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有機ＪＡＳと有機農業の現状
有機農業の推進を国・地方自治体が基本理念の下に総合的な施策で行うことを責務とし
た「有機農業の推進に関する法律」
（有機農業推進法）が 2006 年に制定されてから、早く
も９年ほど経った。この間に有機農業は着実に増えているが、農業全体から見ると農家数
は約 1 万２千戸（０・５％）
、栽培面積は１・６万 ha（０．４％）（『平成 22 年度有機農業
基礎データ作成事業報告書』MOA 文化事業団、2011 による推計値）であり、まだまだ少な
いのが実情である。
昨年４月に具体的な政策を示した第 2 期「有機農業推進基本方針」
（農林水産省）が策定
され、この期を通して栽培面積１％をめざす目標値が設定された。最新の「農業の有する
多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく環境直接支払の応援も得て、ぜひとも 1％
突破を早期に達成させたいものである。
第二期「有機農業推進基本方針」策定の過程では日本有機農業学会、日本有機農業研究
会、全国有機農業推進協議会、有機農業参入促進協議会などの関係団体がさまざまな政策
提言を行ったが、その過程で浮き彫りになったのは、「有機（オーガニック）」の農産物の
表示や情報提供についての課題である。
周知のように有機農産物には、
「有機ＪＡＳマーク」が貼付された上で、
「有機ニンジン」
「オーガニック小松菜」などと「有機」を称する表示ができるようになっている。木の葉
と雲をあしらった緑色のマークの意味内容を知ってしまえば、店頭で有機農産物を選ぶ消
費者にとっては、きわめてわかりやすい。
「農林物資の規格化に関する法律」
（JAS 法）に基
づく制度で、
「有機農産物」の栽培基準等は JAS 規格で告示され、しかも「有機農産物」
「有
機農産物加工食品」の二つは「指定農林物資」（JAS 法第十九条の十五）として登録認定機
関による第三者認証が実施されているので信頼性も高い。マークに付された認定機関によ
りトレーサビリティも確保されており、消費者にとって便利でわかりやすく、実需者（流
通業者）にとっても流通の円滑化につながるしくみである。
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表１

JAS非取得
有機農家
JAS有機農
家

有機農家戸数の推移

（単位：戸数）

2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度
8,764

10,045

10,981

11,323

11,859

うち JAS 有機農家

2,258

3,319

3,830

3,815

3,994

うち JAS 非取得有機農家

6,506

6,726

7,151

7,508

7,865

全体

（注１）農林水産省「有機農業の推進について」、MOA 自然農法文化事業団『有機農業基礎データ作成事業報告書』
（2011）等による。ＪＡＳ非取得有機農家数は推定値である。
（注２）有機 JAS 認証制度の始まった頃の 2003 年 12 月末は、ＪＡＳ有機農家は 4,451 戸。
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だが、一方の有機農業者にとってはどうだろうか。特に小規模の有機農家にとって、有
機 JAS 認証取得はかなり大きな負担になっている。申請・継続にかかわる事務作業や認証
料などの負担感がぬぐえない。また、違和感を覚える農家、不必要とする農家も少なくな
い。上述の基礎データ報告書は、有機 JAS 認証を取得していない有機農家（有機 JAS 規格
の化学肥料・農薬についての栽培基準と同等の有機農業を実施）の数をかなり精緻に推計
した初めてのものだが、全国約一万二千戸の有機農家のうち、有機 JAS 認証を取得してい
るのは約 4000 戸、他方、取得していない農家はその 2 倍の約 8000 戸に上る。
取得していない理由を同基礎データ報告書でみておくと、多い順から「取得にかかる費
用が高い」20％、
「申請書類が煩雑すぎる」19％、
「とらなくても買ってくれる」10％、
「と
るメリットがない」8％、
「面積が小さいため」７％、
「消費者との信頼関係があるから」７％、
「有機 JAS は信用できない」６％、
「高齢のため」４％、
「その他」21％となっている。な
お、このアンケート結果は、実際の有機農家（有機 JAS 認証取得農家を除く）全国 600 戸
を対象としたアンケート調査の自由記述 464 件をとりまとめたものである。不必要とする
理由も２割以上あるが、認証料や事務に対する負担感が約４割を占めている。
また、JAS 法が規制対象とする表示は、農産物等の「容器・包装・送り状」に記載する表
示であり、後述するように「産消提携」
（生産者と消費者の提携）などで有機農業による生
産である旨の情報提供は規制対象外であるにもかかわらず、一部で過剰ともみられる規制
や自粛が行われており、有機農家が堂々と「有機」を語れない状況もある。
このように、有機農業推進法が制定された後も、有機表示や認証については生産者側か
らの有機農業推進に資する表示認証制度への改革がなされないまま推移し、第二期「基本
方針」へ向けた見直し論議の過程で、有機 JAS 検査認証制度への負担感・違和感などの訴
えが続出したのである。
有機ＪＡＳ非取得有機農家の取得しない理由

