
食品安全
および　
品質文化
真のコミットメントが真の見返りを生む
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Food safety and quality culture – Real commitment drives real returns

食品安全および品質の文化が、生産性や品質を向上さ
せ、従業員の離職率を減らし、顧客満足度を高めるこ
とができるため、食品小売業者・製造業者は、自社の
文化に一層力を入れています。これは、無駄の削減、
コストの削減、ブランド評判の向上、そして最終的に
は競争上の優位および収益性の向上につながります。
消費者は製品をより綿密に精査し、製品の出所、安全
性、品質に関し、オンライン情報やレビューにすぐに
アクセスできるようになっているため、最近では良い
文化がますます重要になっています。

強力な文化が備わった組織は、より堅牢になり、新し
いビジネスモデルにすばやく適応できるため、生き残
るだけでなく、持続可能な競争上の優位を得るために
変化への挑戦に取り組むのに最適な環境にあると言え
ます。

文化の構成要素

良い文化 vs 悪い文化
すべての組織が独自の使命、価値観、ビジョンを
持っているように、すべての組織には独自の文化が
あります。ただし、良い文化が備わった組織は、　
以下のような共通の特徴がある傾向があります:

 z 明確な企業ビジョンおよび価値観

 z 職務を超えてチームで働き、志を同じく
する従業員

 z リーダーシップチームが常に従業員と
交流をもつ比較的フラットな構造

 z 給料・福利厚生が良い

 z 従業員が意思決定の権限を与えられている

 z 実力重視の昇進

 z 個々の研修および能力開発

逆に、貧弱または機能不全の文化では、多くの場合、
以下のような特徴があります:

 z 階層構造

 z 責任を負うことがほとんどなく、　
反復的な仕事をしている従業員

 z 「責める」文化および過ちを犯すこと
への警戒心

 z 職務がサイロ化され、ルール主導の環境で
働いている

このような雰囲気の中では、やる気のない従業員が
ミスを犯し、そのミスも隠そうとする可能性があり
ます。また、人は貢献度が評価されない環境で働く
ことは好まないため、従業員の離職率も高くなる可
能性があります。

食品安全・品質文化について考える理由とは？

食品安全および品質の文化は、食品ビジネスにおいてレジリエ

ンスを形作る主要な構成要素です。今日のように急速に進化し

破壊的な環境下において、強力な文化というのはより管理され

たリスクを取り、新たな労働様式への容易な移行を可能にする

ため、持続可能かつ競争上の優位を提供するのに役立ちます。

組織の文化は、有形および無形の要素で構成されて
います。賃金、労働条件などの有形物はすべて重要
ですが、訓練、能力開発、報酬も同様です。しかし
ながら、これらのことは実施されている場合もあり
組織の文化は食品安全および品質に対し重要視して
いない可能性があります。これは、自己動機付け、
信頼、チームワーク、認識など、より無形の側面も
同様に重要であるためです。

“リーダーはメッセージを伝え
る者ではない。リーダー自身
がメッセージなのだ。"
Warren Bennis, leadership guru
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貧弱な文化は底辺に影響を与えます。従業員の離職率
が高いとコストがかかります。Oxford Economics と 

Unumが2015年に実施した調査によると、英国企業の

従業員の離職コストは、新入社員が真の生産性を発揮
するまでに平均最大8か月かかるため、毎年少なくとも
41億ポンドに達すると報告されています。平均して、

離職による従業員の入替には3万ポンドの費用がかかり

ます。その内訳は、採用と継続的な研修費用として
5,000ポンド、新しい従業員の生産性が最高値に到達

するまでに25,000ポンドです。

食中毒インシデントから職場での怪我まで、多額の費
用が発生する問題は、人間の行動に直接関係していま
す。 例えば、英国で、地方自治体の環境衛生検査官が
ケータリング/小売セクターで発見した違反行為の上位
には、以下のような問題があります:

 z 厨房内の機器の清掃 

 z 厨房設備の清掃

 z 食品の賞味期限

 z 記録の保管

 z 厨房設備または機器の不具合

これらはすべて人の課題です。何らかの理由（時間の
不足、訓練の不足、意欲の欠如）で適切に仕事をして
いない人。要は、部長や管理職がその重要性を明確に
伝えていないために、これらのタスクの優先度が高い
と理解されていなかったということです。心理学者
は、最も効果的に適格な行動をもたらすのは、適切な
理解であることを確認しています。

