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短 報

オペレーション前提条件プログラム（Operational Prerequisite
Programme, OPRP）はどうして解りにくい用語になったのか？

長岡中央綜合病院、病理部；病理医、ISO２２０００審査員

い か らし とし ひこ

五十嵐俊彦

ISO２２０００：２００５（食品安全マネジメントシステム、
International Organization for Standardization）におい
て、PRP、OPRP、重要管理点（Critical Control Point,
CCP）の三段階は明瞭に区別されている（表１、２）。
食品安全を担保する要件として、CCP は製品自身へ
の直接的対策であり、PRP/OPRP は製品を取り巻く環
境づくりによる間接的対策である。CCP と OPRP に
は迅速に判定可能な検査等の管理手段が必要とされ
る。通常、CCP には許容限界としての温度×時間や
金属探知による全量検査が要件となることが多く、
OPRP には CCP 後の細菌汚染増殖の防止や製品と接
触する部位の ATP 拭き取り検査が要件となることが
多い。

では、PRP と OPRP の区別に難儀を感じるのはな
ぜであろうか？

現在、ISO２２０００未構築の現場においてさえ、PRP/PP
には、管理手段、許容限界、モニタリング手順、修正・
是正処置、責任と権限、モニタリングの記録が実施さ
れている。ISO２２０００において、規格７．２（PRP）、７．５
（OPRP の確立）、７．８（検証プラン）により PRP は
規定されている。更に、最近の ISO２２００２－１：２００９
（FSSC２２０００：２０１０, Food Safety System Certification）
「前提条件プログラム構築の手引き」において PRP
は厳格に規定された（１）。その結果、特段 OPRP を設
定しなくとも、通常の PRP 対策で食品安全を確保で
きるまでになった。すなわち、OPRP は現場の自社製
品への思い入れ深さの表出となり、ISO 規格の認証・
監査においてのみその存在価値のある死語となった感
がある。PRP の重要性が強調されてくると、OPRP を
肌に感じることが困難となった。

食品安全確立の前提条件としての PRP が再度見直
されることは当然であり、その帰結として OPRP の不
明瞭化が潜行している。

キーワード：前提条件プログラム（prerequisite pro-
gramme, PRP）、オペレーション前提条件プロ
グラム（operational PRP, OPRP）、ISO２２０００：
２００５、食品安全
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Brief report

Operational prerequisite program（OPRP）in ISO２２０００：
２００５is puzzling term?
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PRP, OPRP, and CCP have been easily distin-
guished on ISO standard（International Organization for
Standardization）, but this distinction becomes more diffi-
cult by a chain of actions to improve the food safety.

It is recommended that CCP（Critical Control
Point）is to remove or decrease the hazard from the prod-
uct itself directly, but ordinary hygiene control（OPRP and
PRP）is to remove or decrease the hazard indirectly from
the environment surrounding the product. OPRP is, fur-
thermore, related to the emotional attachment of on-site
members to their outcomes. By the spread of ISO２２０００
standard７．２（PRP）,７．５（establishment of OPRP）,７．８
（an inspection plan）and ISO２２００２－１：２００９（FSSC
２２０００：２０１０, Food Safety System Certification ; guide
of Prerequisite programmes on food safety）, PRP was re-
quired more concretely. As a result, even if we did not set
OPRP, we could secure food safety by PRP measures.
The significance of OPRP decreased and it became diffi-
cult to define it definitely.

Key words : prerequisite programme（PRP）, operational
PRP（OPRP）, ISO２２０００：２００５, food safety man-
agement system
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表１．PRP、OPRP、CCPの比較表

表２．PRP、OPRP、CCPの鑑別表
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