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平成 28年 4月 1日 

 

認定基準の改定にあたって 

 

現行の冷凍食品認定制度は、冷凍食品に対するお客様の信頼をより高めることを

目的に、平成 21年度に旧「確認工場制度」を大幅に刷新して施行されました。現行

制度は従来に比較し、基準要求内容のレベルが高いものですが、認定工場のたゆま

ぬ努力により工場の管理実態も大きく向上しました。 

 現行基準は、現時点においてお客様の冷凍食品に対する期待に応えるのに不足は

ないものですが、急速に変わっていく社会環境、食を取り巻く環境等を考慮すると、

今後 10年間を見据えた基準の見直しが必要と判断しました。特に、企業の社会的責

任への期待、ＨＡＣＣＰ義務化の動き、ＴＰＰ合意による食の一層の国際化とそれ

に伴うグローバル基準への対応、危機管理と食品防御等は強く意識すべきものと考

えました。 

 そのため、現行基準を基に、21年度に認定された 4年工場が 2 度目の更新となる

29年度より、新しい考え方を加えて改定した基準を施行することにしました。 

 

 

改定基準の骨子 

 現行基準は、食品安全の項目にはほとんど不足はないため、これらの項目は基本

的にそのまま改定基準に移行し、要求水準も変更していません。一方で、今後の社

会的要請を考慮して、基準体系を変更し新しい要求項目を加えることにしました。 

現行基準は、いわゆるソフトとハードという 2 つの基準（基準Ⅰと基準Ⅱ）で構成

されていましたが、改定基準は、基準Ⅰ：仕事の仕組みに係る基準、基準Ⅱ：現場

での実施・管理に係る基準、基準Ⅲ：施設設備・機械器具に係る基準の 3 つの基準

で構成されています。 

 基準Ⅰにおいては、食品を製造し販売するという観点での企業の社会的責任、危

機管理を明確にしました。基準Ⅱ、基準Ⅲにおいては、ＨＡＣＣＰシステムの構築

をベースに、ＩＳＯ２２０００・ＦＳＳＣ２２０００の要求事項を取り入れた構成

にしています。いずれも国際標準の品質管理、食品安全マネジメントに関するシス

テムです。 

 食品を製造・販売するにあたって、適切な仕組みが構築されているか、その仕組

みが適切に運用・管理されているか、食品の製造に必要な設備が適切に装備・運用・

管理されているかという視点で工場を指導・評価するように、改定基準では透明性

を意識して構築されています。 
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改定基準の骨子のキーワード 

「透明性」 

  改定基準には、現行同様の高い透明性を持たせます。基準、基準解説、チェッ

クリストは、会員はもとより外部に対しても公表します。なお、食品防御上の工場

の脆弱性に係る一部の内容については除きます。 

 

「危機管理」 

  危機管理は、一般には企業の危機に対してですが、食品企業の場合、製品を召

し上がるお客様の危機についても十分な配慮と対策が必要です。今回の改定では、

お客様の安全を最優先に考え、その上で企業自身を守る危機管理体制の構築のため

の基準としました。 

 

「国際標準」（ＨＡＣＣＰとＩＳＯ２２０００（ＦＳＳＣ２２０００）） 

  現行基準は、ＨＡＣＣＰの管理手法と、ＱＭＳ（品質マネジメントシステム）

であるＩＳＯ９０００の管理手法を取り入れています。すでにＨＡＣＣＰについて

は、認定工場では実施されています。そのため、改定された認定基準が国際標準で

あるＣＯＤＥＸに定められているＨＡＣＣＰに準拠したものであることを明確にし

ました。また、ＦＳＭＳ（食品安全マネジメントシステム）の国際標準として広く

認められてきているＩＳＯ２２０００（ＧＦＳＩ※においてはＦＳＳＣ２２０００）

の要求事項の範囲を網羅しました。これは、改定基準にＦＳＭＳ固有のより高い要

求事項を付加すれば、ＦＳＭＳに適合できるようにしました。ＨＡＣＣＰとＦＳＭ

Ｓに適合することで、国際標準にも適合する基準内容となっています。 

 

 

 参考 ※ 

 ＧＦＳＩ（Ｇｌｏｂａｌ Ｆｏｏｄ Ｓａｆｅｔｙ Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ：世界食

品安全イニシアチブ） 

  グローバル・フード・セーフティ・イニシアチブ（ＧＦＳＩ）は、世界中の小

売業やメーカー、フードサービス業、並びに食品サプライチェーンに関わるサービ

ス・プロバイダーから業種を超えて食品安全専門家達が集まり、協働して食の安全

に取り組む組織です。（同ホームページより） 

 

以上 
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平成 20 年 4月 1日制定 

令和 2年 3 月 25日最終改定 

 

 

 有害な微生物、異物等の混入を防止し、安全で良質な冷凍食品を製造するために

必要な組織、要員、製造工程及び品質・衛生管理に係わる基準ならびに施設・設備

の基準（以下「認定基準」という。）を次の通り定める。 

 

認定の基本要件 

 認定工場は、以下の３基本要件を満たさなければならない。 

１．品質管理部門が独立していること。 

２．工場内または近隣に、工場が主体的に運用できる微生物検査室を設置している

こと。 

３．以下の凍結要件を満たしていること 

  ①製品凍結時に、概ね 30分以内に製品の中心温度が最大氷結晶生成温度帯 を

通過していること。 

  ②製品凍結後から製品保管庫に入れるまでの間において、表面品温が最大氷結

晶生成温度帯まで戻らないこと。 

  ③出荷時の品温は-18℃以下であること。 

 

 

 

 

Ⅰ 仕事の仕組みに係る基準 

 