安定したサプライヤーとの関係もまた、文化を支えて
います。 倫理観や価値観も同じくらい重要です。バイ
ヤーとサプライヤーの関係が純粋に取引や価格に基づ
いており、サプライヤーが頻繁に入れ替わるような関
係では、安全性および品質を育むような関係を築くこ
とはできません。

FSA（英国食品基準庁）は、検査官のために無料の 検
査官用の食品安全文化診断ツールキット を作成してい
ます。食品事業者が、組織内に食品安全文化がどの程
度のレベルで存在するかを判断するための演習がいく
つか含まれています。 (ハードコピーで本書をお読みの
場合は、検索エンジンで、‘food safety culture 
diagnostic toolkit for inspectors' と検索し、オンライ
ンでアクセスしてください。)

英国食品基準庁（FSA）は、ビジネス
におけるさまざまな食品安全文化を次
の5つのグループに分類しています:

打算的な不適合者は、金銭的利益のために意
図的に規制に違反したり、消費者への潜在的
な影響について異議を唱える又は無視し、
人々への潜在的な影響について評価せずに、
規制又はその他の要求事項について十分な  
審議又は検討することなく意思決定を行う。

“ お金が稼げないことに、時間を無駄にする
ことは決してありません。”

疑い深い適合者は、食品安全・食品衛生が
もたらすハザードの重要性、およびこれら
のハザードを管理する上での食品衛生規則
や要求事項の有効性を疑っている。

“ 今までずっと取引してきた中で問題が
あったことは一度もありません。”

従属型の適合者は、改善のために規制当局及び
その他第三者からの助言又は指示を待ち、食品
安全・食品衛生を第三者が主導するものと考え
ている。

“ やってほしいことをリストにしてくれれば、
それを実行します。” 

積極的な適合者は、食品衛生やプロセス管理
の不備がもたらすハザードが重要であること
を理解し、要求事項が効果的かつ必要なもの
であることがわかっている。

“ 私たちは、全従業員が食品安全に責任を
持つことを奨励しており、不適合に挑戦
しています。”

リーダーは、食品安全・食品衛生を、潜在的
なビジネス上のベネフィットのために厳重に
管理しなければならない重要なビジネス上の
課題として捉えている。食品安全を継続的に
見直し、食品衛生の向上を図ることで、目に
見えるリーダーシップを発揮している。

“ 私たちは、自分たちのビジネスの安全性
と衛生慣行に誇りを持っています。”

" 優れたリーダーは、従業員
の自尊心を高めるために　
邪魔はしない。自分自身を
信じていれば、彼らが成し
遂げられることは驚くべき
ものになる。”
[Sam Walton, Wal-mart]

https://www.food.gov.uk/sites/default/files/803-1-1431_FS245020_Tool.pdf
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食品安全および品質
の文化を育む
食品の品質・安全性に焦点を当てても、良い文化とい
うのは偶然に生まれるものではありません。文化を定
義し、そのための計画策定という最初のステップでさ
え、コミットメントと努力が必要です。文化には常に
注意を払う必要があります。文化というのは、組織の
運用環境に関連し、反映されるように育成し、調整し
ていかなければなりません。

