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お客様へのお知らせ 

はじめに 

2018 年 11 月 26 日、FSSC 22000 第 4.1 版のステーク
ホルダー委員会（BoS）は、2019 年 1 月 31 日から、認証
機関が新たな追加要求事項を考慮に入れることを決定し
ました。 

新たな要求事項を追加する理由は、FSSC 22000 が
GFSI（Global Food Safety Initiative）より承認された認証
規格であり、GFSI ガイダンス文書/ベンチマーキング要求
事項に従って、13 の要求事項を満たされなければならな
いためです。 

2019 年 1 月 31 日より、認証機関（即ち審査員）は、これら
の 13 の新たな追加要求事項を、組織がどの程度適合して
いるかを審査することになります。追加要求事項の概要お
よび詳細については、以下の章で説明します。殆どの要求
事項は、特定のフードチェーン(サブ)カテゴリーにのみ適用
されることに留意ください。フォードチェーンカテゴリー及び
セクターの概要は、FSC22000 財団が発行した「食品安全
システム認証 22000 Part II - 認証に対する要求事項」の 
3 ページに掲載されています。また、フードチェーンカテゴリ
ーは貴組織の FSSC 報告書の組織情報でも確認できます。 

ISO 22000 への追加要求事項 

FSSC 22000 は、ISO 22000、セクター固有の PRP（前提
条件プログラム）および FSSC 22000 追加要求事項の 3
つから構成されています。 

ISO 22000：2005 規格で定められた要求事項に加えて、
2019 年 1 月 1 日より、以下の新たな要求事項が適用され
ることになります。

製品リリース手順 

箇条 7.10.3「安全でない可能性がある製品の取扱い」に加
えて、組織は製品リリース手順が必要となります。 

箇条 7.10.3 は、すべての安全でない可能性がある製品の
取り扱いに関するものです。この条項は、不適合の影響を
受けた製品の各ロットが、一定の条件に該当する場合のリ
リース方法について規定しています。今回は、それをさらに
一歩進めて、製品リリースシステム（例えば、出荷許可など）
の仕組みを手順で定義する必要があるとされています。 

この要求事項は、カテゴリーC（腐敗しやすい/常温保存製
品の動物性/植物性製品の加工）、I（食品/飼料の包装）、G
（輸送および保管）、そして K（（生化学）化学製品）にのみ
適用されます。 

インシデントを管理する手順のテスト 

箇条 5.7 の「緊急事態に対する備え及び対応」に加えて、
定期的なテスト（訓練）を伴う手順が必要となります。 

箇条 5.7 では、トップマネジメントは、食品の安全に影響を
及ぼし得る潜在的な緊急事態および事故を管理するため
の手順を確立し、実施し、維持することが求められていま
す。今回の追加要求事項で、この手順を定期的にテスト
（訓練）することが必要となりました。例としては、冷却装置
の故障などを想定し、7.10.4 の回収プログラムの有効性
の検証（模擬回収、回収演習など）と合わせて実行すること
があげられます。 

この要求事項は、カテゴリーC、D（飼料/ペットフードの製
造）、I、G、K にのみ適用されます。 
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最終製品のトレーサビリティ 

箇条 7.9 に加えて、多くの国の規制要求事項に従って最終
製品の識別のために、トレーサビリティの要求事項を規定
しておくことが必要となります。 

箇条 7.9 では製品ロット及びそれに関連する原料バッチ、
製造プロセス及び出荷記録への識別を行えるシステムを
整備しなければならないとされています。これに、既に実施
がされてはいますが、「その組織における最終製品」という
ことが明確になっています。 

この要求事項は、カテゴリーC、I および K にのみ適用され
ます。 

 

ISO/TS 22002-1 への追加要求事項 

技術仕様書 ISO/TS 22002-1:2009 は、セクター固有の前
提条件プログラムの 1 つであり、食品製造に関係するもの
です。 

ISO/TS 22002-1:2009 規格で定められた要求事項に加え
て、2019 年 1 月 1 日より、以下の新たな要求事項が適用
されます。 

動物、魚及び魚介類の調達 

ISO/TS 22002-1 箇条 9.2（「供給者の選定及び管理」）に
加えて、多くの国の規制要求事項に従って、医薬品、動物
用医薬品、重金属、農薬などの禁止物質の規制対象とな
る動物、魚/魚介類の調達に関する方針が必要になります。 

これは、動物が禁止物質を使用していない、または使用し
ていなかったかどうかを確認することに関連しています。 

この要求事項は、フードチェーンのサブカテゴリーCI（腐敗
しやすい動物性製品の加工）にのみ適用されます。 

屠殺後の時間と温度 

ISO/TS 22002-1 箇条 16.2（「倉庫保管の要求事項」）に
加えて、製品の冷凍または凍結に関連して、屠殺後の時
間と温度を定義する要求事項を規定していることが必要と
なります。 

この要求事項は、フードチェーンのサブカテゴリーCI にの
み適用されます。 

動物検査プロセス 

ISO/TS 22002-1 箇条 10.1 に加え、多くの国の規制要求
事項に従って、動物が人の消費に問題ないことを確実にす
るために、飼育下、および/または内臓摘出時の検査プロ
セスの要求事項を規定することが必要となります。 

