
FSSC 22000  認証

FSSC 22000 認証を取得している組織で、
準拠を継続できることが確実になりました。
それを可能にしたのは、リモート審査です。

認証期間を
延長

FSSC 財団では、重大な事象のためサイトへの立入りが不可能な場合の
FSSC 22000 v5 認証に向けた審査の実施手法として、リモートのみでの審
査を容認することを承認しました。

これにより、さまざまな組織でリモートの
みでの審査（GFSI 非公認）を利用して食
品安全規格への適合を継続したり、サイト
への立入り制限で起こりがちな影響を緩
和したりすることができます。フルリモート
での審査の対象となるのは、FSSC 22000
の認証を既得しているサイトで、更新審
査・予告サーベイランス審査・移行審査・
クリティカルな不適合を除く不適合事項の
フォローアップ審査が予定されているサイ
トです。 

食品安全に関するリスク管理は、食品産
業における国際的な要求事項への継続的
な適合、認証の維持を確実に行うために
必要不可欠です。FSSC 22000 審査のリ
モート実施という選択肢により、認証期限
切れが原因で評判に傷がつくリスクが低減

されます。また、顧客にサプライヤー保証
を継続して提供し、貴組織への信頼を構
築することができます。

高まる自由度 
リモート審査により、オンサイト審査が不
可能な場合の選択肢が広がります。現在
GFSI のベンチマークの認証が受けられな
くなっている状態でも認証が可能になると
ともに、オンサイト審査の場合と同様
に、LRQAの食品審査員から優れた技術
的な知見が得られます。

LRQA  では情報通信技術（ICT）を利
用して、貴組織の食品安全マネジメント
システム（FSMS：food safety 
management 

system）の徹底した審査を実施すること
が可能です。これにより、貴社の認証は
認定され、貴社名が FSSC のウェブサイト
に引き続き掲載されます。

実現可能性アセスメント後に、フルリモー
トでの審査が実施可能になります。すべ
てのプロセスは、ICT を利用してサイトか
ら離れた場所で行われます。LRQA で
はオンサイト審査とまったく同様に、認証
を既得したマネジメントシステムおよび事
業をFSSC 22000 規格の判断基準に照らし
て評価し、クリティカルな、またはリスクが高
い、または脆弱な領域を特定して、改善
の継続を支援します。

FSSC 22000 規格審査をリモートで実施す
ることは、従来の審査手法が不可能な状

FSSC 22000 認証 

専門性が実現する
確かな保証



況であっても食品安全へのコミットメント
を継続したことの証明となります。

ただし、すべての審査をリモートで行える
かどうかは、以下の原則に基づいて決定
されます。

• リモート審査の対象となるサイトは、認
証を既得していなければなりません。

• FSSC 22000 のフルリモートでの審査は、
認定された、GFSI 非公認の任意の審査
です。また、重大な事象が直接の原因

でサイトへの立入りが不可能になった場
合にのみ適用されます。

• 貴組織を担当する認証機関がリスクお
よび実現可能性アセスメントを行い、リ
モートで審査を行う正当性を確認する
必要があります。

• 審査をすべてリモートで完了させるに
は、対象のサイトが営業中かつ運用可
能であり、当該サイトで生産が行われて
いなければなりません。

検討すべき原則
•  認証を受けた機関が審査を実施し、審

査にあたっては IAF MD4 の要求事項に
従う必要があります。

審査をリモートで実施することには、多く
のメリットがあります。まず、安全かつ確
実であること。そしてコストが抑えられ、
危険または訪問が困難な場所への移動に
伴うリスクが軽減されることです。

