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食の安全を確保する
ISO試験所認定制度

ロゴ付きの試験報告書

は世界に通用する

平成１５年６月９日

財団法人 日本適合性認定協会

試験所認定部 青柳 邁
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食品の安全監視の見直しの重要性

WTO（世界貿易機関）体制下
自由貿易が推進される
食品供給はますますグローバル化

食品の安全性や品質の確保が重要な課題
微生物による食品の汚染
農薬や環境物質（ダイオキシン類）による化学的な汚染
安全性未審査の遺伝子組み換え農産物の混入等

全ての健康危害リスクを日常的に行政が監視・検査し、取り
締まることは容易でない。
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消費者の意識の高まり

輸入食品（品目で60%を占めると言われている）

国内で初めて、BSE感染牛が確認されたこと、

中国製ダイエット食品による健康被害問題、

中国産のほうれん草など残留農薬問題の他、

食品業界の食肉の偽装表示の多発、違法香料問題等モラ
ルにかかるもの。

誤検査に起因する社会不安

S県保健所での某メーカのハムのO157、

指定検査機関（複数）の誤分析による輸入食品の市場
への流通事件等
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政府の対応

食品衛生法改正案（骨子を昨年公表）

残留基準のない農薬が使用された食品
の原則流通禁止

命令検査の対象を拡大

自治体による食品関連施設の監視強化
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都の「食品安全条例」（仮称）制定方針

「食品衛生自主管理認証制度」を柱とした従来の検査・監視
体制を再構築
「食品安全情報評価委員会」の新設

食の安全に絡む様々な情報を収集、分析・評価し、都の
ホームページなどを通じて都民に公表する。
飲食店などを対象に、都が認証基準を設定、実際の認
証は都が委託した民間の業者が当たる。

肝心なことはこのとき如何に信頼の置ける試験所・検査機
関を行政等使用者が選択するかである。
外国ではどのように解決しているのでしょうか。
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市民の生活を守る適合性評価機関

ISO/CASCOの概念/世界に浸透

適合性評価と適合性評価機関の例
食品の衛生を試験する試験所(testing laboratory)
秤量器・温度計校正を行う校正機関(calibration lab)
衛生検査を行う検査機関(inspection body)
有機食品の認証を行う製品認証機関(product 
certification body)
ISO9001の品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの認証を行う審査登録
機関（certification/registration body)
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適合性評価機関と認定機関

認定機関認定機関

適合性評価機関適合性評価機関

企業・製品等企業・製品等
（企業内試験所）（企業内試験所）

認定認定

試験・検査試験・検査

認証認証

審査／登録審査／登録

システム規格
ISO 900１
ISO 1400１
ISO/CD 22000

ISO/IEC
ガイド62

ISO/IEC
ガイド65

ISO/IEC
17020

ISO/IEC
17025

＜審査登録
機関＞

＜製品認
証機関＞

＜検査
機関＞

＜試験所＞
＜校正機関＞

ISO/IEC
ガイド61

ISO/IEC 
TR17010

ISO/IEC
ガイド58

＜(財)日本適合性認定協会＞

システム認証製品認証検査試験/校正



665

FUTURE DIRECTIONS IN METHOD 
HARMONISATION AND METHOD 
UNCERTAINTY PROBLEMS

Roger Wood

Food Standards Agency, c/o Institute of Food 
Research
Norwich Research Park, Colney, Norwich NR4 7UA, 
UK
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Quality standards for laboratories are 

set in the food sector by both the 

European Union and the Codex 

Alimentarius Commission
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Requirements of the Codex Alimentarius
Commission: Guidelines for the Assessment of 
the Competence of Testing Laboratories Involved 
in the Import and Export Control of Food

The guidelines provide a framework for the 
implementation of quality assurance measures to 
ensure the competence of testing laboratories involved 
in the import and export control of foods. They are 
intended to assist countries in their fair trade in 
foodstuffs and to protect consumers.