１．企業の社会的責任 

 １）コンプライアンス 

ア．経営者または工場の代表者（以下「組織の代表者」）は、コンプライアンス

遵守の方針を掲げ、従業員に周知すること。 

イ．組織の代表者は、コンプライアンス遵守責任者を任命すること。 

ウ．コンプライアンス遵守責任者は、関係法令の理解と遵守をはじめとした、

社会規範の遵守を推進するため、以下の体制を確立すること。 

    ①コンプライアンス遵守の推進及び遵守状況を監視するための委員会を組織

すること。 

   ②定期的に委員会を開催し、その推進体制及び法令遵守等の状況についてレ



 32 

ビューを行うこと。 

   ③重大な法令違反または社内マニュアル違反が起こった場合は、委員会を開

催し、対応を協議すること。 

   ④委員会の議事録を保管すること。 

  エ．遵守すべき主な法令、社会規範、業界及び社内基準等を明確にすること。 

   オ．倫理憲章等の倫理規範、就業規則や業務マニュアル等の社内規範を、具体的

に作成すること。その内容には、偽装及び記録等の改ざんに対する姿勢を明

確にすること。 

   カ．主要な法令(食品衛生法、食品表示法等)は必要に応じて閲覧できるようにす

ること。 

  キ．重大な法令違反が起こった場合は、関係省庁、自治体等へ速やかにかつ適切

に申告し、これらの指示等に基づき必要な対応を実施するとともに、(一社)

日本冷凍食品協会に報告すること。 

 

 ２）維持可能な環境への責任 

  ア．工場は、その活動により影響を及ぼす可能性のある環境について評価し､方

針を定め対応策を検討・実施すること。 

  イ．特に近隣に直接的に悪影響を及ぼす可能性のある、廃水、騒音、悪臭、廃棄

物等については具体的な影響を評価し、これを低減あるいは根絶するための

活動を行うこと。 

 

 ３）ステークホルダー（利害関係者）に対する配慮 

  ア．最終的なお客様である消費者を重視する姿勢、方針を明確にすること。 

  イ．工場の活動に直接関係のある顧客、取引先、地域社会、行政、従業員等に対

し、工場の活動に対する理解を得るために適切な情報開示を行うとともに、

コンプライアンス方針に則った対応を行うこと。 

 

２．経営層の責務とガバナンス 

 １）食品の安全に関わる方針と目標の明確化 

  ア．組織の代表者は、『品質方針』及び『食品安全方針』を定め、文書化するこ

と。また、その方針を実現するための具体的な目標を定めること。 

  イ．方針の内容には食品安全だけでなく、食品防御も含むこと。 

  ウ．アで定めた方針及び目標を従業員に周知徹底させるための教育を行い、その

記録を保管すること。 

   エ．方針は社会や外部関係者の理解と共感、協力を得るために公表することが望
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ましい。 

  オ．方針に沿った手段で目標を達成するために、組織の代表者は継続的改善を行

うためのマネジメントレビュー及びその他組織活動の仕組みを整えること。 

 

 ２）品質管理部門の独立性、品質管理責任者等の任命 

  ア．品質及び衛生管理を行う部門が、他の部門から実質的に独立していること。 

イ．組織の代表者は、品質管理責任者を任命し、必要な権限を与えること。品

質管理責任者は、品質及び衛生管理を行う部門の長あるいは食品衛生責任者

であることが望ましいが、以下の要件をすべて満たすものであれば必ずしも

その必要はない。 

   ①品質及び衛生管理部門において必要な責任を持ち、権限を有していること。 

   ②ＨＡＣＣＰをはじめとする品質又は衛生管理システムについて、充分な知

識と理解を有していること。 

   ③ＩＳＯ９０００、ＩＳＯ２２０００（またはＦＳＳＣ２２０００）をはじ

めとする品質に関する規格と、表示に関する教育を受けていること。    

   ④衛生検査または品質検査を 1 年以上経験しているか、あるいはそれと同等

の知識、技能を有していること。 

   ⑤品質、衛生に関係する主な法令・基準及び本認定制度を理解していること。 

 

 ３）内部監査員の任命 

組織の代表者は、内部監査員を任命すること。 

 

 ４）食品防御責任者の任命 

   組織の代表者は、食品防御責任者を任命し、必要な権限を与えること。 

 

 

 ３．危機管理 

 １）危機管理体制の構築 

   食品安全上の事故・事件の予防・未然防止や、発生した場合の拡大防止や早

期終息のために、全社的な機能として以下の危機管理体制を整えることが必要

である。 

  ア．平時における危機管理体制（予防・未然防止）と、非常時における危機管

理体制を区別して構築する。 

イ．危機対応のプロセスを構築する。特に初期対応、事態の公表及び製品回  

収に至る意思決定、非常時体制への移行、被害の拡大防止と消費者保護、
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収束・終結については、手順及び関与すべき機能・組織を明確にすること。 

ウ．特に事故の公表・製品の回収の必要性を判断するプロセスについて、そ  

の判断基準が重大な事故の発生や明確な法令違反だけでなく、クレームや

営業情報等に重大な内容が含まれていることがあるため、これらの情報を

適切に評価することが必要である。 

 

 ２）非常時の危機管理 

   消費者の安全を最優先として、積極的に正確な情報を公開し、行政や関係先

の協力を得て、被害の拡大防止と事態の収束及び終結に努めること。なお、危

機管理の構築と非常時の危機管理については、食品防御ガイドラインを参照し

て、自社に適合した体制、手順を整えること。 

 