以下に概要を示すプロセスに沿って、リ
モート審査が貴組織に適しているかどうか
を検討してみましょう。 

はい。オンサイト審査のための立入りが可能です。

オンサイト審査のために審査員がサイトに立ち入ることができますか？

メリット
＆リスク

• COVID-19 感 染リスク
を最小限に抑え、環境
フットプリントも低減

• ICT 技 術を用い、 徹
底的な机上審査をリ
モートで実施（ステッ
プ 1）

• ス テ ッ プ 2 で は、
HACCP な ど FSMS
の実施・検証、オン
サイトでのインスペク
ションに集中

• ステー ジ 2 審 査 は、
必ずオンサイトで実施

• 延長により認証の維
持が可能（認証は認
定され、GFSI に承認
されます）

• 延期された審査をす
べてオンサイトで実施

（従来通り）

• 準 拠の継 続を証 明、
顧客からの信頼獲得

• オンサイト審査が延長
期間（6 か月） 内に
実施できる保証なし

• 延長により認証の維
持が可能（GFSI 規格
に適合）

• 延期された審査を分
割して実施

• COVID-19 感染リスク
を最小限に抑え、環
境フットプリントを低
減

• リモート審 査とオン
サイト審査の間隔は、
最長でも 90 暦日を超
えないこと

• GFSI のベンチマーク
審 査 が COVID-19 の
流行に伴う制限により
中止された場合でも
認証が可能

• 顧客に一定レベルの
サプライヤー保証を提
供

• ICT 技 術 を 用 い、
FSMS の徹 底 的 な審
査が可能

• 認 証 は 認 定 さ れ、
FSSC サイトへの社名
の記載が継続

すべてオンサイトで審査

すべて
オンサイト

で審査

審査を延期
（最長 6 か月間）

審査を延期
＆認証を延長

（最長 6 カ月間）

すべてリモート
で審査

（GFSI 非公認）

制限が解除さ
れるまで待機

審査を分割
（一部の審査をリ
モートまたはオン

サイトで実施）

審査を分割

新規審査ですか？それとも認証済みのサイトですか？

次回審査の種類は？ 次回審査の種類は？

登録審査登録審査

現在は認証なし現在は認証なし 認証済みのサイト

新規審査ですか？それとも認証済みのサイトですか？

いいえ。COVID-19 の流行に伴う制限により立入りはできません。

「実現可能性アセスメント」の実施
が必要です。

「リスク & 実現可能性アセスメント」
の実施が必要です。

「リスク & 実現可能性アセスメント」
の実施が必要です。

「リスクアセスメント」の実施が
必要です。

認証済みのサイト

サーベイランス審査 更新審査 更新審査サーベイランス審査



データを安全に保管
LRQAでは、かねてよりリモート審査の実
施に向けて準備を進めてきました。これ
にあたっては、食品安全スペシャリストの
教育・訓練およびスキル向上、テクノロ
ジーへの投資などを行い、 FSSC 22000 
の判断基準に沿った審査がリモートで行え
るようにしました。こうして、徹底的かつ
実践的な審査と、オンサイト審査に期待
される価値と結果をリモート審査でも提
供できるようになりました。

リモート審査により貴社のセキュリティが
損なわれることはありません。
LRQA　のテクノロジーにより、貴社の業務
を FSSC　22000規格の判断基準に沿って
リモートで審査することができます。

LRQA のリモート審査は、多様なデジタ
ルデバイスおよび安全なプラットフォーム
を活用し、オンサイト審査と変わらぬ高い
水準で実施されます。また、ステークホル
ダーの立会い、ストリーミング配信を使っ
たステークホルダーと審査員とのリアルタイ
ムでのやりとりも可能。業務の自由度を
高めながら、安全かつ確実に認証を完了
させることができます。

FSSC 22000 の準拠で
機会創出   
世界的に認知されている FSSC 22000 認
証を維持することでもたらされるのは、既
存の規格（ISO 22000、セクターの前提
条件プログラム（PRPs：Pre- Requisite 
Programmes）の技術的要件、FSSC の
追加要件）に基づいて食品安全責任を管
理するための枠組みだけではありません。
認証の維持は、貴社の顧客および幅広い
サプライチェーンに対して、貴社の FSMS
により、安全な食品が消費者に提供され
ることの証明になり、ひいては競合他社と
の差別化にもつながります。

LRQA では、食品安全規格の強化、環
境・社会へ対する顧客からの要求、ス
テークホルダーおよび政府からの要求事
項の厳格化に組織の皆様が直面し続けて
いることを承知しています。こうした状況
を踏まえ、LRQA では適切な保証サービ
スを通じた付加価値により、貴社が組織
の課題に集中できるようサポートします。こ
のことを通じて、LRQA では貴社の発展お
よび収益性の向上、さらには貴社ブランド
の信頼構築に寄与します。

LRQA が選ばれる理由 
食品業界における 30 年を超える経験を有
し、75 を超える国々にクライアントを持つ
LRQA は、食品安全認証およびカスタマ
イズド アシュアランスソリューションにおけ
る、世界有数の大手サービスプロバイ
ダーです。LRQA では食品スペシャリスト
陣が、最新のテクノロジーに裏打ちされ
た技術的知見を用い、国際的な、または
業界固有の規格に照らし、世界各国の企
業を認証します。

弊社で提供する保証および教育研修サー
ビスは、規模・場所を問わず、あらゆる
組織でご利用いただけ、FSSC 22000 規
格を最大限に活用することに役立ちます。 
LRQA の審査員およびトレーナーは、業
界の専門家であり、貴社と協力して、最
高の状態で貴社の事業を運営するには何
が必要かを解明します。

LRQA の認証・審査サービスは FSSC 
22000認定を受けており、オンサイト・リ
モートを問わず弊社の審査員で構成され
るグローバルネットワークにより実施され
ます。 LRQA では審査員の力量・資格・経
験に対し、極めて厳格な基準を設けていま
す。また、弊社および FSSC 22000 では審
査員を厳密にモニタリングしており、審査
基準が厳守されるようにしています。

LRQA は高い技術力を活かし、連携を通じ
て、長続きする価値を創出し、貴社の事
業・従業員・顧客へよりよい影響をもたら
します。
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