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1 Food Safety Plan Builder v.1.2 (食品安全計画作成支援ツールv.1.2) 免責事項 
食品安全計画作成ツール(FSPB) v.1.2は、食品会社の経営者や事業者が食品製造の各施設に特有の

食品安全計画を策定する際に利用できるよう作成された、ユーザーフレンドリーなツールである。

食品安全計画は、体系的なアプローチを用い、食品媒介性の疾病や傷害を回避するための予防管理

を必要とする危害を特定するために作成する。食品安全計画は、ヒト向け食品に関する現行適正製

造規範ならびに危害分析およびリスクに応じた予防管理規則（21 CFR パート117「ヒト向け食品の

CGMPおよびPC規則」）のサブパートCである危害分析およびリスクに応じた予防管理要件に合致

させるために必要な項目で構成する必要がある。食品安全計画は、食品安全原則に基づく一連の書

類で、サプライチェーン・プログラムおよびリコール計画を含んだ危害分析と予防管理を内容とし

て含む。モニタリング、是正措置および検証など実施すべき手順について記載している。 
食品安全計画作成支援ツール(FSPB) v1.1.2の内容は、米国食品医薬品局（FDA）の現在の規制とガ

イダンスに合致しているが、食品施設の経営者と事業者による食品安全計画作成支援ツールv.1.2を
用いて作成した食品安全計画は、FDAの承認を意味しているわけではない。食品安全計画作成支援

ツールv.1.2は、ユーザーのコンピュータにのみ存在するデスクトップツールである。FDAは、この

ツールの利用の追跡・監視は行わず、本ツールを用いて保存した内容あるいは書類へのアクセス権

は持たない。 
 

FDAは、食品安全計画作成支援ツールv1.2ならびに付録文書の作成にあたり、あらゆる適切な予防

策を講じている。しかし、FDAは本ツールならびに付録文書に関するエラー、省略あるいは不足に

ついての責任を負わない。食品安全計画策定ツールおよび付録文書は、｢現状のまま｣利用可能で、

明示・暗示の別にかかわらず、特定目的への性能の保証、市場性、および適合などを含むがこれに

は限定されない保証は行わない。FDAは、ツールおよび付録文書の定期更新を公約しない。 
 
食品安全計画作成支援ツールv.1.2および付録文書の解釈は、すべてユーザーのみの責任で行う。い

かなる状況においてもFDAは、契約上、厳格な責任、または不法行為を含む（過失を含む）、本ソ

フトウェアの使用に起因しない、あらゆる責任理論において、当該損害において勧告されている場

合でも、直接的、間接的、特殊的、付随的、例示的または間接的な損害（代替商品またはサービス

の調達、使用の喪失、データ、利益、または事業の中断を含むがこれらに限定されない）について

責任を負わない。 
 
本ツールおよび付録書類の第三者による使用あるいは公認は、いかなる場合においても当該第三者

へのFDAによる承認を形成するものではない。
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2 食品安全計画作成支援ツールについて 
 

図1:食品安全計画作成支援ツールの紹介 
 
 
米国食品医薬品局（FDA）の食品安全計画作成支援ツール（FSPB）は、ヒト向け食品に関する現

行適正製造規範ならびに危害分析およびリスクに応じた予防管理規則で要求されている、食品施設

の経営者や事業者による各社特有の食品安全計画作成を支援するために開発された、ユーザーフレ

ンドリーなスタンドアローンアプリケーションである。食品安全計画を適切に策定し実行すること

で、食品施設の経営者および実施者は、重点を汚染対応から汚染予防に移行させることができる。

食品安全計画は、食品安全原則に基づく一連の書類で、食品媒介性の疾病や傷害を回避するための

予防管理を必要とする危害を特定するために、体系的なアプローチを用いて策定されている。

FSPBツールはユーザーを一連のタブによりガイドし（図2）、終了時、施設の包括的食品安全計画

の内容をすべて作成できるようになっている。 
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食品安全計画作成支援ツールは、ユーザーのデスクトップコンピュータにのみ存在するWindowsの
デスクトップアプリケーションである。食品安全計画は、ローカルのハードドライブまたはその他

