
食の安全の確保 
欧州連合の
動植物検疫システムの説明
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欧州における食品生産と調理法は、漁業、畜産および農作
物生産と、食品の保存、加工、調理、共有および摂取の方法
に関連する知識、技能、習慣と伝統の組合せに基づいてい
ます。

欧州連合では、欧州の様々な地域固有の農耕技術および
その地元産品と密接に結び付いており、多様性に富む食
品生産に不可欠な、無形の文化遺産の価値が認められて
おり、この文化遺産は、使用する素材の価値、その品質と、
食品の加工のすべての段階で必要な秀逸性を認識してい
ます。それは、動物と自然に対する敬意が含まれる概念です。
 
調理法と食品生産は、EUを構成する諸地域の文化および
経済の両面の豊かさの源です。世界の輸出市場の発達によっ
て、EU域外の市民もEUの豊かな食の文化遺産の利益を享
受し、共有することが可能になっています。
 
Enjoy!It’s from Europe. 



 この巨大な市場における食の安全は、次の分野に関連する 
総合的な管理システムを通じて保証されています。

この冊子では、EUがどのようにそれを行っているかを説明します。
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3階層の管理を通じて執行される統一された法令 
消費者保護が最優先。  
高水準の健康保護が農業と食品生産セクターにおけるEUのすべての法令の最も重要な目的。動
植物防疫も同様に重要。

EUは、連合全体にわたってその衛生および植物検疫法令を統一しました。EU全体で適用される
広範囲の法体系が、EU域内での「農場から食卓へ」の食品の生産と加工のチェーン全体、および、
輸出入される商品をカバーしています。EUは、そのあらゆる多様性の下で、食の安全については
統一体です。

それぞれのEU加盟国は、これらの統一された基準を実施し、その執行のための確固とした公的
管理を確立する責任を負っています。欧州委員会は、すべての加盟国の管理が同様に効果的であ
ることを、定期監査を通じて確認します。検査官のためのEUレベルの定期的な教育訓練イベン
トによって、欧州全体でベスト・プラクティスが用いられることを確保しています。

EUの食品法の詳細についてはこちらをご覧ください。 http://ec.europa.eu/food/safety_en
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3階層の管理

EUの統合化された政策アプローチは、農場から消費者の食卓までの加工、保存および小売
り全体にわたって、食品と飼料のチェーンに安全を組み込むことを目指しています。 

この目的は、次の3階層の管理を伴うシステムを通じて達成されます。

 1.  システムの最上部では、欧州委員会が、加盟国およびEUへの輸出国の管理システ
ムの監査を行い、その有効性を確認する固有の義務をっています。

 2.  事業者による自己管理の有効性を確認するための公的管理システムを実施する、
加盟国または輸入の場合は事業者が事業を行っている国の行政の責任。

 3.  食品取扱事業者および農業従事者に明確に割り当てられた、自己管理に関連する
EUのルールを遵守する責任。

EU法は、事業者または加盟国に、正確に同一の方法でその管理を整備する義務を課してい
ません。ただし、継続的改善と、世界のあらゆる地域のすべての消費者のための非常に高水
準の安全を目指して努力する義務を、すべての事業者および加盟国に課しています。

システム 
監査

文書化された
自己管理と 

農業生産 
工程管理

加盟国欧州委員会 

公的管理 
システム

食品取扱 
事業者

1 2 3
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食品衛生
食品事業者は、その日常活動におけるEUの食品法の遵守を確保しなければなりません。
食肉工場、レストラン、果実輸入業者または魚類缶詰め工場などのいずれであるかを問
わず、すべての事業者が、その具体的な事業で発生する可能性のあるリスクに対処す
るための文書化された自己管理システムを実施しなければなりません。農業従事者も、 
その生産物が衛生要件に適合することの確保において重要な役割を担います。農業従事
者は、トレーサビリティ・チェーンの出発点にも立っています。

