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注意事項・免責事項

• 本事業は、農林水産省食料産業局輸出促進グループの委託により、アクセンチュア株式会
社が実施したものであり、本報告書の内容は農林水産省の見解を示すものではありません。

注
意
事
項

• 農林水産省及び委託事業者であるアクセンチュア株式会社とその関連会社は、本報告書
の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的損
害及び利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原
因に基づき生じたか否かにかかわらず、一切の責任を負うものではありません。これは、た
とえ、農林水産省及び委託事業者であるアクセンチュア株式会社とその関連会社がかかる
損害の可能性を知らされていた場合も同様とします。

• 本報告書は信頼できると思われる各種情報に基づいて作成しておりますが、その正確性、
完全性を保証するものではありません。農林水産省及び委託事業者であるアクセンチュア
株式会社は、本報告書の論旨と一致しない他の資料を発行している、または今後発行する
可能性があります。

免
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事
項
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調査目的・背景

調査項目 目的・背景 調査のポイント 主な関連過去調査

国内における
自治体HACCP等の

実態調査

• 2016年から、FSMAにおいてHACCP対
応が必要になるが、中小規模層の
HACCP導入率は27%と伸び悩んでいる。
現状のままではFSMA非対応となり、米
国への輸出が出来なくなることが懸念
される

• 国内のHACCP認証制度は、①総合衛
生管理製造過程承認制度（マル総）、②
都道府県等における取組、③業界単体
等における取組、④大手小売業者等に
おける取組の４つが挙げられるが、これ
らの制度上の差異は総覧的には把握
できておらず、それぞれの制度がFSMA
にどの程度対応しているのかを詳細に
把握する必要がある
（中小規模層は主に自治体が独自に構
築した44の衛生管理認証制度を導入
(導入率27%のうち、20%が自治体
HACCP)）

• 第２回部会までにFSMAにおけるHACCP
認証基準の整理

• 第３回部会までに整理したFSMAにおける
HACCP認証基準をベースに、国内の
HACCP認証制度の比較表を作製

 調査対象の優先順位としては、マル
総、都道府県等における取組、業界
団体等における取組、大手小売業者
等における取組の順

• 国内の各制度がどの程度FSMAに対応し
ているのか検証

• 2012年度米国食品安全強化法の解説
（JETRO：2012年10月）

 米国に食品を供給する日本企業・
日系企業による同法の各規定の施
行に向けた準備の一助となることを
目的とし、食品安全強化法の各規
定の内容について解説したもの

• 2013年度米国の食品安全・輸入関連制
度の解説（JETRO：2014年３月）

 米国の食品安全・輸入関連制度の
概要を示したもの
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調査報告書サマリ（米国FSMA制定内容の調査）

調査名 米国FSMA制定内容に関する調査
調査
内容

•ＦＳＶＰにおけるＦＤＡの検査項目

• ＦＳＭＡの適用の優先順位
対象国 米国

4

ＦＳＶＰにおける
ＦＤＡの検査項目

調査内容

• ＦＳＶＰにおいて、ＦＤＡが海外の製造業
者への検査を行う際には、どのような点
を確認するのか、ＦＤＡの検査項目を調
査

• ＦＳＭＡ規則施行後、どのような順序で
適用対象となる食品に法を適用していく
のか、ＦＳＭＡ適用の優先順位を調査

ＦＳＭＡの適用の
優先順位

調査結果

• ＦＳＶＰにおけるＦＤＡによる製造業者へ
の検査では、危害要因分析に関する記
録の整備状況と、危害要因分析におけ
る検査項目についてチェックが行われる
と考えられる

• ＦＳＭＡ204条で記録保管義務を課す「Ｈｉ
ｇｈ Ｒｉｓｋ Ｆｏｏｄｓ」リストをＦＤＡが策定
中。ＦＳＭＡ規則適用の優先順位を決定
する際にも、この「Ｈｉｇｈ Ｒｉｓｋ Ｆｏｏｄｓ」
リストが参考になると考えられる
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ＦＳＭＡの海外の食品供給業者に関するこれまでの主な動き