の場所（フラッシュドライブ、サーバーなど）に保存できる。計画には、取り扱いに注意が必要な

情報も含まれる可能性があるため、安全な場所にファイルを保存することはユーザーの責任であ

る。FDAは、食品安全計画作成支援ツールの使用の追跡・監視を行わず、また本ツールを用いて作

成した内容または書類にアクセス権を持たない。 
 

FDAは、施設の食品安全計画策定時、本ツールの使用を要求しない。食品安全計画作成支援ツー

ルは、FDAの現行の規則とガイダンスに合致することを意図しているが、本ツールの使用をして

も、FDAは施設の安全計画、予防管理、適正製造規範およびその他の食品安全手順への適合に関

して承認を行わず、またツールを使用することで要件に自動的に適合できるわけではない。 
 
 

 
図2: FSPBツールのタブ
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3 食品安全計画作成支援ツールのインストール 

3.1 システム要件 
FSPBを正しく稼働させるために、ユーザーのコンピュータの構成は、以下の表に記載の最低要件

を満たしている必要がある。 
 

コンポーネント 最低値 推奨値 
Computer コンピュータ 2.80 GHz 3.0 GHz 
RAM 512 MB 1 GB 
ハードディスク空き容量 100 MB 125 MB 
OS Windows 7 Windows 7, Windows 10 
.NETアプリケーションフレー

ムワーク 
4.0 4.0 

グラフィックカード VGA VGA 
 
本アプリケーションの実行ファイルを実行するには、コンピュータのOS以外に必要な追加ソフトは

ない。 
本ソフトはMAC対応ではない。 
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3.2 ダウンロード/インストール手順 
 

3.2.1 アンインストール 
本ソフトの前バージョンを使用している場合、コンピュータから全バージョンは完全にアンイン

ストールし、ステップ2から実行すること。 
1. Startボタンをクリックし、検索ボックスにPrograms and Featuresと入力し、

Programs and Featuresを選択する。 
2. Programs and Featuresから“Food Safety Plan Builder” (食品安全計画作成支援

ツール)を選択し、Uninstall(アンインストール)をクリックする。 
3. ローカルC:ドライブから"FoodSafetyPlanBuilderInstall_V(旧バージョン)"を削除

し、次の手順に進む。 
 

Windowsの別バージョンを使用しているコンピュータからプログラムを削除する詳細な手順につい

ては、次のリンク先を参照のこと。 Uninstall Programs in Windows 7; Uninstall Programs in 
Windows 8; Uninstall Programs in Windows 10.  

 
3.2.2 ダウンロード 

Download Food Safety Plan Builder(食品安全計画作成支援ツールをダウンロードする)ボタンをクリックす

る。 
 

図3: FSPBツールダウンロード 

https://www.wikihow.com/Remove-Programs-(Windows-7)
https://www.wikihow.com/Uninstall-a-Program-in-Windows-8
https://www.wikihow.com/Uninstall-a-Program-in-Windows-8
https://www.wikihow.com/Uninstall-a-Program-in-Windows-8
https://www.wikihow.com/Uninstall-Programs-in-Windows-10
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3.2.3 解凍 
Windowsファイルエクスプローラーを使い、Food Safety Plan Builder WinZipダウンロードファ

イルを見つけ、右クリックでファイルを解凍し、ローカルC:ドライブにダウンロードする。イン

ターネットブラウザでダウンロードファイルを開けないこと。 

 
図4: ファイルの解凍 

 
 
 

3.2.4 インストール 
Windowsファイルエクスプローラーを使い、Food Safety Plan Builderインストール（マニフェス

ト）ファイルを見つけ “Unzip File Destination Folder(ファイルの解凍先フォルダ)”で実行する。イ

ンストールが完了したら、Food Safety Plan Builderツールは自動的に立ち上がる。 
 

図5: Food Safety Plan Builderツールのインストール 
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4 Objective目的 
本ユーザーガイドには以下の機能の解説を掲載する。 

• Quick Start Dialog クイックスタートダイアログ 
• Facility Information 会社概要 
• Preliminary Steps 事前準備ステップ 
• Good Manufacturing Practices (GMP) & Other Prerequisite Programs 適正製造規範（GMP）

