
食の信頼
顧客へ食品に対する 
信頼を提供する
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世界の食品業界はこれまでにない 
問題に直面している
注目を集めた多くのスキャンダルにより食品を製造・加工・販売する企業、
政府・監督機関に対する信頼が揺らぐ等、食の信頼強化への懸念が高まって
いる。

馬肉が牛ひき肉と偽装・流通され、
世界中の消費者に販売された一件が、
消費者に大きな衝撃を与えるスキャン
ダルを巻き起こし、その影響は今なお
食品業界を苦しめている。これは消費
者の信頼を揺るがしたほんの一例にす
ぎず、食品の安全や品質を懸念する
ニュースを耳にしない週はほとんどな
いほどだ。

乳製品に含まれたメラミン、遺伝子
操作により汚染された作物、偽造ワイ
ン、ラベルの不正表示、ココア不足、
持続可能性と倫理の問題まで、食品業
界はこれほど多くの困難に直面したこ
とはない。

食の信頼は揺らいでおり、それによ
り人々は、自身が口にするもの、家族
が口にするものについてより多くのこ
とを知りたいと思うようになってきた。
今や人々は容易に信用することはせず、
代わりに疑問を呈するようになった。
これは公衆衛生に関わる問題であり、
重大な政治問題であり、間違ったとら
え方をする食品会社や政府にとっては
大きなリスクである。

コンプライアンスから 
競争優位へ

食の信頼を築くことは、ビジネスと
社会が解決しなければならない最も複
雑な問題の一つであるが、これを正し
く理解する企業にとっては最大のビジ
ネスチャンスとなり得る。

農場から食卓まで、食品サプライ
チェーンを大局的な視点で捉え、脆弱
な領域を特定し、モニタリングを行い、
リスクを低減するといったより協調的
で戦略的なアプローチが必要となる。

世界の大手食品企業は、このビジネ
スチャンスを認識しており、プロセス
を改善し、競争優位性を得るためにコ
ンプライアンスとして求められる基準
にとどまらない活動をしている。これ
ら企業は食の信頼に関する懸念につい
て、積極的に理解し、対応計画を策定し、
その計画を実行している。また評判を
貶める、または事業の存続を危険にさ
らすほどのスキャンダルに対するリス
クを低減させるレジリエンスと機敏さ
を持ち合わせている。

流れは刻一刻と変わっており、リス
クは増大し、サプライチェーンはより
深く複雑化し、追跡することが困難と
なっている。顧客はより多くを求める
ようになっており、的外れな対応は収
益やブランドに対し多額のコストを発
生させることになるかもしれない。

このため、自社が取り扱う食品が、
どれだけ信頼をおけるものか、自問自
答する必要がある。

私たちの目的

“私たちは、高品質かつ安全で栄養のある食品、そして倫理的
で持続可能性について懸念がない食品を調達し、製造・加工
し、販売するという顧客との約束を守ることを支援する。
人々に食に対する最大の信頼を提供する。”
Craig Armitage, Global Leader, PwC Food Supply and Integrity Services
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世界のメガトレンドが変化を促し、
法令がそれを義務化させる
食の信頼問題に大きな懸念を抱いているのは自社の顧客だけではない。 
人々を守り、安全基準を改善することにコミットした新しい法令が制定
される。

品質基準、監督、罰則の観点から見
て厳格であるポリシーに準じたより厳
しい食の安全規則は、既に幅広い脅威
に取り組んでいるグローバル食品会社
に影響を及ぼすことになるだろう。

現在、グローバルレベルで食品業界
に影響を及ぼしている最大の変化は、
米国食品安全強化法（US Food Safety 
Modernization Act 2011：FSMA） で
ある。

FSMA は実質的にコンプライアンス
要件を変更し、米国でビジネスを行う、
または米国へ輸出をする者に対して、
市場と食品サプライチェーンを横断す
るリスクの増加をもたらす。

FSMA は汚染された食品を回収する
権限、またサプライチェーンの各ス
テップの全関係者により大きな説明責
任を持たせる権限をアメリカ食品医薬
品局（FDA）に与えている。つまりそ
れは、企業に食の安全に係る問題に対
してシンプルなコンプライアンスを
超えた予防的、リスクアプローチに
フォーカスした効果的な食の安全戦略
を制定することを要求している。

