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JFS-A/B 規格の適合証明監査から見る仕組みの課題について 
株式会社 BML フード・サイエンス 

 第三コンサルティング本部 認証グループリーダー 
 安藤 大輔 

 
原料の調達・食品加工・生産のグローバル化の進展により、食品安全に関する認証取得のニー

ズが高まっています。そのような状況において、JFS 規格は日本発の食品安全マネジメントシス
テム認証プログラム及び適合証明プログラムとして、一般財団法人食品安全マネジメント協会
（JFSM）により開発され、運用されています。 

JFS 規格（食品の製造：セクターE）は、A 規格、B 規格、C 規格の３つに分かれ、事業者の
食品安全管理体制に応じて段階的にステップアップできる仕組みです。（図１参照） 
 
図１JFS-A/B/C 規格のステップアップの仕組み 

 
一般財団法人食品安全マネジメント協会（JFSM）資料から引用 

 
A 規格は、一般衛生管理を中心とした食品安全のレベルを向上させることを目的に、HACCP

を弾力的に運用することを目指す食品事業者様を想定しており、HACCP の考え方を取り入れた
衛生管理に対応する要求事項となっています。 

B 規格は、HACCP に基づく衛生管理を実施する食品事業者様を想定した規格であり、A 規格
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で要求する一般衛生管理に加え、コーデックス HACCP が追加されています。 
C 規格は、国際的に認められる規格であり、GFSI（Global Food Safety Initiative）に承認され

た認証プログラムとなります。なお、現時点で C 規格は食品製造サブセクターEⅠ、EⅢ、及び
EⅣについて GFSI から承認を受けています。 
 
注：食品の製造セクター（E）のサブセクター 
EⅠ：腐敗しやすい動物性製品の加工 
EⅡ：腐敗しやすい植物性製品の加工 
EⅢ：腐敗しやすい動物性及び植物性製品の加工（混合製品） 
EⅣ：常温保存製品の加工 
 

2016 年に JFS 規格が発行されてから 2021 年まで認証数及び適合証明数を急速に増やしてお
り、多くの食品事業所様で JFS 規格が活用されています。2021 年 7 月時点で、A 規格は 16 組
織、B 規格は 1,505 組織、そして C 規格は 89 組織の計 1,610 組織が適合証明又は認証を取得さ
れています。（図２参照） 

C 規格は認証プログラムとして ISO 審査と同様に審査の場面におけるコンサルティングは禁
じられています。一方、A 規格及び B 規格の監査において、監査会社は、食品事業者様の自律性
が保持されることに留意しながら、指導・助言を行うことが推奨されています。この点は、中小
事業者の皆様の食品安全管理体制の構築・継続的な改善を推し進めるための A 規格及び B 規格
の特徴です。 
図２：各規格の登録件数（2021 年 3 月末時点） 

 
出典:「令和２年度食料・農業・農村の動向」(農林水産省) p79 
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弊社は、2017 年 6 月に JFS-A/B の適合証明プログラムに基づく監査会社として食品安全マネ
ジメント協会（JFSM）に登録されて以来、JFS-A/B 規格のコンサルティング及び適合証明監査
業務を行っています。2021 年 7 月時点で、JFS-A/B 規格合計で 445 組織に対して適合証明を発
行し、初回監査、定期監査及び更新監査を含め、年間約 450 件を超える監査を実施しているとこ
ろです。 
 

JFS-A/B 規格を構築し運用されているお客様は、様々な理由により適合証明を取得されてい
ます。主として、食品安全管理体制の強化、お取引様のご要望に沿っての対応、そして、JFS-C
規格といった国際取引へのステップアップが理由としてあげられます。弊社では、食品事業所様
の様々なニーズにお応えできるよう支援しておりますが、それら監査やコンサルティングにお
いて、JFS-B 規格を構築・運用するにあたり、共通した課題や傾向が見られます。今回は、その
内容の一端を以下に記したいと思います。今回の寄稿が JFS-A/B 規格を構築・運用されるご担
当者様の一助になれば幸いです。 
 

弊社の適合証明取得組織様におけるカテゴリーは、弁当製造業、菓子製造業、そうざい製造業、
水産加工品製造業等、多様な分野に分かれています。今回は、2019 年 12 月〜2020 年 12 月に実
施した 423 件の監査実績における指摘事項の傾向をまとめました。 

初回監査では、１監査あたりの不適合件数が約 2.5 件と、定期・更新監査の約 1.5 件と比較し
ても、不適合の数が多く検出される傾向が見られます。適合証明を取得されてから、食品安全管
理体制を継続的に改善されていることにより指摘数が減少していると考えられます。 
 
