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前言 

 

本附則の附則 A、附則 B、附則 C、附則 D はいずれも資料的附則である。 

本標準は国家認証認可監督管理委員会が提出する。 

本標準は、中国全国認証認可標準化技術委員会（SAC/TC261）が帰属先となる。 

本標準の起草機関：国家認証認可監督管理委員会登録管理部、山東出入境検験検疫局、国家食

品安全危害分析・コア制御点応用研究センター、北京中大華遠認証センター、北京華都肉鶏公司。 

本標準の主な起草者：劉先徳、秦紅、呂青、黄斌、魯超、龐平、孔繁明、李経津、胡軍、余鋒、

王建徳、葉志平、李和平、顧紹平。
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食品防御計画およびその応用ガイドライン 
食品製造企業 

 

 

1 範囲 

本標準は、食品製造企業の食品防御計画の確立、実施、改善に対する基本要件を定める。 

本標準は、食品製造企業の食品防御計画の確立、実施、改善に適用する。一次生産、貯蔵、輸送、飼

料生産などの企業は参考にして実施することができる。 
 

2 用語と定義 

以下の用語と定義を本標準に適用する。 

2.1 

食品防御計画 food defense plan 

食品生産と供給過程の安全を確保し、食品の防御評価、食品防御措置の実施などによって、食品が生

物的、化学的、物理的な要素によって受ける意図的汚染または人為的破壊のリスクを最大限低減させる方

法と手順。 

2.2 

意図的汚染 intentional contamination 

不当な利益を得るため、意図的に原材料・補助材料または食品中に添加された非食用物質に対し、意

図的に範囲・限度量を超えて農薬や食品（飼料）添加物を使用する、または人類の食用に適さない他の方

法を使って食品を生産・加工する行為。 

2.3 

人為的破壊 deliberate tampering 

他人を傷つける、または社会を混乱させるために、生物的、化学的、物理的な要素で食品と食品生産

過程を破壊する行為。 

3 食品防御計画の原則 

3.1 評価原則 

食品生産と供給の各段階で直面する脅威、存在する弱点、起こりうる影響、および三者の総合作用に

よってもたらされるリスクの可能性に対して食品防御評価を行い、脆弱な段階を探し出すことによって、

有効な予防的措置を取り、食品生産と供給過程で意図的汚染または人為的破壊を受けることを防止する。 

3.2 予防性の原則 

潜在的に問題が起こりうる段階について調査分析を行い、その段階に措置を制定して発生を防止し、

予防的食品防御計画を立て、食品が受ける意図的汚染と人為的破壊のリスクを最大限度に低減する。 

3.3 秘密保持性の原則 

企業外部（たとえば、調達先など）と内部（たとえば、それぞれの生産管理部門など）の人員が関わ

ることのできる食品防御計画の範囲と内容を規定し、効果的に制御することによって、食品防御計画の評

価過程など核となる内容が漏洩しないよう守り、意図的汚染または人為的破壊の意図を持つ人員に利用さ

れることを防止する。 

3.4 統合性の原則 

企業の既存の食品安全衛生管理体系を統合し、相互矛盾または重複を避け、食品防御計画を企業の食

品安全衛生管理体系に対する効果的な補助とする。すでに危害要因分析重要管理点（HACCP）システムを
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実施している食品製造企業が危害分析を行う場合、食品防御評価の結果を参考にすることができる。 

3.5 意思疎通原則 

企業内部間および企業と外部大衆または社会団体の間で情報の発信、受信、フィードバックなどの交

流を行うことで、意図的汚染または人為的破壊といった食品安全事件が起こる可能性を識別し、直ちに対

応し、食品防御計画の妥当性を改善し、食品防御計画の有効性を高め、重大な食品安全事件の発生を予防

する。 

3.6 緊急対応原則 

意図的汚染、人為的破壊などの突発事件と脅威に対し、関連資源と能力を協調・統合させ、関連する

緊急プランを確立、制定、維持して演習を実施し、それによって準備・抵抗・対応・回復・損失低減能力

を高める。緊急事態が発生した場合、緊急プランに基づいて行動し、食品安全事件による損失を最大限度

低減する。 

3.7 柔軟性の原則 

自身の状況を分析することで、企業は独立した食品防御計画を制定することができ、また食品防御計

画と企業の食品安全衛生管理システムを統合させ、また他の合理的な方式を採ることで、食品が受ける意

図的汚染または人為的破壊のリスクを最大限度低減するという目標を達成する。 

3.8 リアルタイム原則 

食品防御計画の有効性に影響する要素およびその変化情報を確定、収集、分析することで、ただちに

食品防御評価、食品防御措置、食品防御計画を調整し、リアルタイムで更新し、改善を続け、食品防御計

画の有効性を確保する。 

 