大きな特徴としては、FDA は輸入食
品が国内で製造された食品と同じコン
プライアンス基準を満たしていること
を確認する権限を持っている。規制は
大きな影響を及ぼす。

しかし、一体何が食品業界に変化を
要求している顧客と当局からの増大す
る圧力を促しているのか？

答えはシンプルではないが、
現在のビジネスと社会を一
体として再形成するグ
ローバルなメガトレ
ンド（人口構造の変
化、テクノロジー

の進歩、世界の経済力のシフト、急速
な都市化の進行、気候変動と資源不足）
を考慮すると、食品産業が変化する理
由と今後どう進展していくかについて
明確な理解が得られる。
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1
食品サプライチェーンの 
グローバル化

新市場への参入、価格が適切なサプ
ライヤーのグローバルレベルでの確保
等によって、食品会社の機動性は高ま
り、より多くの食品がグローバルで取
引されるようになった。

規制当局、製造者、販売者、消費者は、
その地域全体で食の安全と品質の基準
に対し一貫した取り組みを要求されて
おり、食品業界は変化の時をむかえてい
る。リスクは増大し、食品サプライチェー
ンの監視はより困難となっている。

2
サプライチェーンの統合

グローバルレベルでの食品の取引が
より多くの規制対象となる中、食品会
社は食品の安全性、トレーサビリティ、
製造設備を改善するために、サプライ
チェーンの統合に多額の資金を投じて
いる。同時に、改善を支援するため、
政府はサプライチェーンの統合を推奨
する政策や戦略アナウンスを発表して
いる。

3
スキャンダルと厳しい視線 
の増大

注目を集めた食の安全と品質に関す
るスキャンダルは人々の食品業界に対
する信頼を損ね、消費者の食への懸念
を増大させた。

普及したソーシャルメディアおよび
増大するマスコミと社会的な関心によ
り、食品に対する不安や恐怖が損害を
もたらすスキャンダルへと変貌する例
が増えている。それらは、政府や食品
会社が基準を見直す圧力となっている。

4
規制基準の厳格化

自国を守るために、品質の基準や監
督、罰則の観点から見た厳格な方針に
基づき、より強固な食品安全規制が政
府によって整備される。経済的な競争
力を維持しながら、複数の国の規制を
満たせるようにすることが課題である。

例えば、FSMA は、FDA 規制の注力
ポイントを病気の原因となる食品安全
問題の防止にシフトさせることにより、
それまでの流れを変えた。FDA はサプ
ライチェーンの各段階の全関係者に対
し、食品安全問題の発生可能性を低減
させる予防的措置の整備に説明責任を
もたせる権限があり、米国でビジネス
をする、または米国に輸出する全ての
グローバル食品会社に対してコンプラ
イアンスのハードルを上げている。

成熟した経済においては、政府は自
国で生産された食品の安全と信頼性を

向上させるために法を整備することを
コミットしており、自国民の高価な輸
入品への需要を低減させる。

中国では、以前は複数の政府機関が、
食品の安全に対して責任を有していて、
それぞれが断片的な責任と権限を握っ
ていた。それが中国食品医薬品局の権
限下に置かれた。食品の安全を最優先
に置き、中国指導部は現在、基準を改
善するための大きな力を持っている。

5
世界の経済力のシフト

新興国の経済成長は、過去には存在
しなかった巨大な消費市場を生み出し
ている。消費力はより富裕で、より要
求の高い、新しい都市のミドル層にシ
フトしている。この変化が新興国の経
済をまたぎ、安全、品質、インテグリ
ティ、また消費者によるトレーサビリ
ティへの大きな期待となっている。世
界中で、安全と高品質食品への需要が
高まっている。

今年、アジア太平洋地域のミドル層
の数は、米国と欧州のミドル層の数を
上回ると思われる 1。2030 年までには
世界の七つの巨大新興経済Ｅ７の購買
力が、Ｇ７の成熟した経済を上回るだ
ろう 2。より多くの人々が最高の商品
を求め、それを買う余裕を持っている。