644

to comply with the general criteria for testing laboratories laid 
down in ISO/IEC Guide 25: 1990 “General requirements for the 
competence of calibration and testing laboratories”;10 {i.e. 
effectively accreditation}, 

to participate in appropriate proficiency testing schemes for food 
analysis which conform to the requirements laid down in “The 
International Harmonised Protocol for the Proficiency Testing of
(Chemical) Analytical Laboratories”13, {already adopted for Codex 
purposes by the CAC at its 21st Session in July 1995},

The criteria for laboratories involved in the import and 
export control of foods, now adopted by the Codex 
Alimentarius Commission are:
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In addition, the bodies assessing the laboratories should comply with 
the general criteria for laboratory accreditation, such as those laid 
down in the ISO/IEC Guide 58:1993: “Calibration and testing 
laboratory accreditation systems - General requirements for operation 
and recognition”15.

to use, whenever available, methods of analysis which have been 
validated according to the principles laid down by the CAC, and

to use internal quality control procedures, such as those described in 
the “Harmonised Guidelines for Internal Quality Control in 
Analytical Chemistry Laboratories”14.
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試験所認定制度

試験所認定は能力のある試験所に公式に承
認を与えるもの

認定の基準はISO/IEC 17025である。

ISO/IEC Guide 58に基づき相互承認された
権威ある機関が認定を行う。

依頼者（政府・自治体、民間）が信頼性をもつ
試験所のｻｰﾋﾞｽを容易に探すことができる手
段を提供する
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世界の認定制度利用

貿易、グローバル化（ＴＢＴ協定）

one stop testing 
passport

自己規格適合宣言

消費者が安心して物が買える

市民が安心して暮らせる

規制緩和への対応
政府に替わって試験を行う

試験所の構築・管理のため
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ISO/IEC 17025
(JIS Q 17025)

試験所に共通した一般的な要求事項
上乗せ要求は許されないが分野ごとのより深い解
釈をしてよい

関係者による合意された基準と公開
APLAC, ILAC解釈文書の作成

試験所に必要なすべての要件が規定されている
４．管理上の要求事項（市民にかわって試験・検査
する事に関する要求事項が含まれている）
５．技術的要求事項（技術的能力が規定されてい
る）
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４．Management requirements 
1

4.1 Organization
4.2 Quality system
4.3 Document control
4.4 Review of requests, tenders and contracts
4.5 Subcontracting of tests and  calibrations
4.6 Purchasing services and suppliers
4.7 Service to the client



17

4. Management requirements 
2

4.8 Complaints
4.9 Control of nonconforming testing and/or 
calibration work
4.10 Corrective action
4.11 Preventive action
4.12 Control of records
4.13 Internal audits
4.14 Management reviews
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4. 管理上の要求事項

（適合性評価機関としての要求）

管理上の要求事項はISO 9001:1996に対応しているがさらに
適合性評価機関としての要求事項が追加されていることを見
逃してはならない。

4.1.1 法律上の責任を維持できる

4.1.2 ISO/IEC 17025に適合し、且つ依頼者、規制当局又は承認を
与える機関のニーズを満たす

4.1.3 潜在的な利害の衝突を特定するために主要な要員の責任を明
確にする

4.1.5 b) 管理主体及び要員が業務の品質に悪影響を与えるおそれの
ある圧力を受けないことを確実にする

4.1.5 d) 能力、公平性、判断又は業務上の誠実性に対する信頼を損
なうおそれのある何らかの活動に試験所が関与することをさけるため
の方針及び手順を持つ。
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ISO/IEC 17025
5. 技術的要求事項

5.1.1 多くの要因が試験の正確さ及び信頼性を決定
する。

人間の要因(5.2)
施設及び環境条件(5.3)
試験方法及び方法の妥当性確認(5.4)
設備(5.5)
測定のﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ(5.6)
サンプリング(5.7)
試験品目の取り扱い(5.8)
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5.4 試験方法及び方法の妥当性確認

5.4.1試験所は適切な方法・手順を用いる。

試験方法からの逸脱の条件

あらかじめ逸脱を文書化する。

技術的に正当な根拠を示す。

正式に許可する。

依頼者によって受け入れられている。
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5.4 試験方法及び方法の妥当性確認

5.4.2 方法の選択
以下を優先的に且つ 新版を使用する

国際規格
地域規格
国家規格

適切な規格がない場合の選定
定評のある技術機関の出版物又は該当する科学文献
定期刊行物として公表されている適切な方法
設備の製造者が指定する方法

試験所が開発した方法又は採用した方法も使用可能
意図する用途に適切である
妥当性確認が行われている
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5.4.5 方法の妥当性確認

5.4.5.1 妥当性確認の定義

意図する特定の用途に対して個々の要求事項が
みたされていることを調査によって確認し、客観的
な証拠を用意することである。

5.4.5.2 妥当性確認が必要な方法

規格外の方法

設計開発した方法

意図された適用範囲外で使用する規格に規定さ
れた方法

規格に規定された方法の拡張及び変更
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5.4.5 方法の妥当性確認

