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巻頭言

フードシステム研究における「通時と共時」
・
「分析と解析」

30 年以上前、筆者が農学ではなく言語学を学んでいた学部生の頃、今は亡き恩師から「共時と通時」という概
念を教えて頂いたことがある。ある言語の歴史的変化を研究する方法を通時的（diachronic）な方法と言い、同
一時点における様々な変化や差異に注目して研究する方法を共時的（synchronic）な方法と言う。この区別につ
いては、その後かなり長い間、自分の頭の中では具体的に活用せずに埋もれたままにしていた。
地方の大学で研究者の 1 人として生活を始め 10 年弱が過ぎた頃、ある雑誌の編集に携わることになり、委員
会での議論の中で既視感を覚えた。その既視感は、委員会を離れ、行政や関係業界の各種組織と様々な意見交換
を続けていくうちに一層確かなものになった。それは正確に言えば、課題解決のためのアプローチがどうも最近
は共時的なものに偏り過ぎているのではないかという微妙な懸念である。
さて、似たような言葉に「分析と解析」がある。分析は「ある物事を分解して、それを成立させている成分・
要素・側面を明らかにすること」
（広辞苑）であり、解析は、
「物事を細かく分析し、組織的・理論的に研究する
こと」
（同）と説明されている。論文や研究題目等を見ていて時に混乱があるのは目をつぶるとして、分析には対
象をどのように分けるかという時点で研究者自身の試行錯誤に基づく「思考」が求められる。解析にも同様なも
のが求められるとはいえ、既に収集済あるいは確立した個別のデータベース等が完備しており、研究対象がその
中でどこに当てはまるかを見出すという形になることが多い。
問題は、昨今の統計解析ソフトの例を出すまでもなく、手法の段階としては分析よりも解析の方がはるかに高
度であることを認めた上ですら、使い方を誤ると、解析には研究者自身の知的な思考錯誤や思考そのものが反映
される余地が少なくなる可能性が高い点である。これは考察不足の学生の卒業論文などによく見られる。
誤解を恐れずに言えば、共時的な解析には客観性という大きなメリットが生じる一方、何も考えなくても研究
の形ができるという大きなリスクを内包している。本来は、共時的な解析を大量に蓄積することにより通時的な
全体像が把握可能になるはずであるが、現実の研究においてはそこまでのデータが備えられている分野は極めて
限られる。あるいは、対象をわずかに変更した共時的な解析のみを繰り返し、通時的な分析を行うことが少なく
なってきていると言えるのかもしれない。
フードシステム研究の対象分野が直面する様々な課題は、伝統的なフィールド農学から生命科学、そして食品
の製造・加工・流通・販売、環境や政策、栄養や公衆衛生や教育、文化とも関わりがある。目の前の課題を解決
するためには共時的な解析だけでなく、経過、つまり通時的な視点が不可欠なことも多い。通時と共時、分析と
解析、双方の手法をバランスよく用いて解決しなければならない課題は山積している。こうした実業に近い分野
の学会に参集する者は、研究としてフードシステムの個別要素のさらなる個別断面の仔細な深堀りを行うだけで
なく、現実のフードシステムを俯瞰してみる機会が必要かもしれない。実社会の課題解決と密接にリンクしてい
ることこそが、
フードシステム研究の最大の特徴であることを常に踏まえておく必要があるのではないだろうか。
（宮城大学 三石誠司）
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食品規格・表示制度の消費者便益

