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お客様へのお知らせ

このガイドでは、FSSC22000 バージョン 5 の要求事項で最
も重要な変更点について説明します。この文書は、最も重
要な要求事項の簡単な概要を示すに過ぎませんが、公式
の FSSC スキーム文書の要求事項をレビューすることを推
奨されており、これは www.fssc22000.com に記載されてい
ます。（リンク） 

 

移行について 
 
FSSC 22000 財団は 2019 年 6 月、FSSC22000 バージョン
5 を公表しました。2020 年 1 月 1 日より、移行審査(アップ
グレード審査)を開始します。 

この移行審査は、2020 年 1 月 1 日以降の FSSC22000 定
期審査、または更新審査にて実施します。移行審査には、
追加審査日数が必要です。 

2020 年中に FSSC バージョン 5 に移行しなければなりま
せん。移行審査が完了後、FSSC22000 バージョン 5 の登
録証が発行されます。定期審査で移行審査が実施された
場合は FSSC バージョン 4.1 の登録証の有効期限が適用
となります。 
注記:FSSC22000 バージョン 4.1 の登録証としては、2021
年 6 月 29 日で失効します。 

FSSC22000 バージョン 4.1 の審査は、2019 年 12 月 31 日
までとなります。また、2020 年 1 月 1 日以前にバージョン 5
への移行審査の実施は出来ません。 

 

 

 

 

改訂の主な理由 

 

FSSC22000 認証スキームは、ISO22000、セクター固有の

前提条件プログラム(ISO/TS22002−X シリーズなど)、およ

び追加の FSSC22000 要求事項の 3 つの要素から構成さ

れています。 

 

バージョン 4.1 の主な改訂は、2018 年 6 月に発行された

ISO22000:2018 に対応することです。これらの変更につい

ては、この文書では説明しませんが、www.lrqa.or.jp /（リン

ク）の「お客様へのお知らせ；ISO 22000：2018 新たな要求

事項についてのご案内」を参照してください。 

 

新バージョンの変更の主な他の理由は、次のとおりです。 

 ステークホルダー委員会の決定事項リストの追加 

 GFSI 要求事項への準拠 

 継続的な改善プロセス 

 

FSSC 認証スキーム要求事項は、FSSC ウェブサイトで閲

覧が可能です。すべてのスキームのパート(1～6)は、利用

を容易にするために、1 つの文書に統合されています。関

連する附属書は個別に利用が可能になっています。認証

組織に最も影響を与える変更は、以下に記述します。 

 

適用範囲 

 

スコープの表現に関して要求事項が追加されました。ここ

で、フードチェーンの各カテゴリーのスコープに含まれるべ

き表記内容をわかりやすくするために、より具体的な説明

が提供されます。パート I「スキーム概要」の表 1 は、含ま

れる活動、およびフードチェーンの各カテゴリー別に概要を

提供しています。 
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輸送および保管(カテゴリーG)は、食品、飼料、または食品

/飼料の包装資材を保管、および/または輸送に適用され

ますが、製品の所有権を取得しない第三者の物流業者に

のみ適用されます。自社製品のみを保管および/または輸

送する製造業者は、本カテゴリーでは審査されないものと

します。 

 

カテゴリーE は、実際のケータリングサービスが消費者に

直接提供される場合にのみ適用可能です。これは、レスト

ラン、ホテル、キッチンカーなどを含むことができます。 

 

カテゴリー自体は変更していませんが、以前のカテゴリー

FI の「小売業」は、現在「卸売」が含まれています。どのよう

な活動がこの範囲に含まれるかについては、第 I 部「スキ

ームの概要」で説明しています。 

 

追加要求事項 

 

FSSC22000 の 3 つの構成要素の 1 つである追加要求事

項に変更されています。追加要求事項は、パートⅡ「認証

対象組織の要求事項」で閲覧が可能であり、以下を対象と

します。 

 2.5.1 サービスの管理 

 2.5.2 製品ラベル 

 2.5.3 食品防御 

 2.5.4 食品偽装の予防 

 2.5.5 ロゴの使用 

 2.5.6 アレルゲンの管理 

 2.5.7 環境モニタリング 

 2.5.8 製品の配合(フードチェーンカテゴリーD) 

