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“シンギュラリティー”という言葉を最近耳にされた方

も多いのではないかと思います。日本語訳は、“技術

的特異点”と言うことだそうです。何か？と言います

と、“テクノロジーが急速に変化し、それより甚大な影

響がもたらされ、人間の生活が後戻りできないほどに

変容してしまうような、来るべき未来のこと”となります。

現在、世界では、この言葉は、コンピューターが人類

の知性を超える時、それが 2045 年頃に起こるという予

想の際に、シンギュラリティーが起こるという使い方を

しています。この考え方が 2005 年に米国で発表さ

れ、日本では 2007 年に邦訳版が出ております。米国

では、2008 年頃から一躍話題となり、日本では 2014

年頃から拡がりを見せているとのこと。 

前置きが長くなりましたが、この荒唐無稽とも思える

考えですが、生命の誕生から現在までの進化を両対

数のグラフに表すと、ほぼ直線関係にあり、実際に上

記の予想はあながち的外れなものではないのではと

思えてきます。また、我々の記憶の範囲での技術の

進歩、常識の変化のスピードが加速されている事実

を目の当たりにすると、この先、何が起こっても不思

議ではないと思われる方もおられるのではないかと

思います。 

これらのことを鑑みると、テクノロジー及び考え方の

面で、世代間のギャップが、これ程拡がっている時代

は今までになかったのではないかと思えてきます。こ

れらに対して、処方箋のようなものは、思いつきませ

んが、実際、我々が現時点で使用している機器等の

原理を全て理解して使っている人は殆どいないにも

関わらず、使いこなしている人が大半かと思います。

それを考えると、新たな事象に対して、拒否反応を示

すのではなく、慣れていくしかないのではないかと思

います。それと同時に、若い世代の考え方を理解する

努力も求められているように思います。 
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食品衛生法の改正と海外事情