5.4.5.3 妥当性確認の程度
妥当性確認された方法の、値の範囲及び正確さ＊は意図
する用途に対する評価において依頼者のニーズに適する。
値の範囲及び正確さ＊

⌧結果の不確かさ
⌧検出限界
⌧方法の選択性
⌧直線性
⌧繰返し性/再現性の限界
⌧外部影響に対する頑健性
⌧試料・試験対象の母材からの干渉に対する相関感度
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5.4.6 Estimation of 
uncertainty of measurement

VIM 3.9, GUM 2.2.3  Uncertainty of 
measurement

測定の結果に付随した、合理的に測定量に結びつけられ得る値
のばらつきを特徴づけるパラメータ

B.2.9 測定量 measurand
⌧測定の対象となる特定の量

B.2.2 （量の）値

⌧一般に計量単位に数を乗じて表される、ある特定の量の大
きさ

B.2.11 測定結果

⌧測定量に結び付けられ、測定によって得られる値
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ISO/IEC 17025
5. 技術的要求事項

5.1.1 多くの要因が試験の正確さ及び信頼性を決定
する。

人間の要因(5.2)
施設及び環境条件(5.3)
試験方法及び方法の妥当性確認(5.4)
設備(5.5)
測定のﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ(5.6)
サンプリング(5.7)
試験品目の取り扱い(5.8)
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5.9 試験結果の品質の保証

請け負った試験の有効性の監視のため品質管理手順を持つ

a） 認証標準物質の定期的な使用及び／又は二次標準
物質を用いた内部品質管理

b) 試験所間比較又は技能試験プログラムへの参加

c)  同じ方法又は異なる方法を用いた試験

d)  保留された品目の再試験

e)  一つの品目の異なる特性に関する結果の相関
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技能試験

JABは認定の条件として技能試験を行う。

ISO/IEC ガイド43-1に基づく

共同実験スキームによる場合が多い。
中央値方式で異常値の寄与を小さくするロバ
スト統計を行う

Ｚスコアで判定

Ｚ＝(x-X)/s
⌧ x : 参加試験所の値

⌧ X : 全体の値の中央値

⌧ s : 標準４分位範囲（NIQR)
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JABが指定している技能試験

JAB自身で行うもの：

鉄鋼材料の化学分析、機械的性質

ファスナー（締結用部品）の機械的性質

二枚貝の記憶喪失性貝毒試験

直流電圧の校正等

JABと共催で行うもの：

日本分析化学会と共催：飛灰中のダイオキシン分析

適切なプロバイダーを正式に認めて使用するもの：

ＣＳＬ(center science laboratory):食品・微生物試験

⌧FEPAS
⌧FAPAS
⌧GMO
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CSLの技能試験 FAPAS

栄養成分

動物用残留抗菌剤

マイコトキシン類

ソフトドリンク

食品成分

金属汚染

栄養素

溶出物

残留有機リン農薬

食品中の残留農薬

金属汚染

栄養素

溶出物

アルコール飲料

油分と脂肪

硝酸塩分析

ビタミン分析

3-MCPD
アレルゲン

環境汚染物質
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CSLの技能試験

GMO
食品原料

加工食品

FEPAS
Listeria
monocytogenes
Staphyiococci
Clostridium 
perfringens
好気平板培養法（鶏肉）

好気平板培養法（粉乳）

Salmonella spp.
E.coli O157+
Etc
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技能試験参加規則 （APLAC M1)

認定を受ける前に技能試験に参加している。

分野ごと（discipline)に 低、毎年一回の技能
試験に参加し、４年１回は試験の種類(sub-
discipline)毎に参加している。
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技能試験参加例

○農薬ｼﾄﾗｽﾋﾞｭｰﾚ1921F2002.4.29

残留農薬

○ｵﾌﾗﾄｷｼﾝAｼﾘｱﾙ17212003.2.11

農薬蜂蜜19272003.2.10

・・・

ｱﾌﾗﾄｷｼﾝB,G又は総量ﾋﾞｽﾀﾁｵ粉04512003.1.28

ﾏｲｺﾄｷｼﾝ

・・・

水分、灰分、脂肪、窒素、ｶﾙｼｳﾑ粉乳25072003.1.13

水分、灰分、窒素、食物繊維小麦粉24072002.7.30

○水分、灰分、脂肪、窒素、ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化物食肉缶詰01332002.6.26

栄養成分

参
加

分析項目サンプル形
態

シリーズ
/ラウンド

日付
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不確かさの評価

不確かさのバジェット例

7.9検量線

9.0前処理及び測定

5.3内標準の調製

0.0抽出液の分取

12試料採取

T4CDFの不確かさ（%） 18%不確かさの要因
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英国の食品安全