海外の食品供給業者に対してもＨＡＣＣＰの基本原理導入が義務付けられ、一義的に米国の輸入業者が海
外の食品供給業者の規則順守状況をモニタリングすることとされた。

食品安全計画の策定・実施の義務付け（第103条）

【原則】

ＦＤＡが所管する全ての食品関連施設に対して、ＨＡ
ＣＣＰの基本原理を導入

【対象外】

• 水産物

• ジュース

• アルコール飲料

• 食肉・食肉製品

• 栄養補助食品

【適用除外】

年間総売上が、100万ドル未満の「零細企業」

外国供給業者検証プログラム（第301条）

一義的に、米国の輸入業者が外国供給業者の規則
遵守状況をモニタリングする

第三者監査制度（第307条）

第三者監査人の認定制度を創設

• ＦＤＡが認定機関を認定し、認定機関が第三者
監査人を認定

• 「任意適格輸入業者プログラム」（第302条）や、
「輸入食品に対する証明書の要求」（第303条）
においては第三者監査人の証明書が必要にな
る

予防的措置部分 第三者によるチェック体制

出典：ＪＥＴＲＯ 「米国食品安全強化法～ジェトロのＦＤＡ提出コメントご紹介等～」
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ＦＳＶＰに関する追加規則案の概要（１ /３）

2014年９月、ＦＤＡは食物に起因する疾病の予防に役立てることを目的とした４つの規則案の修正を提案した。

2. 人体用食品の予防管理に関する規則案〈第101~116条〉
 対象となる農場の定義、免除対象となる零細企業の定義、製品試験/環境監視/供給業者管理に対する義務化の

条件、利益追求のための粗悪化による企業への対処等について修正

1. 農産物の安全に関する規則案〈第105条〉
 水質検査や肥料に関する基準、対象となる農場の定義、野生動物の保護に関する扱い等について修正

3. 動物用飼料向け予防管理に関する規則案〈第101~116条〉
 動物飼料に対する生産管理基準の適用範囲、免除対象となる零細企業の定義、製品試験/環境監視/供給企業

管理に対する義務化の条件、利益追求のための粗悪化による企業への対処、農場に付随する飼料工場への適
用等について修正

4. 外国供給業者検証プログラムに関する規則案〈第301条〉
 リスク評価の評価対象、検証プログラムの実施及び検証方法、検証プログラムの文書化内容、検証プログラム

の適用対象、外国供給業者のリスト化について修正

提案されている４つの規則案

輸出への影響が大きい本修正について、次項について詳細を説明
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ＦＳＶＰに関する追加規則案の概要（２ /３）

2014年９月、ＦＤＡは外国供給業者検証プログラム（ＦＳＶＰ）規則案に関して追加案を発表し、２回目のパブ
リックコメントに付した。当初規則案からの主な変更点は下記の通り。

出典：ＦＤＡホームページ：http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm414878.htm
ＪＥＴＲＯホームページ： http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/foods/fsma.html