理事長／西原 美津子 

ASQ CQA/CBA/CHA 

はじめに 

当会には、専門的な活動を自主的に推進して行く

研究会組織があります。この組織は、参加を希望する

会員が参加し易いように、各自の居住地域によって

選べるように関東地区、関西地区、九州地区の３地域

で活動を推進しています。このうち、関東地区の分科

会が昨年９月、数年の休会を経て再開されました。関

東地区の研究会は、これまで、所定のプロジェクトが

数年で完結すると一定期間、休会に入る、という不定

期の研究サイクルが出来上がっていました。そのため、

再開に際しては、できる限り負担を感じないで継続的

に実施できて、成果が社会的意義のあるものにしよう

という参加者の共有意識が働いて、５・６ほどあった候

補の中から、時代性を考慮して、推進テーマは「食品

安全マネジメントシステム」に決まりました。 

この研究会活動に関連して、今年６月、我が国の

食品安全行政を大きく左右する「食品衛生法」の改正

があり、当会の活動にも少なからず影響することから、

その概要を簡単にご紹介したいと思います。 

食品衛生法等の一部改正の背景

今年６月、我が国の食品衛生法等の一部が改正さ

れました。背景には次のような点が指摘されていま

す。  

○ 前回の食品衛生法等の改正から約１５年が経過し、

世帯構造の変化を背景に、調理食品、外食・中食

への需要増加等で食へのニーズの変化、輸入食

品の増加など食のグローバル化の進展など、我が

国の食や食品を取り巻く環境に変化があること。

○ 都道府県等を越える広域的な食中毒の発生や食

中毒発生数の下げ止まり等、食品による健康被害

への対応が喫緊の課題となっていること。

○ ２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの開催や

食品の輸出促進を見据え、国際標準と整合ある食

品衛生管理が求められるようになっていること。

食はあらゆる人にとって身近な問題であり、近年の
経済情勢を見れば、食品業界に身を置いていない者 

でも、これらは普通に理解されるように思います。 

食品衛生法等の一部改正の要旨

今回の法改正の内容は、厚生労働省その他の関連

機関のウェブサイトで公開されていますので、ご存知の

方も多いかと思いますが、要旨を次にまとめてみます。 

１． 広域的な食中毒事案への対策強化

― 国や都道府県等が、広域的な食中毒事案の発生

や拡大防止等のため、相互に連携や協力を行うことと

するとともに、厚生労働大臣が、関係者で構成する広

域連携協議会を設置し、緊急を要する場合には、当該

協議会を活用し、対応に努めることとする。－

これに関係しますが、昨年の夏、関東を中心に発生

した食中毒事案では、早期の探知が遅れ、共通汚染

源の調査や特定作業が効果的に進まず、対応に遅れ

が生じました。このような事案には、一定の対応が求め

られ、次のような対策が挙げられています。

○ 地方自治体の間や国と地方自治体間の情報共有

○ 一般国民への情報の提供・周知

○ 食中毒の原因となる細菌（腸管出血性大腸菌 O157

等）の遺伝子検査手法の統一化

三つめに挙げられた微生物の遺伝子検査は、昨年

発生した食中毒事案が O157 等に関連していたことに

大きく係わっていたからでしょう。広域的な食中毒事案

の発生や拡大防止には、関係者の連携・協力義務を

明記するとともに、国と関係自治体との連携や協力の

場を設置し、緊急を要する場合には、厚生労働大臣は、

協議会を活用し、広域的な食中毒事案への対応に努

めねばなりません。

２． HACCP に沿った衛生管理の制度化 

― 原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生

管理に加え、HACCP(*注)に沿った衛生管理の実施を

求める。ただし、規模や業種等を考慮した一定の営業

者については、 取り扱う食品の特性等に応じた衛生管

理とする。―
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(*注) HACCP：Hazzard analysis and critical control point. 

HACCP は、食品の衛生管理に関連し、消費者の健康

保護や食品の公正な貿易確保等を目的として､１９ 6 ２

年、国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)

