の規格化等に関する法律（のうりんぶっしのきかくかとうにかんするほうりつ、昭

和25年5⽉11⽇法律第175号）は、⽇本農林規格（JAS規格（ジャスきかく））の制定、保
護の仕組みや認定機関・飲⾷料品以外の農林物資の品質表⽰などについて定める⽇本の法

律。	
	

不正競争防⽌法	
https://ferret-plus.com/8431	
不正競争防⽌法とは	「不正競争防⽌法」とは、企業が競合他社や個⼈に対して、不正な⼿
段による競争の差し⽌めや損害賠償請求をできるよう認めた法律です。		
	

農薬取締法	
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC000
0000082	
この法律は、農薬について登録の制度を設け、販売及び使⽤の規制等を⾏うことにより、農

薬の安全性その他の品質及びその安全かつ適正な使⽤の確保を図り、もって農業⽣産の安定

と国⺠の健康の保護に資するとともに、国⺠の⽣活環境の保全に寄与することを⽬的とす

る。	
	



医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律	
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC000
0000145	
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再⽣医療等製品（以下「医薬品

等」という。）の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使⽤による保健衛⽣上の危

害の発⽣及び拡⼤の防⽌のために必要な規制を⾏うとともに、指定薬物の規制に関する措置

を講ずるほか、医療上特にその必要性が⾼い医薬品、医療機器及び再⽣医療等製品の研究開

発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛⽣の向上を図ることを⽬的とす

る。	
	
（略称：医薬品医療機器等法）……旧薬業法	
http://www12.plala.or.jp/taacohya/Houki/KOSEIRODOU/Yakujiho/KaiseiSagyoData/3frame_
Sin_Yakujiho_all.htm	
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再⽣医療等製品（以下「医薬品

等」という。）の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使⽤による保健衛⽣上の危

害の発⽣及び拡⼤の防⽌のために必要な規制を⾏うとともに、指定薬物の規制に関する措置

を講ずるほか、医療上特にその必要性が⾼い医薬品、医療機器及び再⽣医療等製品の研究開

発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛⽣の向上を図ることを⽬的とする	
	

健康増進法	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E5%A2%97%E9%80%B2%E6%B
3%95	
健康増進法（けんこうぞうしんほう、平成14年8⽉2⽇法律第103号）は、国⺠の健康維持と
現代病予防を⽬的として制定された⽇本の法律。	
	

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律	
http://www.env.go.jp/recycle/yoki/law02/pdf/01.pdf	
この法律は、容器包装廃棄物の分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化

を促	進するための措置を講ずること等により、⼀般廃棄物の減量及び再⽣資源の⼗分な利
⽤等を通じて、廃	棄物の適正な処理及び資源の有効な利⽤の確保を図り、もって⽣活環境
の保全及び国⺠経済の健全な発	展に寄与することを⽬的とする。	
	

（容器包装リサイクル法）	
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/04/index.html	
容器包装リサイクル法は、家庭から出るごみの6割（容積⽐）を占める容器包装廃棄物を資
源として有効利⽤することにより、ごみの減量化を図るための法律です。	
	
	
	
	
	

製造物責任者（PL法）	



https://business.bengo4.com/practices/451	
	 製造物責任法は、⺠法の不法⾏為の定める過失責任原則の特則として⽴法されたものであ
り、製造物に起因する事故による消費者の被害を防⽌・救済するために無過失責任主義に基

づく製造物責任を定めています。	
	

特定農林⽔産物等の名称の保護に関する法律（地理的表⽰法）	
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/outline/	
「特定農林⽔産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表⽰法)は、特定の産地と品質等の
⾯で結び付きのある農林⽔産物・⾷品等の産品の名称（地理的表⽰）を知的財産として保護

し、もって、⽣産業者の利益の増進と需要者の信頼の保護を図ることを⽬的としています。	
	
	

地域団体商標制度等商標制度	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%9B%A3%E4%BD%93%E5%9
5%86%E6%A8%99	
地域団体商標（ちいきだんたいしょうひょう）とは、⽇本の商標法において、地域の名称と

商品または役務の名称を普通に⽤いられる⽅法で表⽰する⽂字のみからなる商標等であっ

て、⼀定の範囲で周知となったため、事業協同組合、農業協同組合等が商標登録を受ける商

標をいう。2005年（平成17年）の商標法の⼀部改正により、地域8団体商標制度が導⼊さ
れ、2006年4⽉1⽇から商標登録の出願の受付が開始された	
	
	

⾷品健康影響評価	
https://www.fsc.go.jp/chousa/kenkyu_index.html	
⾷品安全委員会では、科学を基本とする⾷品健康影響評価（リスク評価）の推進のため、リ

スク評価ガイドライン、評価基準の策定等に資する提案公募型の委託研究を実施しておりま

す。		 	
	 本委託研究は、提案公募型の競争的研究資⾦制度により実施されます。	
	

農薬取締役	
http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_kaisei/zenbun.html	
この法律は、農薬について登録の制度を設け、販売及び使⽤の規制等を⾏なうことにより、