2014年09月26日 ＪＥＴＲＯシカゴ事務所発メルマガ

 輸入業者が輸入食品及びその食品の供給業者
に対してリスク評価を行うとしていたが、その評
価対象が明確ではなかった

 下記をリスク評価の対象とし、文書化することと
している

• 外国供給業者だけでなく、その輸入品の原材
料を扱っている業者等、危害を管理すべき対象

• 外国供給業者における食品の安全に関する社
内の手続きや慣行など

• ＦＤＡによる警告書やインポートアラートを含む、
外国供給業者におけるＦＤＡ諸規則の順守状
況

• 食品危害に関するテスト結果、食品安全に関
する監査結果、これまでの是正措置に関する
記録等の外国供給業者におけるこれまでの食
品安全に関する取組実績など

 リスク評価の頻度は輸入業者が判断できるが、
入手情報から新しいリスクがあると判断した時は
速やかにリスク評価を実施する必要がある

輸入業者による輸入食品及び当該食品の
供給業者に対するリスク評価の対象が明確化

された

 リスク評価の結果、「合理的に起こりうる危害」が
あると判断された場合に、危害要因分析が求め
られていた

 リスク評価の結果、「既に知られているか、ある
いは合理的に予見可能な危害」があると判断さ
れた場合に、危害要因分析を行うものとして、危
害要因分析対象を限定した

• 「既に知られているか、あるいは合理的に予見
可能な危害」とは、通常ＨＡＣＣＰでいう「重要な
危害」を指すことを明言

• 危害の種類として、微生物的危害・化学的危
害・物理学的危害等が考えられるが、企業利益
を優先するために意図的に混入物を加えた場
合等も加えられた

 危害要因分析において、輸入食品及び当該食品
の製造過程で「重要な危害」がないと輸入業者
が判断した場合には、輸入業者は当該輸入食品
及び当該食品のメーカー等に対する外国供給業
者の検証プログラムを実施しなくてもよいとした

輸入業者が行う危害要因分析対象の限定と、
輸入業者による外国供給業者の
検証プログラム実施が緩和された

 外国供給業者による食品の危害管理が適切に
行われているか、輸入業者が検証することとされ
た

 外国供給業者の検証プログラムの対象となるの

は、輸入業者によるリスク評価において「既に知
られているか、あるいは合理的に予見可能な危
害」があると判断された場合に限ることを明示

 下記4つの検証方法のうち、少なくとも1つ以上の
方法を、輸入業者が自分で選択して実施すれば
よいことを明確にした

• 実地監査（監査の訓練を受けており、経験があ
る有資格者による監査である必要がある）

• 食品のサンプルテスト（輸入業者と外国供給業
者のどちらが実施してもよい）

• 外国供給業者による食品安全に関する記録の
レビュー

• その他リスクベースで検証するのに適切な方
法

外国供給業者による危害管理と
輸入業者による検証方法が明確化された

従前案

追加案

従前案

追加案

従前案

追加案

リスク評価の評価対象について 検証プログラムの実施について 検証プログラムの検証方法について

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm414878.htm
http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/foods/fsma.html
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ＦＳＶＰに関する追加規則案の概要（３ /３）

2014年９月、ＦＤＡは外国供給業者検証プログラム（ＦＳＶＰ）規則案に関して追加案を発表し、２回目のパブ
リックコメントに付した。当初規則案からの主な変更点は下記の通り。

 輸入業者が実地監査を実施する場合に、監査
内容のすべてについて文書化する必要はないこ
とを明示し、下記5点の文書があればよいとした

• 監査手順
• 監査実施日
• 監査結果
• 監査実施後に是正措置をしていれば、その内
容

• 監査が有資格者によって実施されていることが
分かるもの（監査実施主体の妥当性を証明す
るもの）

 検証プログラムにおいて、輸入業者または外国
供給業者が食品のサンプルテストを行う場合に
は、下記7点の文書化を求めている

• テストを行った食品名
• テスト実施日付
• テストしたサンプル数
• テスト内容（分析手法等）
• テスト結果
• テスト後に是正措置をしていれば、その内容
• 研究機関など、テストを実施した機関名

ＦＤＡが確認する可能性のある、
検証プログラムに必要な文書化の内容が

明示された

 食品安全計画と外国供給業者検証プログラムに
ついて、規則の適用対象外とする零細企業の範
囲を、年間食品売上高50万ドル未満（インフレ調
整後）としていた

 規則の適用対象外とする零細企業の範囲を、年
間食品売上高100万ドル未満（インフレ調整後）
として、範囲を緩和した

食品安全計画と外国供給業者検証プログラム
について、規則の適用対象外とする
零細企業の範囲が緩和された

 輸入業者は、輸入している外国供給業者のリス
トを作成することが求められていた

 取り扱う輸入商品が入れ替わる中で、随時リスト
を更新することは輸入業者に煩雑な事務負担を
課す原因になることが予想されるため、輸入して
いる外国供給業者のリスト化までは求めないこと
を明示

 各輸入業者において、リスク評価に基づいて承
認した外国供給業者からの食品であることを実
証する手続きを書面で定め、実際にそれにお基
づいて輸入業者を選定したことが分かるような文
書を作成するなど、輸入業者が何を根拠に外国
供給業者と取引をしたのか、事後説明できるよう
な内部管理体制を求めている