経済成長によるバリューチェーンの
上昇は、消費基盤を変化させる。世界
の食品企業にとって新興国は、もはや
安価な労働力を得る食品生産の場では
なく、消費市場の中心となっている。

世界のメガトレンドに影響を受けた食品業界に見られる大きな変化

食の信頼問題

トップ 10

1 PwC analysis of OECD projections, 2010
2 PwC, The world in 2050 Projections, 2015
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6
技術と科学の革新

技術革新は基準を改善し、リスクを
管理支援する一方、科学の進歩は、食
品の健康と安全の深い理解と危険の早
期発見を可能とする。

これらの進歩は、企業がサプライ
チェーン全体で食品の安全性と品質に
関するより多くの情報を得る機会を提
供する。私たちはトレーサビリティを
向上させ、安全と品質に関する重要な
情報を規制当局や消費者に提供するた
めに、テクノロジー対応のソリュー
ションを使用する。

顧客が商品の製造元や流通経路の情
報を表示させるため、ソーシャルメディ
アとクラウドベースのデバイスにリン
クしている生産現場の商品をスキャン
できるという新技術を想像するとどう
であろうか。または高度な監視、テスト、
トレーサビリティ機能を使用すること
で、製品回収の負の影響を分離するこ
とを想像するとどうであろうか。

最新の Farm GPS マッピング、作物
管理技術、膨大なデータ収集をサポー
トし、リアルタイム分析に報告し、生
産ライン上の汚染物質を監視する IT
システムのおかげで、これらの技術革
新は既に現実のものとなっている。

同時に、より高い技術に対するリ
テラシーと食品安全問題に関する意識
は、企業が基準を遵守し、トレーサビ
リティと透明性を向上させるために、
技術を使用するべきだという消費者の
期待を増大させている。

7
食品需要の変化

新興経済国における生活水準の向上
は、食生活に変化をもたらし、肉や加
工食品に費やす金額が食品業界の成長
を促している。

新興経済では人口が豊かになるにつ
れ、タンパク源となる食品の消費は増
加しており、また人々が食の安全だけ
でなく、品質や選択肢、見栄えにより
関心をもつようになる。

オーガニックやハラールなど多くの
選択肢への要求、トレーサビリティが、
世界中で新しい基準を生んでいる。

8
力を得た顧客

ソーシャルメディアが食品の安全と
品質に関する見解を共有する機会を消
費者に与えるようになって、消費者問
題はより複雑化し、オープン化した。
また食品安全と品質問題についての知
識が増えることで、消費者の期待も高
まっている。

消費者は、言葉、写真、ビデオを通
して、食品会社に甚大な損害をもたら
す食品安全スキャンダルを引き起こす
パワフルなメディアをポケットの携帯
電話の内部に持っている。

実際、食品会社は消費者だけではな
く、従業員、活動家、メディア、その
他の利害関係者といったベストプラク
ティスを実施していない企業をリスク
にさらすことができる全てに対する注
意が必要である。このように、食品会
社は、リスク管理と予防管理措置に多
くのリソースを投じている。

9
コンプライアンスから 
競争優位へ

市場で自らを差別化し、優位に立
ちたいと願うグローバルな食品企業に
とって、安全と品質に関するハードル
は上がっている。

業界のリーダーとなっている食品企
業は、遵守すべき必要な基準を超えて、
自社独自の基準を設け、それをリスク

コントロール、効率的生産、ブランド
価値の保護、参入障壁創出のために利
用している。食品会社はより高いコン
プライアンスを達成することで得られ
る利益を理解している。

10
人口増加と食糧不足

世界の人口が増え、繁栄するにつれ
て、食品やほかの天然資源への需要も
高まっている。

2025 年までに世界人口が 10 億人増
えると考えられていることから 2、食
糧消費は今後 15 年間で 35％増えると
予想されている 1。世界の全人口へ食
糧を供給するため、2050 年までに農
業生産を 70％増やす必要がある 3。し
かし気候変動や利用可能な水やエネル
ギーへの制限が供給に影響を及ぼす。