および前提条件プログラム 
• Hazard Analysis & Preventive Controls Determination 危害分析および予防管理の決定 
• Process Preventive Controls プロセス予防管理 
• Food Allergen Preventive Controls アレルゲン予防管理 
• Sanitation Preventive Controls 衛生予防管理 
• Supply-Chain Preventive Controls サプライチェーン予防管理 
• Recall Plan リコール計画 
• Reanalysis of Food Safety Plan 食品安全計画の再分析 
• Food Safety Plan 食品安全計画 
• Signature 署名 
• Recordkeeping Procedures 記録保管の手順 
• Important Contacts 重要な連絡先 
• Supporting Documents 補足資料 

4.1 クイックスタートダイアログ 
クイックスタートダイアログ（図4）では、計画の新規作成か、保存済みの計画を開くかを選ぶことができ

る。食品安全計画ツールで保存したファイルがある場合、最近使ったファイルから自動的に表示される。 
“Getting Started”（開始する）を選択し、ユーザーガイドを閲覧することもできる。 

• Getting Started 開始する— “Getting Started”（開始する）を選択し、食品安全計画のユーザ

ーガイドを閲覧する 
• New新規作成 — “New”（新規作成）を選択し、食品安全計画を新規に作成する。 
• Open 開く— “Open”（開く）を選択し、既存の食品安全計画ファイルを開く。 
• Choose Recently Edited File 最近使ったファイルを選ぶ—最近使ったファイルのリストから、フ

ァイル名をダブルクリックするか、リストからファイル名を選び、 “Open”ボタンをクリックし

て、既存のファイルを開く。 
• Do Not Show Again 次から表示させない— “Do Not Show Again"（次から表示させない）を選択

し、ポップアップボックスを表示させないようにする。
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図6: クイックスタートダイアログ 

 
 
 

4.2 メニュー項目の特徴 
 

Main Menu メインメニュー:メインメニューの選択肢（(“File(ファイル)” 、“Edit (編集)”, 
“View(表示)”、“Tools (ツール)”および “Help (ヘルプ)”) (図5)は、見慣れたマイクロソフト社の

ウィンドウズのメニューに似ている。 
 
 

図7: FSPBメインメニュー項目 
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File Menuファイルメニュー: “File  (ファイル)”メニュー(図6)には、“Create a New Plan (計
画を新規作成する)”、“Open an Existing Plan(作成済みの計画を開く)”、”Close (閉じる) ”、
“Save (保存) ”、“Export (エクスポート) ”あるいは“Print (印刷) ”などの選択肢がある。 

 

図8:ファイルメニュー 
 
 

• New新規作成 -食品安全計画を新規に作成する 
• Open開く -作成済みの食品安全計画を開く 
• Close 閉じる-現在の食品安全計画を閉じる(閉じる前にユーザーにファイルを保存する

かたずねる) 
• Save 保存- 食品安全計画の各タブの編集内容を保存する 
• Save As 名前をつけて保存- 食品安全計画全体を新しい命名法で保存する 
• Export エクスポート-個々のタブを選択し、印刷あるいは.PDFファイルとして保存する 
• Print プリント- 現在のタブを印刷する 
• Print Preview プリントプレビュー – 印刷しようとしているタブのレポートを印刷時の見た目で表

示する 
• Print All すべてプリント- 食品安全計画 内のすべてのタブを印刷する 
• Recent Files 最近使ったファイル — FSPB内で最近使ったファイルをすべて表示する
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Export Menuエクスポートメニュー:  “Export (エクスポート)”メニュー(図7)は、選択された各タブ

のプレビューウィンドウを開き、タブの保存形式をエクセル、ワード、PDFファイルから選択す

る。注: 食品安全計画はPDFファイル形式でのみ保存できる。 
 

図 9: ファイルメニュー: エクスポート 
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Edit Menu編集メニュー: “Edit (編集)”メニュー(図8)には、Undo(元に戻す)、Redo(繰り返す)、Cut(切り取

り)、Copy(コピー)、Paste(貼り付け)の選択肢がある。 
 

 
図10: 編集メニュー 

 
View Menu表示メニュー: View (表示)メニュー(図9)は、FSPB内のすべてのタブのリストを表示

する。リストから項目を一つ選択すると、食品安全計画内で指定されたそのタブに移動すること

ができる。 
 

 
図11: 表示メニュー 
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Tools Menuツールメニュー: 特定のFSPBオプションをカスタマイズするには、ツールメニュー