 ３）トレーサビリティ 

   事故・事件の原因の究明及び製品の回収を適切に行うことを目的として、以

下に示すトレーサビリティシステムを構築すること。 

  ア．製品と使用原材料（包装資材を含む。：以下同じ。）との関係、及び製品の

所在を特定するために、以下のことが可能なトレーサビリティシステムが

あり、文書化していること。 

   ①特定ロットの製品について、使用した全ての原材料の種類とロットが特定

できる。 

   ②特定ロットの原材料について、使用された全ての製品名とロットが特定で

きる。 

   ③特定ロットの製品について、出荷先を時系列的に追跡し、在庫状況を把握

できる。 

イ．製品には、トレースを有効に行うためのロット表示を適切に行っているこ

と。 

ウ．このシステムを有効とするための適切な記録管理を各作業工程で行ってい

ること。 

 

４）クレーム対応 

   クレーム対応は、顧客満足と同時に危機管理のための重要な機能であること

を理解することが必要である。 

ア．顧客、消費者等から寄せられたクレームへの対応及び社内処理について､以

下の事項を含む手順等が文書化された対応マニュアルを作成していること。 

   ①クレームの受付窓口、担当部署及び基本的な社内対応の流れについて、関
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連組織の関与を含めて明確にすること。 

   ②製品回収を伴う可能性がある緊急かつ重大な問題が発生した場合は、直ち

に組織の代表者に報告すること。 

   ③クレーム内容の調査及び原因究明についての流れ。 

   ④クレームの対応、内容の調査及び原因究明に関しての記録管理規定。 

イ．クレームの内容、原因、件数等の情報を統計的に処理しており、その結果

を関係部署にフィードバックし、改善活動に活用していること。 

ウ．クレームの背後に重大な事故・事件が潜んでいないか注意すること。 

 

 ５）製品回収 

  ア．製品回収プログラムについて以下の内容を含む手順を文書化していること。 

    ａ 担当部署とその役割の明確化、ｂ 回収判断、ｃ 事実の公表、 

ｄ 回収方法、ｅ 消費者、関係先への連絡、ｆ 回収製品の処理、 

ｇ 回収の評価・分析、ｈ 回収の終了 

イ．製品回収プログラムは適切なシミュレーションにより訓練し、有効性を確

認していること。 

  ウ．シミュレーションの結果は記録し、評価の上、必要に応じ見直しを行うこ

と。 

  エ．認定証票の貼付の有無に係わらず、対外告知を伴う製品回収を決定した場

合は、直ちにその内容を、行政及び（一社）日本冷凍食品協会に報告する

こと。 

 

 

４．商品設計 

   商品設計に際して、製品のコンセプトを明確にするとともに、あわせて、危

害発生を防止するため、この項目に示す基準を遵守すること。 

１）製品説明書（仕様書）及び工程フロー図 

  ア．類似製品において発生した過去の事故情報を収集するとともに、考えうる

事故を想定し、それらの事故が発生しないように、以下について確認を行

ったうえで商品設計を行うこと。 

   ①十分な原材料供給体制であることを確認すること。 

   ②製品を安定的に製造できる生産体制であることを確認すること。 

   ③凍結要件を満たす製造条件であるか確認すること。 

   ④製品に求められる法令、条例、業界基準等の規格、及び原材料に関する情

報を把握すること。 
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イ．製品説明書（仕様書）には、以下の項目を明記すること。 

   ①名称と商品名 

   ②品質基準と衛生規格 

   ③使用されるすべての原材料の名称と配合量 

   ④保存方法、用途等の使用に関する記述 

   ⑤アレルギー物質の表示に関する記述 

   ⑥食品表示法により義務付けられている項目に関する記述 

ウ．工程フロー図は、現場の実態を確認したうえで、実態を正しく記載し作  

成すること。 

 

 ２）表示（賞味期限の設定を含む） 

   表示は以下のことを考慮して作成しており、工場でも、生産スタート前に表

示内容を確認すること。 

   ①表示内容は法令、条例、業界基準に合致していること。 

   ②賞味期限は、保存試験等に基づき設定すること。保存試験等を行うことが

難しい場合は、科学的、合理的な根拠に基づき設定すること。 

   ③注意事項、アレルギー物質、調理方法等を記載する際には、分かりやすく

表示すること。 

   ④認定証マークは、認定要領に基づき貼付すること。 

 

 

 ５．工程管理のために必要な基準の作成 

 １）ＨＡＣＣＰに基づく管理 

   基本的にすべての製品に以下の記載に沿ったＨＡＣＣＰプランを作成するこ

とが必要である。ただし、類似した工程及び重要管理点（ＣＣＰ）の製品群に

ついては、科学的かつ合理的な根拠があれば特定のアイテムを代表とした製品

群として一括作成することが可能である。 

  ア．製品説明書（仕様書） 

全ての製品の製品説明書（仕様書）が作成され、それぞれの工程フロー図を

添付していること。 

  イ．原材料の管理 

    原材料の受入、保管及び使用基準、不適合原材料の識別、処理手順を定める

こと。 

ウ．工程及び食品の管理 

   ①工程毎に食品と工程の管理方法及び作業手順を定め、文書化すること。 
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   ②工程毎に危害要因分析を行ない、リスクの評価を行うこと。 

   ③評価に基づき重要管理点（ＣＣＰ）を設定すること。 

   ④科学的根拠に基づき重要管理点（ＣＣＰ）の管理基準を設定すること。 

⑤重要管理点（ＣＣＰ）の管理をモニタリングするシステムを設定すること。 

   ⑥重要管理点（ＣＣＰ）が管理基準外となった場合の措置を定めていること。 

エ．製品管理 

   ①製品を適切に保管・管理するための規定があり、文書化していること。 

   ②保管管理規定には以下に関する事項を含むこと。 

    ・製品品温を-18℃以下に保つことができる保管庫の温度、及び点検､記録

管理 

     ・保管製品の衛生的な取扱い 

     ・基準を逸脱した場合の仕掛品・製品への措置及び対応 

オ．製品出荷の管理 

   ①科学的根拠に基づく出荷基準を定めること。 

   ②出荷基準の品温は-18℃以下になっていること。 

カ．アレルゲンを含む食品（以下「アレルギー物質」）の管理 

   ①原料のアレルギー物質を把握していること。 

   ②工程毎にアレルギー物質混入の危害要因分析を行うこと。 

   ③アレルギー物質を混入防止するための手順を定めること。 

   ④交差汚染がないことの検証を適切な頻度で行うこと。 

  キ．ＨＡＣＣＰシステムが有効であることを検証する手順の設定 

  ク．ア～カに関する手順の文書化と適切な記録の作成 

 