により設立された国際的な政府間機関である Codex 

Alimentarius Commission (CAC：“食品法典”というラ

テン語に由来)で発表、以来、”Food Code”として食品

業界で世界共通のガイドラインとなっているものです。

ＨＡＣＣＰは、危害分析を行ってリスクベースで必須

管理点を定めて管理していくもので、食品の特性に応

じて管理策を実践して行きます。“すべての食品等事

業者に求める”とありますので、この改正で食品を扱う

事業者は例外なく適用するよう求めたものです。とは

言え、対応はリスクベースである以上、各事業者に等

しく同じような対応を求めるものではなく、この点は注

意したいところです。

１． 特別の注意を必要とする成分等を含む食品による

健康被害情報の収集

― 健康被害の発生を未然に防止する見地から、特

別の注意を要する成分等を含む食品について、事業

者から行政への健康被害情報の届出を求める。―

これは、近年のネット販売その他様々な販路で広

がっている、いわゆる“健康食品”への懸念から改正

されたものと言ってもいいでしょう。

４. 国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制

の整備

― 食品用器具・容器包装について、安全性を評価し

た物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度の導

入等を行う。―

ここで言う“ポジティブリスト制度”とは、原則、使用

を禁止したうえで、使用を認める物質を定めて安全が

担保されたもののみ使用を許可するという趣旨です。

これまで、原則、使用を認めたうえで使用を制限する

物質を定める現行の “ネガティブリスト制度”（海外で

使用を認められた物質であっても、規格基準を定め

ない限り、直ちに規制は不可）とした規制は、海外と

の整合性を考慮して改正されました。（下図参照）

原材料メーカー ⇒ 食品製造業 ⇒ 消費者

食品用器具・包装製造業 ➡ 食品用器具・包

装販売業 ➡ 食品製造業

これにより、関係の事業者は、“ポジティブリスト”の

情報提示を求められ（上図の➡）、合成樹脂の食品の

容れ物を扱っている事業者などは対象となります。

５．営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設

― 実態に応じた営業許可業種への見直しや、現行

の営業許可業種（政令で定める 34 業種）以外の事業 

者の届出制の創設を行う。― 

ここで、“政令で定める 34 業種”及び“それ以外の

事業”にも、販売業、製造業があります。改正後は、そ

れらの手続きが変更されて、取り扱う食品や業態によ

り、販売業は「許可」又は「届出」に区分され、また、製

造業にはこれまで許可が不要であった食品製造業等

（“非許可食品製造業等”）に「届出」の制度が創設さ

れて、同様に「届出」又は「許可」になります。これより、

営業許可の対象業種以外の事業者についても、「届

出」により、所在等の情報が行政側で把握できるよう

になるため、前述の食中毒事案等の発生においても

メリットが想定できます。

６．食品リコール情報の報告制度の創設

― 営業者が自主回収を行う場合に、自治体へ報告

する仕組みの構築を行う。― 

７．その他（乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等

の輸入要件化、自治体等の食品輸出関係事務に

係る規定の創設等）

ＩＳＯ規格から見る我が国の食品安全 

食品安全に適用する国際規格として、ISO22000

（Food safety management systems―Requirements 

for any organization in the food chain）があります。こ

の規格には、ＨＡＣＣＰの手法が取り込まれており、我

が国でも、この規格でＩＳＯ認証を取得して、社内の食

品安全に生かしている会社もあります。しかしながら、

この規格の初版が出たのは２００５年、以来、今年６月

に第２版が出るまで１３年間では、この ISO 規格で認

証を取得した組織は、大手食品会社を含む１０００社

前後の数に留まっています。ISO 規格の要求を満足

した管理システムを導入して、自社の安全管理に生

かして行きたいと望む会社がその間１０００社前後にし

か届かったということであり、食品安全では世界一とも

称される我が国では、ISO規格やHACCPによる食品

安全には関心が高まらなかったということでしょう。 

世界各国における HACCP の現状 

食品業界の近年のグローバル化の波は、 年々激し 
（８ページへつづく）
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第三者委員会について 

会 員／東京分科会 

石原 隆昌 

最近の不祥事と第三者委員会 

「不祥事」又は「世間を騒がす」としてマスコミに採り

上げられることが増えたようだ。多くの当事者が記者

会見で、第三者委員会を立ち上げる旨の発言をして

いる。委員会メンバーの選び方を含めて「お手盛り」、

「見せかけ」、「一時しのぎで逃げる」のようなニオイを

感じる向きがあると思う。 

 ２０年余り ISO のマネジメントシステム（ISOMS）の第三

者認証の審査員を経験した身からしても、他人ごとでは

ない。本当に「第三者」なのか？ 時々、自問自答して

きたつもりだが、他の分野では、どのように考えられ行

われて来たか調べていて、「第三者委員会報告書を

格付けする委員会」という本格的な会があることを知っ

た。その考え方・活動・実績を参考にしながら、 ISOMS

では「第三者」をどう捉えて行動してきているか、ありた

い方向を考えてみた。 

第三者委員会報告書格付け委員会 

［同ウェブサイトから活動状況を概略紹介} 

（その目的） 

第三者委員会等の調査報告書を「格付け」して公

表することにより調査に規律をもたらし、第三者委員

会及びその報告書に対する社会的信用を高めること。

別の表現では「名ばかりの第三者委員会を無くす」。 

（委員＝評価者の構成） 

現在 9 名(弁護士：５、大学教授：２、他：２)。 

（評価の基準、分類、実績の公表と反論権） 

＊基準は「第三者委員会ガイドライン」(日弁連

2010/7)、ただし、これにこだわらない。 

＊優れている順からA、B、C、Dで評価、Fは著しく劣

り評価に値しない（不合格）。各委員の評価をその

まま報告。委員会としてまとめた報告はしない。 

＊格付実績をウェブサイトに掲載(2018/8 現在 18)。 

＊対象関係者の意見・質問はそのまま掲載。 

（評価で考慮する要素） 

＊委員構成の独立性、中立性、専門性 

＊調査期間の妥当性、調査体制の十分性、専門性

＊調査スコープの的確性、十分性、事実認定の正確 

性、深度、説得力 

＊原因分析の深度、不祥事の本質への接近性、組

織的要因への言及 

＊再発防止提言の実効性、説得力 

＊企業や組織の社会的責任、役員の経営責任への

適切な言及 

＊調査報告書の社会的意義、公共財としての価値、

普遍性 

＊「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン

へ」の準拠性。 

(準拠性の判断基準) 

当ガイドラインの精神・趣旨を踏まえているか。ただし、

他のよいものを排除するものではない。 

（特徴） 

基本線は ISOMS と大差はないが、段階をつけての評

価を採り入れており、社会的意義・公共財・普遍性へ

の言及に踏込んでいる。運営にあたって、委員の中

立性の確保と格付け結果の公表・反論権をうたって

おり、当委員会の運営費用は全て委員による寄附で

賄うとしている。 

(格付け委員会が対象とした報告書)  

対象の報告書は、「反社会勢力との取引」(1014/5)か

ら始まり、「不適正会計」3 件、「慰安婦報道問題」

(2015/2)、「東京オリンピック招致活動（賄賂疑惑）」

(2017/2)等多岐に渡るが、多いのは事業・製品の問題

（開発から検査まで）が 8 件、直近では「アメフトにおけ

る重大反則行為」(2018/8)も採り上げている。殆どの事

案の名前はご記憶のこともあろうかと思う。 

(格付け結果) 