食品の品質および安全
文化の要求事項

z 上級管理職の方は、積極的に関与し、献身
的に取り組んでいただかなければなりません。 

上級管理職チームが食品安全に関与し、経営方針
およびプロトコルの重要性を強調し、正しい価値
観と責任を従業員に伝えることが大切です。食品
安全および品質保証は、上級管理職の中で表明さ
れ、定期的な経営会議の議題とするべきです。

z 明確な食品安全・品質戦略、およびそれを
支持する方針を作成し、明確に伝えましょ
う。戦略および方針は、企業の優先事項に
沿ったものでなければなりません。また、
すべてのチームメンバーは、組織内での自
分の役割とその重要性を明確に理解し、な
ぜそれを正しく行うことが重要なのかを理
解していなければなりません。これは製品
を安全に届けるための核となるため、サプ
ライヤーおよびその取引先も同様です。
明確な戦略および強力な文化が備わった企
業は、変化をより簡単に受け入れることが
できるようになります。

z 従業員の役割と責任を明確に定義しましょ
う。 これにより、企業の戦略や優先事項に
沿ったKPIを提供するだけでなく、意思決定

および説明責任を持たせることができるよ
うになります。

z  統合されたオープンな管理、フィードバッ
ク、チームワーク。これには、さまざまな
チームが企業内の他のチームの作業および
優先順位を理解し、問題を解決するために
協力する準備ができていることを確認する
ことが含まれます。従業員は、自分が責め
られたり無視されないことを知った上で、

確立された方法を通じて、内部告発を含む
フィードバックを行うことを奨励されるこ
とが望ましいです。上級管理職は、中間管
理職が同じビジョンと優先順位を理解して
いることを確実にすることが重要です。さ
もなければ、適切なメッセージが従業員に
伝わらないことにより断絶が起こることも
あります。

z 従業員が仕事をするのに適したツールおよ
び設備を提供しましょう。当たり前のこと
と思えるかもしれませんが、意外とできて
いないことが多いです。 例えば、十分な
洗面台、温水・冷水、乾燥設備等の単純な
ものが管理層によって正しく供給されてい
ない手洗い場など、働く人が規格、規則、
および/または企業方針を遵守することが
不可能になっている例が挙げられます。

z 良い仕事を認識し、違反に対する明確な制
裁を実施しましょう。ルールに従わなかっ
た場合の結果を確立するだけでなく、よく
できた仕事を評価することは、信頼の風土
を育み、企業の優先事項を強化するのに役
立ちます。

 z 従業員の離職の原因を特定しましょう。 
従業員を定着させることで、より安定した
信頼される人材の育成につながり、新規労
働者の採用や継続的な研修にかかるコスト
を削減することができます。

 z 測定を実施しましょう。測定されたものは
実行されます。規格および審査は重要な役
割を果たします。審査が乗り越えるための
ハードルであるという認識を変えさせるた
めに、それらの主な目的はあらゆること
がうまく機能していることを再確認する
ことであることを働く人が理解できるよ
うご支援ください。 また、適格なことが
測定されているかどうかを確認してくださ
い。測定対象は企業の戦略に沿ったもので
なければならず、全従業員は、なぜこれら
の側面が重要なのか、なぜ測定されるのか
を理解しなければなりません。測定対象
は、時間の経過とともに進化することもあ
ります。従業員をプロセスの一部にするた
めに、測定可能な新しいものを従業員に尋
ねることで、従業員を関与させることがで
きます。

 z 定期的なレビューおよびフィードバック
の仕組み 。これにより、適切な優先順位
とメッセージが全従業員に伝わるように
なります。 企業の外部の人々は、距離が
異なる見方を可能にすることがあり、社
内の従業員が見落としている可能性のあ
るものを特定することができるかもしれ
ないため、フィードバックを提供する機
会は、サプライヤーや顧客に拡大するこ
とも有用です。
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テクノロジーの役割
IoT（モノのインターネット）のようなテクノロジーの
進歩は、食品業界全体にわたるベネフィットを可能に
します。冷蔵庫の温度や賞味期限など、これまで手動
で行われていた食品安全の側面は、現在では自動的に
記録され、制限を超えたときに警告が発せられるよう
なことも可能になりました。

