「安心・安全」で
日本の大豆製品市場を支える

アメリカ大豆
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アメリカ大豆は、連邦政府が定めるサステナビリ
ティと保全に関する法規制に基づいて生産されて
おり、SSAP認証は、全米規模でサステナブルな大
豆生産が行われていることを示すものです。今後は
日 米 の 企 業・団 体 の 連 携をより強 め、お 互 いに
HAPPYなWIN-WINの関係となれる活動を目指し
ます。そのためにも、SSAP認証の普及、日本の大
豆需要とアメリカ大豆利用の拡大を図っていきたい
と思います。それがUSSECのミッションですから。
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「アメリカ大豆のサステナビリティ認証」の

4つのルール

1

生物多様性と生態系の維持

2

サステナブルな生産活動

生産地域を制限して、森林を伐採せずに、生態系を守りながら生産する
「保全耕期法」
他の法律に基づき、輪作やGPS技術などを活用した精密
農業を取り入れ、環境を守りながら生産活動を行う

3

生産農家の労働環境改善

4

生産活動と環境保護の継続的改善

労働者の健康と福祉に留意し、
サステナブルな手法
（無駄なエネルギーを
使わない、
肥料・農薬は最小限に正しく使う、
水質を守る）
で生産管理する
継続的な生産活動の改善と、環境保護の向上を目指す。これらの実現
のために技術やデータを利用する
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2015/16は、2015年産の大豆を収穫後、15年9月1日から
16年10月31日の14カ月間に出荷された大豆を指す
（以下も
同様）
。2018/19期に出荷量は激増し、2015/16期に比べ
て約34倍。なお、2020/21期は、7月時点の約10カ月分の
データである。
ちなみに、
日本が輸入する全アメリカ大豆の約
9割が認証付きだ。
（データ：アメリカ大豆輸出協会）

CO2排出削減への取り組みにおける
情報開示が求められ、
世界の多くの食品

こうしたアメリカ大豆の長年にわたる
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