当初設定した存続期間（2014～2017）と対象とする報

告書の数（当初 3 年間で 12）は、5 年間で 18 の報告

書を公表している。(2018/8 現在) 

＊最低評価(D)と評価に値しない(F)は 5 件：「検査結

果改竄」、「不適切な完成検査実施」、「東京オリン

ピック招致活動」、「免振積層ゴム認定」、「慰安婦報

道」。 

＊（B と C）及第点以上は 4 件：「臨床研究における問

題行為」、「連結子会社における不適切会計」、「燃

費不正問題」、「海外グループ会社不適正会計」。 

＊(AとB)（上位ランク）は、「キュレーション事業」と「種

苗法違反」の 2 件のみ。 

（低評価判断の理由付け） 

a)調査チームの非独立性、

b) 調査対象で肝心なところを避けている、

c) 報告書の公開性欠如、
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d)報告書の公開性欠如、
e)経営者・役員等へ踏込み不足、
f)専門性の欠如、
g)再発防止踏み込み不足

f)提言の実効性・説得性不足

の順番。

「第三者」を考える 

当方が「第三者」という言葉を意識したのは、企業

に在職中、発注者の監査を受ける時で、これを「第二

者監査」と言い、内部監査＝「第一者監査」というもの

があり、ASME の認証(第三者認証)を取得するのが望

ましいということであった。1985 年より少し前の頃と思

う。なじみのない言葉だったが、英文法の一人称(I, 

we)と二人称(you)と三人称(he, she, they)を思い出し

たので、さほど違和感はなかった。 

1992 頃、ISO 9001 を知ってから第三者監査（審

査）対応も仕事の一つになり、1997 年から第三者監

査（審査）が主な仕事になった。その経験を基にした

「第三者」の理解と今後のありたい姿を以下に示す。 

(広辞苑から) 

「第三者」：当事者以外の者。その事柄に直接関係の

ない人。当事者とは、自分(第一者)と相手(第二者)の

こと。 

歴史のある第三者検査機関(TPIA)（注参照）では、

明確な定義はないようだが、当事者と無関係と認めら

れる人・組織で、独立性、中立性、専門性が体系とし

て確保され、これらが運用の実態で実証される機関。 

注）船級協会（18 世紀初頭前後からロイド他）、米

機械学会と損保会社（ASME,HSB）、独技術検査協

会(20 世紀初からテュフ)で発祥は民間。 

(TPIA): third party inspection agency 

(ISOMS では「監査」の一形態として注記で説明) 

「監査」：監査基準が満たされている範囲(程度を含

む)を決めるために、客観的証拠を手に入れ、それら

を客観的に評価するための、体系的で独立した文書 

化したプロセス。(ISO 9000 3.13.1) 

「第三者監査」：外部の独立した機関によって実施。 

注）ISO 9000 3.13.1 監査の注記４を参照。 

（建設業界では、林立状態） 

第三者検査機関（会社）、NPO 法人住宅性能検査協

会等があるが、林立状態で、各組織が独自の解釈で

自己 PR 又は他を難じている。  

因みに、当方、4 年前に戸建を売却し集合住宅の

一室を購入した時、夫々仲介業者が選んだ検査会社

が検査。前者は問題点を的確に指摘しており、買手

に現況容認してもらうという点で役立った。後者では、

検査合格だったシャワーとガス給湯システムで、使用

してみたら不具合がでてきた。本当に検査したのかを

疑わせるような状況であった（名ばかりの検査？）。 

（競技では、審判が「第三者」に相当する） 

その役割、所属、選び方を調べてみた。 

＊サッカー：個々の判定に加え試合をコントロール。 

各国地域のサッカー公認審判員と国際サッカー審

判員の資格制となっている。 

＊日本プロ野球：個々の判定に加えて、試合を進行、

没収試合を裁定する権限。 

＊バレーボール：反則を含む個々の判定、警告と罰

則を与える権限。 

＊フィギュアスケート(採点競技)：各データオペレータ

（DO）の採点に基づきテクニカルスペシャリスト(TS)