の選択肢(図10)にチェックマークを入れる、あるいはマークをはずす。 
 

図12:ツールメニュー(初期画面) 
 

• ‘Show Introduction Pop-Up Message’ タブ紹介ポップアップメッセージを表示する–初期設

定では、表示が選択されている。この選択肢を解除すると、タブ紹介ポップアップのボック

スが、どのタブでも初回クリック時に表示されなくなる。 
• ‘Show Quick Start Dialog’ クイックスタートダイアログを表示する–初期設定では、表示

が選択されている。この選択肢を解除すると、FSPBソフトを立ち上げたとき通常は表示

される「クイックスタートダイアログ」が表示されなくなる。 
• ‘Print Report Header’ レポートのヘッダを印刷する– 初期設定では、印刷が選択されてい

る。これを選択すると、レポートの全ページにカスタマイズした文言が印刷される(初期設

定の文言は「社外秘」となっている)。また、このヘッダをレポートの全ページに印刷する

か、表紙にのみ印刷するかも選択できる。 
•  ‘Include Supply-Chain Records Document Checklist in Plan’サプライチェーン記録文書

チェックリストを計画に含む – 初期設定では、非選択になっている。これを選択すると、

質問5a(すべてのサプライヤーおよび材料について)に掲載されているサプライチェーン記録

チェックリストが、サプライチェーン予防管理タブおよび食品計画タブに含まれる。 
• ‘Include Recordkeeping information in Plan’計画に記録保管情報を含む – 初期設定では、

非選択になっている。これを選択すると、記録保管タブに入力された情報が食品安全計画タ

ブに含まれる。 
• ‘Include Important Contacts in Plan’ 重要な連絡先を計画に含む–初期設定では、非選択に

なっている。これを選択すると、重要な連絡先タブに入力された情報が食品安全計画タブに

含まれる。
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Help Menuヘルプメニュー: ヘルプメニューからはユーザーガイド、免責事項、このソフトウェ

アについて(“About”)にアクセスできる。(図11) 
 

 
 

4.3 タブセクション 

図 13: ヘルプメニュー 

各タブには、1) ツリービューナビゲーション、2) ミドルパネルおよび 3)補足情報の3つの

パネルがある。 
 

• Tree View Navigationツリービューナビゲーション: 左のパネル(図12)は、あらかじめ入力

されている質問のリストで、ヘッダとサブヘッダで構成されるツリービューになっている。

ミドルパネルの下部にある“Next(次へ)”あるいは“Back”(戻る)ボタンをクリックするか、ツ

リービューの必要な質問をクリックして、順に質問に答えて行く。(注: 質問に正しい順番で

答えられるよう、“Next”(次へ)ボタンで操作すること。) 緑の矢印は現在の質問を示し、黒

の矢印はその質問への回答が入力済みであることを示している。 
 

図14: ツリービューナビゲーション 
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• Middle Panelミドルパネル: ミドルパネル(図13)は、回答セクションである。このエリアで

は、各質問に回答することを求められる。 
 

図15: ミドルパネル 
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• Supplementary Information補足情報 - 右のパネル(図14)には、ユーザーによる質問への

回答を支援するための追加の背景情報と法規制に関する情報が含まれている。このパネル

には、文字を読みやすくするためのズームイン、アウトの機能がある。 
 
 
 

 
図16: 補足情報 
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4.4 ソフト全体の特徴 
• Introduction pop-up boxタブ紹介ポップアップボックス: ソフト内の各タブを見て行くと、

ユーザーはタブの内容を説明するIntroduction(紹介)タブ(図15)を目にするだろう。(ただ

し、ツールメニューの‘Show Quick Start Dialog (クイックスタートダイアログを表示す

る) ’のチェックを外している場合を除く) 
 

図17: タブ紹介ポップアップ 
 
 

• Warning message警告メッセージ:ソフト全般で必要に応じて、警告メッセージが表示される(図16) 
 

図18: 警告メッセージ 
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• Uploading additional documents追加文書のアップロード: 標準作業手順書(SOP)、記録な

どの文書がプロセスやプログラムで利用できる場合、これらの文書はSupporting 
Documents(補足書類)タブ経由でアップロードし、添付するだけで良い。対象の質問のコメ