4 食品防御計画の策定 

企業は実際の状況と製品の特徴に基づき、以下の方式にしたがって食品防御計画を策定することが望

ましいが、この方式に限るものではない。 

a) 独立型：独立した完全な食品防御計画を立てる。 

b) 統合型：食品防御計画と企業の他の食品安全衛生管理システムを統合するが、必要な秘密保持要

件を考慮すること。 

5 食品防御計画の制定 

5.1 食品防御計画の内容 

食品防御計画には以下の内容を含むが、これに限るものではない。 

a) 食品防御評価。 

b) 食品防御措置。 

c) 検査手順。 

d) 是正手順。 

e) 検証手順。 

f) 緊急プラン。 

g) 記録保持手順。 

5.2 準備手順 

5.2.1 食品防御グループの設置 

食品防御グループのメンバーは誠実で、責任感と必要な経験・知識を有すること。 

食品防御グループのメンバーは食品の原材料・補助材料の仕入れ、加工、衛生、警備、現場管理、販

売などを熟知した人員を含まなければならず、必要な場合は外部専門家のサポートを受けてもよい。 

食品防御グループのメンバーは、各自の職責にしたがって食品防御計画の制定、実施、検証などの活
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動に参加する。 

5.2.2 製品説明 

製品の名称、成分、物理的・化学的特性、工程、包装、消費期限、貯蔵条件、配送方法などの内容を

含む特徴を説明すること。 

5.2.3 予想される用途の識別 

最終ユーザーと消費者の製品に対する使用の期待を説明すること。特定の状況では、さらに危害を受

けやすい消費者層の特徴を考慮すること。 

5.2.4 法律、法規、標準などの識別 

企業の生産活動と製品の遵守・実施すべき関連法律、法規、食品安全標準、その他の要件などを収集

し、確定すること。 

5.2.5 新しい食品原料、食品添加物の新品種、食品関連製品の新品種の識別 

企業の使用する食品原料、食品添加物、食品関連製品が、許可申請の必要な新しい食品原料、食品添

加物の新品種、食品関連製品の新品種であるかどうかを確定すること。 

5.2.6 フローチャートの作成 

貯蔵と輸送段階の流れを含む、すべての食品生産と供給段階を含むフローチャートとルートマップを

作成すること。 

5.2.7 配置図の作成 

すべての食品生産と供給に関するエリアを含む配置図を作成すること。その配置図には工場敷地周辺

の環境と工場敷地の各出入り口、工場敷地内の建築物の配置、工場と内部設備の配置、空気・水・エネル

ギーなどインフラ供給施設の配置などを含むこと。 

5.2.8 現場でのフローチャートと配置図の確認 

すべてのフローチャートと配置図を現場で確認すること。フローチャートと配置図が実際の状況を合

わない場合は、修正すること。 

5.3 食品防御評価 

予備段階で提供された関連情報に基づき、意図的汚染と人為的破壊を受ける可能性のある企業の各段

階に対して食品防御評価を行う。食品防御評価には以下の内容を含むが、これに限るものではない。 

a) 外部：工場敷地外壁、照明、人員と車両出入りの制御、工場エリアの出入り口、生産場所の出入

り口、窓と通風口など。 

b) 内部：生産場所の設計配置、内部施設（たとえば緊急灯、映像監視システム、緊急警報システム

など）、個人用品保管エリアなど。 

c) 加工：原材料・補助材料の添加・混合加工エリア、エリア表示、製品輸送と配送の監視、製品の

ラベルと包装、生産過程で発生する意図的汚染など。 

d) 貯蔵：貯蔵庫の設計、人員の出入り、入出庫制御と管理、有毒有害化合物の貯蔵など。 

e) 供給チェーン：原材料・補助材料、包装材料などの供給業者が有する食品防御能力の評価、基準

に合格した供給業者の評価。原材料・補助材料と包装材料の生産・供給で発生する意図的汚染。

輸送会社の食品防御能力の評価。輸送ツールの管理、貨物入出庫の完全性、文書、貨物の積み卸