輸入業者による外国供給業者のリスト化が
緩和された

追加案 従前案

追加案

従前案

追加案

出典：ＦＤＡホームページ：http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm414878.htm
ＪＥＴＲＯホームページ： http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/foods/fsma.html

2014年09月26日 ＪＥＴＲＯシカゴ事務所発メルマガ

検証プログラムの文書化内容について 検証プログラムの適用対象について 外国供給業者のリスト化について

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm414878.htm
http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/foods/fsma.html
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ＦＤＡによるＦＳＶＰにおける製造業者への検査項目

ＦＳＶＰにおけるＦＤＡによる製造業者への検査では、危害要因分析に関する記録の整備状況と、危害要因分
析において、具体的な質問がなされると考えられる。

出典：ＦＤＡホームページhttp://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm334120.htm
ＦＤＡへのヒアリング
弊社内有識者へのヒアリング

下記書類を整備しているか？

【Codex手順２ ：製品の特徴の確認】
• 食品、原料、加工処理方法についての一般的

な記述

【Codex手順３：製品の使用方法の確認】
• 顧客の使用用途、流通の全過程における保

存方法（温度等）の適切な指示
• 食品の消費者の特定

【Codex手順４：製造工程一覧図の作成】
• 工程フロー図

記録の整備 危害要因分析における質問事項

危害要因分析において下記事項に関する質問事項
を満たしているか？

• 原材料
• 食品の物理的特徴と成分
• 加工処理手順
• 食品の微生物含有
• 施設デザイン
• 設備デザイン
• パッケージ
• 衛生
• 従業員の健康、衛生状態、教育
• 包装課程から利用者までの保存状態
• 使用目的
• 対象となる消費者

※具体的な質問事項については次ページ以下に掲載

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm334120.htm
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《参考》ＦＤＡによるＦＳＶＰにおける製造業者への検査項目一覧（１ /２）

危害要因分析における質問事項（ヒアリングより）

原材料
1. 当該食品が微生物的危害（例えばサルモネラ菌、黄色ブドウ球菌 ）、化学的危害（例えばアフラトキシン、抗生物質、農薬の残留）、物理的危害（石、ガラス、金属）を示す

ような、慎重に扱うべき原材料を含んでいないか？
2. 当該食品の合成、取扱いの際に安全な水、氷、蒸気を使用しているか？
3. どこから調達したか？（例：物理的地域、特定の供給業者）

内因子 –食品の加工中、加工後の物理的な特徴と成分（例：pH、酸味料の種類、発酵性糖質、水分活性、保存料）。
1. 当該食品成分が制御されていない場合、どのような危害が起こりうるか？
2. 食品加工中に病原菌の生存/増加、毒素の生成は起こりうるか？
3. 加工流通過程において、２のステップ後、病原菌の生存/増加や毒素の生成は起こりうるか？
4. 市場に同じような製品があるか？それらの製品の安全記録はあるか？それらの製品に関連してどのような危害があるか？

加工処理の手順
1. 工程には病原菌を死滅させる制御可能な処理ステップが含まれているか？その場合、どの病原菌か？増殖性細胞と胞子の両方を考慮している。

2. 当該製品が加工処理（例：調理、低温殺菌）とパッケージ過程の間で汚染に晒される場合、生物学的、化学的、物理学的危害のそれぞれでどのような危害が起こりやす
いか？

食品の微生物含有
1. 当該食品においてどのような微生物含有が一般的か？
2. 消費される前に当該食品が普通に保存される期間中、微生物の数は変化するか？
3. 微生物の数が変化する場合、当該食品の安全性は変化するのか？
4. 上記３つの質問に対する回答は、ある種の生物学的危害が起こりうる可能性が高いということを示唆しているか？

施設のデザイン

1. 当該施設のレイアウトは、食品の安全性にとって必要な場合、原料と調理済み食品を適切に分離できるようになっているか？そうでない場合、どのような危害が調理済み
食品を汚染する可能性があるか？

