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歴史的に、安全な食品に対する消費者の期待に応えるためには、　

食品安全リスクの理解および評価、並びに重要管理点の特定、

生産プロセスの確実な管理という概念の下、管理されてきました。

これをサポートするために、パフォーマンスの概要
の把握、記録、傾向、報告が可能な主要なパフォー
マンス指標が特定されています。監査プロセスと製
品サンプリング計画を重ね合わせることで、欠陥レ
ベルを管理しようとするプロセスの枠組みが提供さ
れます。問題が発生した場合、堅牢な根本原因分析
及び是正処置が、プロセスの失敗に対する通常の対
応となります。

この概念は、サプライチェーンに組み込まれている
すべての食品安全リスクについて、豊富な経験及び
十分に検討された上での理解に基づいている場合、
非常に成功する可能性があります。どのように成功
するかは、一貫性のある予測可能な結果が確立さ
れ、その後維持されるように、変動を管理し、対応
する能力にかかっています。

プロセスに欠陥がある、あるいは、プロセスを管理す
る人々固有のリスクの理解または能力のいずれかに
ギャップがある場合、失敗や、その検出、起こってし
まったことに対する是正による管理になりがちです。
遡って考えると、これらは、特別な危機の瞬間ではな
く、その時、その時に、人々がどのように決定を下し
たかに起因していることが確認されています。

食品安全パフォーマンスに最大の影響を

与えるのは、条件ではなく行動です。

食品組織内での正しい行動および対応を奨励すること
は、徐々に食品安全文化の醸成として知られるよう
になりました。概念は新しいものではありませんが、
食品安全文化の醸成への道筋は必ずしも明確ではあ
りません。食品安全文化に関連する規格の要求事項
を満たすために取り組む際、多くの組織が見落とし
ているのは、文化に影響を与える重要な側面（価値
観、リーダーシップ、動機付け）が、消費者の期待に
応え、それを実現するために重要な役割を果たすと
いうことです。

Food Safety Culture – Elements and Approach
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これらすべてのタイプの文化に共通する要素は人で

す。そして、食品安全文化が根付いているかどうかを

判断できるのは、人がどのように反応し、決断し、行
動するかによります。 

これらの活動を組織が管理するためには、どのように運
営し、どのように行動するか、また、全従業員がどの
ように行動してほしいかを組織が積極的に決めていか
なければなりません。

より一貫した成果を得るためには、以下4つの柱が
重要になります:

• 方針、価値観など

• リーダーシップおよび関係性

• パフォーマンス測定

• 動機付けおよび報酬
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Food Safety Culture – Elements and Approach

効果的な食品安全文化を醸成するためには、組織の既存の文化を理解することが重要です。 表1にある文化の

タイプのいずれかが組織全体に適用されている場合もありますが、組織は異なる文化を持つ複数のチームで構
成されることもしばしばあります。

表 1 – 食品安全文化のタイプ

文化のタイプ 安全性は以下に依存: 品質は以下に依存:
欠陥/事故率を下げる
ことは:

反応型 自然な本能 対応 疑念

依存型 規則および監督 口述および文書 夢

独立型 自分を大切に 個人的 目標

相互依存型 同僚を大切に 仕事へのプライド 選択

事
後
対
応
型

事
前
対
応
型
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リーダーシップおよび関係性

リーダーシップとは、組織の文化に対する責任が課せ
られるところであることがよくあります。そして、
価値観が設定されると、リーダーの行動の仕方によっ
て、組織の中で何が通常の行動とみなされているか、
何が許容される行動とみなされているかが確立されま
す。食品安全文化も例外ではありません。

リスクのレベルおよび食品安全のための

運用基準が合意されると、企業の運営文

化は、それらの基準の提供における成功

のレベルを決定します。

表1の組織のタイプ：反応型、依存型、独立型、相互

依存型について考えてみましょう。それぞれにメリッ
トがあり、組織がどのようなメリットを得られるか
は、様々な要因によって異なります。しかし、どれが
組織に適しているかに関係なく、組織のリーダーシッ
プがどのように機能するかによって、そのときどきの
対応方法に応じて価値を強化または無視する一連の行
動が創り出されます。リーダーが日々の活動や交流の
中で合意された価値観を無視している場合、他の者が
従うべき手本がなくなります。

体制が圧迫されているときに価値観が問われます。 
フードチェーンの中で組織に適用される圧力には、
様々な種類があります。原材料が届かない、汚染、設
備の変更、新しいプロセスの実施など、ポジティブな
結果をもたらすかどうかは、文化に左右されます。

どのような課題であっても、食品安全文化が成熟して
いる組織は、食品安全リスクを最優先事項として認識
し、それを軽減する方法で対応します。また、これは
組織の関係性に依存します。

個人が互いにどのように反応するか、チームがどのよ
うに相互作用するか、各職務がどのように協力する
か、これらはすべて食品セクターの組織内における関
係性の例です。良い成果をより予測可能なものにする
ためには、あらゆる状況において食品安全を何よりも
重要事項として理解する必要があります。課題または
インシデントに直面したとき、1人だけで解決できる

ことはそう多くはありませんが、相互に合意した優先
事項が食品安全であれば、解決までの道のりはよりス
ムーズで、より短くなる可能性が高くなります。

企業の共通の価値観 

企業がどのように運営されるかは、その価値観に大き
く影響されます。企業に明確な価値観がない場合、価
値観は部門間で異なる可能性があり、不整合および内
部の対立が発生する場合があります。 組織の価値観が