近年、食品をめぐる安全性や信頼性を担保するための消費者行政が重視されてきている。我が国においても、
食品表示法の施行や機能性食品表示制度の導入など話題が多く、今後も、加工品において栄養表示が原則義務化
されるほか、原料原産地、遺伝子組換え食品に対する表示の拡充、介護食品についての規格化が検討されている。
このように、食品に関する規格・表示のあり様は状況に合わせて変わるものである。
安全性や信頼性、機能性など、食品に付随する属性の多くは、消費者が食品を摂取しただけでは明確にならな
いことが多く、信用財的特徴を持つ。したがって食品流通の川上、川下間に横たわる情報の非対称性を克服する
ためには、適切な機関が品質をモニターし、流通経路間で情報を共有できる仕組みが大切である。食品規格・表
示制度は重要な社会装置であるといえる。
食品規格や表示制度によりもたらされる情報が過小である場合、消費者の最適選択を阻害し、消費者便益の毀
損が生じる。一方、規格への適合性をチェックし、それを商品に表示するためには費用が必要である。制度が要
求する水準が過大であれば、費用が便益を超えることも考えられる。
ところで、規格や表示により消費者に供給される情報の便益の測度として、無知の費用（Cost of Ignorance,
COI）が提案されている。これは、情報が無い（無知の）状況における、
『最適な製品選択が阻害されることによ
る機会損失』を評価したものである。この指標を使って情報の便益を測定した実証研究も国内外で蓄積されてい
る。
便益を評価する際には、その平均値だけではなく、どの程度ばらついているかにも留意するべきであろう。消
費者は多様であり、規格や表示から得られる便益も個人間で大きな格差があるだろう。消費者に広く便益が生じ
る表示項目については義務的表示が有効であろうし、少数の消費者のみが便益を享受する表示項目においては、
自主的表示で十分であろう。また、便益の分布にロングテールが存在している場合、規格や表示から大きい便益
を得る消費者の声が大きくなり、制度に反映されやすくなることも考えられ、表示のオーバースペックを誘発す
る恐れもある。
『サイレントマジョリティ』の存在を考慮した消費者便益の適切な評価も、望ましい表示制度の設
計には必要といえるだろう。
食品規格・表示制度は食品流通にとって必要不可欠なものである。しかしニーズのないところに新しい食品規
格・表示制度を導入しても、消費者の便益は増えず、企業や行政が負担するコストのみが増えるということにな
り、社会的厚生は減少してしまう。規格・認証制度を導入するためには、それらに対するニーズを細やかに調査
することが重要である。
（筑波大学 氏家清和）
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中小事業者への HACCP 導入支援における IT 活用の可能性

2014 年、厚生労働省は「HACCP の段階的な導入を図る食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針
（ガイドライン）
」を改正し、HACCP の義務化に舵を切った。義務化に向けては中小事業者への普及が課題と
なる。そこで、本稿では、産官学で HACCP 普及に取り組む帯広地区での 2015 年 7 月の調査を元に、導入に有
効な支援策と IT 活用の可能性について述べる。
帯広は、中小事業者の HACCP 取得を支援する官学連携が有効に機能している地区である。従業員 3 名の牛肉
加工工場を持つ A 社では、約 8 ヶ月で北海道 HACCP の 8 段階中 7 を取得した。取得の過程で様々な課題に直
面した際、A 社を支えたのが帯広市の補助金を獲得することで利用可能になるアドバイザー制度である。事業者
の取り組みの過不足を判断し適切な道筋を示し併走するアドバイザーである。そのひとり、帯広畜産大学の渡辺
信吾教授の手法で、有効であると高く評価されたのはとにかく「見せる」ことであった。渡辺氏は、HACCP を
取得した畜大の生産現場をオープンにし見せる、壁を新設するのではなく床に赤線を引くといったゾーニングの
工夫を見せる、記録の書式や文書も他社のお手本を見せる、書式を添削するといった支援を行っていた。
帯広地区の取り組みから HACCP 導入促進に有効な施策を、導入段階に応じて IT 活用の可能性を含めてまと
める。まず、(1)未導入段階では経営者向けに「見せる」ことである。HACCP 対応は経営者が意思決定しない限
り進まないため、
経営者を対象に、
導入効果を端的に視覚的に訴求することで意思決定を促す効果が期待される。
できれば費用対効果を示し、多様な業種、零細を含む中小の事例を紹介することで、自社の課題として認識して
貰う。
次に、(2)導入段階では基礎知識を教える e-learning コンテンツの提供が考えられる。広範な事業者への普及で
は、帯広地区のアドバイザーのような人への依存を減ずることも求められる。人的資源が限られ、日常の生産体
制を維持するため研修会場に出向く時間と費用が出せない中小企業には、e-learning は受講障壁である地理的、
時間的制約が軽減される。導入の初期段階では、7 原則 12 手順や専門用語等、基礎が学べる内容が望ましい。そ
こで、昨年度、筆者を含む某事業で、食品産業センターの HACCP 導入研修を e-learning 化した。試作であった
ため、今年度は、従業員の受講状況を確認できる組織向けの機能や、修了証発行機能を加え、バージョンアップ
版を開発予定である。
さらに将来的には、(3)導入および運用段階を対象に、
「見る」ことで自発的な気づきや学びを促すピアラーニ
ングの場として SNS の活用が考えられる。
現場の書類、
生産現場の工夫に関する画像や動画を共有する場である。
その際は、情報過多や玉石混交によるユーザの精神的、時間的負荷を軽減し、情報のノイズ化を防止する仕組み
として、日々更新される多様なコンテンツを再編し検索を容易にするキュレータが必要だろう。食品製造、
HACCP、IT 等、複数の専門家が、専門に応じて細分化された編集業務をこなすチームを、キュレータとして配
置する。
e-learningコンテンツとピアラーニングの場の提供を軸に、
HACCPの導入と運用を支える産官学の連携の場、
地理的制約を超えた同／異業種での組織学習の場、集合知を創造し活用する場の創設に向け、今後、取り組んで
いければと考えている。
（東京海洋大学 小川美香子）
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日本発の食品安全マネジメント規格・認証スキームの構築について