しと確認、返品貨物の防御など。 

f) 水・氷：水源地、中間貯水設備、水処理設備、製氷、給水システムの保護とメンテナンスなど。 

g) 人員：作業人員の背景調査、身分識別、研修、意思疎通など。 

h) 情報：食品防御計画の情報制御、関係者との連絡方法、国内外の食品安全のリアルタイム情報、

意図的汚染情報の収集と報告、コンピュータの情報セキュリティなど。 

i) 実験室：実験室の配置、人員の出入り、試薬と薬品の保管と使用、サンプルと生きた菌株の制御と

管理など。 
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食品防御評価によって、企業の脆弱な段階を確定する。 

企業の食品防御評価ガイダンスの例は附則 A を、食品防御評価の表示例は附則 B を参照のこと。 

5.4 食品防御措置の制定 

食品防御評価により、経済的に有効な食品防御措置を制定する。食品防御措置は企業で新たに追加す

る制御措置であってもよく、企業の他の食品安全衛生管理システムにすでにある制御措置であってもよい。

特に企業の脆弱な段階を確定した後、それに焦点を当てた食品防御措置を制定して重点的に防御すること。 

脆弱な段階への食品防御措置の表示例は附則 C を参照のこと。 

5.5 検査手順の制定 

食品防御措置の検査手順を制定し、直ちに食品防御措置実施の不適切または失敗の状況を発見するこ

と。 

5.6 是正手順の制定 

食品防御措置の是正手順を制定し、食品防御措置実施の不適切または失敗を発見した場合、事件・事

故の結果を評価して対応する措置を取り、同時に食品防御措置を改善または再制定すること。 

5.7 検証手順の制定 

食品防御計画の検証手順を制定すること。検証には確認、脆弱な段階の検証、全体検証を含む。検証

手順には検証の方法と頻度が含むこと。 

5.8 緊急プランの制定 

企業は起こりうる食品防御緊急事件を識別し、緊急プランを制定すること。緊急プランには以下を含

むが、これらに限るものではない。 

a) 緊急プラン実行者の職責と権限。 

b) 緊急措置および避難。 

c) 汚染または危害を引き起こす可能性のある製品が販売段階に混入することを防止する。 

d) 販売段階に入った汚染または危害を引き起こす可能性のある製品に対して、リコールを実施する。 

e) 汚染を受けた製品の安全処置。 

f) 緊急事件発生時に、権利取得者が企業に立ち入ることを許可する規定。 

g) 緊急連絡先リストを確立すること。食品防御に対する脅威が発生した、または製品が汚染を受け

た場合、直ちに関係者に通知すること。緊急連絡先リストには関連する政府機関、企業の責任者、

供給業者、輸送会社、販売会社などの連絡先を含むこと。連絡先情報は定期的に検証し、随時更

新すること。 

企業は定期的に緊急プランの訓練と評価を行うこと。特に食品防御緊急事件が発生した後、緊急プラ

ンの実施効果について評価を行うこと。必要であれば、緊急プランの改定を行うこと。 

5.9 記録保持手順の制定 

食品防御プランの活動は記録し、記録の表記、収集、項目編集、ファイリング、保存、保管、処分な

どの管理規定を制定し、実施すること。すべての記録は偽りなく、正確、規範的でありトレーサビリティ

を有し、保存期間は少なくとも 2 年とする。 

6 食品防御計画の実施 

6.1 認可 

食品防御計画は企業の最高管理者の認可を得なければならない。 

6.2 責任及び権限 

最高管理者は食品防御グループの責任と権限の徹底を確保し、秘密保持協定を締結すること。 

6.3 資源の提供 

食品防御計画の実施を保障するため、最高管理者と関係者は必要な資源の提供を確保すること。 

6.4 訓練 
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全従業員に対して食品防御計画に関する知識の訓練を行い、訓練は関連する責任と秘密保持要件を考