が判定し宣言。構成：テクニカルコントローラ（TC：審

判団を指揮）＋TS+アシスタント TS＋DO(複数)。 

（審判員のいない競技：当事者が個々に判定。） 

＊ゴルフ：判断に困ったときは競技委員に聞く。 

＊カーリング：点差がついた時に負けを認めて相手

に握手を求める（コンシード）。 

（ボクシング、柔道、空手等の格闘技） 

主審と副審が審判員。主審が全責任。 

（審判が制度として独立していない競技） 

＊相撲：行司は一次判断、勝負審判が最終判断。 

行司は各部屋に所属し、全体と部屋の実質は支え

（事務方）の役割。「審判部」は広く大きな権限をも

つ。「勝負審判」は一門の推薦で年寄りから任命。 

判定を巡って「誤審騒動」は避けられないのが実情。

個々の判定では、ビデオ判定、電気判定機等で、仕

組みと運営では、高次の審判員の設置等によって、

競技団体が夫々試行錯誤しているようだ。 

「第三者」について今後のこと 

(「第三者」とは) 
（7 ページへつづく） 

https://kotobank.jp/word/%E4%BA%8B%E6%9F%84-503012
https://kotobank.jp/word/%E9%96%A2%E4%BF%82-2501
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熊本地震を振り返って

会 員／博多研究会 

山本 隆一 

はじめに 

一昨年、日本国内の観測事例としては九州圏内で

は初の震度 7 の熊本地震を経験しました。その被災

状況について、「個別企業会員・団体会員の被災・復

旧状況と今の課題」と題して、『一般社団法人熊本県

工業連合会熊本地震誌』に執筆した原稿をご紹介し

ます。 

熊本地震の概要 

2016 年 4 月 14 日(木)午後 9 時過ぎに震度 7 の前

震があり、2016 年 4 月 16 日(土)午前 1 時過ぎに震度

7 の本震が発生しました。熊本市東部に隣接する益

城町・西原村を震源とした地震でした。 

報道でご存知の通り、断層でのズレが地面にはっ

きりと出ていたのを記憶しております。益城町・西原村

及び南阿蘇村での家屋の倒壊や地滑りは大変な惨

事になりました。また、橋の崩落、阿蘇神社の倒壊、

熊本城の石垣の崩落などが発生、今までに経験した

ことがないような惨事でした。 

地震発生から 2 年半ほど経過し、復興・復旧はある

程度進んできていますが、益城町の市街地の復興土

地区画整理事業がようやく動きだした状況です。 

熊本地震の被害状況 

（１）人的被害

当社は、夜間には工場の操業を行なっていなかっ

たため、前震・本震のいずれの時も工場内での人的

被害はありませんした。しかし、従業員の中には、自

宅での被災により負傷はなかったものの、家族が避

難所に向かう際、負傷した方がいたと報告がありまし

た。 

（２）物的被害

本社及び工場事務所内は、事務機器や書類が散

乱するなどして，一時的に使えなくなりましたが、両日

とも午前中には片付けが終わる程度で、事務所内は

壁のクロスの一部にひび割れが入り、階段には多少

ずれが生じていました。旧熊本工場跡地にあった社

員寮は建物自体が古かったため、大規模損壊と判定

され、公費解体が地震後一年経過し終了しました。 

工場内では、建屋については、ブレス等が張って

いたところがありましたが、ほぼ損傷はなく、また、生

産設備にはほとんど被害がなく、 当日朝における安

全確認で、動作等には問題なく生産活動は可能な状

況でした。 

プレキャストコンクリート製品製造会社には、広いス

トックヤード(製品置き場)があり、製品の転落及び地

震の揺れによる偏荷重の影響で製品下部に損傷が

発生し、商品価値が落ちたものは全て廃棄としました。

製品廃棄重量は 140ｔにも及びました。当社は少ない

方で同業他社においては、1,000ｔを超える製品を廃

棄した会社もありました。

復旧過程および現状 

  前震の翌日 4 月 15 日（金）は、9 割ほどの従業員

が定時までに出勤してきました。その日は生産設備

の安全確認及びストックヤードの状況確認を優先的

に実施し、生産については、一部の製品の製造を行

い、ストックヤードの製品は、転落による 2次被害の防

止のため手分けして片付けを行いました。午後は、自

宅の片付け等で半数が帰宅しましたので、できる範

囲の片付けで定時に帰宅させました。  

ストックヤードの惨状

本震が発生した４月 16 日の朝に、本社及び工場

近辺の従業員から Line で惨状が報告されてきました

が、4 月 16 日・17 日は、自宅の片付けがあり、また通

勤ができる状況ではないと判断し、18 日(月)からの出

勤となりました。 

4 月 18 日(月)より、半数程度の従業員でストックヤ

ードの整理を中心に 2 週間ほどかけて廃棄物と良品

の補修が終了し、5月のGW明けより本格的な生産活

動が再開できました。製品の廃棄にかかる経費及び

ストックヤードの整理に費やした人件費が損失となっ

ています。

今後の課題 
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震災から約 1 年後より、自治体による震災復興事