日本発の食品安全マネジメント規格・認証スキーム構築の取組は、食品関係事業者と農林水産省の官民連携の
取組として進めてきたものである。これまでの経緯や考え方について、紹介させていただく。
食品流通の急速な広域化・複雑化などにより、いったん食品事故・事件が発生した場合の影響が大きくなって
おり、食品安全リスクへの対応は国内外の食品関係事業者にとって大きな課題である。このため、食品安全リス
クを予防的に管理する手法としての HACCP が、各国の食品安全規制と民間取引の両方において、重要視されて
きている。
このような状況の中、世界では多くの規格・認証スキームが作成され、使用されるようになるとともに、各取
引間における二者監査が増加し、
事業者にとって複数の基準や認証への対応が求められ、
コストが上昇している。
また、認証は、取得すること自体が目的化する傾向があり、取組を実質的なものとすることが求められている。
日本においては、
HACCP や食品安全マネジメントの意義を適切に理解し、
普及させていく人材も不足している。
このような現状について、農林水産省は、2014 年５月に有識者による「食料産業における国際標準戦略検討会」
を設置し、全５回にわたる議論を経て、同年８月に報告書が発表され、以下について、官民連携によりスピード
感をもって具体化することとされた。
①

日本発の食品安全マネジメントに関する規格・認証スキームの構築

②

人材育成（食品事業者の内部での人材、国際標準化の過程に参画できる人材）

③

海外への情報発信

これを受け、2015 年１月に、有志の食品関係事業者の皆様とともに、上記検討会の提言の具体化とその速やか
な推進方策を検討・調整する「食品安全マネジメント等推進に向けた準備委員会」を立ち上げた。約１年の議論
を経て、2016 年４月に、最終とりまとめを公表した。
（農林水産省 HP『食品安全マネジメント等推進に向けた
準備委員会』http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/kokusai/junnbi1.html）
また、2016 年１月には「一般財団法人 食品安全マネジメント協会（Japan Food Safety Management Association
略称：JFSM）
」が設立された。JFSM では、準備委員会が取りまとめた規格・認証スキームの草案を引き継ぎ、
JFS-E 規格（A・B・C 規格）及び C 規格による認証スキーム文書（認証の仕組みを定めたもの）の案を策定し、
2016 年４月 22 日から５月 20 日の約１ヶ月間で、パブリックコメントを実施し、有識者によるスキーム委員会
を開催するなど、認証開始に向けた準備を進めている。
今後、JFSM が食品安全マネジメント規格・認証スキームを運営していくとともに、この分野の人材育成も担
っていく。特に、日本企業が実施してきた現場従業員からの改善提案の活用、生食文化や発酵食品といった日本
の食文化を背景とした規格を作っていくという目標は、様々な方々のご支援・ご協力を得ながら実現に向かって
着実に進んでいる。これからも、より一層の発展を期待して支援してまいりたい。
（農林水産省 浜辺隆博）