箇条 10.1（箇条 10「交差汚染の予防手段」の一部）では、
一般的な要求事項が設けられており、汚染を防止し、管理
し、検知するためのプログラムが整備されなければならな

いと述べています。今回の追加要求事項では、より具体的
な要求事項が必要とされています。飼育下の検査、および/
または内臓摘出の要求事項が必要となります。 

この要求事項は、カテゴリーCI にのみ適用されます。 

 

ISO/TS 22002-4 への追加要求事項 

技術仕様書 ISO 22002-4:2013 は、セクター固有の前提
条件プログラムの 1 つであり、食品包装製造に関するもの
です。 

ISO/TS 22002-4:2013 規格で定められた要求事項に加え
て、2019 年 1 月 1 日より、以下の新しい要求事項が適用
されます。 

食品との接触及び確認 

ISO /TS 22002-4:2013 の 4.6.3 項に加えて、リサイクル
材料、植物由来の材料、または機能性添加剤を使用する
場合は、特定の要求事項を満たす必要があります。 

箇条 4.6.3「受入れ材料」では、「全ての受入原料は、受理
または使用の前に、規定された要求事項への適合を検証
するために、検査され、試験され、又は COA/DOC の対象
とされなければならない。検証方法は文書化されなければ
ならない」と述べています。追加の要求事項では、更に具
体的で食品の接触において、安全を確保するのに十分な
データ/情報が必要となります。 

この要求事項は、フードチェーンカテゴリーI にのみ適用さ
れます。 

食品への機能的な効果を持つ包装 

ISO/TS 22002-4:2013 の箇条 4.14 に加え、賞味期限な
どの食品に機能的効果を付与または提供するために包装
材料が使用されていて、分かっている場合には定められた
基準内で有効であることに対して組織が要求事項を特定し
ていることを評価する必要があります。（カテゴリーI につい
てのみ） 

同一の車両（混載）で輸送された材料 

ISO / TS 22002-4：2013 の箇条 4.7 に加えて、組織は同
じ車両に搭載されている他の材料からの汚染の可能性に
対処していることを評価する必要があります。 

箇条 4.7 （汚染の予防手段）には汚染の予防に関しての一
般的な要求事項が記載されていますが、今後は同一車両
（混載）で輸送された材料からの汚染の可能性について、
更に情報を提供しなければなりません。言い換えれば、審
査中に更に広範な評価が必要となります。 

これは、カテゴリーI にのみ適用されます。 
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医師による検診の手順 

ISO/TS 22002-4:2013 箇条 4.10.5 加えて、食品安全に
影響を与える状態を特定することが法令で許されている場
合、医師による検診の手順が運用されていることを確認す
る必要があります。 

これは、フードチェーンカテゴリーI にのみ適用されます。 

 

FSSC 追加要求事項への追加 

前述したように FSSC 22000 は、ISO 22000、セクター固
有の PRP、および FSSC 追加要求事項から構成されてい
ます。FSSC 22000 は、一貫性、完全性を確保し、スキー
ムのガバナンスとマネジメントを設えるために、特定の要求
事項を追加します。 

「食品安全システム認証 22000 Part II - 認証に対する要
求事項」に加えて、以下の新たな要求事項が適用されます。 

緊急時のサプライヤーの承認 

FSSC 22000 追加要求事項 2.1.4.1 に加えて、緊急時に
組織が承認していないサプライヤーとの取引きにおいて、
評価をしているかどうか、および提供されるサービスが仕
様を満たしているかどうかを評価する必要があります。 

FSSC 22000 追加要求事項 2.1.4.1 はすべてのサービス
の管理に関するものです。この要求事項はサービスの供
給者を管理し、評価し、そして監視することを求めています。
例えば、緊急を要する際には、最終承認はしていないが、
評価して適切な供給者であることを確認していれば、承認
がされていないサプライヤーの使用が許容されます。 

飼料成分の使用 

箇条 2.1.4.8.2 に加えて、特定の種類の動物に対して有害
な成分の使用を適切に管理することが求められています。 

箇条 2.1.4.8 は犬猫向けのペットフードのみに関連してい
ることに注意する必要があります。たとえば、特定の成分
は成犬よりも子犬にとって有害である可能性があることを
考慮する必要があります。 

この要求事項は、サブカテゴリーDII（犬および猫のみのペ
ットフード）にのみ適用されます。 

 

 

 

 

 

 

軽微な不適合のフォローアップに関する追加事項 

2019 年 1 月 1 日以降、審査時に検出された軽微な不適
合のフォローアップには、認証機関に修正の証拠（例えば、
教育記録、修正した清掃スケジュール表、修正した箇所の
画像など）を提出する必要があります。修正の証拠は、審
査終了後 3 ヶ月以内（最長）に、または有効期限切れ前の
いずれか早い方で認証機関に送付しなければなりません。 

これは、不適合のフォローアップに関する手順の中で既に

行われていることの強化です。修正を通知するだけでなく、

その裏付けとなる証拠も提供されなければなりません。 
 
軽微な不適合は、審査中に直ちに修正することができるか

もしれません。組織は、審査中にこの修正を審査員に提出

することができます。その場合、審査員は修正を評価し、審

査レポートに記載します。審査中に修正の証拠を提出でき

ない場合は、審査終了後 3 ヶ月以内（最長）に、または有

効期限切れ前のいずれか早い方で、認証機関に送付しな

ければなりません。 
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