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目的
本文書は、FSSC22000 被認証組織登録簿への登録のために認証を希望する、又は認証を維持す
る組織に関係する、ISO/IEC17021-1 の要求事項に基づいた、認証プロセスの要求事項を述べて
おり、マネジメントシステムの審査及び認証に関するプロセスの要求事項を要約している。

申請プロセス
2.1 認証機関の選択
有効な認証登録書を取得するため、認証を希望する組織は、財団からライセンスを受けた認証
機関を選ぶこと。FSSC22000 のライセンスを受けた認証機関を記載したリストは
www.fssc22000.com で入手できる。

2.2 自己評価
1） 認証を希望する組織は、最新版のスキームに対し、自己評価を行うことが望ましい。該当
する ISO 規格は ISO ストアから入手できる。また、FSSC 追加要求事項はパートⅡに記載さ
れており、FSSC のウェブサイトからダウンロードが可能である。
2） 自己評価を完了し可能性のある差異を処理したら、認証を希望する組織は申請書をもらう
ために選択した認証機関に連絡をとり、その後、認証契約を結ぶこと。

2.3 申請様式
1） 認証機関は、認証を希望する組織の正当な代表者が署名をした、公式な申請様式の提出を
依頼すること。
2） 認証を希望する組織は、組織に関する十分かつ正確な詳細情報を、認証機関と確実に共有
する責任がある。
3） 詳細情報には少なくとも以下を含めること：
a) 認証範囲の提案、
b) 昼間勤務（FTE）者数、
c) 作業シフトの詳細、
d) HACCP 調査の数、
e) 認 証 を 受 け て い る 他 の マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム （ オ ラ ン ダ HACCP 、 ISO22000 又 は
ISO9001 等）、あるいは GFSI 承認の認証スキームについての詳細、
f) 該当する場合：サイト外の保管、独立した本社及びサイト外の活動をもつ組織に関す
る情報（パートⅣ、附属書Ⅱ参照）、
g) 該当する場合：現在、認証を受けている認証機関から移転をするための審査の依頼に
関する詳細、
h) 該当する場合：オランダ HACCP、ISO22000 又は GFSI 承認の認証スキームから、
FSSC22000 又は FSSC22000－品質への移行審査の依頼に関する詳細。

2.4 認証の契約
組織と認証機関の間で認証の契約を交わすこと。その契約は認証範囲を詳述し、該当する全て
のスキーム要求事項に言及していること。

2.5 年間料金
バージョン 4.1 – 2017 年 7 月

4/8

第 3 部: 認証プロセスに対する要求事項

1） 認証機関は認証された組織から、財団に支払う年間料金を徴収すること。
2） 財団は年毎にその料金を定める。

認証プロセス
3.1 準備
1） 認証を希望する組織はスキーム要求事項を満足するために必要な準備作業を考慮して、初
回の登録審査のために、お互いに都合の良い日程に合意すること。
2） 認証を希望する組織は、審査員が適切な文書類を評価できるよう、並びにサイト審査の間、
適切なスタッフがいつでも対応できるよう、審査に対し慎重に準備すること。
3） 認証を希望する組織は、認証範囲に該当する製品及び／又はサービス、並びに関連するプ
ロセスが運営されていて、審査の中で評価ができることを確実にすること。

3.2 二段階の審査プロセス
1） 認証のための登録審査は、必ず認証を希望する組織の製造サイトで実施し、二段階で行う
こと。
a) 第一段階（ファーストステージ）審査において、スキーム要求事項を満たすことへの
トップマネジメントのコミットメントに基づいてシステムが設計され、構築されたこ
とを検証すること。この審査の目的は、第二段階（セカンドステージ）審査に進むた
めに、組織の準備状況を評価することである。
b) 第二段階（セカンドステージ）審査において、食品安全マネジメントシステムの実施
を審査することにより、トップマネジメントの主張を立証する。
2） 提案された認証範囲の対象となる活動を登録審査で評価すること。
認証登録書の発行