 ２）前提条件管理（ＰＲＰ・一般的衛生管理） 

   次に挙げる衛生管理項目について、管理基準、チェック方法、実施記録の作

成及び保存等、必要事項を決定し文書化していること。 

  ア．施設・設備の運用 

   ①施設・設備の衛生管理 

ａ 食品に接触する面の管理、ｂ 食品に接触しない面の管理、 

ｃ 床面の清掃、ｄ 壁・天井の清掃、ｅ 相互（交差）汚染の防止、 

ｆ 結露の防止、ｇ 便所の管理、ｈ 手洗い設備の管理、 

ｉ 足洗い設備の管理 

②施設・設備、使用機械・器具類の点検、保守管理 

    ａ 施設周囲の整理整頓、ｂ 周辺建物等の管理、 

ｃ 作業スペースの確保と管理、ｄ 使用機械・器具類の保守点検、 
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ｅ 照明設備の管理、ｆ 窓・出入り口の管理 

イ．従業員の衛生管理 

    ａ 健康診断、ｂ 検便、ｃ 出勤時の健康確認、ｄ 入室確認、 

ｅ 持ち込み品、ｆ 作業着、手袋、前掛け等、ｇ 毛髪混入対策、 

ｈ 飲食・喫煙、ｉ 手洗い、j 従業員の突発的な下痢・嘔吐等への対応 

ウ．使用水及び氷の衛生管理 

    水についてはその用途に則した管理が必要である。上水道、井水、工業用 

水、海水等、種類・用途ごとに必要事項を定めること。 

       ａ 使用水の種類、用途、ｂ 殺菌装置の管理、ｃ 水源の管理、 

ｄ 水質検査、ｅ 貯水槽の管理、ｆ 製氷機の管理 

エ．製造現場で使用する薬剤の管理 

    ａ 使用薬剤のリスト化、 

ｂ ＳＤＳ（化学物質安全データシート）の理解・保管、ｃ 使用記録、 

ｄ 内容物の表示、ｅ 使用濃度の確認、ｆ 保管場所の管理 

  オ．鼠族昆虫の防除 

    ａ鼠族・昆虫の防除計画、ｂ トラップ、捕虫設備の設置と維持管理、 

ｃ 捕獲物のモニタリングと結果分析及び改善、ｄ 使用薬剤の管理 

カ．製造現場内での廃水及び廃棄物の衛生管理 

    ａ 排水溝及び排水ピットの清掃、ｂ 廃棄物容器の管理・清掃、 

ｃ 廃棄物の取り扱い 

 

３）食品防御のための管理 

   製造現場への入場管理、持ち込み物の管理、原料・工程・設備・製品へのア

クセス管理等について工場の実態に応じた基準を作成し文書化すること。また、

監視機器を設置している場合にはその扱いについても同様である。 

 

 ４）アウトソース事業者の選定と管理 

   原材料の調達、製造における製品の品質に直結する業務及び運営上重要な業

務を、外部に委託あるいは請負させる場合（以下「アウトソース」）は、事業者

の選定と管理について基準を作成し、必要事項を文書化することが必要である。 

  ア．アウトソース事業者を選定するための明確な選定基準を文書化すること。 

  イ．選定基準には以下の要件に加え、個別業務に必要な内容が含まれているこ

と。 

   ①アウトソース事業者は当該業務を適切に遂行した実績があること。あるい

は適切に遂行できることを合理的に確認すること。 
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   ②アウトソース事業者は過去の実績から信頼が置けるものであること。また、

偽装防止を含むコンプライアンス、業務管理、品質管理において継続的に

適切な状態が維持できる管理・運用体制があること。また、品質管理上重

要な事業者については、その確認は品質管理責任者あるいはその代行者が

実地で行なっていること。 

   ③アウトソース事業者が策定する当該業務遂行上の各種基準が適切であるこ

と。なお、工場が策定した基準をそのまま運用する場合はこの限りではな

い。 

  ウ．アウトソース事業者の業務遂行については適切に評価・記録し、必要に応

じ是正措置を行われなければならない。アウトソース事業者の管理につい

て、業務遂行の評価基準、不適合であった場合の是正措置及び運用基準・

手順を定めること。 

  エ．アウトソース事業者について、定期的な評価・見直しを行うことが必要で

あり、その手順・内容を定めていること。 

  オ．アウトソース事業者に対する評価のフィードバック、その結果に基づいた

適切な指導について手順を定めていること。 

 

５）設備の台帳管理、施設・設備の保全計画 

  ア．製造、清掃、保安管理等に係る設備は台帳化して管理すること。 

  イ．重要な施設、設備について定期的な保全計画を作成すること。 

    

 

６．品質・衛生検査体制 

１）品質・衛生検査体制 

   以下について手順を策定し、文書化すること。 

ア．品質・衛生検査（官能検査・微生物検査・理化学検査等）に関するマ 

ニュアルを作成すること。マニュアルには培地の管理を含めること。 

  イ．マニュアルに従って検査を実施し、結果を記録保管すること。 

  ウ．検査の結果、管理基準を逸脱した場合の措置を定めていること。 

  エ．イの結果記録は品質及び衛生管理を行う部門の長あるいは品質管理責任者

が確認していること。 

  