2. 当該製品のパッケージエリア内の正圧は保たれているか？それは食品の安全性にとって重要か？
3. 人や設備の移動パターンは汚染の大きな原因となるか？

設備デザイン、使用
1. 当該設備は食品の安全性に必要な時間・温度制御ができるようになっているか？
2. 当該設備のサイズは加工処理される食品の量に相応しいか？
3. 当該設備の性能の変化が安全な食品を製造するのに必要な許容範囲に留まるように満足に制御できるようになっているか？
4. 当該設備は安定しているか、それとも頻繁に壊れやすいか？
5. 当該設備は清掃と殺菌がしやすいように設計されているか？
6. 当該製品がガラス片のような有害物質に汚染される可能性があるか？

出典：ＦＤＡホームページhttp://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm334120.htm
ＦＤＡへのヒアリング
弊社内有識者へのヒアリング

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm334120.htm
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《参考》ＦＤＡによるＦＳＶＰにおける製造業者への検査項目一覧（２/２）

危害要因分析における質問事項（続き）（ヒアリングより）

7. 消費者の安全性を高めるのにどのような製品安全装置が用いられているか？
（金属探知機・磁石・シフター・フィルター・ふるい・温度計・魚骨除去装置・不合格品探知機）

8. 設備の一般的な摩耗は当該製品に物理的危害（例えば金属片）が起きる可能性にどの程度影響を与えるか？
9. 食品ごとに別の設備を使うといったアレルゲン対策規約は必要か？

パッケージ
1. パッケージ方法は微生物病原菌の増加、毒素の生成に影響を及ぼすか？
2. 安全性のために必要な場合、パッケージに「要冷蔵」とわかりやすく表示されているか？
3. パッケージには消費者用に安全な扱い方や調理方法が記されているか？
4. パッケージには微生物汚染の侵入を防ぐように壊れにくい材料が使われているか？
5. 不正開封の跡がすぐ分かるパッケージ機能が使われているか？
6. 各パッケージ、箱にはコードが見やすく正確に付けられているか？
7. 各パッケージには正しいラベルが付けられているか？
8. ラベルの原材料リストの中にアレルゲンの可能性のある原材料が含まれているか？

衛生
1. 衛生管理は加工処理される食品の安全性に影響を及ぼすか？
2. 施設と設備は食品を安全に扱うことができるように容易に清掃と殺菌ができるか？
3. 当該食品の安全性の確保に必要な衛生環境を一貫して十分に提供することができるか？

従業員の健康、衛生状態、教育
1. 従業員の健康や個人の衛生管理が加工処理される当該食品の安全性に影響を及ぼすか？
2. 安全な当該食品の生成を確かなものにするために従業員が管理しなければならない工程と要因を従業員は理解しているか？
3. 当該食品の安全性に影響を及ぼす問題があった場合、従業員はそれを管理責任者に報告することになっているか？

包装過程から利用者までの保存状態
1. 当該食品が間違った温度で適切に保存されない可能性はどのくらいあるか？
2. 不適切な保存方法により、微生物学的に安全ではない食品が生じるか？

使用目的
1. 当該食品は消費者によって加熱されるか？
2. 残りが出る可能性があるか？

対象となる消費者
1. 当該食品は一般の大衆を対象にしたものか？
2. 当該食品は病気になりやすい人を対象にしたものか（例えば乳児、高齢者、衰弱したり免疫機能に障害を持つ人）？
3. 当該食品は公共用か家庭用か？

出典：ＦＤＡホームページhttp://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm334120.htm
ＦＤＡへのヒアリング
弊社内有識者へのヒアリング

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm334120.htm
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対象品目への規制適用における優先度

103条の適用対象となる食品のうち、ＦＤＡでは、ＦＳＭＡ204条に基いて記録保管義務を課す「Ｈｉｇｈ Ｒｉｓｋ Ｆ
ｏｏｄｓ」リストを策定中。ＦＳＭＡ規則適用の優先順位を決定する際にも、この「Ｈｉｇｈ Ｒｉｓｋ Ｆｏｏｄｓ」リストが
参考になると考えられる。

出典：ＦＤＡホームページ：http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm380210.htm