慮し、また訓練の効果に対して評価を行うこと。訓練に関する記録を保持すること。 

6.5 制御の運用 

食品防御計画の各種措置と手続きは、引き続き効果的に実施され、対応する記録が保持されること。 

6.6 意思疎通 

内部と外部との効果的な意思疎通メカニズムを確立し、実施し、保持すること。 

企業内関係者が食品防御計画の事項について、随時意思疎通を行うことを保証すること。企業従業員

は疑わしい状況を監督し、報告する意識と責任を持つこと。 

企業は、食品チェーン・販売チェーンの範囲内にある供給者、消費者、政府機関およびその他の影響

を及ぼす関係者と随時必要な意思疎通を確保すること。 

7 食品防御計画の検証と改善 

 

7.1 検証 

7.1.1 確認 

7.1.1.1 食品防御評価と食品防御措置の確認 

食品防御評価と食品防御措置に対して、毎年少なくとも 1 回確認し、記録を保持すること。 

製品または加工過程の変更、または他の食品防御評価に影響する状況が起こった場合、改めて食品防

御評価の確認を行うこと。必要な場合、確認の結果に基づいて食品防御評価の改訂を行うこと。 

食品防御評価の変更、または他の食品防御措置に影響する状況が起こった場合、改めて食品防御措置

の確認を行うこと。確認の結果に基づき、食品防御措置を改訂するか、食品防御措置を改訂しない根拠を

保持すること。 

7.1.1.2 食品防御計画の有効性の確認 

食品防御計画の有効性に対して確認を行い、記録を保持すること。 

食品防御計画の実施前および変更後に確認を行うこと。 

確認の結果により、上記の要件を満たさないことが判明した場合、食品防御計画の改訂または再確認

を行うこと。 

食品防御計画の有効性の確認評価表示例は、附則 D を参照。 

7.1.2 脆弱な段階の検証 

食品防御評価を経て確定された脆弱な段階は、食品防御措置を取った後、食品防御措置の効果につい

て再度評価と検証を行うこと。 

7.1.3 全面的検証 

定期的に食品防御措置について演習を行うこと。演習は食品防御評価の内容に従って、ある段階をラ

ンダムに選択して行い、脆弱でない段階についても演習を行うこと。 

食品防御グループは定期的に食品防御措置の実施状況について全面検証を行い、検証は企業のすべて

のエリアと段階について策定、網羅すること。検証過程で判明した不合格項目は、ただちに是正措置を取

り、必要であれば食品防御計画を改訂し、改訂後に再度食品防御措置の実施状況の検証を行うこと。 

7.1.4 企業は検証手順に従って食品防御計画について検証を行い、記録を保持すること。 

7.2 改善 

リアルタイムで食品防御計画を更新、改善を継続し、食品防御計画の有効性を確保すること。 
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附則 A 

（資料的附則） 

食品防御評価ガイドラインの例 

 