有機 JAS マーク
20.0

取得にかかる費用が高い

19.4

申請書類が煩雑すぎる

8.9

とるメリットがない

とらなくても買ってくれる

10.1

とる必要がない

10.0

不必要組
26.8 ％

6.7

消費者との信頼関係がある
高齢のため

批判派 54.3%

6.0

有機JASは信用できない

3.7
21.1

その他

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

（注）MOA 自然農法文化事業団『有機農業基礎データ作成事業報告書』により谷口吉光が作成
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国際有機農業運動でも同様の課題
有機 JAS 検査認証制度にみられる第三者認証を伴う基準認証制度は欧米で発達し、これ
を国際的に推進してきたのは国際有機農業運動連盟（IFOAM ｰ Organics International
1972 年 IFOAM として設立、2014 年改称、120 か国・850 団体等加入）である。FAO/WHO 合同
国際食品規格委員会（コーデックス委員会）での国際規格（有機食品の生産等に関するガ
イドライン）の策定にも積極的に関わり（1997 年に成案、日本も 1999 年に JAS 法一部改定
で導入）
、入）
、現在も各国間での基準整合化に取り組んでいる。
だが、当の IFOAM 内部においても、第三者認証制度は地産地消の地域での有機農業の推
進やとりわけ発展途上国での小規模農家の有機農業への転換・発展を阻害しているという
認識が広がってきた。そこで IFOAM 世界理事会は、2003 年から 2013 年にかけて、有機農
業運動の原点に返ろうと、IFOAM の基準や有機保証のしくみを根本から見直す取組みを行っ
た。
2004 年 4 月には、ピポ・レノルド副会長（当時／アルゼンチン）が「世界の有機農家の
半分は、IFOAM がこれまで進めてきた“第三者認証”を採用していない。」「小規模農家に
も手の届く有機認証のしくみを！」と呼びかけ、ブラジル・トレスで各国から 48 人を集め
て「オルタナティブな認証に関する会議」を開催した。それを契機に IFOAM 内にワーキン
ググループが設置されて熱心な検討が行われ、2005 年には地域に焦点を当てた、生産者・
消費者相互の信頼に基づく有機農産物の「参加型保証システム」
（Participatory Guarantee
Systems 略称 PGS）が体系化され、2008 年には定義が IFOAM 世界理事会で承認されて、既
存の第三者機関による認証制度と並ぶもう一つの IFOAM の有機保証のしくみ（OGS／
Organic Guarantee Systems）として正式に位置づけられた。
併せて、2013 年までには、従来よりも簡潔な「有機農業の４つの原則」
（2005）
、簡潔な
「有機農業の定義」
（2008）の策定、IFOAM のいわゆる有機農業基礎基準を共通に有する各
国・各団体の基準を「ファミリー・オブ・スタンダーズ」として IFOAM が認定するしくみ、
また、世界の州・地域ごとの支部組織や連携組織などの再編・整備を実施した。
IFOAM のこのような有機農業の地域自給・地産地消型、小規模農家擁護への方向性は、
2000 年代になると強まり、2005 年 9 月の第 15 回 IFOAM 世界総会（オーストラリア、アデ
レード）での事務局長交代、2011 年 9 月、第 17 回 IFOAM 世界総会（韓国・南揚市）での
アンドレ・ロイ（オーストラリア）の会長就任でさらに固まった。筆者はたまたま、これ
ら二つの IFOAM 大会・総会に出席し、2005 年 2 月に初めて PGS についてレノルド副会長が
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公表したドイツ・ニュルンベルグ・メッセでのビオファのセミナーにも居合わせたが、当
初から PGS にかける関係者・参加者の熱気はすごいものだった。第 17 回大会では、南米・
北米・豪州・南アフリカ・中国・アジアなど地域ごとの取組を発表する分科会や国際提携・
CSA ネットワーク URGENCI による分科会「CSA meets PGS」は熱心な参加者であふれ、PGS
が世界的に普及拡大し、大きな関心を集めていることが実感された。