食品取扱事業者は、以下の責任を負います。

 • 文書化された自己管理を実施すること。

 •  そのプロセスの中の重要なポイントの特定と定期的見直しを行い、これらのポイントで
管理が適用されることを確保すること。

 • その活動について当局に通知し、公的管理において協力すること。

 • 生産、輸送、保存または販売する食品および飼料の安全性について責任を負うこと。

 •  サプライヤーまたは荷受人を速やかに特定することによってトレーサビリティを確保すること。

 •  その食品または飼料が安全でないと信じる理由がある場合には直ちに管轄当局に報告す
ること。

 • 食品または飼料が安全でないと信じる理由がある場合には直ちに市場から撤去すること。

EU加盟国は、食品および飼料のチェーン全体にわたって、適用されるEU法を執行する責任を負
います。管轄当局は、食品取扱事業者の活動およびEU市場に出される商品がすべての要件に適
合することを確認するための（それぞれの製品分類のリスクを反映した）公的管理を整備しなけ
ればなりません。すべての加盟国が、透明性のある協調的な管理計画に基づいて取り組みます。

EU加盟国のいずれかへ輸出することを希望するEU域外国は、適用されるEUのすべての基準へ
の輸入食品の適合性を保証するために、同様な管理システムを実施しなければなりません。

国の当局の役割

 •  全体で約10万名の十分な教育訓練を受けた独立の職員が、EUのサプライチェーン全体
にわたって（飼料工場からレストランまで）活動している2,500万の食品取扱事業者を監
視しています。

 •  「Better Training for Safer Food」（BTSF）プログラムは、EU全体とEU域外の選択されたパー
トナー国の管轄当局の間でベスト・プラクティスが広められることを確保します。

教育訓練に関する詳細についてはこちらをご覧ください。http://ec.europa.eu/chafea/food/

食品
衛生

汚染物質・
残留物質

動物・植物
防疫



欧州委員会は、管理システムが効果的であることを確認します。
これは、保健衛生・食の安全総局（Directorate-General for Health and Food Safety）の任務の1つ
です。同総局は、EU加盟国内の農場から消費者までの管理および検査のシステムの監査を所管
しています。これによって、EU域内で生産される食品に慎重な管理が適用されることを確保し
ます。実際、欧州委員会は、EU加盟国と第三国において毎年200件を超えるシステム監査を実施
しています。

EUから食品を輸入する国は、他のいずれの輸出国も提供していないEUの3階層の管理システ
ムに頼ることができます。

EUのルールは、その実績が高水準であるため、多くの場合に国際的な貿易基準の基礎となります。
EUは、国際獣疫事務局（World Animal Health Organisation：OIE）、コーデックス委員会（odex 
Alimentarius Commission）または国際植物防疫条約（International Plant Protection Convention）の国
際基準の策定に積極的に関与しています。この取組みは、世界全体の食の安全、動植物防疫の改善
に貢献し、世界的に合意されたルールに基づく食品および農産品の貿易の促進に役立ちます。

EUは、開発途上国がこれらのルールに準拠することを支援する数多くのプログラムを提供しています。

トレーサビリティと迅速な情報交換 – EUはどのように行っているか

毎日、膨大な量の家畜、食品および製品がEUに輸入されます。

TRACES（TRAde Control and Expert System：欧州域内畜産貿易管理情報システム）は、EU域外か
ら輸入されるおよび加盟国全体で貿易が行われる動物、植物、食品および飼料のすべての移動を
追跡するオンライン・システムです。

TRACESは、公的管理と動物輸送の経路計画作成をオンラインで管理します。

国の管轄当局は、貨物が出荷される前にTRACESを通じてオンラインでその証明書を掲載します。
受領国の当局は、事前に到着の通知を受け、EUの国境、最終目的地でまたは生きた動物の輸送中
にでさえその管理の計画を立てることができます。

TRACESは35の言語で提供される利用しやすいインターフェースを用いて貿易を簡素化し、より
安全にしています。世界中のほぼ80か国の36,000名超のユーザーがTRACESを通じて接続されて
おり、Tracesは毎月5万通超の動植物検疫証明書を発行しています。

TRACESに関する詳細についてはこちらをご覧ください。http://ec.europa.eu/food/animals/traces_en

Rapid Alert System for Food and Feed（RASFF：食品・飼料早期警告システム）は、公衆衛生上の脅
威が単一市場内または国境管理で検出された場合に、EU加盟国全体における即時対応を可能に
しています。

毎年3,000超の通知が処理されており、ポルトガルおよびフィンランドからアイルランドおよびキ
プロスまで、管轄当局が直ちに対応し、疑いのある食品または飼料を迅速かつ効果的に市場から回
収することを可能にしています。完全な透明性が保証されています。

週次オンライレポートはこちらです：http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm
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動物疾患の管理 – EUはどのようにアウトブレイクに取り組んでいるか