※JFSM の監査及び適合証明プログラム文書 Ver 2.1 では、不適合は、致命的な不適合（不適合
a）、重大な不適合（不適合 b）、軽微な不適合（不適合 c）に分類されますが、紙面の関係上、そ
の不適合数の内訳は割愛いたします。 
 

JFS-A/B 規格は、①食品安全マネジメントシステム（FSM）、②ハザード制御（HACCP）、そ
して、③適正製造規範（GMP）の３つのパートに分かれます。それぞれにおける不適合指摘の
割合は、FSM パートは全体の不適合指摘数の約 40％であり、初回監査も定期・更新監査も同程
度の割合となっています。HACCP パートは全体の不適合指摘数の 1/4 ほどですが、初回監査に
おける指摘数と比較すると、定期・更新監査における指摘数は減少しています。そして、GMP
パートは全体の不適合指摘数の約 40％を占めますが、定期・更新監査の方が初回監査より指摘
数の割合は増加しています。現場での運用状況における課題が多く指摘される傾向です。（表１
参照） 
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表１：JFS-B 規格の不適合指摘割合 

 
 
①FSM パート 

FSM パートは、初回・定期監査双方における不適合について、それぞれに４割を占めていま
す。 

FSM パートにおける指摘の傾向としては、「FSM８文書記録の管理」及び「FSM16 サプライ
ヤーのパフォーマンス」が多く見られます。 
 
FSM８文書記録の管理 
食品安全を確保するための工程管理と、効果的な運営を証明するための文書及び記録を作成し、
維持し、保存する手順を定め、実施しなければならない。 
食品安全管理の実施を証明するために必要と定めた記録をとり、適切に保管しなければならな
い。 
 

要求事項では、JFS-B 規格に関わる文書、記録（FSM、HACCP、GMP）の作成、更新・改訂、
及び保管ルールを定め、運用されていること、そして、食品安全管理の実施を証明するために必
要と定めた記録をとり、適切に保管することを求めています。 

しかし、初回監査及び定期監査においても、食品安全管理の実施を証明すると定めた記録が適
切に保管されていなかったり、また、記録の先書きといった不適切な記録方法が見られる場合が
あります。 

記録は、①適切に食品安全管理が実施されていることを説明できる、②一定期間の活動につい
ての傾向分析ができる、③組織内で情報共有できる、といった効果があります。継続して従業員
の皆様への記録を適切にとることの重要性を周知することが望まれます。 
 
 
 

合計 FSM HACCP GMP

合計 100% 38% 24% 38%

初回 100% 37% 25% 35%

定期 100% 38% 19% 43%

不適合指摘割合
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FSM16 サプライヤーのパフォーマンス 
組織は、食品安全に影響するサプライヤーに対する評価、承認及びモニタリングの継続に関する
手順を定め、これを実施、維持しなければならない。サプライヤーに対する評価、調査、フォロ
ーアップの結果は記録に残さなければならない。 
 

この要求事項では、供給される原材料・資材や提供されるサービスに関して、新規で契約する
サプライヤー（供給者）に対する評価及び承認をする手順を定めて実施すること、並びに既存サ
プライヤーに対する継続モニタリングの手順を定めて実施することを求めています。そしてそ
れらサプライヤーに対する評価、調査、フォローアップの結果は記録に残さなければなりません。 

監査において、包装資材や食品安全に影響するサービスを提供するサプライヤーに対する評
価が実施されていなかったり、既存サプライヤーに対する定期的な評価が実施されていないケ
ースが多く見られます。特に、サービスを提供するサプライヤーの評価をどの範囲までするかよ
くわからないとのお問い合わせがございます。ここでは、「食品安全に影響するサービスを提供
するサプライヤー」としていますので、例えば、GMP の要求事項での防虫防鼠、輸送、水の管
理や、FSM の要求事項の検査等の管理を外部委託している業者が対象となります。それらサプ
ライヤーについて、工場様の要求事項に沿った原料・資材そしてサービスが継続して供給できる
能力を有するか、継続的にモニタリングすることが求められます。 
 
②HACCP パート 

HACCP パートでは、コーデックス HACCP の７原則 12 手順が要求されています。 
このパートにおいては、HACCP の構築及び運用にかかわる要求事項のため、食品安全に影響

する可能性がある不適合（重大な不適合（不適合 b））の指摘が他のパートと比較して多く見ら
れます。例えば、CCP 工程である加熱工程に関して、許容限界に対するモニタリング方法のう
ち時間設定が適切に設定されていなかったり、連続式フライヤー工程において揚げの最初と最
後に中心温度を計測するところを最後のみ計測し記録していたといった、CCP 工程の管理が適
切に実施されていない場合があります。 
 