食品業界における自動化は、間違いなく精度、品質、
生産性、一貫性が向上します。また、従業員が以前
行っていた仕事をする機械を扱えるようにスキルアッ
プすることができるため、仕事のやりがいやモチベー
ションが向上する可能性があります。

将来の展望
このように急速に変化する時代において、すべての
企業は、開発の機会および課題を理解するために、
消費者、業界のトレンド、新しいテクノロジー、さ
らにはそれらに影響を与え得る環境的・地政学的要
因についてホライズン・スキャニングをする必要が
あります。企業の戦略が進化すると、優先順位や働
き方も変わります。全従業員が企業に合わせて進化
し、移行していくことが重要です。食品品質および
安全文化を破壊することなく、変更を確実に行うた
めには、明確なコミュニケーションおよび変更の理
由を理解することが絶対的に不可欠です。

“ 人が求めるのは、美辞麗句ではなく、ガイダンスである。　
行動計画がどんなものなのか、それがどのように実施される
かを知る必要がある。彼らは、問題の解決を支援するための
責任、そしてそれに対処する権限を与えられることを望んで
いるのだ。” 
Howard Shultz, Starbucks
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Food safety and quality culture – Real commitment drives real returns

食品産業は地球上のすべての人に影響を与えます。世界
の人々が何を食べているかは、地理、富、年齢、性別、
商品の入手可能性によって異なるかもしれませんが、私
たちの日常生活および文化のすべてにおいて、これほど
重要な役割を果たしているセクターは他にありません。
経済的には、食品は世界のGDPの10％を占めています

（世界銀行の評価では48兆USドル）。

しかし、食品セクターは大きな課題にも直面していま
す。 毎年、10人に1人が食品が原因とされる病気にかか

り、世界中で何百万人もの人の死因となっています。 人
口増加の予測及び中流階級の増加により、食品需要が
2050年までに70％増加することを示唆しています。 ま

た、消費者の間では、食品の中に何が入っているのか、
どのように作られているのか、生態系への影響、どこに
由来するものか、という意識が高まってきています。

安全かつ持続可能で、社会的責任のある食品を供給する
必要があるとBSI は考えます。私たちは、ベストプラク

ティスの規格、サプライチェーンソリューションの開
発・公開により、また最も一般的な食品安全規格だけで
なく、組織をよりレジリエントなものにするためにとも
に機能する他のビジネス改善規格に対するトレーニング
および認証により、食品セクターをサポートします。

193カ国で事業を展開しているBSI は、従業員の専門知

識、誠実さ、プロフェッショナリズムに誇りを持ってい
ます。BSI の使命は、世界的に有名なグローバルブラン

ドから地元の中小企業まで、84,000の当社のお客様が

今日の世界で生き残り、繁栄するためのお手伝いをする
ことです。

Why BSI?

BSIの製品及びサービス
認証

プロセスの適合性の独立評価ま
たは特定の規格に準拠した製品
を提供することで、高レベルの
エクセレンスを発揮します。
当社は、お客様が規格の恩恵を
最大限に享受するために、世界
クラスの実施および監査テク
ニックでお客様をトレーニング
いたします。

コンプライアンス

真の、長期的な利益のために、
当社のお客様は規則、市場のニーズ
また規格への現状のコンプライアン
スを確認する必要があります。そう
すれば、それが習慣となります。
当社はこのプロセスを促進するため
様々なサービスと分化されたマネジ
メントツールを提供しています。

知識

当社のビジネスの核心は当社が 
創造し、お客様に影響を与える 
知識にあります。 
規格の分野では、業界の専門家 
を集めて、国内、地域及び国際 
レベルで規格を策定すること

で、専門家団体としての評価を
高め続けています。
実際、世界で最も認められた10
規格のうち、BSIが起源で作成さ
れた規格は8規格になります。

BSIグループジャパン株式会社 
E-mail: Japan.food.sector.group@bsigroup.com

Web: https://www.bsigroup.com/ja-JP/industries-sectors/food-drink/