すべての職務で一致し、実行されていなければ、食品
安全などの独自の文化はありえません。 

企業の価値観は、全体的な目標を達成するためにどの
程度のリスクを取るかによっても影響されます。 食品
安全リスクの軽減を優先事項とするためには、企業全
体の優先事項として確立され、企業全体の目標の中で
設定されなければなりません。

食品安全リスクが各職務の個々の目的に組み込まれて
いる場合、それはすべての職務の業務パラメータにな
ります。これにより、食品安全リスクが定義され、状
況、事情、コストに関係なく、決して妥協しないとい
うことに疑いの余地がない環境が生まれます。

対照的に、業務を優先するといった課題がある組織で
は、食品安全リスクは、すべての業務の意思決定また
はパフォーマンス指標の決定要因ではありません。業
務優先型の組織では、調達のようなチームが独自の業
務目標を決定します。これは、全体的な事業目標とは
別のもので異なる場合があります。

調達の職務は、材料およびサービスをタイムリーに提
供することであり、多くの組織では、コスト基準の議
題を推進することにも挑戦しているかもしれません。
調達チームが食品安全リスクを管理するための全体的
な企業価値に縛られていない場合、その業務戦略は他
の職務のリスクまたは価値に影響される必要はなく、
食品安全に関連した職務課題の結果に対して責任を共
有したり、引き受ける必要はありません。

すべての職務領域に明確な企業価値観が浸透していな
ければ、課題が形成され、内部の対立やサブカル
チャーを生み出すことになります。食品安全文化を真
に浸透させるためには、組織の価値観は、マーケティ
ング内容や受付に飾られたプレート以上のものでなけ
ればなりません。

価値観は、組織、各職務、部門、そして

最も重要なことは、すべての従業員に対

して定義され、絶対的、かつ翻訳可能で

なければなりません。 
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パフォーマンス測定

変容を判断するためには、測定が必要であることは広く
認識されています。しかし、あまり理解されていないの
は、何が測定され、それがどのように報告されたかが、
食品安全文化にプラスにもマイナスにも影響を与える　
可能性があるということです。 

積極的な食品安全文化を定着させ、将来に影響を与える
ためには、先行指標を測定に用いることが必要です。　 
先行指標が、将来の成功を予測する可能性のある　　　
パフォーマンスを測定するのに対し、その逆の遅行指標
は、過去のパフォーマンスを測定します。先行指標の例
としては、ヘアネットを着用している従業員の数、遅行
指標としては、最終製品に髪の毛が見つかった回数など
が挙げられます。

遅行指標（課題、インシデント、製品の保留、不適合、
回収など）を無視することはできず、リスクを徹底的に
評価せず、十分な準備をせず、適切な方法で対応しな
かった場合のコストおよび結果をよく理解するために
も、測定する必要があります。

しかし、失敗に焦点を当て、罰則や責任

を課すことは、失敗を恐れる気持ちを駆

り立てます。これは短期的な議題解決に

はなるかもしれませんが、文化を良い

方向に変えることはできません。 

懸念事項の解消に役立つものを測定し、目標を定め、
報告することは、積極的な運営文化を推進する可能性
がはるかに高くなります。

動機付けおよび報酬

機能している独立的、または相互依存的な文化におい
ては、組織は、すべてのチームメンバーが食品安全に
関する懸念事項を特定することを奨励しています。懸
念事項がどのようにフォローアップされるかが重要で
す。提起された課題は、責任をなすりつけ合うのでは
なく、関心を持って検討し、それらを理解し、どのよ
うに解決できるかを徹底的に調査することが望ましい
です。

懸念や課題の特定及び除去に対し、報酬

を与えることで、積極的かつ前向きな文

化を促進し、情熱的で洞察力に富んだ特

性を引き出します。リーダーシップは、

そのような関与を認識し、賞賛すること

で、これを強化しなければなりません。

報酬は金銭的なものである必要はありません。価値観
を守り、維持する方法で行動し、対応した場合の報酬
は、積極的な文化を促進します。その結果、他の人々
も同じように行動し、同じように対応するようにな
り、食品安全に積極的に取り組むようになり、食品安
全文化が繁栄するために必要な開放性を正常化するこ
とができます。

企業の中でこれらの要素を考慮し、必要に応じて行動
を起こすことは、組織の価値観がすべての階層で通用
する、ポジティブかつ相互依存的な文化につながりま
す。これは、組織がリスクに対する変更または課題を
評価する能力がないということではなく、その成果が
通知され、考慮され、内部および外部からの精査と
いった試練に耐え得るものであるということです。
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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。

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。　　　
当社は、食品小売業のサプライチェーンの組織がリスクを軽減し、ブランドを保護し、レジリ

エントなサプライチェーンを構築できるよう、幅広く認証およびリスク管理サービスを提供し

ています。

世界各地に90のオフィスを構えるBSI は、GFSI（Global Food Safety Initiative） 承認規格を含

む食品小売業のサプライチェーン全体にわたる、幅広い食品安全並びにビジネス改善規格に対

し、統合的なサービスを提供可能な容量・能力を備えた、食品安全における世界的な認証機関

です。

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/

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。

BSIの製品及びサービス
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