HACCP パートにおける指摘の傾向としては、「HACCP 手順 4 フローダイアグラム（工程図）
の作成」及び「HACCP 手順 6 （原則 1） 危害要因の分析」での不適合が多く見られます。 
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HACCP 手順 4 フローダイアグラム（工程図）の作成 
フローダイアグラム（工程図。工程の全てのステップを記述するもの。）を作図しなければなら
ない。 
 

原材料の受入れから最終製品の出荷に至る一連の製造や加工の工程について、流れに沿って
各工程の作業内容がわかるようなフローダイアグラムを作成することが要求されています。こ
こでの指摘は、食品安全に係る重要な工程がフロー図に明記されていなかったり、抜けているこ
とが主な内容となります。その結果として手順６（原則１）の危害要因分析が適切に実施されな
いということにつながります。 
 
HACCP 手順 6 （原則 1） 危害要因の分析 
各工程における潜在的な危害要因を洗い出し、分析し、これを管理するためのあらゆる手段を考
えなければならない。 
危害要因には、必要に応じて、アレルゲンを含めなければならない。 
 

危害要因分析とは、HACCP プランにより管理されるべき危害要因（生物学的、化学的、及び
物理的危害）を特定するとともに、それぞれの危害要因に対するコントロールの方法を明らかに
することです。このために、まず原材料から製造加工、保管・流通を経て消費に至るまでの全過
程において発生する可能性のある危害要因とその発生条件などについて情報を収集し、危害要
因の起こりやすさと起こった場合の重篤性を把握し評価することになります。 

この要求事項での監査の指摘は、初回監査においては一部危害要因分析が実施されていない、
抜けているという傾向が見られます。それ以外に、化学的な危害としてアレルゲンのコンタミネ
ーションが危害要因分析から抜けていることも多く見られます。 
 
③GMP パート 
GMP パートにおける特徴として、定期・更新監査における不適合に占める割合が 43％と、初回
監査に占める 35％より増えており、定期・更新監査では適正製造規範における運用における不
備が他のパートと比較して多く指摘される傾向にあることが見られます。 
GMP パートにおける指摘の傾向としては、「GMP11 整理整頓、清掃、衛生」が最も多く、次い
で「GMP５装置・器具」が多く見られます。 
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GMP11 整理整頓、清掃、衛生 
全工程・段階を通じて整理整頓、清掃作業を行い、必要なところは消毒し、衛生状態を常に適切
な水準に維持しなければならない。また、清掃道具、洗浄剤及び殺菌剤は意図した目的に即した
ものを使用し、適切に保管しなければならない。 
 

全行程及び段階を通して整理整頓、清掃作業を行い、必要なところは消毒して、衛生状態を常
に適切な水準に維持することが求められています。また、清掃道具は潜在的異物発生源とならな
いように維持し、また、洗浄剤及び殺菌剤並びに化学物質は管理ルールを設定の上、適切に保管
することが求められます。 

監査の場面における指摘の傾向として、洗浄不足や清掃・洗浄箇所の漏れ、薬剤管理の不備が
見られます。多くの工場におかれては、清潔な環境を維持するための様々な取り組みが実施され
ていますが、ルールどおりに実施されていない場合があったり、チェックの抜けがあることが見
られます。検証を行いながら、適切な水準の維持をはかられることが望まれます。 
 
GMP５装置・器具 
装置・器具は、意図した用途に適うように設計及び選定され、食品安全上のリスクを最小化する
ように使用され、維持・保管されていなければならない。 
 

製造に使用する装置及び器具は「清掃」「消毒」「保守」がし易い構造であること、使用する製
品特性、洗剤・殺菌剤特性に耐性のある材質であること、装置、器具の製品接触面は食品製造に
認められたものであること、そして、機械・器具が破損しないように維持することが求められて
います。 

この要求事項の指摘で多く見られるのは、機械・器具の一部が破損や劣化により製品に混入す
るリスクがあるものです。これらは、日々の点検や保守で確認し修正することが可能ですので、
日常での適切な点検の実施が望まれます。 
 
まとめ 

JFS-A/B 規格は、事業者の皆様の食品安全管理体制に応じて段階的にステップアップできる
仕組みで構成されています。多くの要求事項は、今運用されている仕組みや手順を活用すること
が可能です。冒頭お伝えの通り、私ども監査会社は、JFS-A/B 監査の場において、事業者様の自
律性が保持されることに留意しながら、指導・助言を行うことが推奨されています。そのため、
もし、要求事項について不明な点がありましたら、コンサルタントや監査会社にお問い合わせい
ただき、食品安全管理体制の整備を進めていただければと存じます。 
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 JFS-A/B 適合証明に関するお問合せはＢＭＬフード・サイエンスへご連絡下さい 

お問合せ︓第三コンサルティング本部認証グループ 

 ��� ������������    Email ���������������������� 