日本フードシステム学会ニューズ・レター 第５７号

寄稿

食品安全マネジメント協会（ＪＦＳＭ）への食品企業の期待と課題

本年１月「一般財団法人 食品安全マネジメント協会（略称：JFSM）
」が設立された。HACCP（ハサップ）を
含む日本発の食品安全管理規格・認証スキームの運営や人材育成、海外への情報発信を担う目的で民間企業・有
識者を設立者とした団体である。
食品事業については、グローバル化の進展と共に食品安全が世界共通の課題となる中で各地域・国で安全規制
が強化される方向である（2006 年 EU、2016 年米国・食品安全強化法）
。
また民間取引においても食品安全管理の標準化が進み、経験による取引相手の確認から基準への適合や認証に
よる流れになっている。これからは官による規制と民間認証のコラボレーション・ハーモナイゼーションが望ま
れる。
民間認証においては、世界的な食品事業者・流通業者を会員とする業界団体の GFSI が、乱立していた認証ス
キームを絞り込み重複監査を避ける仕組みを確立した。しかしお互いの同等性を認める当初からの９つの認証ス
キームが全て欧米をベースとしたものである（直近の China HACCP は除く）
。
概して日本の品質は世界のトップレベルだと考えるが、その事実が海外に伝わっているだろうか？ JETRO
には
「自社の食品を輸出したいのだが必要な認証が分からない」
「品質や安全性について証明が欲しいと言われた」
「HACCP を取っていることが前提だがどうすれば良いか」などの中小企業の相談が多くある。国内市場が頭打
ちになる中、海外では所得・生活水準の向上などによるチャンスは多い。輸出に活路を求めるいわゆる攻めの食
品産業に転換する時期である。その為には、日本の基準がグローバルに承認されることが必要である。つまり標
準化が太い流れとなっている中で、海外の評価に耐えうる HACCP を軸とした食品安全マネジメントが必要とな
っている。
JFSM が目指すのは、まさに日本がスキームオーナーとなる日本発の認証スキームの構築であり、これにより
国内市場を世界市場に近づけることを食品企業としては期待している。
JFSM の規格（案）は、Ａ・Ｂ・Ｃの３段階の規格が設定されており、今まで縁のなかった中小企業でも入門
編のＡ規格から始められる。Ｂ規格では HACCP の実施を含む規格となっており、
「HACCP 義務化」にも対応
可能なのが企業にとってはありがたい。
４月２２日から JFSM のホームページが立ち上がり、上記の規格（案）のパブリックコメントの受付が始まる。
（５月２０日まで） その後、７月には最終規格が発表されるが、実際の認証が始まるまでには多くの課題があ
る。日本の食品企業・流通企業を初めとして認証団体・コンサルタント会社・農水省や厚労省等の関連官庁など、
多くの支援が必要である。日本の食品産業の健全なグローバル化のためにも、多くの企業の JFSM 活動への参加
を望みたい。
※ＪＦＳＭホームページ ： https://www.jfsm.or.jp/
（サントリービジネスエキスパート（株） 冨岡伸一）
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スマイルケア食のＪＡＳ規格の制定について