「iRISK」ホームページ： https://irisk.foodrisk.org/Default.aspx

FDA ”FDA’s Draft Approach for Designating High-Risk Foods as Required by Section 204 of FSMA”

ＪＥＴＲＯ 「2012年度 米国食品安全強化法の解説」

【ＦＳＭＡ204条】
食品のトレーサビリティー（追跡可能性）を確保するため、 「Ｈｉｇｈ Ｒｉｓｋ Ｆｏｏｄｓ」については２年間の記録保存義務を課している。
そして、現在 ＦＤＡは「Ｈｉｇｈ Ｒｉｓｋ Ｆｏｏｄｓ」リストを策定している。

「Ｈｉｇｈ Ｒｉｓｋ Ｆｏｏｄｓ」リストの策定方法

• 病気の発生頻度
• 病気の治療期間や入院率、死亡率を考慮

した病気の重症度
• 食物の汚染可能性
• ハザード（微生物）の成長可能性や寿命

の長さ
• 食品の消費状況
• リストに指定することによる経済的影響

米国FDAは、ＦＤＡの食品リスク分析ツールである「iRISK」を使用して、食品と危害の組み合わせをランキング付けし、７つの基準に沿って「Ｈ
ｉｇｈ Ｒｉｓｋ Ｆｏｏｄｓ」を選定すると考えられる。

FDAが選定した基準

- - - - -

- - - - -

- - - - -

「Ｈｉｇｈ Ｒｉｓｋ Ｆｏｏｄｓ」
リスト

• 「iRisk」は、ＦＤＡが持つＷｅｂベースのリス
クランキングツール

• 「iRisk」のプログラムは、データを統合して
結果を生成するための数学的なロジックと
モンテカルロシミュレーションを使用
（モンテカルロシミュレーションは、様々な事象を乱
数に対応させ、数千回から数万回 にわたって乱数
を発生させて対応した事象が何回発生するか、ど
れくらいの確率で起こるのか、 などをシミュレート
する方法）

• 「iRisk」は公開され、一般に使用できる

「iRISK」

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm380210.htm
https://irisk.foodrisk.org/Default.aspx
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《参考》「 i R I SK 」の分析内容

入力

出典：FDA “FDA Risk Modeling Tools for Enhancing Fresh Produce Safety: Modeling the Interface between the environment and Produce”

http://www.usda.gov/oce/risk_assessment/risk_forums/FDA%20Risk%20Modeling%20Tools72314.pdf

FDA   “A Closer Look at FDA-iRISK”

http://www.fda.gov/downloads/Food/FoodScienceResearch/UCM316706.pdf

FDA ”FDA’s Draft Approach for Designating High-Risk Foods as Required by Section 204 of FSMA”

入力情報

アウトプット・
イメージ 飲食する

機会
疾病の総数

１食あたりで
疾病にかかる
平均数

障害調整
生命年（Ｄ
ＡＬＹ）

１食あたりで
損失される
健康状態の
平均年数

想定するシナリオ

ピーナッツバターに含まれるサルモネ
ラ菌に罹患するリスク

熟成ソフトチーズに含まれるリステリア
菌によって妊婦が罹患するリスク

熟成ソフトチーズに含まれるリステリア
菌によって中年層が罹患するリスク

熟成ソフトチーズに含まれるリステリア
菌によって60歳以上の高齢者が罹患

するリスク

1.70E+10 3320 1.95E-7 62.5 3.67E-9

1.20E+7 0.805 6.70E-8 11.1 9.25E-7

1.80E+8 2.25 1.25E-8 5.79 3.22E-8

1.70E+9 0.213 1.25E-10 1.06 6.24E-10

プロセスに関するモデル*1

食品の種類 ハザード 母集団の人数 食品の消費パターン

用量反応関係*2 障害調整余命年数（ＤＡＬＹ）テンプレート*3

＊1 加工流通の様々な過程における、ハザード発生確率と濃度変化等
＊2 生物に対して化学物質や物理的作用を与えたときに、物質の用量・濃度や作用強度と、生物の反応（薬効や有害性など）との