農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使⽤の確保を図り、もつて農業⽣産の安定と国⺠

の健康の保護に資するとともに、国⺠の⽣活環境の保全に寄与することを⽬的とする	
	

肥料取締役	
http://www.famic.go.jp/ffis/fert/hourei/sub1_torihou.htm	
この法律は、肥料の品質等を保全し、その公正な取引と安全な施⽤を確保するため、肥料の

規格及び施⽤基準の公定、登録、検査等を⾏い、もつて農業⽣産⼒の維持増進に寄与すると

ともに、国⺠の健康の保護に資することを⽬的とする。	
	
	



公定規格	
http://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/kokuji/pdf/k0000977.pdf	
	
	

特定普通肥料	
http://www.famic.go.jp/ffis/fert/sub2_1st/1_3.htm	
肥料取締制度では、２で定義した肥料を、特殊肥料と普通肥料の２つに分類しています。	
普通肥料のうち、施⽤⽅法によっては、⼈畜に被害を⽣ずるおそれがある農産物が⽣産され

るものは、特定普通肥料に指定されます。	
	 ２で定義した肥料のうち、特殊肥料以外のものは、普通肥料となります。普通肥料は、原
則として公定規格が定められており、公定規格に適合していれば登録をとることができ、登

録をとることによって初めて⽣産や輸⼊することが認められます。	
	

薬事法	
https://kotobank.jp/word/%E8%96%AC%E4%BA%8B%E6%B3%95-143515	
昭和	35年法律	145号。医薬品，医薬部外品，化粧品および医療⽤具などについて規制し，
その適正化をはかることを⽬的とする，薬事についての基本法。⽇本最初の薬事法ともいう

べきものは，1874年施⾏の「不良薬品の禁令」のあと，「毒薬劇薬取締規則」制定と並ん
で発布された	77年の太政官布告「売薬規則」である。これが	1914年に「売薬法」となり，
43年の改正で「薬事法」と名称が改まり，薬剤師法，薬品営業竝薬品取扱規則および売薬
法を統合，さらに	48年にこれに医薬部外品取締法および有害避妊⽤具取締規則などを統合
し，諸種の取締規定を整理して薬事制度の⺠主的運営がはかられた。さらに	60年に薬剤師
の⾝分に関する事項を別に規定する薬剤師法を分離制定し，薬事法では医薬部外品制度の規

定，地⽅薬事審議会の新設などの改正を加えた現⾏法が公布された。	
	

内閣府令	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E9%96%A3%E5%BA%9C%E4%BB%A4	
内閣府令（ないかくふれい）とは、内閣総理⼤⾂が内閣府設置法第7条第3項に基づいて発
する内閣府の命令。	内閣府令は、内閣府に係る主任の⾏政事務について、法律もしくは政
令を施⾏するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、制定される。	
	

医薬品	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E8%96%AC%E5%93%81	
医薬品（いやくひん）とは、ヒトや動物の疾病の診断・治療・予防を⾏うために与える薬

品。	使⽤形態としては、飲むもの（内服薬）、塗るもの（外⽤薬）、注射するもの（注射
剤）などがある（剤形を参照）。	
	

医療部外品	
https://www.kao.com/jp/binkanhada/ingredient_01_01/	
「医薬部外品」とは、厚⽣労働省が許可した効果・効能に有効な成分が、⼀定の濃度で配合

されています。[治療]というよりは［防⽌・衛⽣］を⽬的に作られています	
	



再⽣医療等製品	
https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/ctp/0007.html	
再⽣医療等製品は、以下に掲げる製品であって、政令で定めるものをいいます。	
（1）⼈⼜は動物の細胞に培養等の加⼯を施したものであって、	
イ	 ⾝体の構造・機能の再建・修復・形成するもの	
ロ	 疾病の治療・予防を⽬的として使⽤するもの	
（2）遺伝⼦治療を⽬的として、⼈の細胞に導⼊して使⽤するもの	
	

特定物象量	
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/14_gaiyou_ryoumoku.html	
特定物象量（特定商品ごとに定められている質量、体積⼜は⾯積。	
	

通商産業省	
https://www.weblio.jp/content/%E9%80%9A%E5%95%86%E7%94%A3%E6%A5%AD%E7
%9C%81	
通商・商鉱⼯業・計量・資源・中⼩企業振興などに関する事務を担当した国の⾏政機関。

1949年（昭和24）商⼯省を改称。付属機関に⼯業技術院、外局に資源エネルギー庁・特許
庁・中⼩企業庁が置かれた。通産省。	MITI	。2001年（平成13）中央省庁再編にともない、
経済産業省に改編。	→	経済産業省	
	

