
賠償責任リスクトレンド 
食品業界 

前世紀において、世界中の多くの地域が農業から製造およびサービス業へシフトしてきました。世

界中の人々の多くの割合が自分で食物を生産するのではなく、その供給を他者に依存することとな

り、それはグローバルサプライチェーンの出現につながります。このサプライチェーンは数えきれ

ないほどのパートナーとインターフェースによって構成されており、日々複雑化する高度なロジス
ティクスによって支えられています。しかし、この複雑化が誤りを引き起こすことがあり、賠償責

任リスクに重大な影響を与えるでしょう。 



サプライチェーンのトレーサビリティ

サプライチェーンの複雑性について、製品安全への責任は多くのビジネスパー

トナーに共有されます。これらのパートナーはお互いについてよく知らないこ

ともありますが、収穫、加工、製造、輸送、包装の品質を保証する中心的な役

割を担っています。そのため、100％のトレーサビリティは単に製品安全の問

題だけではなく、バリューチェーンの効率、食品偽装防止にも役に立ち、また

ブロックチェーンなどの最新のテクノロジーはエンド to エンドのサプライチ

ェーンの可視性を素早く、信頼のある、保護された方法で実現します。 

食中毒の深刻性

食中毒の多くは感染性や毒性があり、細菌、ウイルス、寄生虫または化学品

の食品や飲料への混入により体内に侵入することで発生します。近年サプラ

イチェーンのグローバル化により、食品関連の事故はその範囲とスピードに

おいて深刻性を増しており、国内での事故はすぐにグローバル規模の緊急事

態につながります。重大な食中毒は過去 10 年の間に世界中のすべての大陸

で発生しており、いくつかの事故はグローバル化した取引により深刻化し、

被保険者(もちろん保険に入ってない場合もありました)に損害をもたらしま

した。 

新しい規制や法律

2011 年の米国における食品安全強化法(Food Safety Modernization act: 

FSMA)や中国における食品安全法の改正など、食品の安全性のための法律の

変化は、その規制の厳格化によって、食品リコールの頻度を上昇させます。ま

た消費者はリスクをより認識するようになり、自身の権利を知り、その権利へ

の対処を要求するようになります。ソーシャルメディアはこれらの問題を拡散

したり対処するのに重要な役割を負います。 

機能性食品やダイエットサプリメント

多くの消費者が、食品は空腹を満たすためや栄養のためだけではなく、さ

らなる効果を求めるようになっています。これらの効果には、身体的もし

くは精神的な充実を強化するものや、食関連の疾患のリスクを減少させる

ようなものがあります。一方で例外はあるものの、これらの効果は証明さ

れていないものもあります。更に、これらの食品やサプリメントの長期的

な効果やリスク、例えば長期的な摂取による蓄積のリスクや異なる成分の

組み合わせのリスクについては従来の食品と比較するとまだわかっていな

い部分があります。 
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どうやってこれらのリスクを 

軽減するか 

保険会社が食品会社のリスクを 

引き受けする際の注意点 

サプライチェーンのトレーサビリティ

⚫ ̤総合的品質管理(Total Quality Management: TQM)システムを

導入し、技術的、地理的な複雑性を管理します。これらのシステ
ムは定期的にアップデートされ、テストするべきです。 

⚫

⚫ ̤グローバルな食品サプライチェーンの構築を監視し、その

変化による法的責任への影響を評価します。 

⚫ ̤食品サプライチェーンと食品トレーサビリティのリスク管理
のための新規テクノロジーの採用。 

̤ 

⚫ サプライチェーンにおける被保険者の立ち位置と責任を理解

し、リコール保険および生産物賠償責任保険に対する適切なア

プローチを行います。 

⚫ ̤          食品事故が発生した際の迅速な根本的原因の究明および再発防

止策の構築。定期的なリコールの準備（モックリコールな

ど）。 

⚫ ̤被保険者のさまざまな地域ごとの危険度と品質基準を満たすた

めのシステムを評価します。 

⚫ ̤消費者と販売の地域ごとの傾向を注意深く監視し、ロジスティ
クスの最短化や倉庫の最適な配置を考慮します。 

食品の深刻性 

⚫ 微生物混入防止の広範囲な検査（原材料検査、最終製

品検査、プロセスコントロール）。 

⚫ 被保険者の製品の範囲、仕入先や顧客の範囲に関連

した深刻な食品事故に対する脆弱性を評価します。 

⚫ 適切な食品安全基準(BRC、IFS、ISO22000、グロー

バルでの巨大リコールが発生した際の手続き方法の制

定など)の実行。 

⚫ そのような脆弱性を制御するための被保険者のオペレー

ション上の措置(主たる商品のバッチサイズなど)につい

て理解します。 

⚫ 品質基準の継続的な改善を行い、設計および製造段階

での事故を可能な限り減少させる。 

⚫ その業界で過去に発生した大きな損失の分析に基づいた

潜在的な損失シナリオについて理解します。 

新しい規制や法律 

̤ ⚫ 規制や法律の変更に従い、これらの変更に対応する準

備を整える。 

⚫ 政府による規制の変更が特定の業種にどのような影

響を与えるのか注意深く観察し、リコール保険にど

のような影響を与えるか理解します。 

⚫ 顧客からの苦情の傾向、品質クレームやソーシャルメ

ディアなどを注意深く監視し、早期に事故発生のシグ

ナルを確認します。 

⚫ 政府による規制の変更が特定の業種にどのような影

響を与えるのか注意深く観察し、保険引き受けおよ

び保険料算出に適切に反映させます。 

⚫ 規制や法律による報告要件を満たしたリコール手続き

の制定やアップデートを行い、リスクの最小化をす

る。 

機能性食品やダイエットサプリメント 

̤ Establish clear protocols to prevent contamination with ̤ Monitor regulatory changes and litigation trends closely, 

trace elements, chemical contaminants or unauthorized as functional food and dietary supplements markets 

substances.  develop rapidly.

̤ Retain key documents about product testing and ̤ Understand the insured’s exposures derived from 

acceptance criteria, which should be readily accessible alternative commercialization channels such as internet

in the event of a claim/dispute. sales, as well as those related to the raw materials supply 

chain.

̤Institute proficient marketing and post-marketing

support teams to ensure regulatory compliance, ̤ Focus on issues around false advertising and incorrect 

and react promptly to regulatory developments. labeling.

⚫ 原材料のトレース、化学物質の混入や未承認の物質の

使用を防ぐための明確な手順書を設定する。 

⚫ 機能性食品やダイエットサプリメントの業界は変化

が速いため、規制の変化や訴訟の傾向を注意深く監

視する。 
⚫ 事故が発生した際の迅速な対応を可能とするのため、

製品検査や受け入れ基準に関する主要な記録を保持す

る。 

⚫ ネット販売などの代替販売チャネル、原料サプライチェ

ーンから派生する被保険者のリスクを理解する。 

⚫ マーケティングサポートチームを設置し、販売後も含

めて規制へのコンプライアンス順守や規制の変化への

素早い対応を行う。 

⚫ 不適切な広告や不正確なラベルから生じる問題に注目す

る。 
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