EUの法令は、農場で深刻な動物疾患（口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、豚熱または
アフリカ豚熱など）のアウトブレイクが生じた場合には、影響を受けた所有地および少
なくとも半径10km以内のすべての農場、いわゆるサーベイランス・ゾーンに即時の移
動制限が適用されると規定しています。

制圧までの間、疾病を隔離するために、このサーベイランス・ゾーンからのすべての移
動が停止されます。調査によって、疾病の運搬動物となっている可能性があるすべての
接触動物だけでなく、食肉、羽毛、肥料または飼料などのすべての製品も直ちに特定、追
跡し、隔離します。

影響を受けた加盟国の獣医局が、承認された緊急時対応計画に従ってこれらの対策を
実施する責任を負います。高水準の即応体制を維持し、連合全体の局の間でベスト・プ
ラクティスを広めるために、定期的な教育訓練とシミュレーション演習が実施されなけ
ればなりません。

これらの迅速で非常に厳格な対策は、強い伝染性を有する可能性がある動物疾病を封
じ込めるために必要です。家畜資本の保護が問題となった場合には、気を緩める余地
はありません。

EUの地域主義のシステムは、長年にわたって多数のアウトブレイクの過程でその有効
性を実証してきており、貿易の中断を絶対的最低限に保つ一方で効果的に疾病の拡散
を防止してきました。



動植物防疫
動物防疫

EUは、動物疾病の防止、サーベイランスおよび管理を保証するための効果的なルールを定めています。
効果的な衛生管理と検疫手段がペット、家畜および野生動物に適用されます。農業従事者および食品
事業者は、防止とサーベイランスにおいて重要な役割を果たします。このため、その責任と義務が明確
にEUの法令に規定されています。

協調的なサーベイランス・プログラムによって、野生動物の疾病を制御下に保ち、家畜へのその拡散を
防止します。すべての加盟国における緊急時対応計画と定期的シミュレーション演習によって、持続的
な即応態勢と高水準の回復力を確保しています。

EU加盟国内および加盟国間のすべての家畜の移動が電子データベースに記録されます。これは家畜
セクターにとってはコストのかかる義務ですが、恒常的な動物のトレーシングと、疾病のアウトブレイク
が生じた場合における緊急対応を可能にしており、その一層の拡散を防止します。

EU動物疾病通報システム（EU Animal Disease Notification System）は、危険な病原菌の潜在的運搬動
物を特定し、隔離するための獣医局間の24時間態勢の即時の情報交換を提供しています。即時通報は、
世界動物衛生情報システム（World Animal Health Information System）を通じてOIEとEUの貿易パー
トナーにも伝えられます。世界の貿易関係を維持するために、完全な透明性が不可欠です。それが、EU
が透明性にコミットしている理由です。
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植物防疫

植物防疫は、持続可能で競争力のある農業、園芸および林業にとって鍵となる要因です。連合の森林の
保全、農業における収益性のある収穫および食料安全保障のために、健康な種子と種苗が必要です。加
盟国の植物防疫システムは、動物防疫と食の安全に関して、欧州委員会の定期的監査の対象となります。
加盟国の国家植物防疫機関（National Plant Protection Organisations）は、EU域内市場の存在があるので、
所管する地域での有害動植物サーベイランスにおける重要な経験を、時間をかけて発展させてきました。
この点は、EUの法令に基づいて要求されています。この経験は、果実などのEUの製品に輸入国の検疫有
害動植物が伴わないことの証明に関して、有用な専門知識になっています。

EUは、最も幅広い選択肢へのアクセスを消費者に提供するために、エキゾチックな果物および観賞植物
の世界貿易と、世界全体からのその輸入に対応しますが、それに有害動植物、植物病または侵入種とい
う代償が伴ってはなりません。

EUの植物防疫制度は、世界貿易の課題に対応するために厳密に現代化されてきました。新たな規則が、
早い段階で有害動植物を検出および根絶するEUの能力を強化しており、安全性が実証されるまで、潜
在的リスクを伴う植物性材料のEU域外国からの持込みを防止することを目指しています。

EUROPHYT（EUROPEAN UNION NOTIFICATION SYSTEM FOR PLANT HEALTH 
INTERCEPTIONS：欧州連合植物防疫阻止通報システム）

Europhytは、植物防疫のためのEUの情報システムです。輸入されまたはEU域内で貿易が行われる
貨物の中で検出された有害動植物または植物病に関する情報の交換のために、EU加盟国とスイス
の植物防疫当局を接続しています。