A.1 外部 

A.1.1 工場敷地は塀、フェンスなどの必要な設備により、許可を得ていない人の入場を制限すること。出

入りする人には登録を行い、人員と車両に対して検査を実施し、工場敷地の外周と工場敷地内部に対し定

期的に巡視を行うこと。 

A.1.2 工場敷地の周囲、工場敷地内には監視設備または夜間照明設備を設置し、すべての疑わしい活動

を発見できるようにすること。 

A.1.3 工場敷地の周囲は、通常の門以外の出入り口に自動ロックまたはその他の出入り制限措置を取り、

自由な出入りを防止すること。 

A.1.4 企業に入る訪問者について、事前に通知を受け、写真付きの身分証、工場入場証などで身分確認を

行うこと。訪問者には見学または作業が許可されたエリアのみへの入場を許可する。 

A.1.5 下記の施設は安全防護措置を取り、外部の人の立ち入りを防止すること。 

a) 正門とその他の門には、それぞれ厳格さが異なる制御措置を取り、頻繁には使用しない出入口に

は、より厳格な監視管理措置を取ること。 

b) 工場敷地または作業現場の窓は中からのみ開けられること。開放禁止の窓には表示をつけ、通常

開けない窓はすぐに識別でき、対応措置をとることできるようにすること。 

c) 屋上の開口部には合理的で効果的な管理措置を施すこと。熱供給、通風、空調などのシステムにつ

いては、許可された人員のみが接触を許され、屋上に至る通路は封鎖管理措置を施すこと。 

d) 通風口の設計は、人為的な破壊防止を考慮すること。通風口の位置は、近づきにくいエリアとする

こと。 

A.1.6 工場敷地に入る輸送機関は、以下のような十分な措置を取って監視できるようにすること。 

a) 輸送車両を登録し、定期的に検査し、車両操作員の配置計画と管理措置を有すること。 

b) 工場敷地へ出入りする私的（職員、訪問者）な輸送機関を管理すること。 

c) 私的な輸送機関を登録し、必要な場合は携行品を検査すること。 

d) 商業輸送機関が出入りする路線、停車するエリアを規定し、管理すること。 

A.2 内部 

A.2.1 作業現場の設計配置は、敏感なエリア、重要度の違いなどに従って隔離する。人員の入場を制限す

るエリアには、警告表示があること。 

A.2.2 作業現場の各エリア、特に大規模な材料混合エリアなどの敏感なエリアには、十分な停電時緊急

灯を置くこと。 

A.2.3 内部施設と加工過程は、監視を行う。企業は映像システムなどによって監視を行い、監視映像ファ

イルは少なくとも製品の品質保証期間までは保存される。 

A.2.4 作業現場は入場管理措置を施すこと。作業現場には緊急警報システムを設置し、それには火災警

報とその他の緊急の状況が起こったときの避難系統を含み、定期的に検査または演習を行い、従業員の避

難経路、避難命令などに統一された要求があること。 

A.2.5 訪問者またはその他の加工エリア以外の人員が作業エリアに入る前には身分の確認、資格の許可

などを行い、全行程で管理者が随行し、記録を保持すること。 

A.2.6 作業エリア内には有毒有害物質を隠せる場所がないこと。 

A.2.7 作業エリア内の消毒薬、洗浄剤などは専門の保管場所を設け、専任の担当者が管理すること。 

A.2.8 トイレ、個人のロッカーおよび保管エリアなど、個人の物品を置きやすい場所には、定期的に検査
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を行うこと。 