業が本格的に稼働してきましたが、人手不足等による

復興事業の入札の不落又は遅れが、 復興製品の製

造・販売及び受注後の工場内での保管量の増加が

経理的に負担となってきていて、今後、人手不足が

当社にも波及する恐れがあり、人材確保の必要があ

るようです。 

また、震災復興に貢献できる防災・減災商品群の

研究開発・拡販を目指しているが、今後どのような復

興事業が発注され、その発注された製品を受注に結

び付けていくことが重要で課題です。 

熊本地震の発生を通して学んだこと 

熊本においてこれほどの大規模地震が起こるとは

夢にも思っていなかったことでした。緊急時対応で、

火災訓練、油類の流出、及び汚水の流出等に対する

訓練は行っていましたが、防災に対する訓練は行っ

ていなかったため、早急に防災マニュアルを策定して、

対処することにしました。また、緊急連絡網を整備し、

各自に周知しました。また、ストックヤードに製品を保

管する際の作業手順書に、防災が図れるような改訂

を行い対処しています。 

企業リスクへの対応という点で、リスクマネジメントが

あり、それに基づき事業継続計画（BCP）を策定する

必要があります。リスクマネジメントが「想定されている

危機をどう予防するか」であるのに対し、クライシスマ

ネジメント（危機管理）では「危機は必ず起こる」ことを

前提として、被害を最小限に抑え二次被害を回避し、

速やかに復旧を図ることが主眼となっていますので、

危機管理に対しても検討していかなければならないと

思っています。

* ――― * * ――― *  * ――― * 

 (5 ページのつづき) 

「第三者委員会報告書格付け委員会」の１８事例

の報告書からも、「第三者」自体が曖昧であったり自

分に都合の良いように使われていたりしていることが

明らかになった。「第三者」とは何かについて、専門

分野での定義は厳密性を重んじるのか難しくなる傾 

向があるため、常識的な理解を辞書に当たって見た

ら、前記のように、意外にシンプルであった。 

(「第三者」の要件） 

以上から、次のことが浮かび上がってくる。 

⓪ 「第三者」を自分に都合の良いように使っていると

の疑念（曖昧な理解、誤解、曲解）。競技等で当たり

前のことを特別なものという受け止め方。

①仕組での独立性・中立性：相撲以外で全て共通。

②肝心な所を避けない：「～格付け委員会」で指摘。

③効用を実績で認知される：方法は PDCA で進歩、

「名ばかり・形ばかりの第三者」にならないように。

④上からよりも下から：民間と実務の知恵と努力：

③ ④は第三者検査機関の成立過程での成果。

⑤結果の公開性：公共財としての価値、引いては当

事者の社会的信用を増す。「～格付け委員会」。

⑥その他（経営者への踏込み不足、専門性欠如、）

(ISOMS をこれに照らし合わせてみる) 

⓪ ISOMS認証において、審査側が「第三者」であるこ

とを、自他ともに認めることができているのか。

①認証制度では独立となっているが、実態は「受審

側に役立つ」を標榜する審査も増加。

②受審側の意向による限定された認証範囲又はサ

ヱプリング対象にして欲しくないという受信側の意

向に対して、受信側は妥協し過ぎていないのか。

③  第三者認証が受審側、その顧客、世間にどれだ

け効果があったのかよく判らないのではないか。

④認定機関、認証機関が規制当局の下請け扱いに

なっていないか。

⑤結果の公開性：「～格付け委員会」では強調。

⑥その他については、ISOMS でも従来からの論点な

ので割愛。

（今後のこと） 

＊現行 ISOMS での認証制度を含め、「第三者」の意

味と効用を広い分野・業界の人に知ってもらい、利

用される環境を作っていく。 

＊上記①以下について、実態と解決策について、衆

知を集め検討し、できることから始める。 

（参考） 

格付け委員会は、「企業から独立した委員のみで 

構成し、徹底した調査を実施した上で、専門家として

の知見と経験に基づいて原因を分析し、必要に応じ

て具体的な対策等を提言するタイプの委員会（「第三

者委員会」）、即ち、経営者等自身のためでなく、全

ての関係先のために調査し、それを対外公表するこ

とで、最終的に企業等の信頼と持続可能性を回復す

るのを目的とするのが使命」としている。(了) 
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3 ページのつづき 