当局が有害動植物と植物病に関する正確な最新情報にアクセスすることができるので、Europhytは
当局が早い段階で予防手段を講じることを可能にします。

植物防疫の詳細についてはこちらをご覧ください。  
http://ec.europa.eu/food/plant/docs/phb_ho_annual_report_2014_en.pdf
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汚染物質および残留物質

EUは、食品および飼料から汚染物質を遠ざけておくための世界で最も厳格な監視システム
を有しています。

EU域内で生産されたものか、EUに輸入されるものかを問わず、食品および飼料生産物に
許容される最大限度が適用されます。食品に接触する素材および製品も、汚染を排除する
ために厳格に規制されています。加盟国の当局は、食品の生産および加工のすべての段階
で潜在的汚染源が特定され、安全な水準が保たれることを確保するために、農場から食卓
への広範囲のサンプリングと分析のプログラムを維持しています。

ご存知でしょうか。EUでは現在、何千ものサンプルの残留物質と汚染物質に関する試験が
行われています。
EFSAが加盟国から監視データを収集し、定期的な概要報告を公表しています。直近の分析

（2013年）には、残留物質と汚染物質の有無に関する試験が行われたEU加盟27か国、アイ
スランドおよびノルウェーからの非常に様々な加工済みおよび未加工の食品の81,000近
いサンプルの結果が含まれています。

汚染物質および残留物質に関する詳細についてはこちらをご覧ください。 
http://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/contaminants_en
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独立した科学的助言
欧州食品安全機関（EFSA）は、EUが規制に関して行う決定を支える独立したリスク評価を提供し
ています。この評価は、域内生産と輸入に適用される連合の衛生および植物検疫基準に科学的基
礎をもたらします。

EFSAは、その諮問委員会に招聘可能な最高の科学者を集めています。EFSAは、食物媒介疾患の傾向、
食品汚染、および、欧州委員会と政策立案者の関心に値するその他のテーマに関する年次報告書
を発行し、消費者が期待する合理的で科学に基づくEUの食の安全政策の形成を支援します。

EFSAは2004年の創設以来、EUの中核的価値観（最先端の科学、透明性および高い保護のレベル）
を表す世界的に認められた機関となりました。

EFSAはEUの食の安全システムの不可欠な一部です。この当局の使命は以下のとおりです。

 •  EUのリスク管理者に、食品と飼料の安全、動物防疫とアニマルウェルフェア、植物防疫、
栄養および環境に関連する独立した質の高い科学的助言を提供すること。

 •  その取組みに関する情報を公衆に提供すること。

 •  首尾一貫した助言を推進し、EUの食の安全システムの信頼を高めるために加盟国および
その他のパートナーと協力すること。

 •  食と飼料の安全に影響を及ぼす新たなリスクを特定し、監視すること。

EFSAは、次の2つの中核的責任を負っています。
  1. 科学的助言の提供と伝達

 2.  EU市場での使用に関するその承認の前に安全性評価が必要な食品および飼料製品の
評価

EFSAは、利用可能な最高の科学的専門知識を確保するために、世界全体のパートナーと協力
しており、その委員会にパートナーを招くことができます。EFSAは、その諮問の場、議論の焦
点および科学的ネットワークを通じて、世界全体の国の食の安全当局、および、リスク評価の
側面について責任を負うその他の科学団体とも協力しています。

EFSAに関する詳細についてはこちらをご覧ください。 www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa
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EUの出版物の入手方法
無料出版物：
 •  1部：EU Bookshop経由（http://bookshop.europa.eu）
 •  2部以上またはポスター／地図：欧州連合の代表（http://ec.europa.eu/represent_

en.htm）から、EU域外国の代表部（http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm）
から、Europe Directへの連絡によって（http://europa.eu/contact/index_en.htm）また
は00 800 6 7 8 9 10 11への電話によって（EU域内の場所からのフリーダイヤル）(*)。
(*)  提供される情報は無料です。大半の通話も無料です（ただし、事業者、電話ボックスまたはホテルにより料金が

請求される場合があります）。

有料出版物：
 • EU Bookshop（http://bookshop.europa.eu）経由



品質。
本物の持つ
素晴らしさ。
安全性。





© EUROPEAN UNION, 2017 
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