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新しい行動・生活様式
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お客さまからのお問合せ件数

“原産国が〇〇〇（新型コロナウィルス発生国）だが大丈夫か？”
“原産地はどこか？ 〇〇〇国のだったら心配”
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6月 中国「サーモンか
らコロナ」疑惑 報道

8月 中国「輸入鶏肉から
コロナ」疑惑 報道

報道をうけての問合せ影響なし



お客さまからの問合せ

●パッケージに〇〇産（外国）とあるけど大丈夫か？ 新型コロナ
ウィルスが流行っているよね。

●コロナウイルスに感染した人が工場で作っていたらウイルスが付着
しているのではないか。

●殺菌消毒しているか。食品から感染しないとは言われているけど、
今までなかったウィルスだからこれまでの殺菌では不十分なんじゃな
いか。どっちにしても、コロナウイルスで検証はできないでしょう。



新型コロナウィルス防疫対策

●お客さま及び従業員の健康と生活を守る

●地域社会にて一番「安全・安心」なお店

●防疫が生活の一部となる社会の実現

実現には、パートナー企業の「安全」を守ること
も必要

※イオン新型コロナウィルス防疫プロトコル（6月30日）
内容はイオン㈱ＨＰ参照ください



危機を転機に

ＩＣＴによる
製造委託先 遠隔監査の

試み



食品安全監査の国際標準化

・生活品質科学研究所の設立
・自社基準による工場監査、
ＰＬ診断

2000年代～

食品安全の
グローバル化

1990年代～

自主基準による
差別化 2016年

GFSI 承認規格の受入

2017年
GFSI GMaPによる監査

2018年
適合率水準引き上げ
（70％ → 80％）

2019年
必須要求事項見直し

2020年下期
GMaP評価に認証機関活用

・直営牧場でのSQF取得
・直営農場でのG‐GAP取得
・PCセンターでのSQF取得
・GFSIへの参画
・PB工場調査へのGFSI活用



ＰＢ委託先評価におけるGFSIの活用

⑤
トレードオフリスク

品質要件、顧客要求、輸出要件

①企業文化、品質保証体制、ＣＳＲ

②食品安全
マネジメント

④
生産能力

生産管理

工程管理

③
開発能力

製造技術

仕様・設計

・ＧＦＳＩ承認プログラム（第三者認証）の受入
または、

・ＧＦＳＩ グローバルマーケットプログラム(GLMp)によ
る第三者評価



グローバルマーケットプログラムについて
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イオンの合格基準

監査時点において、

①適合率 ８０％以上

②致命的な不適合がないこと

③イオン必須要求事項にて 重大な不適合がないこと

・ HACCP
・ アレルゲン管理
・ トレーサビリティ
・ 食品安全事故管理



GFSI ガイダンスドキュメント 用語

●ＩＣＴ Information and communication technology

The use of technology for gathering, storing, retrieving,
processing, analysing and transmitting information. It
includes software and hardware such as smartphones,
handheld devices, laptop computers, desktop computers,
drones, video cameras, wearable technology,
artificial intelligence, emails, and others.

情報の収集、保管、検索、加工、解析、送信のための技術の
利用。ソフトウエア、スマートフォン、携帯端末、ラップトップ・デ
スクトップＰＣ、ドローン、ビデオカメラ、ウェアラブル技術、人
工知能、e‐メール、その他、などのハードウェアを含む。



GFSI ガイダンスドキュメント 要求事項

ＩＣＴの利用・・・

●認めていること
・認証機関による監査員Behaviour(態度・ふるまい）の評価
・被監査組織における是正計画、是正処置の検証
・遠隔で確認する監査項目はCPOが設定
（監査の有効性を損なうことがないこと）

●認めていないこと
・すべての監査プロセスを遠隔で実施すること
・サイト監査は、最低限以下を含む

‐GMP(適正製造基準)の検査/物理的検証、
‐食品安全管理システム（HACCPを含む）の検証
‐監査対象組織の運営の該当するすべての部分

●その他
・遠隔による監査部分は、被監査組織と認証機関の合意
・全監査活動は30日を超えない期間で完了



ＩＣＴを利用した遠隔監査（イオンモデル）

監査サイト 被監査組織 被監査組織
（製造現場） （製造工場会議室） （委託契約者会議室）

ライブ映像
内部監査員

説明、指示 インタビュー、書類など

監査チーム
（会議室）

必要設備
・スマートフォン
・モバイルバッテリー, Wi‐Fiルーター
・パソコン （カメラつき）
・通信環境
・会議システム

Microsoft teams, Zoom
・書類スキャナー（あると便利）
・モニター、スピーカー（あると便利）



監査の流れ

遠隔監査 実施要件への適合

遠隔監査実施の同意

事前書類審査

通信機器 接続テスト

遠隔監査

報告書（仮）

改善確認

製造承認

実地フォローアップ確認

・FSMSのベースがある
・イオンの取引要件を理解頂いている

・セルフチェクリスト
・イオン必須要求事項関連書類
・組織図、レイアウト

・移動制限解除後
・製造工場様の受入可を条件

・懸念点を聞き出すのも重要

・生産現場内 通信状況



遠隔監査の構成

構成 所要目安

オープニング ‐ 30～45分

模擬演習 提示 ・食品事故管理、トレーサビティテスト
・起こりえる事案を想定
・監査対応チーム以外の人員の力量

15分

バーチャルサイトツアー ・内部監査員、生産管理者 対応
・レイアウト区画Ｎｏ付け
・原料から包装まで
・従業員へのヒアリング含む

2時間

インタビュー ・マネジメントシステム中心
・確認対象書類の絞り込み

3～4時間

模擬演習 結果 ・テスト結果説明
・評価

30分

クロージング ‐ 30～45分

・途中休憩、食事休憩あり



監査体系の作成

・個々の要求事項についての適合性をどう評価するか？

‐事前書類、バーチャル現場ツアー、インタビュー、書類
‐インタビュ‐ 誰に、なにを？
‐書類 なにを？ どうやって（読む？ 説明してもらう？）



確認の仕方の変化

・要求事項 I.A.9 「教育」

事業者は、すべての従業員が、食品安全原則および規範について、適切にかつ活動に相応しい
教育、指示、監督を受けることを確実にするシステムを実施しなければならない。
B.A.9.2関連する従業員に対して再研修が実施されているか？
I.A.9.3従業員教育プログラムが実施され、効果的に運用されているか？
I.A.9.4 HACCP教育プログラムが実施されているか？
I.A.9.5 教育記録は適切で利用可能か？