２）検査担当者に求める要件 

   検査担当者には､次の要件をすべて満たす者を含むこと。 

   ①実務経験として、品質及び衛生検査の経験を 1年以上有すること。 
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   ②検査技能の習得に必要かつ十分な内容の教育を受けていること。 

   ③必要な項目の微生物検査のクロスチェックを毎年 1 回以上受験し、合格し

ていること。 

３）検査に用いる施設、機器 

  ア．検査施設は以下の要件を満たしていること。 

   ①作業場から隔離された位置に、検体数に対して十分な広さの微生物検査室

及び微生物検査項目に応じた必要な設備を有すること。 

   ②適切な官能検査が実施できる品質検査用のスペースを有すること。 

   ③必要に応じて、製造する冷凍食品の特性に応じた理化学検査を実施できる

設備を有すること。 

イ．検査、測定機器の整備、保守点検 

   ①検査室あるいは製造現場で使用する検査、測定機器は目的に合った測定範

囲、精度のものを選択すること。 

   ②検査・測定機器の点検・校正は、漏れがないように台帳等を作成し定期的

に行うよう手順を定めること。 

 

     

７．教育と組織マネジメント 

１）教育と規律の維持 

  ア．組織の代表者は、従業員の教育について方針を定めること。 

  イ．従業員教育は、教育計画を作成し実施すること。計画では教育プログラム

と年間スケジュールが作成され、実施記録と効果の確認を行う手順を定め

ていること。 

  ウ．全体への教育にはコンプライアンス、品質管理、衛生管理、食品防御の内

容を含むこと。また、全体一律の教育と業務及び職務に応じた個別の教育

プログラムを作成すること。 

  エ．教育を通じた規範、規律意識の向上も目的とすること。 

  オ．重要な工程の担当者等には、必要に応じて、従業員の経験、知識、技能を

考慮した社内資格制度等を設けること。 

 

 ２）コミュニケーション 

  ア．業務上の指示命令、報告相談が適切に行われるよう、朝礼・ミーティング

等の機会を定期的に設けること。 

  イ．ヒヤリ・ハット事例等、従業員からの情報提供・意見具申を受け付ける手

順を定めること。 
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３）内部監査・不適合対応 

 ア．内部監査員は品質管理、衛生管理及び工場が定める事項について、内部監

査を行う。内部監査についての手順、計画を定めること。 

 イ． 内部監査では、既に不適合として処理された事案についても評価すること。 

 ウ．内部監査において、不適合とされた事項に対する措置及びその手順を定め

ること。 

 

 ４）マネジメントレビュー 

   品質管理責任者は、品質に係る事項のマネジメントレビューについて実施、

見直し、記録等の手順を定めること。 

   

 

８．文書体系 

１）文書体系の構築 

  ア．文書の分類・体系を定めていること。 

イ．文書の作成、承認、保管に関する文書管理の手順を定めていること。 

ウ．文書には電子媒体も含む。 

 

 ２）文書の作成・管理 

   すべての方針、目標、基準、手順、マニュアル、計画、台帳、様式、記録等

は文書化され、定められた体系で分類すること。 

 

 

 

 

Ⅱ 現場での実施・管理に係る基準 

１．ＨＡＣＣＰに基づく管理 

１）アウトソースの管理 

 ア．原材料及び原材料供給者は、基準に基づき以下の通り管理すること。 

  ①供給者より全ての原材料について、規格保証書を受領すること。また、その 

内容が受け入れ基準の範囲内であること。 

②原材料の受入毎に、規格保証書及び受入基準と原材料が適合しているか適切

に確認・検査を実施し、記録すること。 

③原材料について、供給者への訪問や規格内容の検証等の計画を立て、供給者

が規格保証書に基づき、適切に履歴管理及び品質管理を行っていることを検
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証し、必要に応じて是正要求を行うこと。また、その内容を記録すること。 

④原材料の保管と使用（払出し）の管理を適切に行ない、トレースが可能であ

るように保管管理及び使用実績について記録すること。 

⑤原材料の使用時には目視や官能等による確認を行うこと。 

⑥受入検査時、保管時及び使用前確認において見出された不適合原材料は、手

順に従い識別処理し、その内容を記録すること。 

 イ．原材料供給者を含むアウトソース事業者は、基準に基づき以下の通り管理

すること。 

①アウトソースの業務遂行状況が必要な要件に適合しているか、適切な頻度で

確認・検査を行ない、その結果を記録すること。 

②業務遂行状況が不適合であった場合は、適切な是正措置を行い、記録するこ

と。また、必要に応じて再発防止策を実施すること。 

 

２）重要管理点（ＣＣＰ）及び工程の管理（モニタリング、検証を含む） 

  ア．工程及び工程内に存在する原料・仕掛品等の食品は、ＨＡＣＣＰプランに

基づき適切に管理し、その状況を記録すること。 

 イ．凍結工程では認定の基本要件で示された急速凍結条件を維持し、また、そ

の後の工程で品温が最大氷結晶生成温度帯まで上昇しないこと。 

  ウ．工程の管理は以下の内容を含むこと。 

   ①重要管理点（ＣＣＰ）を適切にモニタリングすること。 

   ②品質に影響を及ぼす全ての工程の管理状況を記録すること。 

   ③管理基準を逸脱したときは、工程の是正措置と製品の措置を予め定めた通

りに実施すること。 

   ④製品規格または管理基準等の逸脱により、不適合となった食品を手直しし

て使用する場合には、以下の要件を確保したうえで、基準・手順を定めて

行うこと。 

    ・製品の安全性 

 ・製品の品質 

      ・トレーサビリティ 

      ・法令遵守 

   ⑤基準逸脱の場合は、逸脱の原因を分析評価し、必要に応じ是正措置に加え、

再発防止策を実施すること。また、その評価と再発防止策を記録し、手順

とすること。 

   ⑥工程がＨＡＣＣＰプラン通りに管理され、システムが適切に機能している

かを検証すること。検証に基づき必要に応じ見直しを行うこと。 
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   ⑦賞味期限印字を､適切に行っていること。 