IFOAM の参加型保証システム（PGS）とは
IFOAM の PGS のねらいは、主に家族農業農家・小規模農家が、地域（ローカル）の「有機」
表示やマークが必要とされる市場（マーケット）に向けて、より簡便で経費のかからない
方法で信頼性の高い保証を与えていくところにある。有機農業の高い理念から導き出され
た共通項としての規範・基準などに適合していることを、第三者認証ではなく、地域の農
家をはじめとした関係者（消費者を含むことが望ましい）が協力して保証するしくみであ
る。
IFOAM は、
「PGS は、地域に焦点を当てた品質保証システムである。それは、信頼、社会
的なネットワーク、知識の交換の基盤の上に、関係者の積極的な参加活動に基づいて、生
産者を確認する。
」と定義している（注・当初は認証 certify が使われていたが、近年は確
認 verify が使われることが多い）
。
それぞれの地域や社会的背景によって手順などの詳細については多様なものになるが、
IFOAM は PGS 委員会を設置し、
「共通ビジョンの共有」という文書で基本的な「要素」
「特徴」
を掲げて整合性を図っているほか、
「PGS ブローシュア」
「PGS ガイドラインズ」
「PGS データ
ベース」
「ワールド PGS ニュースレター」
などの資料を精力的に発信して普及に努めている。

PGS の特徴
国際有機農業運動連盟（IFOAM―Organics International）の PGS 委員会が示す「共通ビ
ジョンと理念の共有」文書により、参加型保証システム（PGS）の基本原理、要素・特徴な
どをみてみよう（全文は、IFOAM ウェブサイトで入手可能。次の説明部分は、筆者による要
約）
。
PGS の哲学（根本価値）
PGS の哲学は、有機農業の理念から生まれたもので、化学合成農薬・化学肥料、遺伝子
組換え作物を用いない、根本的に生態系にやさしい農業を求め、長期的な持続性と社会的
5

『週刊農林』掲載

（1）2015 年７月 5 日、
（２）7 月 15 日

上下 2 回

久保田裕子

公正という観点から農家・農業労働者を支える。地域（ローカル）における直接取引に焦
点を当て、地域コミュニティづくり、環境保護、地域経済支援に資するものである。
PGS では、農家及び消費者が認証（確認）過程に直接参加することが求められる。それが
可能となるのも、地域の小規模農家による直接取引であるからだ。生産者だけでなく、消
費者の知識・能力開発も重視される。文書類の簡素化や記録保持の軽減もこれにより可能
になる。
有機農産物を求める消費者に信頼性の高い保証を与えるという目的は、第三者認証シス
テムと同じだが、アプローチが異なる。既存のしくみは、認証基準に適合していることを
“ 農家が証明すべきだ” という考えから発するのに対し、PGS は、“ 信頼に基づくアプ
ローチ” をとっている。その信頼は、透明性・公開性の原則で成り立つ。そして身分的な
ヒエラルキーや行政の関与を最小化した環境で維持される。