 2.5.9 輸送・配送(フードチェーンカテゴリーFI) 

「天然資源の管理」は削除されました。 

 
2.5.1 サービスの管理 
ISO22000:2018 は、7.1.6 項でサービスの管理をカバーして

います。2.5.1 項の「外部から提供されるプロセス、製品ま

たはサービスの管理」が簡易な表記になりました。本条項

では、検査・分析のサービスの管理のみが追加要求事項

として残されています。 
 
2.5.5 ロゴの使用 
FSSC のロゴは、容器包装には使用しないものとします。バ

ージョン 4.1 ではすでに必須条件でしたが、より詳細な内

容になっています。一次、二次、その他のいかなる形態の

容器包装にも使用してはなりません。 

 

2.5.6 アレルゲンの管理 
フードチェーンカテゴリーの E、FI および G が拡大適用され

ており、アレルゲン管理計画の効果的な実施と検証、およ

び検証するための具体的な要求事項は除外されていま

す。また、アレルゲン管理計画および関連する管理方法の

妥当性確認および検証が削除されました。 

 

しかしながら、ISO/TS22002-1 の 11.3 項に記載されている

ように、洗浄および消毒プログラムの妥当性を確認する必

要があります。例えば、アレルゲンを含む製品の洗浄・清

掃などが挙げられます。一方、OPRP および CCP は、実行

前に常に妥当性確認が必要です。アレルゲンに関するハ

ザード除去が OPRP および CCP に分類されている場合に

は、検証されなければなりません。 

 
2.5.7 環境モニタリング 
バージョン 4.1 では、一般的な内容でしたが、より具体的な

内容になっています。 

 リスクに基づく環境モニタリングプログラム 

 本プログラムの有効性を評価するための文書化
された手順 

 定期的な傾向分析を含むモニタリングのデータ 

 
2.5.8 製品の処方 
カテゴリーD 全体に適用されます。 

 

2.5.9 輸送および配送 
本条項は新規であり、フードチェーンカテゴリーFI「小売お

よび卸売」で活動する組織にのみ適用されます。商品輸送

および配送中の汚染の可能性を最小限に抑えるための要

求事項が含まれています。 

追加要求事項の 2.5.2、2.5.3、2.5.4、2.5.8 については、文

言は若干変更されていますが、内容はバージョン 4.1 と基

本的に同じです。 

 

認証プロセス 

 

第Ⅲ部「認証手続の要求事項」には、認証（審査）機関が

行う認証手続の実施に関する要求事項が記載されていま

す。 

第Ⅲ部には大きな変更がされており、場合によっては契約

上の修正が必要になります。 

 

重大事象の報告 

バージョン 4.1 から FSMS、認証の適合性および/または完

全性に影響を及ぼす重大事象は、3 営業日以内に認証

（審査）機関に報告することになりました。重大事象には、

合法性、食品安全に関する社会的事象、例えば、インフラ

の大規模な機能停止、及び戦争、テロリズム及び自然災

害のような食品安全に重大な脅威をもたらす異常な出来

事も含まれます。 
 

複数サイトに関わる複数の機能 

a. 本社機能 

生産拠点に影響を及ぼす特定の機能(調達、サプライヤー

の承認、品質保証など)が本社で管理されている場合は、

その機能を審査することを求めています。バージョン 5 で

は、本社の審査から 12 ヶ月以内に各拠点の審査を実施す

ることになっています。 
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本社機能については、製造拠点の登録証に本社の名称お