BSEの様な特定の食品の管理

FSA(Food Standard Agency)政府の直轄 地方
の保健所に行わせる 耳番号制 末端までのト
レーサビリティ確保

輸入動物性食品

地方検疫所、保健所 ・・・抜き取り検査

一般食品（自己責任）

小売り業者の安全自己管理→生産者への要求
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TESCO（食品大手スーパー）

イギリスの食品の３５％のシェアを持つ大手

食品の安全を売り物とし、急進

自身の売場の安全を第３者試験所を使い監
査

食品の供給者は第３者監査されていることを
義務化されている

食品チェインとして、農家から販売まで保証
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食品試験所の適合性評価のしくみ

登録登録
登録登録登録

ＭRAＭRA

認定認定認定認定認定

MRA
EA

MOU
通知

MOU
通知

93/99/EEC

通知

93/99/EEC
通知

EU Commission

英国FSA

規制分野 任意分野

各国

UKAS認定機関

試験所 Food Control
Lab

BSE etc
Test Report

Food Control
Lab

Food Control
Lab

BSE etc
Test Report

One stop test

RVA

オランダ

ILAC MRA

APLAC EA

UKAS RVA JAB

Food Lab Food Lab

Test Report Test Report

One stop test
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相互承認(MRA)

地域相互承認

APLAC（アジア、アメリカ）

• JAB, IAJapan, NATA, IANZ, SAC, HOKLAS, 
KOLAS, CLNA, NIST, A2LA, ICBO, SCC, etc

EA UK, COFLAC, SAS, SWEDAC, RvA, etc 

地域間相互承認（世界）

ILAC (APLAC, EA他):2002 42エコノミー（４8機
関）
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RvA
(Raad voor Accreditatie)

認定業務（2000年の初回審査及び更新審査）

（機関の数は３倍程度）
Inter-laboratory studies 3件

認証機関 ３４件

Calibration laboratory 24件

Inspection body 12件

Testing laboratory 50件

食品の試験所 １８ヶ所 内
国立５ヶ所全て取得

セミ国立 ２ヶ所全て取得

水 ワインの試験所は全て取得
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UKAS
(The United Kingdom 

Accreditation Service)
認定数 (31 March 2001)

認証機関 ９２件

Calibration laboratory 344件

Inspection body 81件

Testing laboratory 1156件
⌧内

⌧食品試験所 １３０件

⌧微生物試験所 ５０件
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JAB試験所の認定実績(03/03)
機械物理試験所: 47
電気試験所:                                  15
化学試験所 49

材料分析 22
環境・ダイオキシン 16  (MLAP(29))
食品嗜好品関係 7
その他 4

校正機関 21
認定済 合計 132

現在9件の申請受理・審査中の機関あり
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日本適合性認定協会 （JAB）

1993年創設 経済産業省、国土交通省の認可財団
法人
経団連主要３５企業が発起出資の国際相互承認を
受けた民間の総合的な国内唯一の認定機関
マネージメントシステム関連の審査登録機関の認
定
試験所・校正機関の認定 2002年度末 132件

食品・嗜好品の試験所 ７件認定

標準物質生産者の認定
製品認証機関の認定
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基準及び購入先

基準類購入先
（財）日本規格協会営業部 03-3583-8002
（株）日科技連出版社業務本部 03-5379-1237

基準・手順集
基準集
⌧JAB RL100 :2000 「校正機関及び試験所に対する認定の一般基準」
⌧JAB RL200 :2000 「校正機関及び試験所の認定のための手順」
⌧JAB RL205:2000* 認定範囲分類
⌧JAB RL204:2001 認定範囲の定め方及び認定範囲審査の手順（案)

指針・ノート
JAB RL355:1999 「認定の基準」についての指針－化学試験－
JAB RL358:2001* 「認定の基準」についての指針－食品及び医薬品における

化学試験並びに食品微生物試験－
JAB RL359:2003 「認定の基準」についての指針－微生物試験－
JAB NOTE1 不確かさの求め方（化学試験分野）
JAB NOTE2 不確かさの求め方（機械・物理試験分野）
*印は、ＪＡＢから入手
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問い合わせ及び参考書

問い合わせ先
tel:03-5487-0542  fax:03-5487-2050 
JAB ホームページ http://www.jab.or.jp
ILAC ホームページ http://www.ilac.org

参考書
ISO/IEC 17025の解説とその適用指針:2001 丸善
株式会社

分析所認定ガイドブック:1999 丸善株式会社

実用分析所認定ガイドブック:2000 丸善株式会社

計測の信頼性評価:1996 日本規格協会

計測における不確かさの表現ガイド：1996 日本規格協
会