PGS の要素（Key Elements）
①共通ビジョンの共有―PGSは、農家と消費者が共に行っているというビジョン（基本原
理や目標）を明らかにし、それを共有していることが強みである。それにより、世界各地
の多様なPGSの一体感を保っている。
②参加型―PGS は、有機農産物の生産と消費に関心をもつ人々による熱心な参加を前提と
している。生産者・コンサルタント・消費者などの関係者みなが、有機農業の原理と規範
を考え、適用する。したがって、有機農産物の質に対する信頼性は、参加の賜物なのであ
る。
③透明性―基準の適用や意思決定などのしくみと実際について、関係者全員が基本的理解
と情報を持っている。
④信頼＝誠実さに基づくアプローチ―PGS は、農家は誠実であり信頼がおけるのであり、
この信頼を有機保証システムは表現すべきであるという考えに立っている。地域社会には
さまざまな社会的文化的な管理メカニズムがあり、それにより信頼を示すことができる。
⑤永続的な学習過程―PGS は単に認証を与えるにとどまらず、地域の持続性と有機的発展
を支える。参加し確認する過程を通して、それ自体が永続的な学習となり、地域の能力を
発展させる。
⑥対等性―権限を分かち合うことを意味し、品質の検証を少数者の手に集中しない。参加
する人々はみな、品質の保証に対し、同じレベルの責任と能力を持つ。
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PGS の特徴（Features of PGS）
①規範（基準・規則）は、民主的過程を経て関係者によりつくられるが、一般的に認め
られている有機規範の構成に沿ったものである、②草の根組織である、③小規模農業にふ
さわしい、④農家の生活と福祉を高め、有機農業を推進する、⑤文書管理のシステムと手
続きを定めている、⑥規範を農家が順守していることを確認するしくみであり、永続的な
学習過程をもたらす、⑦有機農家を支えるしくみである、⑧規範に同意することを示す「農
家の宣言」などの最低限の文書を持つ、⑨有機であることを証明するシール・ラベルを表
示する、⑩規範を順守しない農家に対する規定をもつ。

図

PGS の要素と特徴

ＩＦＯＡＭ編『PGS ガイドライン』より

基準と規
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地域の食と農をささえる PGS
IFOAM の PGS データベースによると、IFOAM・PGS 委員会が PGS として正式に認定した取
組みは、ブラジル、ニュージーランド、ベトナム、フィリピン、南アフリカなど 10 か国 11
団体・３ネットワーク、未認定の取組みだが把握しているものはインド、タンザニア、中
国など 43 か国 141 団体に上る。
ブラジルでは、小規模農家の運動により、2007 年に国の有機法制の中に第三者認定と並
ぶ「有機」認定方法として位置づけられ、2011 年から国の正式の有機マークを使用できる
PGS 認定が始まった。４原則―社会的な管理、協働の参加、連帯責任、力の分かち合い―を
7
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掲げ、国内の直接取引を対象としている（IFOAM 大会報告、2011 年）
。
ニュージーランドは、輸出向けの有機農産物だけに第三者認証が確立されていたが、国
内をマーケットとする農家が 2000 年に集まり、2002 年に OFNZ（Organic Farm New
Zealand）を設立して PGS を開始した。地域ごとに 12 グループに分かれ、さらに小地域の
有機農家３～８農家がグループをつくり、記録保持と相互確認（ピア・レビュウ）を行っ
ている（外園信吾 日本有機農業学会大会個別報告要旨、2013 年）
。
インドでの取組みのように、農村地帯に広がる貧困な小規模農家の農産物を地域のマー
ケットに出荷することを通して、内発的で持続可能な発展を実現させていくことは、
IFOAM が PGS に取り組む大きな理由である。インドでは、ＩＲＲＤ（総合的地域開発機
関）のジョイ・ダニエル所長が識字率も低い農村地域をもり立てる手だてとして PGS に早
くから取り組んできた（神戸大会報告、2010 年）
。やはりインドのマシュウ・ジョンは、現
在、IFOAM 世界理事で PGS 委員会委員も務めるが、同氏は膨大な貧困層の農村家族の存在を
背景として、キーストーン財団で PGS オーガニック・インディア協議会を組織した。こう
した民間の取組みに触発され、インド政府も 2011 年から国の PGS プログラムを開始してい
る。
だが、PGS は途上国のためだけのものではない。フランスでは、１９８０年代からナチュ
ール・エ・プログレ（有機農業団体）が、PGS タイプのものを地域的な有機の保証システム
として確立していた。現在、同団体は、そのしくみを PGS と重ね合わせ、さらにフランス
での有機マーク（ＡＢマーク）の基準認証のしくみとも重ねて強固にする実証プロジェク
トに取り組んでいる。
アメリカでも、2002 年から実施された全国有機生産プログラムにより、
「有機」表示には
第三者認証を要件とするＵＳＤＡの有機マークが義務づけられた。1990 年代以降、一貫し
て成長を続けてきた有機農業分野への大企業の参入もめだって増えてきた。小規模農家が
追いやられ、仲間と共に進める有機認証の道が閉ざされたことから、北西部オーガニック・
ファーマーズ協会（ＮＯＦＡ）は、改めて PGS に取り組もうとしている。また、小規模の
直売農家の自然栽培（有機栽培含む）の認定を行っている団体「サーティファイド・ナチ
ュラリー・グラウン」も、近年は、IFOAM・PGS プロジェクトとして、実地で参加型の確認
会などを行っている。
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IFOAM は、申請に基づき、各
PGS の機関認定もしている。左
図は、認定を受けたことを示す
IFOAM の共通の PGS マーク