認証機関は認証を決定した日から３０暦日以内に認証登録書を発行すること。認証登録書は初
回登録が決定した日から３年後に有効期限が切れる。認証登録書は認証を希望する組織に対し
発行されるが、契約条件に基づき、所有権は引き続き認証機関にあること。
定期審査

1） 定期審査では、マークの使用及び認証の参照状況を含む、全てのスキーム要求事項への適
合性を評価し報告すること。
2） 少なくとも 2 回の年次定期審査のうち１回は非通知で実施すること。
3） 審査プログラムはまた、非通知審査を含む、以前に実施されたあらゆる審査の結果を考慮
して作ること。
4） 非通知審査で全ての審査目的が果たせなかった場合は、追加の審査を実施すること。この
審査の内容は認証機関が決めること。
更新審査

1） 更新審査は、有効期限が切れる前に認証登録書をタイミング良く更新できるように、適切
な時期に計画及び実施すること。
2） この審査の目的は、食品安全マネジメントシステム全体が、全てのスキーム要求事項に適
合した状態を継続しているかを確認することである。
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3） 更新審査活動ではまた、認証期間全体を通しての食品安全マネジメントシステムを、その
間の定期審査報告書、及び苦情も含めて、レビューすること。
4） 認証機関は更新審査に基づいて認証サイクルの更新を決定すること。また、更新審査は登
録審査と同様の要求事項を満足しなければならない。
ロゴの使用

1） FSSC22000 ロゴの使用により、食品安全のための最も高度なマネジメントシステム規格の
認証を取得していることが示される。
2） その完全性を保つため、FSSC22000 財団がロゴの使用及び著作権の保護を管理する。
3） 製品ラベル又は包装等に、FSSC22000 認証登録書の保有についての言及、あるいは、
「FSSC22000 に認証された会社にて製造」のような記載をすることを禁止する。
4） 認証機関は、パートⅡのセクション 2.1.4.5 に示されたロゴの使用に関する要求事項への
適 合 を 確 実 に する た め 、 登録 、 定 期及 び 更 新 審査 の 実 施 ご と に 、 被 認 証 組 織 に よる
FSSC22000 ロゴの使用を審査することに注意すること。組織はロゴの使用に関わる、いか
なる不適合に対しても、ここに示された基準に適合した状態に戻すために改善処置が求め
られる。

FSSC22000 への移行
1） オランダ HACCP、ISO22000 または GFSI 承認の認証スキームから FSSC22000 認証への移行の
際、食品安全マネジメントシステムが全てのスキーム要求事項に適合していることを確認
するために、完全な二段階審査を実施する必要はない。移行審査は更新審査に基づくこと。
この場合、審査報告書は以下であること：
a) 審査の種類を明確に、すなわち、「オランダ HACCP、ISO22000 又は GFSI 承認スキーム
から FSSC22000 への移行審査」と記載すること、
b) 前回の審査の不適合に関する詳細を記載すること、
c) 既存の認証登録書の有効性を確認すること、
d) 全てのスキーム要求事項への適合を確認すること。
2） 移行審査の工数計算は、パートⅣの附属書Ⅱに規定されたように、更新審査に基づくこと。
3） 移行審査の完了後、有効期間を通常の３年間とする FSSC22000 認証登録書を発行すること。

FSSC22000－品質への移行
1） ISO9001 から FSSC22000－品質認証への移行の際、食品安全マネジメントシステムが全ての
スキーム要求事項に適合していることを確認するために、完全な二段階審査を実施する必
要はない。移行審査は更新審査に基づくこと。この場合、審査報告書は以下であること：
a) 審査の種類を明確に、すなわち、「ISO9001 から FSSC22000－品質への移行審査」と記
載すること。
b) 前回の審査の不適合に関する詳細を記載すること。
c) 既存の認証登録書の有効性を確認すること。
d) 全てのスキーム要求事項への適合を確認すること。
2） 移行審査の工数計算は、パートⅣの附属書Ⅱに規定されたように、更新審査に基づくこと。
3） 移行審査の完了後、有効期間を通常の３年間とする FSSC22000－品質認証登録書を発行す
ること。
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FSSC22000－品質認証
1） FSSC22000－品質認証はスキーム文書に任意に追加した部分である。ISO9001 とスキーム要
求事項を統合し、結果として二つを組み合わせた FSSC22000－品質認証登録書となる。
2） 食品品質マネジメントシステムの構築、実施及び維持に対する要求事項は、ISO9001 規格
「品質マネジメントシステム－要求事項」に定められている。
3） 統合審査を通して、組織が（FSSC22000－品質という名称の）食品安全及び品質マネジメン
トシステム認証を取得するために規範となる要求事項は以下である：
a) ISO22000 規格の食品安全マネジメントシステム要求事項；
b) ISO9001 規格の品質マネジメントシステム要求事項；
c) セクターPRPs に対する技術仕様書の詳細な要求事項、及び
d) FSSC22000 追加要求事項。