JAS 制度は、消費者の商品選択や取引の合理化等を目的として、農林物資について JAS 規格で定める品質基準
が確保されていることを第三者認証する仕組みです。
具体的には、安定した品質の製品を製造する能力を有する事業者を登録認定機関が認定し、当該認定事業者が
JAS 規格に適合している製品であることを確認した上で、JAS マークを表示できるという制度であり、現在 62 品
目について、飲食料品や林産物の成分・性能等の基準や有機農産物の生産方法の基準等を内容とする JAS 規格が
定められています。
農林水産省では、有識者会議を設置して、高齢者社会の進展とともに市場規模が拡大している介護食品の範囲
を整理し、日々の生活をより快適にするという意味を込めてその名称を「スマイルケア食」とした上で、この「ス
マイルケア食」の普及促進を図る一環として、利用者が自分の状態に応じて適切に商品選択ができるよう、赤、
青、黄色マークにより商品を識別する仕組みを構築し、昨年 12 月にその運用方法を決定しました。
「スマイルケア食」のうち、えん下、そしゃくといった食機能に問題はないものの栄養不足を予防するための
食品は「青」に分類され、青マークについては既に農林水産省が作成した利用許可要領による運用が開始されて
います。
一方、えん下機能に問題がある人向けの食品は「赤」に、そしゃく機能に問題がある人の食品は「黄」に分類
されています。これらは食機能に着目した食品であり、公的な基準及び確実に基準に適合していることが求めら
れることから、赤マークは健康増進法に基づく特別用途表示食品の許可を受けていることを条件とし、黄マーク
は製品規格と第三者認証を兼ね備えた JAS 制度を活用し JAS 品であることを条件とすることになりました。
こうした背景から、介護食品の JAS 規格が制定に向けて、本年２月から農林物資調査会部会において検討が開
始されました。現在検討中の JAS 規格は、そしゃく機能に着目した食品を適用範囲としていることから、規格の
名称を「そしゃく配慮食品」としています。また、既存の民間基準との整合性にも留意して、固さに応じて「容
易にかめる食品」
「歯ぐきでつぶせる食品」
「舌でつぶせる食品」
「かまなくてよい食品」の４区分とし、物性的な
基準として固さに加え、口腔内でのまとまりや貼り付きの程度を示す付着性、凝集性、離水の程度について規定
することとしています。
今後は、規格案のパブリックコメントを経て、６月には農林物資規格調査会総会で審議され、夏頃を目途にＪ
ＡＳ規格が制定される見込みとなっています。
（農林水産省 髙﨑政則）
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介護食品の規格の現状と今後について

我が国における 65 歳以上人口は 3,300 万人を超え、総人口に占める割合も 26.0％に達した。今後も高齢化率
は増加し、2020 年には 29.1％、2060 年には 39.9％に達するとされる。同様に平均寿命も延伸し、2013 年時点
で男性 80.21 歳、女性で 86.61 歳となった。ここで問題となるのが「健康な状態で過ごせる期間の指標である健
康寿命」である。この指標でみると 2013 年時点で男性は 71.19 歳、女性で 74.21 歳であり、男性は約 9 年間、
女性で約 12 年間は「健康ではない」状態で過ごしている事になる。高齢化の阻止は出来ないが、健康寿命の延