A.2.9 工具保管場所は専任の管理者が責任を負い、受領照査と使用管理制度を確立すること。 

A.2.10 排気システムは合理的に設計し、異物または正体不明のガスの進入を防止する施設があること。 

A.2.11 端材処理エリアは、廃棄物、気流の逆流が起きにくく、人為的破壊がないこと。 

A.2.12 通風系統、空調系統、給水系統、給電系統、消毒設備、PC 系統などには許可のない人の入場を

防止する措置を取り、定期的に検査すること。 

A.2.13 設備メンテナンスは関係者の認可を得て、許可された人員が行い、メンテナンス記録を保持する

こと。 

A.3 加工 

A.3.1 加工工程に従いエリアを分けて管理し、異なるエリアの人員は識別しやすい表示で区分されるこ

と。異なる加工エリアには表示があること。 

A.3.2 原材料・補助材料添加エリア、混合加工エリアなど大規模で、多くの成分が混在するエリアは専

門の人員が管理し、継続的に監視すること。 

A.3.3 消毒剤、洗浄剤などの使用は、専任の人員が担当すること。 

A.3.4 製品の輸送と受け渡し過程には、監視を行うこと。 

A.3.5 製品の表示と包装は、制御できる状態にして、窃盗または誤用を防止すること。 

A.3.6 製品の包装と表示には破壊の痕跡を識別できる特性（窒素充填、真空など）を持たせること。 

A.3.7 加工過程では、食品に食用でない物質を故意に添加する、範囲や限度量を超えて食品添加物を使

用し、人類の食用に適さない他の方法で食品を生産加工するなどの問題の発生を防ぐこと。 

A.4 貯蔵 

A.4.1 貯蔵庫の設計は、人為的な破壊を防止できるようにすること。 

A.4.2 貯蔵エリアに入る人員は、許可を得ること。 

A.4.3 貯蔵エリアには入出庫登録管理制度を構築すること。 

A.4.4 貯蔵エリアの衛生と貨物保存には、定期的に検査を行うこと。 

A.4.5 殺虫剤などの有毒有害化合物の保存エリアは加工エリアから遠く離し、訓練を受けた人員が管理

すること。受領と照合の記録を作成すること。有毒有害化合物ははっきりと表示し、有効期間内に使用す

ること。 

A.5 供給チェーン 

A.5.1 食品の原材料・補助材料、包装材料などの供給業者に対して、食品防御能力の評価を行うこと。 

A.5.2 原材料・補助材料の生産管理に対して、食品防御能力の評価を行うこと。 

A.5.3 飼料生産、動物養殖、作物栽培などに対して、食品防御能力の評価を行うこと。 

A.5.4 食品原材料・補助材料、包装材料などの供給業者は、製品のトレーサビリティとリコールの手順

を確立すること。 

A.5.5 原材料・補助材料の生産と供給において、食品に故意に食用でない物質を添加する、範囲や限度

を超えて農薬や食品（飼料）添加物を使用する状況を考慮すること。 

A.5.6 合格供給業者の評価制度を確立、意図的汚染についての評価結果を考慮し、適時に供給業者の提

供する証明文書を取得すること。 

A.5.7 原材料・補助材料、包装材料などの検収要件を制定し、検収を実施する場合、意図的汚染につい

ての評価結果を考慮すること。 

A.5.8 輸送会社に対して食品防御能力の評価を行うこと。 

A.5.9 トラック、コンテナなどの輸送機関は工場エリア内で封鎖して管理を行い、許可を得ていない人
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が近づくことを禁止すること。 