従来の実地監査 遠隔監査
その場で容易に書類確認できる 書類送付は双方に負担

教育計画、記録の確認 重要工程 従事の担当にヒアリング
計画、記録があれば適合

→でも実際の理解度は不明・・・

教育をうけていない
手順・基準と異なる説明

知っているべき内容を知らない

→ 期待される効果的な
教育が実施されていない



確認の仕方の変化

・要求事項 I.Ｃ.3 「HACCP」

食品の製造と関連した危害要因があるかどうか決定するために、事業者は最低限食品製造プロ
セスの危害要因分析を実行しければならない。また、事業者は、この分析に当たってはHACCPツ
ールを使わなければならない。もし製造プロセス中に危害要因が特定された場合には、Codex 
委員会で紹介されている7原則を満たすHACCPプランを開発するのに必要な措置をとること。

従来の実地監査 遠隔監査
HACCP プラン確認 HACCPプラン確認

現場の運用状況 目視 工程・設備構造・手順の想像
意志をもってサンプリングした連続的な

記録
準備された数日分の記録

HACCPチーム人員への聞き取り
（プラン全体）

多階層の従業員聞き取り
（モニタリング方法、逸脱時の対応）

プランの妥当性や運用状況を総合的
に判断して評価。定常時に問題ないこ

とがわかる。
→でも、異常発生時に現場が対応で

きる？

逸脱時の対応の説明で、
管理基準、手順、機械構造の理解度

がわかる。
→異常発生時に適切に対応できそうか

がわかる



確認の仕方の変化

・要求事項 I.A.2 「トレーサビリティ」
少なくとも年に１回、トレーサビリティシステムのテストが実施されているか？
必要に応じてシステムが更新され、記録が維持・管理されているか？

・要求事項 I.A.3.5 「食品安全事故管理」
事故管理システムは少なくとも1回／年の頻度で見直され、試験され、検証されているか？

従来の実地監査 遠隔監査
事前準備された記録一式から

（任意の）製造日を選択
オープニング時にお題提示
監査中に記録収集、整理

生産現場の識別管理の目視可能 現場の識別表示との整合性は困難
監査対応メンバーが対応 監査対応メンバー以外の

人員が対応
マスバランス評価未実施（時間制限） マスバランス概念を含むお題
トレーサビリティシステムの有効性を監

査員が確認
起こりえる事故に対し、常時対応できる

力量があるか確認



確認の仕方の変化

（監査側） 見る・聞く・不明点の質問 → 聞く、想像する
（被監査側） 見てもらう、質問に答える → 説明する ※本質理解が必要



遠隔監査風景 （監査者側）

※製造委託先さまの了承を得て掲載しております。



ドキュメント 共有手段

画質 ほぼ読めない
（手振れ）

良好 判読可能 良好

データ 画面上共有 データ送付 画面上共有 画面上共有
手間 なし スキャン、メール 機材準備のみ データのサーバー保管

前提
共有度 局所的 全体 部分的 部分的



模擬演習お題 例

対象商品： トップバリュ ●●● タレ付き
製造日 ： ●月（賞味期限内で数か月前）の任意の日を選択してください

課題：
いつもと味が違うというお客さまのお申出が発生。お申出品のうち未開封の

タレを確認すると、通常とは味が異なるものであった。
（その後、実施したタレメーカーの調査にて、配合ミスが発覚した。とする）

① トレースバックにより、当該添付タレの ロット、受入日、受入数量、他を特
定してください
②特定した情報から、トレースフォーワードにより、同ロットのタレの他製品へ
の影響（該当商品、製造日、出荷先、他など）を特定してください。

評価ポイント：
・トレースシステム（双方向）の検証能力
・マスバランスの考え方の有無
・監査対応メンバー以外の対応能力 （事故はいつ起こるかわからない）



学びの共有

●遠隔監査
・実地と同等の監査を期待しない、割り切り、評価できるポイントが違う

・監査プログラムの入念な準備必須 （評価項目、確認方法）

・監査員の想像力とコミュニケーション力は必須

・要求事項への適合性確認 → 結果として期待される状態の重点確認
(例 HACCPプランがある → 理解した従業員がとれる行動は？）

・視覚情報 ↓ ヒアリング情報 ↑
衛生状態、従業員行動、記録・帳票類の連続性の評価 ➡ 不向き
組織の理解度、説明力の評価 ➡ 適
（説明力は事故発生時の重要なポイント）

・書類確認中心からの脱却、監査員の評価視点の変化

・監査者、被監査者の人材育成、目合わせの機会



学びの共有

●通信環境
・事前通信テストは必須

・工場内の電波環境は良くない → 事前録画も活用

・同じスマホでも画質差 ＊理由不明 通信速度？

・カメラ視野の限界 → 端末2台活用

●情報セキュリティ （機密情報、個人情報）
・相互の信頼が不可欠、または機密保持契約

・画質は綺麗すぎない方が良い

・事前録画の活用



ご清聴ありがとうございました
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