農林物資	
http://www.famic.go.jp/syokuhin/jas/taisyouhinmoku.html	
林物資とは酒類、医薬品等を除く(1)飲⾷料品及び油脂、(2)農産物、林産物、畜産物及び⽔
産物並びにこれらを原料⼜は材料として製造し、⼜は加⼯した物資（(1)に掲げるものを除
く。）であって政令で定めるものをいい	
	

単純公正化	
http://www.jasnet.or.jp/2-seidogaiyou/2.1.1.html	
	 ＪＡＳ制度は、「農林物資の規格化等に関する法律（昭和２５年法律第１７５号）（ＪＡ
Ｓ法）」に基づいて、農林物資の①品質の改善、②⽣産の合理化、③取引の単純公正化及び

④使⽤⼜は消費の合理化を図るため	
	

第三者認証機関（登録認定機関）	
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/touroku/index.html	
厚⽣労働⼤⾂が基準を定めて指定する⾼度管理医療機器、管理医療機器⼜は体外診断⽤医薬

品(「指定⾼度管理医療機器等」という。)を製造販売する場合には、品⽬ごとに厚⽣労働⼤
⾂の登録を受けた者(「登録認証機関」)の認証(「第三者認証」)を受ける必要があります。	

		
	
	



国際約束	
https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2012pdf/2012
0702003.pdf	
国際法上、条約(treaty)とは、その表題を「〇〇条約(treaty)」としているものに限ら	ず、憲
章(charter)、規約(covenant)、条約(convention)、協定(agreement)、議定書	(protocol)、規程
(statute)、取極(arrangement)、交換公⽂(exchange	of	notes)、宣⾔	(declaration)、声明
(statement)などの名称を有するものを含み、広く国家間における法	的な合意⽂書を⾔う6	
。	こうした広義の条約は、⽇本の実定法上の⽤語としては「国際約束」と称され	
	

⽣理機能	
https://www.weblio.jp/content/%E7%94%9F%E7%90%86%E6%A9%9F%E8%83%BD	
⾝体の⽣理的な働き。および、⽣理的働きに対して及ぼす効果。栄養分の吸収や排泄といっ

た⾝体の機能を指す場合もあれば、「⾷物繊維は排便を促す」といった効果を指す場合もあ

る。	
		

成⻑促進剤	
https://www.weblio.jp/content/%E6%88%90%E9%95%B7%E4%BF%83%E9%80%B2%E5%
89%A4	
植物の成⻑を促進するために⽤いられるホルモン剤。ジベレリンを散布することによってシ

クラメンやチューリップの花を早く咲かせたり、種無しブドウを作ったりする。	
		

発芽抑制剤	
https://www.daiki-grp.co.jp/guide/pdf/d020.pdf	
発芽抑制剤とは.	発芽抑制剤は、雑草種⼦が発芽する際に作⽤し、発芽.	直後の雑草に限定
して効果が現れ、枯死させる薬剤です。	
		

ポジティブリスト制	
http://www.greenjapan.co.jp/nose_positivelist.htm	
基準が設定されていない農薬等が⼀定量以上含まれる⾷品の流通を原則禁⽌する制度。	
		

ネガティブリスト制	
https://kotobank.jp/word/%E3%83%8D%E3%82%AC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%
96%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88-594685	
禁⽌されている対象を列挙し、それ以外は許可するという⽅法で作成された⼀覧表。	
②	輸⼊制限品⽬表。輸⼊を規制されている商品の⼀覧表。	
		

動物医薬品	
http://jvpa.jp/jvpa/?p=37	
専ら動物に使⽤する医薬品等を動物⽤医薬品等と⾔います	
		
	



飼料添加物	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%BC%E6%96%99%E6%B7%BB%E5%8A%A0%E7%8
9%A9	
飼料添加物（しりょうてんかぶつ）とは、飼料の品質保持や栄養補助などの⽬的で添加・混

和されている薬剤や栄養素の総称。	飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基
づき、2004年10⽉時点で153種類が農林⽔産省から指定を受けている。	
		

医薬品医療機器等法	
http://www12.plala.or.jp/taacohya/Houki/KOSEIRODOU/Yakujiho/KaiseiSagyoData/3frame_
Sin_Yakujiho_all.htm	
		
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再⽣医療等製品（以下「医薬品等」という。）

の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使⽤による保健衛⽣上の危害の発⽣及び拡

⼤の防⽌のために必要な規制を⾏うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、

医療上特にその必要性が⾼い医薬品、医療機器及び再⽣医療等製品の研究開発の促進のため

に必要な措置を講ずることにより、保健衛⽣の向上を図ることを⽬的とする。	
	
	

製茶指導取締条例	
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-340/documents/shiryo2.pdf	
	
製茶の改善指導並びに不良製茶の製造、加⼯及び販売を防⽌することに	
より、製茶の声価を維持することを⽬的とする。	
製茶とは、	
①荒茶及び荒茶を加⼯した仕上茶	
（抹茶及び紅茶を除く）	
②販売を⽬的とした製品であるもの	
③飲⽤の製品であるもの	
※	
	
	
		
		
	
	
	
	
	
	