よび所在地、プロセスなどが記載されます。これは新しい

内容ではありませんが、表記が変わりました。 
  

b. オフサイト活動 

オフサイト活動の変更については、一部が新しくなっていま

す。 

1 つの製造またはサービスのプロセスが 2 つ以上の住所

に分割される場合、同じ FSMS、かつ、法人であり、それら

が互いに唯一の供給者/顧客であれば、すべてのロケーシ

ョン（サイト）を 1 つの審査とすることができます。バージョ

ン 4.1 では、製品が主要サイトに戻らなければならないこと

が具体的に言及されていましたが、バージョン 5 において

は、必要条件ではなくなりました。 

 

他の場所の保管施設も、上記の要件を満たす場合には、

同じ審査に含められるものとします。第三者の保管施設に

ついては、同一の審査及び同一の認証を受けることはでき

ません。 

 

認証範囲の記述方法は、登録証、または登録証の付属書

として、場所と場所ごとの活動を表示するものとします。 

 

非通知監査 

初回認証審査の後、3 年以内に非通知による定期審査を
1 回以上実施することが求められています。通常、2 回の
年次定期審査のうち、1 回目の定期審査が非通知審査に
置き換えられます。しかし、2020 年はバージョン 5 への移
行になるため、2020 年の定期審査はすべて通知される予
定です。 

バージョン 5 では、更新審査を認証組織の要請により、非
通知での実施が出来ることになりました。これは、
FSSC22000 審査の契約書に明示する必要があります。契
約時にこのオプションの選択が可能です。 

非通知審査は、前回の審査後、通常 8 から 13 ヵ月後の間
に実施されます。この期間でブラックアウト日を 15 日間、
および非生産日を非通知審査対象日から除外することが
できます。 

バージョン 5 では、審査計画の一部を実施出来ない場合
には、4 週間以内に通知によるフォローアップ監査を計画
するものとします。 

新規ではありませんが、審査員が現場に到着してから最大
でも 1 時間以内に製造設備の審査を開始しなければなら
なりません。これは厳格な FSSC22000 の要求事項です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

不適合 

特に注意を要する不適合のフォローアップ審査について
は、大きな変更がなされています。この要求事項は、スキ
ームのパート III, 6.2「不適合」で参照することができます。 

軽微な不適合 

審査中に軽微な不適合が検出された場合、認証（審査）機
関は修正の証拠を含む是正処置計画を検証し、容認でき
る内容であれば、承認しなければなりません。認証（審査）
機関の承認は、審査の最終日から 3 ヶ月以内に完了する
ものとします。この期間を超えると登録証が一時停止され
ます。軽微な不適合の是正処置は、次回の通知審査で、
効果の確認を実施し、クローズすることが必要です。 

重大な不適合 

重大な不適合のフォローアップは、審査の最終日から 28
日以内に行うものとします。是正処置計画を 14 日以内に
提出することの具体的な要求事項は除外されています。重
大な不適合は、審査の最終日から 28 日以内に認証（審
査）機関によってクローズされるものとします。この期間内
にクローズが出来ない場合は、登録証を一時停止するも
のとします。 

致命的（クリティカル）な不適合 

致命的（クリティカル）な不適合が検出された場合、登録証
が最大 6 ヶ月間、直ちに一時停止されるものとします。認
証（審査）機関は、是正処置の効果的な実施を検証するた
めに、審査後、6 週間から 6 ヶ月の間にフォローアップ審査
を実施するものとします。フォローアップ審査は完全な現地
での実施とします。 

 

契約変更 

上述したように、これらの変更は契約上の一部の修正をも

たらします。この新しい契約はすぐに皆様にご案内させて

いただきます。 

移行審査での確認事項 

ISO22000:2018規格要求事項、及びFSSC22000バージョン

5の新規及び変更箇所に焦点を当てます。 

また、食品安全チーム/リーダー、および内部監査員が、

ISO22000:2018のHLSによる組織のFSMSの設計、運用、

パフォーマンスにもたらす影響を理解していることを確認し

ます。 

 

 

お問い合わせ
http://www.lrqa.or.jp 

電話 045-682-5290 

 
Care is taken to ensure that all information provided is  
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responsibility for inaccuracies in, or changes to, information. 
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