伸は不可能ではない。食べることで、医療や介護の費用を抑制できることの意義は国家にとっても大きい。
「健康の源」のひとつが、いつまでも「食べること」である。噛む力や飲み込む力が衰えても安心して「食べ
ること」を楽しみ、続けて頂くための食品が「介護食品」である。介護食品は病院や介護施設で栄養士、調理師、
介護士などが高齢者の状態に対応した食品の形状や粘性などを工夫して提供していたのが始まりとされる。介護
用の加工食品も開発され、病院や施設における調理の補助的な位置付けで利用されてきた。一方、在宅介護が増
えるにつれ、一般に販売されるようになったのは 1990 年代の後半になってからである。しかしメーカーによっ
て規格や表示内容などがまちまちであったことから、利用者の選択や利便性に課題が多かった。
そのような中、介護食品が利用者や指導的立場の方に円滑に受け入れられ、安心して使用できる仕組みを構築
すべく、食品メーカーや容器包装会社が中心となって 2002 年に「日本介護食品協議会」が設立された。当協議
会では、介護食品を「ユニバーサルデザインフード」と命名し、2003 年に利用者の能力に対応して摂食しやすい
ように、物性・形状や容器等を工夫して製造された加工食品の自主規格を制定し、現在、1,700 アイテムを超え
る商品が流通している。また、介護食品をさらに一般化し、より多くの方々に認知・利用を促す取組みについて、
2011 年頃より、農林水産省が検討を続けており、
「スマイルケア食」という呼称とともに JAS 規格の検討を進め
ており、当協議会も、この検討に当初から参加し、議論を重ねている。
この一連の取り組みが一層発展し、利用者への介護食品の認知拡大・普及啓発を促進に繋がるよう願う。高齢
者が食べる悦びを失うことなく、口から食べることで今まで以上に元気な高齢社会を作っていくことは食品に関
わる企業の願いでもあり、責務でもある。また、超高齢社会の先進国でもある我が国にとって、今後高齢化を迎
える他の先進国に対しても、こうした商品を提供することは輸出や海外展開の機会を増大させるだけにとどまら
ず、介護食品に関わるシステムやサービスなどのノウハウを提供することで、国際的に貢献する大きなチャンス
でもある。そのような視点からも、介護食品に関わる取り組みを官民協調して推進していく必要性があり、現在
は非常に大事な局面となっている。
その中にあって JAS 規格における課題のひとつに、工数を含めたコスト負担増加への懸念が挙げられる。多く
の食品メーカーは、製造を含めた品質・安全マネジメントシステムとして HACCP、ISO、FSSC22000 などの第
三者による認証を取得している。これらには取得企業の技術水準向上の努力とともに、相当の工数とコストをか
けており、介護食品 JAS 取得に向けては、これらの既存の品質・安全マネジメントシステムの認証取得の経験を
活かし、国際競争力を削ぐことのないような配慮も必要である。
当協議会では介護食品の開発や普及啓発に対して様々なサポートを行っており、容器の開け口でさえ、利用者
に開けやすい配慮をした規定を作っている。このような取り組みが「工夫して製造された加工食品」を実現し、
高齢者に安心して利用でき、よろこばれる食品になっているのだと考える。そのような視点からも、介護食品 JAS
を取り扱う登録認定機関の役割は非常に大きい。