私たちはどのようにして今後増える
人々に食糧を提供し、また食糧不足の
増加に直面する中、消費需要の増加に
対応するのか。政府と食品会社は早急
に食品サプライチェーンが直面するリ
スクを評価し、代替サプライヤー、生
産者、商品を見つけようとしている。
コンティンジェンシープランには代替
となる成長エリアの発見、買収または
部門の売却、新しいマーケットからの
調達を含む。

食糧不足が増加するにつれて、業
界では粗悪品や製品の不正表示を通じ
て食品サプライチェーンの完全性を損
なう犯罪活動に引き続き警戒する必要
がある。フードディフェンス（食品防
御）の重要性が高まっている。米国の
食料品製造業者協会（GMA）によっ
て 2010 年に 100 億ドルから 150 億
ドルと推定された経済的コストに加え
て、食品不正は深刻な公衆衛生上のリ
スクにつながるおそれがある 4。

1 ‘National Intelligence Council, Global Trends 2030: Alternative Worlds, 2012
2 UN Population Division, World Population Prospects, 2012
3  FAO, Global agriculture towards 2050, How to feed the world 2050: high-level expert forum, 
Rome, October 2009’

4 GMA, Consumer product fraud: Deterrence and detection, 2010
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懸念事項の要点

食品の不正、サプライヤーに対する
リスク管理、資源の不足、食品需要の
変化、技術革新、これらは私たちが解
決を支援する食品企業が抱える問題の
一部である。

企業はこのような問題について、よ
り注意し、サプライチェーン全体の統
合を確実とするため多額の資金を投じ
ている。しかし重視されているのはリ
スク管理ではなく、コスト削減である
ことがしばしばある。

混乱の代償は高くつき、ブランドイ
メージの毀損まで広範囲に及ぶ。気に
なることにそれはメガトレンドが再形
成する社会により誇張され頻度を増し
て発生している。

4 分の 3 の食品会社が少なくとも
1 年に一度、壊滅的重大な事象を報告
しており 1、重大な危機には間接費だ
けでも１０００万ドルから３０００万
ドルかかる 2。もし商品回収が必要と
なると、報告された回収案件の半分で
１０００万ドル以上の費用がかかり、
１０件に１件では１億ドル以上がかか
ると報告している 3。

そのうえ企業の相当数はキーサプラ
イヤーが予測不可能なリスクに対応で
きるかどうか確信を持てないでいる。
ほぼ半数の食品企業が 1 次サプライ
ヤーの下で混乱を経験している。

食の信頼の失墜は、顧客の喪失、株
価や企業価値の長期的な影響はもちろ
んのこと、リコールに関連した損失を
確定するためにも長い期間を要するこ
とになる。

危機的事象はビジネスの存続性の脅
威となり得る。例として、乳児の粉ミ
ルクを含む中国の乳製品から高濃度の
メラミンが発見されたことで、中国産
の乳製品は消費者からの信頼を失い、
それに伴って輸入乳製品への需要が高
まった。中国の乳製品企業は市場シェ
アを取り戻し、失墜した評判を回復し
たいと考え、最高水準とされる国際基
準にあった食品安全基準を確実とする
ため懸命に取り組んでいる。

食品は、顧客の信頼と信用を重視す
る産業である。それは、生活必需品で
あり、最善を尽くす必要がある。顧客は、
自分や家族の健康に害があると思われ
る、または実際にリスクのある選択を
することはない。信頼が全てである。

食の安全                  食の品質

どちらも類似の対応とプロセスに依存しているため、食品製造者は食品の安全と品質というテーマ
を分けて考えることはほとんどない。しかし健康リスクのない品質不良と明確な食品安全危機の境
界線は流動的である。オーガニックやフェアトレード商品に関する不正表示は食の安全の観点から
はたいてい欠陥とはならない。しかし消費者が原産地や加工・流通過程の性質について騙されてい
ることから、品質においては欠陥となる。別の例として、製品ラベルに全ての材料を明記すること
を怠るという事例がある。食品中の特定の成分は、大半の消費者には影響を及ぼさないが、一部の人々
に深刻なアレルギー反応を引き起こす可能性がある。
Strategy&, Food safety management. Prevention monitoring, traceability & information, 2013.