 

 ３）ＣＣＰを設定し運用できない場合の管理 

     危害要因分析の結果、危害要因を減少・排除することが必要であるが、特定の工

程にＣＣＰを設定し運用できない場合は、以下の手順により管理を行うこと。 

① 重要な危害要因を確認・評価し、ＣＣＰ的な管理が必要かを判断する。 

② 危害要因の増加を防ぐ、または一定レベルまで減少させるためのＰＲＰを選定

定する 

③ 選定したＰＲＰに管理の基準を設定し、基準に基づき管理する。 

④ 管理の基準の設定以降の手順は、ＣＣＰと同様に運用する。なお、モニタリング 

及び管理記録は必ずしも必要としない。リスクに合わせて適切に運用すること。

また、基準を逸脱した場合の措置等も固定的に定めず、措置対象を特定した

上で責任者に連絡して判断を仰ぐ等としてもよい。  

 

４）製品管理、出荷管理 

   製品は保管管理規定に基づき管理し、出荷基準により合格判定したものを出

荷すること。 

ア．製品保管庫は温度管理し、衛生的かつ整理整頓すること。 

イ．原料保管庫と共用する場合は、区画区分してそれぞれ識別・使用している 

ること。 

  ウ．保管基準を逸脱した場合の製品、出荷基準の逸脱による出荷保留・停止製

品については識別管理を適切に行うこと。 

エ．出荷基準に合格し出荷された製品は、製品のロットと出荷先を記録し､ 

製品トレースが可能であるようにすること。また、ロット毎に期間を定め 

サンプルを保管すること。 

 

５）アレルギー物質管理 

   アレルギー物質管理が必要な場合は、以下の管理・対策を実施すること。 

ア．アレルギー物質（原料、仕掛品を含む）の保管及び使用においては、他の

食品と識別管理し、誤使用がないよう配慮すること。 

イ．アレルギー物質混入防止対策の検証を行ない、評価記録すること。 

ウ．ライン間の交差汚染や、清掃後の残留による汚染が起こらないよう手順に

従い管理・清掃を行うこと。またその記録を残すこと。 

    

 

２．前提条件管理（ＰＲＰ・一般的衛生管理） 
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 １）施設・設備の衛生的な運用・管理 

  ア．作業場内の施設・設備・器具・備品は適宜清掃し、適切な衛生状態を維持

すること。また、必要に応じ使用前清掃・殺菌を行うこと。 

  イ．作業場は適切に換気する。必要に応じて温度、湿度等を管理し、微生物増

殖や結露の発生を抑制すること。また、粉塵飛散がある場合はその対策を

行うこと。 

  ウ．設備のレイアウトは汚染作業区、準衛生作業区、衛生作業区等の衛生区分

や動線を配慮し、衛生的で、交差汚染が起こりにくいものであること。 

  エ．作業場は整理整頓され、不要な食品、消耗品、備品等を放置しないこと。 

  オ．施設・設備には錆やカビの発生がないよう管理すること。また、異物混入

を防ぐため、欠損しにくい材質のものを選択し、破損・欠損ある場合には

直ちに適切な措置を行うこと。 

  カ．食品に接触する面は常時衛生的に管理し、食品屑や残渣の付着がないよう

にすること。食品に接触しない面においても、従業員の手が触れる可能性

がある部分は、同様に管理すること。 

  キ．洗剤、消毒剤、潤滑油、床からの跳ね水等、不適切な物質が混入しないよ

うに管理すること。 

  ク．作業場で発生する食品残渣、廃棄物、廃水は衛生的に集められ、適切に管

理して作業場外に排出すること。床面等に付着・滞留することがないよう

適宜清掃を行うこと。 

  ケ．手洗い、足洗い場は衛生的で、適切な備品を設置・管理していること。 

  コ．便所は適切に換気し、定期的に消毒していること。衛生的に管理し、適切

な備品を設置していること。 

  サ．作業場の施設・設備・器具・備品は日常的に点検し、必要に応じて大掃除、

補修、交換等の措置を取ること。また、その記録を残すこと。 

 

 ２）従業員の管理 

  ア．従業員に関する管理について、手順等が文書化されたマニュアルを作成し

ていること。 

  イ．従業員の管理に関する以下の事項を遵守し、その実施状況について必要に

応じ記録管理を行うこと。 

   ①従業員は臨時職員も含めて、少なくとも法令等に定める頻度で健康診断及

び検便を受けること。検便の実施は、計画的に行うこと。また、検便の項

目には腸管出血性大腸菌を含め、それらの記録も保管すること。 

   ②従業員の採用時にも検便は必ず実施すること。また、検便の項目には腸 管
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出血性大腸菌を含め、それらの記録も保管すること。 