くなっており、輸出入を促進しようとすれば、自国は相手

国の法制度や規制などの影響を受けざるを得ません。

その理由から、HACCP の法制化は世界各国で進んで

おり、少し海外事情についても触れておきたいと思いま

す。 

アメリカでは１９９７年より、州を越えて取り引きされる

水産食品、食肉・食鳥肉及びその加工品、飲料につい

て、順次、HACCP による衛生管理を義務付け、２０１１

年１月に成立した「食品安全強化法（FSMA）」は、アメリ

カ国内で消費される食品を製造、加工、包装、保管の

全ての施設に FDA（米連邦政府の食品医薬品局）への

登録とその更新を義務付けています。対象施設には

HACCP を取り入れた対応措置の計画・実行を義務付

け、FSMA 法の施行が順次進められています。FSMA 法

は、米国内に流通する輸入食品にも適用されるため、

米国向けに輸出する日本の食品関連事業者にも対応

が求められます。

ＥＵ圏でも、中小企業や地域の伝統的な製法等を除

き、一次生産を除く全ての食品の生産、加工、流通事

業者に HACCP を取り入れた衛生管理を義務付け、

2006 年に完全適用としています。 

また、他の国々でも、中国、インド、タイでは輸出食品

へのHACCPの義務化、カナダ、オーストラリアでは１９９

２年から輸出向け乳製品、水産食品、食肉及び食肉製

品へ順次、義務化、韓国、台湾でも同様の動きがありま

す。さらに、ロシア、メキシコ、ヴィエトナムでも HACCP

導入の検討が進んでおり、今や、HACCP の義務化の

広がりは、世界規模と言っていいでしょう。 

今後の展望と期待 

現下の世界状況では、我が国の食品安全行政は、

HACCP の法制化は、アメリカとは実に２１年もの開き、Ｅ

Ｕ圏からも１２年の開きがあります。我が国の行政はグロ

ーバル化の時代に逆行するかのごとき現状を目の当た

りにし、関係省庁の農水省や厚労省では、今般の法改

正で食品安全行政を世界標準に追いつけるように加速

することに躍起になっている感があり、HACCP はそのキ

ャッチフレーズと言っていいでしょう。 

強力なテコ入れ策がなければ、世界と歩調を合わせ

られるようになるには相当の困難が想定され、今年７月

に当会が参入した JFSM 協会の諸々の支援策は、その 

策となり得るのではないかと期待しています。（了） 

◇◇◇ 事務局から ◇◇◇

【年次セミナー開催のお知らせ】 

♦ 2018年度の「化学物質管理者セミナー」が下記の予定

で開催されます。

日 時：１１月24日(土) 10:00―16:30

場 所：目黒区 「大岡山東区センター」 第1会議室

※プログラムの詳細は、当会ウェブでご確認ください。
http://www.iqai.org/j00/j07-03.html

(IQAI 事務局／安岡 均) 

編集後記 

東京オリンピック・パラリンピックが開催される

2020 年は、日本人及び日本社会にとり、大きな転

機になるのではと言われている。一つは文字通り、

世界最大のスポーツの祭典、もう一つは、テクノロ

ジーの祭典にもなると考えられており、世界へ新た

なテクノロジーのアピールの場になるため、多くの

企業が、新たなサービスを検討しているとのこと。そ

のような中、西原理事長からは、食品衛生管理面

においても、2020 年のオリンピックに向け、日本

は、世界から遅れを取り戻すべく、世界標準への適

合を推し進めており、その一翼を当会も担うべく、

活動を行っていることを纏めて頂きました。石原会

員からは、不正等がクローズアップされる昨今、物

事を客観的に見ることが出来る「第三者」について

考察頂いた。博多研究会の山本会員からは、熊本

地震を振り返り、クライシスマネジメントの必要性を

実体験に基づき纏めて頂いた。 

東京でオリンピックを開催することに賛否はある

と思うが、この機会を如何に有効に使い、日本社会

によい影響を残すことが出来るかを考えていけれ

ばと思う。(安岡) 

http://www.iqai.org/j00/j07-03.html
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