これらの産業変化の影響は現実世界に影響を及ぼす。取引量が増加し
相互関連する現在の世界においては、世界の食の信頼問題は、あなた
の市場にも他の市場と同等の影響を及ぼす。

1 Business Continuity Institute (BCI), Supply Chain Resilience Survey, 2013
2 AMR Research, “Traceability in the Food and Beverage Supply Chain” , 2008
3 The Grocery Manufacturers Association, Capturing recall costs: Measuring and recovering the losses, 2011
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食の信頼のより良い取り組み 
私たちの展望

ベストプラクティスとなる企業は、
食の信頼に関する問題の計画と適切な
対応の機会を認識している。私たちは
経験上、高いパフォーマンスを上げる
企業には以下のような共通点がある。

農場から販売現場まで安全と
品質に関するポジティブな文
化を有する

行動の変革と継続的な改善を通じ、
リーディング企業は、意識向上および
トレーニングをサプライチェーン全体
とその供給者にまで拡張する革新的な
取り組みを行っている。また潜在的な
リスクを特定し、管理するため指標を
用い、分析している（顧客からの苦情、
メディアの報道や顧客動向等）。

リスクリジリエンスなビジネ
ス文化、ベストプラクティス
の行動はトップから

ビジネスリーダーは、より多くの監
督責任を負う必要があり、食品の信頼
問題について十分に知らされ従事する
必要がある。ルールを使用した単純な
コンプライアンスは十分ではない。参
加業界団体と思想・考えに係るリーダー
シップは、既存および新たな問題に関
連して対応する文化を開発することが
不可欠である。

サプライチェーンとベストプ
ラクティスに対するベンチ
マークの継続的なレビュー

複数の地域に合わせたリスク管理プ
ロセスを持ち、サプライチェーンとサ
プライヤーの全階層を監督できる企業
は、競争上の優位性を持っている。サ
プライヤーに係るリスク管理への積極
的な行動が、改善された製品の整合性、
コンプライアンスコストと製品回収コ
ストの削減、食品に対する消費者の信
頼性の向上につながる。

パフォーマンスの改善と 
戦略的な提携へのフォーカス 

そのクラスで最高の企業は、経営資
源と努力を最大の脅威との戦いに向け
ており、また供給の制約やリスクだけ
でなく、食品の信頼の問題が発生する
可能性のある領域を含む厳格なリスク
分析を採用する。組織の価値とその戦
略的目標を達成する能力への影響を評
価する。

組織内の食品サプライチェー
ンのエンドツーエンドの統合 

イニシアチブを取るということは、
安全性の向上、強化されたトレーサビ
リティの提供等、透明性の提供の必要
性に焦点を当てる。食品サプライチェー
ン上の各組織に対し、より大きなコン
トロールを持つことにより、構造化し
た方法でリスクを管理することができ、
また特定の食品の信頼に対するリスク
ベースのアプローチを開発できる。

複雑な消費者ニーズ、高まる期待、当局の変化、食品サプライチェーン
のグローバル化と複雑化。食品会社は信頼維持に係る大きな困難に直面
している。
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テクノロジーへの投資 

技術革新は、基準の改善、リスク管
理と食品に関する詳細情報を提供する
ことに貢献する一方、科学の進歩は食
品の健康と安全、危険の早期発見のよ
り深い理解を支援する。最も優れた企
業は、新しい技術に投資し、食品の信
頼を高めるため既存の枠組みに挑戦し
ようと努める。

クライシスマネジメントへの
フォーカスと透明性確保 

市場において信頼できるブランドと
信頼を築く食品会社は、迅速かつ透明
性のある方法で食品の信頼問題や危機
的事象へ対応をする。これらの企業は、
オープンかつ誠実な方法でコミュニ
ケーションを取り、是正を行う。その
ような企業は、積極的にリスクシナリ
オを分析し、計画とリハーサルに従事
し、製品回収や危機に対する強固な手
順を有する。