   ③健康診断及び検便で異常が認められた場合は、速やかに手順に則した適切

な処置を行い、記録を保管すること。 

   ④従業員が次の症状を呈している場合は、責任者に報告の上、食品の取り扱

いに従事させないようにする。場合によっては、製造現場への立ち入り禁

止あるいは出勤停止の措置を行うこと。工場内で処置を行った場合は、症

状及び処置内容を記録し、保管すること。また必要に応じて医師の診断、

治療を受けさせること。内容に応じて保健所等に連絡し、必要な対応を行

うこと。 

     [症状の例]： 

ａ 黄疸、ｂ下痢、ｃ 腹痛、ｄ 発熱、発熱を伴うのどの痛み、 

ｅ 吐き気、ｆ 嘔吐、ｇ 皮膚の外傷（やけど、切り傷等）、 

ｈ 耳、目又は鼻からの分泌（病的なものに限る）  

皮膚に軽度な外傷があって化膿等の症状が無い者を従事させる際には、 

品質管理責任者と協議の上、当該の外傷部位を耐水性の被覆材で処置し、

症状及び処置内容を記録管理すること。 

   ⑤従業員は清潔な作業着、帽子、靴を着用し、必要に応じてマスク、手袋を

着用すること。また、爪は短く切ること。なお、使用する手袋は、必要な

耐性を有し適宜交換すること。 

   ⑥異物混入や汚染防止のため以下の不要物の着用や持込みをしないこと。 

ａ 指輪、腕時計等の装飾品、ｂ タバコ、財布等の私物、 

ｃ マニキュアや付けまつげの着装、 

ｄ シャープペンシル、消しゴム等の異物混入原因となりやすい筆記用具、 

ｅ その他異物や汚染の要因になるもの 

なお、持ち込み可能物を定め、持ち込み品の記録を残す管理がより望ましい。 

⑦毛髪混入防止のため、以下の項目を遵守すること。 

ａ 髪の毛は帽子（毛髪の脱落を防止するタイプのもの）の中に収める 

こと、ｂ定期的に洗髪をすること、 

ｃ ローラーがけを実施し、また、それらの器具の管理をすること、 

ｄエアシャワー装置内で規定時間シャワーを浴びること（設置がある場合） 

⑧作業場内で許可された給水を除き、飲食、喫煙は行わないこと。 

⑨入場時、作業中に必要な場合は、手洗いマニュアルに沿って手洗いを実施

すること。手洗いマニュアルは手洗い施設に掲示すること。また、定期的

にふき取り検査、あるいは化学的検査手法で手洗いの効果を確認(検証)す

ること。 
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⑩工場内で、従業員が嘔吐等した場合は、直ちに適切な消毒及び措置をおこ

なうこと。 

 

 ３）水（氷を含む）、蒸気の管理 

  ア．添加水、調理時に使用する水及び食品に直接接触する水は、食品衛生法で

定める食品製造用水でなければならず、以下の措置を行うこと。 

   ①始業時に水の臭気、味、透明度等を官能評価して使用すること。評価結果

は記録すること。 

   ②井水を使用する場合、水道水であっても貯水して使用する場合は、法に定

める検査を実施することに加えて、定期的に水の品質検査を行うことが望

ましい。検査結果は保管すること。 

  イ．原材料の一次洗浄や一時保管のために使用する水、氷、海水は、衛生的な

処理を行なったものを使用すること。 

  ウ．工程内で食品に直接使用される蒸気を発生させるボイラーの清缶剤は、食

品添加物として認められたものを使用すること。 

  エ．使用した水を製造区域内で再利用することは、原則禁止とする。やむを得

ず使用する場合は、食品の安全性に影響がないよう、給水栓を区別し、食

品及び食品と接する器具・設備面に飛沫がかからないようにすること。 

    

４）その他の管理 

 ア．薬剤の管理 

    作業場内で使用する薬剤は、定めた手順に基づき保管、使用すること。使

用に当たっては、適切な用途、濃度で使用するよう、担当者を決め、薬剤名、

用途・用法を適切に明示すること。使用記録を作成し保管すること。 

イ．鼠族・昆虫の防除管理 

   ①鼠族・昆虫の防除のためには、扉の開閉時間の短縮や開放防止策、エア  

カーテンやシートシャッターの設置・管理等の適切な侵入防止策を実施す

ること。 

   ②内部発生、内部繁殖を防ぐために、食品残渣や清掃の管理を徹底すること。 

   ③防除に当たっては予め定めた手順に従って行うこと。 

ウ．食品残渣、廃棄物及び廃水の衛生管理 

   ①食品残渣、食品廃棄物、一般廃棄物はその性状により区分管理すること。 

   ②排水溝は定期的に清掃され、廃水や食品残渣の滞留がないこと。 

  エ．外来者の入場管理 

   ①外来者の入場に関する手順を作成し、運用すること。 
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   ②外来者の入場は従業員の入場手順に準じ、入退場の記録を行うこと。外来

者には、従業員の案内を付けることを原則とする。 

      

 

３．品質・衛生検査 

 １）検査手順、精度の管理 

  ア．検査はマニュアルに従って実施していること。また、品質管理責任者は､

検査精度に影響を与えなくとも、操作の手順に異常や逸脱がないように管

理指導すること。 

  イ．結果は適切に確認、記録していること。管理基準からの逸脱があった場合

の措置は適切に実施していること。 

  ウ．検査担当者の技量向上のための教育、訓練を行なっていること。官能検査

のパネラーの能力評価確認も同様に行うこと。 

  エ．検査機器は適切に校正・管理していること。機器・器具ともに汚染の恐れ

がないよう管理すること。 

  オ．クロスチェックによる外部精度管理以外にも適切な内部精度管理を行い、

精度の維持管理を行うこと。 

 

 ２）工程管理のための検査 

   工程管理のために、以下の内容について検査を適宜実施すること。 

  ア．設備・備品の拭き取り検査（微生物検査） 

   ①清掃の効果を検証 

   ②稼働中の工程の汚染状況を調査・把握・管理 

   ③仕掛品・製品に微生物的な異常がみられる場合の原因究明 

  イ．モニタリング検証のための抜き取り検査（微生物検査、官能検査等） 

   ①加熱条件の検証 

   ②製品の品質に異常がみられる場合の検証と原因究明 

     なお、上記の異常とは管理基準内での異常値も含む。 

 