間に見られる関係
＊3 集団の健康状態を死亡損失及び障害損失として定量的に捉えることのできる年数

４つのリスクを比較すると、１食あたりの罹患可能性は「ピーナッツバターに含まれるサルモネラ菌」が高いが、健康状態の損失という
重みまで鑑みた場合、「熟成ソフトチーズに含まれるリステリア菌によって妊婦が罹患するリスク」が最も高いことがわかる

http://www.usda.gov/oce/risk_assessment/risk_forums/FDA Risk Modeling Tools72314.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/FoodScienceResearch/UCM316706.pdf


14

調査内容

自治体・業態団体が実施する衛生管理認証制度について、主にCodex７原則12手順の網羅性を検証するた
め、ＦＤＡの水産ＨＡＣＣＰ要件及びマル総の認証基準との比較を調査実施した。

• 認証の対象となっている食品目の状況
• 認証基準が、どの程度Codex７原則12手順に準拠しているかどうかの分類と分析
• 認証方法についての分類

国内には自治体や業界団体、民間機関が実施する様々な衛生管理認証制度がある。都道府県が実施する26制度と市町村が実施する15制度、
業界団体のうち、認証基準を公開している一部制度を対象に調査を行った。（※厚労省の食品衛生管理に係る認証制度等の調査結果（平成25年
２月28日現在）及び食品産業センターのエリア別自治体HACCP等認証制度のうち、調査可能なものを対象とした）

調査対象とした認証制度

調査方法

調査内容

米国FDAがＦＳＭＡによって食品メーカーに要請するHACCP的管理について、現時点では、Codexの７原則12手順に準拠すると認識した。そこで、
まず、米国水産食品ＨＡＣＣＰアライアンス協会が発行する講習会用の教材を基に、ＦＤＡの水産ＨＡＣＣＰで必要とされる要件を比較基準とした。
また、ＨＡＣＣＰに基づいて制定された国内の「総合衛生管理製造過程承認制度（マル総）」の認証基準も基準比較とした。これら、ＦＤＡの水産
ＨＡＣＣＰで必要とされる要件及びマル総の認証基準と、国内認証機関の認証基準を比較した。

総合衛生管理製造過程承認制度
の認証基準

自治体・業界団体が実施する認
証制度の認証基準

ＦＤＡの水産ＨＡＣＣＰ要件

自治体

市町村
（15制度）

都道府県
（29制度）

業界団体 民間機関

（４制度）
※市町村１制度、業界団体２制度については、非公開かつ資料未取得であるため、未調査
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調査報告書サマリ（国内のHACCP認証制度の比較調査）

調査名 国内食品衛生認証制度に関する調査
調査
内容

•都道府県が実施する認証制度の内容を比較調査し、認証
基準がCodex７原則12手順を網羅しているか分析

対象国 日本

15

①認証対象
食品

自治体が実施する認証制度の約５割が、認証対象となる食品を限定していない。対象を限定している制度
おいては、リスクの高い食品を対象に認証対象を限定列挙するタイプと、リスクの高い食品のうち特に地域
の特産品については具体的に列挙するタイプがある。

②認証基準
規定方法

対象食品を限定していない制度では認証基準は単一。対象食品を限定している制度では、各対象食品に
共通の基準のみを規定している制度と、全て食品毎に基準を規定している制度、共通基準の他に一部食品
毎に基準を規定している制度がある。

③認証基準
項目比較

Codex7原則12手順の全てについて認証基準の項目として公開している制度は５制度にとどまる。不足して
いる項目が２項目以下の制度を含めても約４割。

④認証方法

認証の仕方では、認証の種類と評価方式において制度間の違いがある。種類については、約８の制度が１
種類のみであるが、一部の制度ではＨＡＣＣＰ導入のレベルに応じて、段階的に、複数の認証の種類をもつ。
評価方式については、約５割の制度は、すべての基準項目を満たした場合に認証しており、他の制度は、
一定以上の基準を満たした場合に認証している。

⑤その他
（公開・更新）

約９割の制度が、ホームページ上で認証基準を公開している。
約６割の制度が３年ごとに認証を更新する必要がある。