（日本介護食品協議会 森佳光）
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「すぐに役立つことは、すぐに役立たなくなる」～「横展開」から協働による課題解決を支える人材育成のすすめ～

ビジネスの環境変化は目まぐるしい。かつて国内のみならず世界を席巻したヒット商品を生み出してきた、日
本を代表する大手企業やその事業部が、台湾や中国の資本傘下に入るといったニュースも新聞紙上をにぎわして
いる。フードシステム関連業界を取り巻く環境もまた急速な変化を遂げている。
2010 年に 6 次産業化の現地調査として、
大手老舗百貨店を販路とする高級ストレートジュースが看板商品であ
る中山間地域の果樹農園を訪問した。生果の市況悪化に困惑する近隣農家からの高値での集荷、ロスとなってい
た摘果果実を活用した機能性成分を含むジュースの開発・販売、すでに海外輸出にも着手等のお話を伺い、まさ
に農業者起点の 6 次産業化先進事例として注目していた。しかし、2015 年に再訪すると、経営状況の急速な変化
を切々と語られる姿が印象的だった。
成功事例の「横展開」によって、様々な果実を使用したこだわりのストレート果汁が全国各地で生まれている。
最近では、駅構内の自動販売機でも、
「密閉絞りストレートジュース」5 品種が販売されるなど、高品質な果汁飲
料を手軽に楽しめるようになり、消費者としては嬉しい一方で、プレミアム商品のある種コモディティー化のス
ピードに驚きも禁じ得ない。変化に対応するため、
「消費者のニーズ等を踏まえた機動的な経営判断」
、
「生産・加
工・流通過程において価値をつなぎ、高めていくバリューチェーンの構築」
、
「各段階におけるイノベーションを
通じた新たな価値の創出」が必要であり、そのための支援策も、2011 年に農水省に食料産業局が新設され、フー
ドチェーンの川下に関する新たな施策が次々に打ち出されている。
マーケットの変化と生産現場の対応のスピード感にズレがある中で、一経営体による対応力には自ずと限界が
あることから、抱える課題に応じて、周囲の専門家の知見・技能を得て、マッチする施策も上手に活用しつつ、
課題解決して経営を発展させることが鍵となる。農業経営、農産加工等に関する一定の専門知識を媒介として農
業現場との信頼関係がある、農林系地方公共団体職員の役割も大きい。こうした職員が、幅広いネットワークに
より、専門性の高い関係者（商工・観光等他行政部門、小売の目利きバイヤー、6 次産業化プランナー、観光産
業、デザイナー、中小企業診断士等）と、連携から一歩踏み込んだ「協働」により、課題解決をサポートし、地
域活性化に貢献することが望ましい。
地方の個性を活かす地方分権も着実に進展している。制度の目的・必要性等の根幹を共有できれば、地域ごと
に異なる課題の解決に向けて、住民に近い地方公共団体が知恵を絞り、創意工夫を凝らして、住民が豊かさと安
心を実感しうる制度を運営する自由度を高めることは合理的であろう。しかしながら、内閣府の地方分権改革推
進室によれば、実際に分権改革の成果を活用した自治体数は全自治体の 1 割にとどまっている。また、総務省に
よれば、都道府県・市町村の合計の職員数が 2005 年から 2014 年に約１割減少する中で、農林水産関係の職員数
は同期間に２割超の大幅減少となっている。この間も、農林系職員のコア業務である、生産対策、新たな担い手
の確保・育成、農地集積、荒廃農地の発生防止・解消、農村振興等の業務に係る負担も減るどころか、責務が重
くなっている。いわば、人員削減、従来からの守備範囲に係る業務の増加・高度化、フードチェーンの川下分野
を中心とする専門性の高い新たな業務の追加という、難しい連立方程式を解くためには、中長期的な視点に立っ
て、自らの専門分野の深い知識を幹としつつ、分野横断的な知見・俯瞰力をもつ、T 字型人材育成が求められる
のではないか。特に、比較的新しい分野であるフードチェーンに係る政策システムに目詰まりが生じないよう、
こうした現場での政策の担い手の人材育成について問題意識を共有した産学官の協働が効果的と考える。
（政策研究大学院大学 株田文博）
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◆2016 年度日本フードシステム学会研究大会について
2016 年６月 18 日（土）
、19 日（日）に東京海洋大学品川キャンパスで開催します。
大会参加者は学会 HP から事前の参加登録をお願いします。締切は５月 31 日です。
編集後記
今回のニューズ・レターでは、フードシステムにおける標準化・規格化に関連して、研究者、行政官、ビジネ
ス・パーソンの各々の立場から寄稿をお願いした。
巻頭言は、宮城大学の三石様に、実業に近い分野の学会としての日本フードシステム学会における研究活動に
関してコメントをお願いした。続いて、筑波大学の氏家様、東京海洋大学の小川様に、研究者の立場から、ご自
身の研究活動に関連して標準化・規格化について寄稿いただいた。その後、最近の標準化・規格化の動向として、
日本発の食品安全マネジメント規格・認証スキーム構築と介護食品（スマイルケア食）の JAS 規格策定を取り上
げ、各々、農林水産省の担当者である浜辺様、髙崎様から施策紹介を中心にコメントをいただき、これと対比す
る形で、サントリービジネスエキスパートの冨岡様、日本介護食品協議会の森様から、民間企業の立場からのコ
メントをお願いした。最後に、分野を超えた協働の可能性として、政策研究大学院大学の株田様から、地方自治
体職員の人材育成を行う立場から、社会的課題解決のための産学官の協働について触れていただいた。
今回のテーマは、編者が、標準化・規格化に関する研究分野を、日本フードシステム学会が標榜している「官
産学共同の研究」が実現するポテンシャルの高い分野の一つと考えて設定した。食品業界、食品行政、研究とい
うバックグランドの異なる当事者が、対等の立場で、WIN-WIN の構図をデザインし、研究活動を共にすること
は、そう簡単なことではない。しかし、巻頭言で三石様がご指摘いただいたように、
「実社会の課題解決と密接に
リンクしていること」が、フードシステム研究の最大の特徴であることを考慮して、常に、共同の研究の実現可
能性について摸索することが重要ではないだろうか。
本ニューズ・レターが、読者の皆様にとって、共同研究を摸索されるきっかけの一つになれば幸いである。
（神井）
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