A.5.10 トラック、コンテナなどの輸送機関が貨物を積み卸す場合、訓練を受けた人員が監視を行い、記

録を保持すること。コンテナの外観、温度、冷蔵設備の検査を行い、疑わしい破損がないことを保証する

こと。 

A.5.11 入出荷する品種、数量、品質、ラベルなどが貨物輸送文書と一致していること。 

A.5.12 貨物入出庫時に包装に意図的汚染または人為的破壊の痕跡がないかを検査すること。 

A.5.13 製品輸送トラック、コンテナなどの輸送機関は清潔で無毒であることを保証し、製品間の相互汚

染を避けること。適用されている場合、輸送過程で生きた動物の飼料と飲用水に対して必要な防御を行う

こと。 

A.5.14 返品された製品に対して検収と防御を実施すること。 

A.6 水と氷 

A.6.1 加工用水は国家標準と関連する貿易相手国（地域）の要件に適合すること。 

A.6.2 水源地、中間貯水設備、水処理設備は封鎖され、専任の担当者が管理すること。 

A.6.3 原材料・補助材料の栽培・養殖または事前加工基地の水源地を防御すること。 

A.6.4 製氷設備は専任の担当者が管理し、関係のない人員の進入または接近を防ぐ措置を取ること。 

A.6.5 給水系統は定期的に検査すること。 

A.6.6 加工用水が要件に適合しない場合、ただちに通知と是正を行うこと。 

A.7 人員 

A.7.1 敏感なエリア、たとえば原材料・補助材料、半製品、製品が密接に接触し、大きな範囲で人為的

破壊が起こりやすいエリア（材料混合エリア、包装の充填と密封などのエリア）の担当者に対して、身分

や背景などの調査を行うこと。 

A.7.2 工程、権限の違いにより、従業員に作業服の色、従業員証など、異なる身分識別措置を取ること。 

A.7.3 当番制の担当者または臨時交換要員、たとえば休暇中の人員の代替または新たに加入した人員な

どに対して、人員識別リストを作成すること。 

A.7.4 作業現場の安全レベルが異なるエリアは、対応する進入制限設備と管理措置を備えること。 

A.7.5 従業員と訪問者が出入りする際の携行品には、必要な検査措置を取ること｡ 

A.7.6 従業員および管理担当者に対して、対象を絞ったレベル別の食品防御計画に関する知識の訓練と

テストを行うこと。 

A.7.7 管理担当者は従業員と定期的に交流し、意見や提案を聴取すること。 

A.7.8 処罰、降格、解雇などを受けた人員の状況を追跡すること。 

A.7.9 心理的に不安定な従業員を発見、報告、管理し、またそれに対して心理カウンセリングを行う規

定と手順を有すること。 

A.8 情報 

A.8.1 企業外部（調達先など）と内部（異なる生産管理部門など）の人員に対して接触を許可する食品

防御計画の範囲と内容を規定し、効果的に管理すること。食品防御計画で定められた全過程と内容には、

適切な秘密保持規定があり、効果的に実施されること。 

A.8.2 加工技術、配合などには適切な秘密保持規定があり、効果的に実施されること。 

A.8.3 訪問客、顧客、供給業者の連絡先ファイルを確立し、見学内容、見学エリア、対外公表情報など

に対する評価を行うこと。 

A.8.4 緊急事態処理システムを確立し、関連政府機関との連絡方式、電話番号、FAX 番号を確定し、定

期的に審査して更新し、定期的に連絡方式の有効性を検証すること。 
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A.8.5 専門担当者が国内外の食品安全動向などの情報を収集すること。 

A.8.6 意図的汚染情報（国内外の食品安全動向、メディア報道、顧客からのフィードバック、業界内で

の交流などから得られる）を識別、収集し、意図的汚染が及ぼしうる危害を十分に評価し、焦点を合わせ

て防御措置を取ること。関連する記録を保持して、政府主管部門の検査に備えること。意図的汚染が業界

に普遍的にあることを発見した場合、直ちに政府主管部門に報告すること。 

A.8.7 措置を講じてコンピュータの情報セキュリティとネットワークの安全を確保すること。 

A.9 実験室 

A.9.1 配置が合理的で、食品加工エリアと効果的に隔離されていること。 

A.9.2 許可された人のみに入場を認めること。 

A.9.3 各種の試薬と薬品、特に有毒有害薬品は単独のエリアを設置して専門担当者が管理し、照合管理

台帳を作り、期限を過ぎた薬品の処理は食品防御要件に適合すること。 

A.9.4 試料（陽性の試料を含む）の処理手順を確立すること。 

A.9.5 生きた菌株の貯蔵と処理の手順を制定すること。 
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附則 B 

（資料的附則） 

食品防御評価の表示例 

 

表 B.1 食品防御評価表 

評価内容 脆弱な段階があるか 

評価内容は附則 A を参照。 「はい」または「いいえ」または「適用せず」を記入 

注：本表は食品防御評価表の一つの様式のみを提供し、企業は実情に基づいて制定することができる。 
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附則 C（資料的附則）脆弱な段階の食品防御措置の表示例 

 

表 C.1 脆弱な段階の食品防御措置表 

脆弱な段階 食品防御措置 

附則表 B で確認した脆弱な段階 脆弱な段階に対して取る制御措置 

 

  



 
 
 

 
GB/T 27320-2010 

12 

 

 

附則 D（資料的附則）食品防御計画の有効性の確認表示例 

 

食品防御計画の有効性の確認表示例 

確認内容 確認結果 

1. 食品の防御計画を制定し、すべての脆弱な段階に狙いを定めた制御措置
を制定した 

「はい」または「いいえ」を記入 

2. 食品防御を実施する関係者の職責を明確にした 「はい」または「いいえ」を記入 

3. 食品防御グループのメンバーは他の企業の従業員と食品防御計画の研修
を行った 

「はい」または「いいえ」を記入 

4. 定期的な食品防御措置演習の要求がある 「はい」または「いいえ」を記入 

5. 食品防御計画の定期的検証の要求がある 「はい」または「いいえ」を記入 

6. 適切な秘密保持措置がある 「はい」または「いいえ」を記入 

7. 現地公安とその他の関連政府機関の緊急連絡先情報があり、定期的に更
新され、信頼できる連絡手段がある 

「はい」または「いいえ」を記入 

8. 緊急プランを制定し、定期的に演習を行っている 「はい」または「いいえ」を記入 

9. 効果的な内外部の意思疎通メカニズムが確立されている 「はい」または「いいえ」を記入 

10. リコール計画を制定し、リコール製品の適切な処理を保証できる 「はい」または「いいえ」を記入 

11. 意図的汚染情報一覧表、評価結果、制御措置がある 「はい」または「いいえ」を記入 

結論の確認： （「有効」または「さらなる改訂が必要」を記入）  

 

  

 

 