ントフィールドに、文書のタイトルと、それらのファイルが補足文書タブにあることを記入

すること。 
 
 

• Question preview質問プレビュー: ソフト全般で、左側のツリービューの質問／特徴をス

クロールし、特定の質問／特徴の詳細を読むことができる(図17)。 
 

図19: 質問プレビュー 
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5 施設情報タブ 
 

Facility Information(施設情報)タブ(図18)では、工場あるいは施設を特定するために必要な情報に

赤いアスタリスクがついている。貴社の施設を特定する、会社／施設名、住所、市および州、郡、

郵便番号ならびに施設識別番号などの情報(赤いアスタリスクがついている)は、該当タブの各サマ

リーレポートおよび食品安全計画の上部に記載されている。赤いアスタリスクのついていないその

他の情報の入力は必須ではない。しかし、このタブに記入された情報はすべて食品安全計画に表示

される。さらに、貴社の食品安全計画チームのメンバーの名前や連絡先情報を記録し、施設の予防

管理適格個人を記載することもできる。 
 

図20: 施設情報タブ 
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Facility Information(施設情報)タブのフィールドに含まれる情報: 
• Facility/Company Name 施設／会社名 —施設／会社の名称 
• Facility Identifier Numbers 施設識別番号—施設に関わるFDA登録あるいは識別番号す

べて 
*FDAの施設登録に関する要件の詳細については、次のウェブサイトを参照のこと: 
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/. 

• Address 住所 —施設が物理的に存在する場所の住所 
• City 市 —施設が物理的に存在する住所の市 
• State 州 —施設が物理的に存在する住所の州 
• Postal Code 郵便番号 —施設が物理的に存在する住所の郵便番号 
• Country 国 —施設が物理的に存在する住所の国 
• Phone Numbers 電話番号 —施設の電話番号 
• Facility Description 施設の概要 — 物理的特性を含む施設の概要 
• Employee Description 従業員の概要 -— 施設の従業員についての情報 (従業員の人数と雇

用形態、(正社員、パート、季節雇用など)の情報を含む) 
• Product Description 製品の概要 —加工されている具体的な食品製品または製品分類の概要 
• Food Safety Team 食品安全チーム— 食品安全計画の策定と維持に関わる人物の名前、役

職および電話番号。食品安全計画の作成責任者の代表者と予防管理適格個人を記載しても

良い。 
 

5.1 Adding Facility Identifier Numbers施設識別番号の追加 
1. 施設識別番号リストに施設識別番号を追加するには、‘Facility Identifier Numbers (施設

識別番号)’フィールドの隣の アイコンをクリックする。 
2. 新しい列を選択し、”Description”(概要)と”Number”(番号)を入力する。 

 
5.2 Delete Facility Identifier Numbers施設識別番号の削除 

施設識別番号を削除するには次の手順を実行する: 
1. 削除する識別番号の列を選択する。 
2. フィールド上部にある削除アイコン  を選択する。 

この手順を行うと、識別番号はリストから削除され、元に戻せない。 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/
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5.3 食品安全チームのメンバーの追加 
食品安全チームにメンバーを追加するには次の手順を実行する: 

1.  ‘Food Safety Team (食品安全チーム) ’フィールドの隣の アイコンを選択し、表に新しい列を挿入

する。 
2. 追加した新しい列を選択し、新しい食品安全チームのメンバーの詳細を記入する。 
3. 連絡先が、代表者の連絡先かどうかについて、列内の‘Primary Contact(s) (代表者の連絡

先) ’をチェックする、またはチェックをはずして示す。 
4. 連絡先が、予防管理適格個人(PCQI)の連絡先かどうかについて、列内の‘PCQI’をチェッ

クする、またはチェックをはずして示す。 
5. 食品安全メンバーの氏名、役職および電話番号を適切に入力する。 

 
 

5.4 食品安全メンバーの削除 
食品安全チームのメンバーを削除するには次の手順を実行する: 

1. 削除するメンバーの列をクリックする 
2.  アイコンをクリックする 

 
この手順を行うと、その人物はリストから削除され、元に戻せない。 
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6 事前準備ステップ 
Preliminary Steps(事前準備ステップ)タブは、貴社の施設で製造している製品の食品安全に関わる