重大な変更
認証が付与されたら、組織は、認証に対する要求事項を満たすことに影響を与える重大な変更
を、認証契約の規定に基づき認証機関に伝達しなければならない。

7.1 通知
1） 認証契約の規定に基づき、組織は重大な変更について３営業日以内に認証機関に報告する
こと。これらは、以下に関連する変更を含む：
a) 法的、商業的、組織的な状態、または所有権、
b) 組織及びマネジメント（例：主要な管理職、意思決定者、又は技術スタッフ）、
c) 組織名称、連絡先住所、及び、サイトの詳細、
d) 認証されたマネジメントシステムが適用される、オペレーション及び製品カテゴリー
の範囲、
e) マネジメントシステム及び／又はプロセス、
f) 認証登録書の情報の正確性を損ねる、その他のあらゆる変更。
2） 変更の重大性が不確かな場合、組織は認証機関にアドバイスを求めること。

7.2

認証機関によるレビュー

1） 認証機関は、報告のあった変更をレビューし、スキーム要求事項への適合に対する重大性
と影響を判定し、追加的な検証活動の要否について結論を出すこと。
2） 認証機関はまた、認証範囲の変更の要否を決定すること。
3） 変更が要る場合は、既存の認証登録書を新しい認証登録書に差し替えること。その際、有
効期限は元のままにすること。
4） FSSC22000 被認証組織登録簿にある組織の登録情報も、それに応じて更新すること。

深刻な事態
組織は、食品安全及び／又は、認証及び FSSC22000 被認証組織登録簿上にある情報の完全性に
対し影響を与える深刻な事態について、認証機関に通知すること。
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8.1 報告
1）

2）
3）

組織は深刻な事態について、直ちに認証機関に報告すること。深刻な事態とは少なくと
も以下を含む：
a) 食品安全又は合法性に関連する訴訟手続き、起訴、及びこれらの結果、
b) 食品安全に関する社会的な事象（例えば、リコール、惨事等）、
c) 戦争、ストライキ、暴動、政情不安、地理的・政治的緊張、テロ、犯罪、パンデミッ
ク、洪水、地震、悪意のあるコンピュータハッキング、その他の天災又は人災のよう
な、食品安全又は認証の完全性に対し、重大な脅威をもたらす非常事態。
次に、認証機関は、その状況を評価するために適切な手続きをとり、追加的な検証活動
を含めた適切な処置をとること。
これらの活動は組織の認証状態に影響を与えることがある。

8.2 リコール
市場に出た製品のリコールにつながり得る、マネジメントシステムの不具合についての責任は、
常に組織にある。

8.2.1 緊急対応
組織のマネジメントシステムが、欠陥製品の検出及び管理を怠った証拠がある場合は、緊急対
応が求められる：
1） 該当する製品は組織によって市場からリコールされること、及び
2） 組織は直ちに認証機関に通知すること。

8.2.2 影響及び結果
認証機関はリコール後に組織がとった是正処置を評価し、あらゆる影響及び結果、又は認証を
維持するために必要となる対応を決定すること。

移行期間
新しいスキーム文書を発行する場合、運営委員会は、被認証組織が新しい要求事項の実施に適
応する十分な移行期間を設定する。これは、法規制が異なる移行期間を定めていない場合に限
る。
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