M&A とデューデリジェンス 

取 得 企 業 の 食 品 の 信 頼 に 関 す る
デューデリジェンスは、リスク管理の
基本的な側面となってきている。それ
には生産拠点のシステムや処理だけで
なく、人事や IT システムを含む文化、
ガバナンス、サプライヤーに係るリス
クおよびその他の補助的なインフラス
トラクチャーも含まれる。
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食品に対する信頼を提供する 
私たちのサービス

私たちは多額の費用がかかる危機の
予防措置を講じることを支援し、ビジ
ネスを成功に導く。

完全統合された食の信頼のアシュア
ランスとアドバイザリーのサービスに
よって、私たちはあなたの組織のレジ
リエンス、敏捷性とレピュテーション
を構築する。

企業市民としての評判は重要であ
り、それらがあることで企業の成長と
目標達成のために、繁栄し、革新を生
み出し、面白いことを継続して実施す
ることができる。

信用とは、私たちがその保護を支援
する資産であり差別化要素でもある。

どのように支援するか
私たちのサービスは、緊急を要する

ような完全統合されたものであり、食
品の信頼に係る通常のアシュアランス
とアドバイザリーサービスにはない、
幅広い専門知識を提供する。

幅広いサービスには以下が含まれる。

•  食品のサプライチェーンに関心のあ
る利害関係者間での信頼の構築と維
持（即ち供給者、規制当局、消費者、
生産者、製造業者、投資家）

•  食品のサプライチェーンの全ての階
層で食料安全保障、安全性と品質の
ステークホルダーの信頼を強化

•  食品サプライチェーン全体の食料安
全保障、安全と品質を維持するため
に設計された（関連技術およびデー
タを含む）プロセスとコントロール
の強化・最適化

•  食料安全保障、安全と品質に関する
政策や規制環境の強化

•  食料安全保障、安全と品質に関わる
クライシス後の対応、事業会社およ
び公共セクターをサポート

次ページで私たちが提供するフード
トラストサービスの範囲例を記載する。

最大の貢献を行える分野で行動を起
こすことは、私たちの義務である。つ
まりそれは食の信頼に係るサービスに
おいて、私たちが有する卓越した知見、
経験を提供することである。

私たちは長年培った経験、知識、リ
レーションをどのようにあなたの利益
に活かせるか、議論する機会を心待ち
にしている。共に動き、協力しあえれば、
人々にあなたの食品に大きな信頼を与
えることを支援できる。

農場から食卓まで、生産者から消費者まで、あなたは食品の信頼を築く
のに最もふさわしい場所に来ている。

私たちの食の信頼に係るサービス、即ち食品に対するアシュア
ランスとコンサルティングに係るサービスは、通常組み合わせ
ない幅広い専門知識を提供する。
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1. 信頼構築支援
食品の安全に係る企業文化・企業倫理感・コンプライアンス遵守について重点的に取り組むことによって、顧客が貴
社の食品を選ぶにあたって強い信頼を与える。

2. 成長戦略の実行支援
成長戦略における計画の一環として、デュー・デリジェンスを行い、その戦略実行の支援を行う。

3. 食品偽装への対応支援
食品偽装の影響の受けやすさ、偽装を突き止めるための理解を支援する。また、それだけでなくサプライチェーンを
評価し、それに伴ったレジリエンスおよび改善支援を行う。

4. 食品安全管理システムとトレーサビリティ高度化支援
トレーサビリティを管理できるツールの開発・導入支援を行い、枠組みを作成することによって貴社のレジリエンス
を向上させる。また、トレーサビリティや業務の改善に対して、解決策を適用したサプライチェーン内での顧客の信
用上昇に寄与する。

5. 規制対応支援
関連性のある規制の要求、業界ガイダンスの設計、優れたシステムとプロセスの導入を支援する。

6. サプライチェーンの完全性高度化支援
壊滅的な事故または食品偽装事故に係る脆弱性を評価し、サプライチェーンモデルの最適化の為に改善点を提案、改
善支援を行う。

7. 危機管理支援
食品安全、安全性と品質（関連するプロセスおよびコントロールテスト、是正措置や商品のリコールも含む）に関す
る状況の危機管理の準備をすることによって貴社の評判を管理・構築の支援を行う。