重要な特徴を整理し、文書化する時に役立つ枠組みとなる。この事前準備ステップの実施はCGMP
およびPC規則では明確に求められていないが、この情報を入手することは貴社の食品安全計画に有

用である。このタブでは、施設で製造、加工、包装あるいは保管する食品の最終製品、流通、意図し

た使用方法と消費者を定義することができる。さらに、各製品の製造工程の全ステップを入力するこ

とで、工程フロー図を作成できる。このタブにおける事前準備ステップでは以下の項目を推奨してい

る: 
• 食品製品とその流通の説明 
• 各食品製品の意図した使用方法と消費者あるいはエンドユーザーの説明 
• 工程のフロー図と説明の作成  
• 現場でのフロー図の検証 

 
事前準備ステップに関する追加の参照資料は、本ユーザーガイドの付録Aに掲載されている。 

 
Add a Product Name 製品名の追加: テキストフィールドに製品名を入力し、 “Add Product (製品

を追加する) ”ボタン(図19)をクリックして、新製品を追加する。 
 

 
図21: 製品名の追加 
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• 質問の1aから2cの質問に回答した後その製品に複数の名前を追加するには、ツリービュー

で “Add Product Name (製品名の追加)”を使い、対象の新製品についても質問の1aから2c
の質問に回答する。製品ごとに必要なだけこの手順を繰り返す。 

• 製品名はそれぞれ固有でなければならない。固有でない場合、その製品名はすでに使用され

ており、新しい名前をつける必要があるという警告が表示される。 
 
 
質問1aから2c:製品追加後、FSPBが質問リストを作成するので、回答する(図20)。コメントボック

スに質問に対する回答を入力し、 “Next(次へ)”ボタンを使い、質問に順に回答する。 

図 22: 各製品に関する質問1aから2c 
 
フロー図プロセス手順: 

 
ここに入力するプロセス手順は、Hazard Analysis & Preventive Controls Determination (危害
分析およびリスクに応じた予防管理決定)タブに含まれる。このタブを使用しないことを選択した

場合、危害分析およびリスクに応じた予防管理決定タブに手動でプロセス手順を追加できる。 
 
質問3a: ”製品／プロセス名”を追加する(図21)には、下図に示された通り“Product/Process Name 

(製品／プロセス名) ”の右側にある ボタンをクリックする。製品／プロセス名を入力し、 “OK”ボ
タンをクリックする(図22)。 

 

図 23: 質問3a 
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図24: 質問3a 製品／プロセス名の追加 

 
プロセス手順を追加する(図23)には、 “Process Steps (プロセス手順) ”フィールドの右にある ボタ

ンをクリックし、「プロセス手順」フィールドにプロセス手順の名前を入力する。 
 

図25: 質問3aとプロセス手順の追加 
 
 
必要なプロセス手順がすべて追加されるまで、この作業を繰り返す (図 24)。
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図26: 質問3aと複数のプロセス手順の追加 

 
 
プロセス手順を削除する(図25)には、 “Process Steps(プロセス手順)”の表から該当の列を選択し、

アイコンをクリックする。 “Confirm Delete(削除を確定する)”ダイアログで“Yes”を選択し、プ

ロセス手順の削除を確定する。 
 

図27: 質問3a プロセス手順の削除


	目次
	1 Food Safety Plan Builder v.1.2 (食品安全計画作成支援ツールv.1.2) 免責事項
	2 食品安全計画作成支援ツールについて
	3 食品安全計画作成支援ツールのインストール
	3.1 システム要件
	3.2 ダウンロード/インストール手順
	3.2.1 アンインストール
	3.2.2 ダウンロード
	3.2.3 解凍
	3.2.4 インストール


	4 Objective目的
	4.1 クイックスタートダイアログ
	4.2 メニュー項目の特徴
	4.3 タブセクション
	4.4 ソフト全体の特徴

	5 施設情報タブ
	5.1 Adding Facility Identifier Numbers施設識別番号の追加
	5.2 Delete Facility Identifier Numbers施設識別番号の削除
	5.3 食品安全チームのメンバーの追加
	5.4 食品安全メンバーの削除

	6 事前準備ステップ