『週刊農林』掲載

（1）2015 年７月 5 日、
（２）7 月 15 日

上下 2 回

久保田裕子

「有機」を広く知らせるために
日本でも、生協の一部では、健康・安全・環境の規範や
農薬削減プログラムの実施状況の確認に消費者（生協組合
員）が参加する取組みが行われている。信頼を基礎にした
食と農のつながりは、１９７０年代半ばから有機農業運動
の「生産者と消費者の提携」
（産消提携）として各地で取り
組まれ、着実に有機農業を根付かせてきた。
要するに、PGS のねらいは、単に有機マークを見て買う
だけの消費者をつくるのではなく、生消の学習・教育、農
家訪問や農場での縁農・交流などを重視することを通して、農の営み、環境や食と農の文
化に関心を寄せ、消費者もそのことに関わっているという自覚を持ち、行動する消費者を
育成していくところにある。
食と農の直接的なつながりは、地域での直売所、有機朝市・マルシェなどの市場（いち
ば）
、オーガニック・フェアなど多彩なイベント、インショップ・アンテナショップなど直
営店舗など、拡大を続けている。だが、初めに述べたように、有機農家の３分の２が有機
ＪＡＳ認証を取得していない状況であり、有機農家であっても、
「有機」表示を堂々とでき
ない状態が続いている。これでは、
「有機」の表示を通して有機農業を認知する機会が消費
者から奪われていることになる。
地域に根差した農家と共に、消費者も一緒になってつくり・はこび・たべることを基本
とした有機農業こそ、将来にわたり持続可能な農業・社会に寄与するであろう。有機農業
の推進のためにも、
「有機」表示のあり方について、知恵を出し合う時であると思う。

※『週刊農林』2015 年７月５日、15 日、農林出版社発行 なお、本稿は、同記事には掲載されていなかっ
た図表を補いました。
※本稿の内容詳細は、
『國學院経済学』
（國學院大學経済学会）第 63 巻第 1 号（2014 年 10 月）に掲載した
同名論説（久保田裕子著）をご覧ください。
※なお、PGS については、IFOAM のウェブサイトの PGS 欄に多くの資料（主に英語）があります。このほど、
その中の一つが日本語翻訳（PDF 版・簡易印刷板）で入手できるようになりました。
『参加型保証システム(PGS)ガイドライン―どのようにしてＰＧＳをつくり、機能させるか―』（IFOAM 発
行。A4 判

34 ページ

日本語版

日本有機農業研究会（IFOAM の許可を得て、日本有機農業研究会が翻訳

原書 2008 年、日本語版 2015 年８月）
【資料請求・連絡先】

久保田裕子

kubota@kokugakuin.ac.jp
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