私たちのパートナー AsureQuality
私たちは、クライアントの重要な問題を解決するために尽力し、戦略から実行に至るまで共に働
く最良のパートナーである。またそのパートナーとして、信頼できるグローバルネットワークを
持っている。これがニュージーランド政府所有の食品の安全性とバイオセキュリティプロバイダ
AsureQuality と提携してきた理由である。FDA の規制、FSMA と事前承認を含む AsureQuality
の広範な国際的な認定、最新鋭の実験設備、世界標準の実務への理解により、私たちは農場からスー
パーマーケットの棚まで食の信頼に係るアシュアランス・サービスとアドバイザリー · サービスを
提供することができる。

種苗・飼料 製造・加工農業、畜産

食品バリューチェーンを横断する私たちのサービス

倉庫 物流 卸 小売
レストラン

消費者と 
政府

農業と食品メーカー 物流業 小売業と消費者
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食品製造のコスト増加は小売業間
の競争に関わるため、食品製造に係
る積極的なコスト削減や食品サプライ
チェーンの複雑化をもたらしている。

これは馬肉を牛ひき肉と偽ってヨー
ロッパ中の食品製造者に販売したとい
う、2013 年に起こったスキャンダル
の裏話である。この問題は今なお食品
業界を苦しめ続けている。

スキャンダルは国際的な調査、訴訟、
監督機関の意義について疑問を巻き起
こした。犯罪活動の申し立てまた国際
化、複雑化するサプライチェーンを
有する産業に、ヨーロッパの監督機関
が対応しきれるのかという疑問があっ
た。この一件のせいで、消費者はスー
パーマーケットの棚に陳列された商品
ラベルを信じていいものか疑問をもつ
ようになった。

食品や商品のサプライチェーンに横
たわる重要な経済リスクや社会、環境
リスクの理解の支援を私たちのクライア
ントである FMCG（日用消費材）会社か
ら依頼された。

これはサプライチェーンをまたぐ食
の安全と品質の評価と同程度に食品偽
装のリスクを削減することにフォーカ
スを置いている。私たちはどのように
プロセスを改善し、支援したのか。

複 雑 化 し 拡 張 す る 食 品 サ プ ラ イ
チェーンが、トレーサビリティの低下
や偽装といった新たに拡大されたリス
クをもたらし、サプライチェーンの新
しい管理が必要となる。強固なサプラ
イヤーリスクフレームワークの構築の
ため、クライアントの戦略、体制、プ
ロセスの再設計を行い、クライアント
を支援した。

小売業の要件の理解を詳細に深める
ことで、クライアントが彼らの関係に
関連した重要な要因にフォーカスでき
るようにした。

これは顧客からの信頼と信用が最も
重要な業界であり、食の安全に対する
懸念は、食品企業のレピュテーション
や存続性に脅威となるような注目を集
めブランドを傷つけるスキャンダルと
なる懸念でもある。

成功を収めている食品企業は、顧客
の要求を理解し、リスク削減のために、
サプライチェーン上のリスクを効果的
に管理することにより、透明性と信頼
性を証明しなければならない。

どのように支援をしたか

顧客のために以下を含む幅広い選択
肢を用意した。

•  サプライチェーン上のリスクを特定
し、定量化するリスクプロファイル

•  何が間違いを引き起こすのか、その
理由を特定するための調査

•  必要に応じて、コントロールの実施、
サプライヤーに対する監査、デュー
デリジェンスを実施

•  基準の遵守を確実とするためのモニ
タリングを実施

•  コストとレジリエンスの最適化を図
るため、サプライチェーン体制、戦
略、組織の再設計を実施

馬肉が牛肉になる時 
サプライヤーに係るリスク管理の教訓

どの様にクライアント
を支援するか。 
食の信頼にフォーカス

ケーススタディ
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PwC は、企業と政府、地域社会間の
信頼のバランス調整という重要な役割
を担っており、私たちが協働する時、
利益は社会にとって最も重要な問題を
解決することである。

中国では、国内最大の食品・農業ビ
ジネスである COFCO 社、およびその
関連会社を支援することにより、食品
業界で信頼を築き、実質的な差別化を
構築した。

主要な国際的農業モデルに頼り、食
の安全と品質のベストプラクティスの
基準を組み込んだ食の信頼に係るフ
レームワークを開発するよう、COFCO
より依頼を受けた。

PwC と、食品安全とバイオセキュリ
ティプロバイダ AsureQuality は、アジ
ア太平洋経済協力北京（APEC）首脳
会議 2014 のサイドラインで COFCO
とその旨の契約を締結した。

本契約はとても重要である。COFCO
は、中国の農業と食品部門を横断して
おり、そのオペレーションは、世界の
人口の 4 分の 1 に食糧を提供するもの
である。

これは牧場から購入まで、食品の生
産と製造に係る独立した詳細な、透明
性のある、追跡可能かつ検証可能なプ
ロセスの最も適した位置に COFCO が
置かれていることを示す。中国政府は
食品の安全を三つの優先事項の一つと
した。これはその政府の目標を達成す
る上で COFCO による重要なマイルス
トーンを表す。

PwC は酪農に係る保証プログラムの
開発をサポートするため（COFCO が
筆頭株主となっている）Mengniu 乳製
品会社と協働している。

世界最大かつ最も急速に成長してい
る酪農企業の一つとして、Mengniu は、
中国の酪農における卓越したモデルと

なるため努力している。私たちの仕事
は、そのサプライチェーン全体の食品
の安全性と品質目標をさらに押し進め
ることで Mengniu をサポートし、ベン
チマークすることを可能にし、酪農の
サプライヤーとしてのパフォーマンス
を底上げすることを目標としている。

COFCO と Mengniu は 食 品 の 信 頼
がどれほど重要になっているかを認識
し、消費者、規制当局、輸入業者に信
頼を提供したいと考えている。それに
より Mengniu は成長し続け、増え続
ける食糧需要を満たすことができる。

これは私たちが COFCO と Mengniu
とその関連企業と実施する初期の取り
組みであり、中国の食の品質向上プラ
クティスにおける、私たちの統合され
た能力を示す。

中国乳製品農家で食の信頼を築く

どの様にクライアント
を支援するか。 
食の信頼にフォーカス

ケーススタディ
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Notes



15



お問い合わせ先

PwC Japan は、日本における PwC グローバルネットワークのメンバーファームおよびそれらの関連会社（PwC あらた監査法人、京都監査法人、 
プライスウォーターハウスクーパース株式会社、PwC 税理士法人、PwC 弁護士法人を含む）の総称です。各法人は独立して事業を行い、相互に
連携をとりながら、監査およびアシュアランス、ディールアドバイザリー、コンサルティング、税務、法務のサービスをクライアントに提供しています。 
PwC は、社会における信頼を築き、重要な課題を解決することを Purpose( 存在意義 ) としています。私たちは、世界 157 カ国に及ぶグローバルネッ
トワークに 208,000 人以上のスタッフを有し、高品質な監査、税務、アドバイザリーサービスを提供しています。詳細は www.pwc.com をご覧ください。

本報告書は、PwC メンバーファームが 2015 年 MM 月に発行した『Food trust Giving customers confidence in your food』を翻訳したものです。
翻訳には正確を期しておりますが、英語版と解釈の相違がある場合は、英語版に依拠してください。 
電子版はこちらからダウンロードできます。 www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/thoughtleadership.html 
オリジナル（英語版）はこちらからダウンロードできます。 http://www.pwc.com/gx/en/services/food-supply-integrity-services/
publications/giving-customers-confidence-in-your-food.html 
日本語版発刊月：2016 年 2 月 管理番号： I201505-3

©2016 PwC. All rights reserved. 
PwC refers to the PwC Network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see 
www.pwc.com/structure for further details.  
This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional 
advisors.

www.pwc.com/jp

PwCあらた監査法人
リスク・アシュアランス - フード・トラスト担当

宮村 和谷
パートナー
080-3445-1982
kazu.miyamura@jp.pwc.com

辻 信行
ディレクター
080-3445-2034
nobuyuki.tsuji@jp.pwc.com

米山 喜章
マネージャー
080-3445-1813
yoshiaki.yoneyama@jp.pwc.com

編集協力者

山本尚毅 
アソシエイト

阿曽麻理 
アソシエイト