 ３）試薬・培地の管理 

  ア．試薬･培地等は適切な方法により保管し、使用期限内に使用すること。 

  イ．微生物検査に使用された培地は、滅菌し廃棄物として処理すること。 

  ウ．工場内で扱われる全ての劇・毒物は、品質及び衛生管理を行う部門の長、  

    あるいは組織責任者が指名するものが管理すること。 

  エ．劇・毒物の保管場所は施錠し、使用記録簿を作成し記録保管すること。な
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お、記録項目として、劇・毒物ごとの受払いの日付、量、取扱い者氏名に

加え、必要に応じて使用目的を記すこと。 

 

 

４．教育と組織マネジメント 

１）教育と規律の維持 

  ア．教育は年間計画に沿って実施され、効果確認を含めて記録していること。

また、必要に応じて追加的な教育が実施していること。 

イ．規範意識、規律遵守意識が適正で、逸脱行為がある場合はその程度に応じ 

た措置を行ない、是正していること。 

ウ．重要な工程の担当者は教育による十分な職務遂行能力を有すること。 

また、社内資格制度がある場合には、適切な運用を行なっていること。  

 

 ２）コミュニケーション 

  ア．従業員とのコミュニケーションの機会は、設定されたとおりに実施し記録

していること。また、コミュニケーションの効果と課題を把握し、改善に

努めること。 

  イ．従業員からの情報提供、意見具申に対しては適切な回答を行うこと。また、

回答に当たっては従業員が委縮しないような配慮を行うこと。 

 

３）内部監査・不適合対応 

 ア．内部監査は事前の計画に基づき、手順に沿って実施していること。 

  イ．工程内外で発生した不適合は、適切に処理され、記録すること。 

   また、その記録は内部監査で確認すること。 

 ウ．内部監査で指摘された不適合、是正措置要求等には適切に対応し、内部監

査報告書として品質管理責任者が確認の上、当該組織の責任者に報告する

こと。 

 

 ４）マネジメントレビュー 

  ア．組織の代表者は定期的に内部監査結果、品質管理及び衛生管理の問題点の

報告を受け、その評価を行い、必要に応じて指示をすること。 

  イ．品質管理責任者は、マネジメントレビューの結果を受け、組織の代表者の

指示を実行し、その結果を組織の代表者に報告すること。また、それら一

連の記録を保管すること。 
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５．文書管理 

１）文書管理 

   全ての文書は、定められた文書体系に沿って分類され、以下の通り管理する

こと。 

   ①組織の代表者が作成する方針に関する文書を除き、作成された文書は 

作成者以外の承認者(作成者よりも上位者が望ましい)を定め、承認を行う

こと。また、承認されていない文書は使用しないこと。 

   ②文書は定期的に見直しを行うこと。 

   ③文書の最新版管理を行い、整理整頓し保管すること。 

   ④記録様式には、以下の項目を含めること。 

    ａ 記録様式の題名、ｂ 会社名、工場名及び工場所在地  

ｃ 装置名・場所等、ｄ 日付及び時刻、ｅ 製品の特定（ロット）、 

ｆ 管理基準、ｇ 記録者及び承認者の署名又は捺印と承認日付 

      ※記録様式は、文書の一部とする。 

 

２）記録の作成と管理 

   この基準が求める記録は以下の通り管理すること。 

   ①記録の保管期限を決めて、適切な方法で保管していること。 

   ②記録には正確に事実を記載し、管理者は期限内に確認・承認すること。 

期限は記録ごとに合理的に定めること。 

   ③承認された記録は訂正しないこと。訂正が必要な場合は、経営者の承認の

もとに、訂正理由と訂正前結果が分かる履歴を残すこと。  

   ④記録類は､改ざんし難い方法･手段を用いて記録し、空白には斜線等を記入

すること。 

    ※記録とは、記録様式（文書、電子媒体は問わない）に数値、データ等が

記載されたものを指す。 

   

   

   

 

Ⅲ 施設設備・機械器具に係る基準 

１．工場敷地内環境 

１）境界、入構口 

 ア．工場敷地と外部は、壁、柵、塀等により区画区分すること。 

  イ．従業員、外来者の入構口を定めること。入構口は管理できる範囲内で設置
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する。第三者の無用な無断立入を禁ずる表示を行うこと。 

  ウ．入構口で入場者の管理を行うことが望ましいが、やむを得ない場合は別途

外来者の入場登録窓口を設置し、分かりやすく掲示すること。 

  エ．外来者の入構は、確認、記録し、記録は保管すること。 

 

２）敷地内外回り 

  ア．工場の敷地内環境は以下を満たしていること。 

①工場の敷地内の道路、駐車場、荷捌き室等は舗装していること。 

②工場の敷地内は、整理整頓しており、恒常的な水溜りができないように周

囲の排水設備を整えること。また、塵埃が舞い上がらないように舗装等に

より防護策を講じるとともに、昆虫の発生、鼠族等の隠れ場所ができない

よう十分に整地していること。 

③工場周辺に安全・衛生上の障害となる危険性がある場合は、十分な防護施

設を設けること。 

  イ．敷地内への入構 

   ①敷地内は必要に応じ立入制限区域を定め、無用の人間が立ち入らないよう

管理すること。 

   ②外来者は従業員が同行するか、許可された外来者であることが識別できる

ことが望ましい。 

 

 

２．作業場施設設備 

１）製造現場への入口 

ア．入口の構造 

   ①入口は、入場時以外は常時閉じていること。 

   ②管理外の入口は閉鎖すること。非常口等は外側からは開けられない構造に

すること。 

   ③入口は二重構造になっており、入場時に製造現場が外部に曝露されないこ

と。 

  イ．製造現場出入口は、以下の要件を満たしていること。 

   ①外履きと場内履きを履き替えるためのスペースがあり、靴箱は外履きと場

内履きを区分して置ける構造であること。 

   ②鼠族、昆虫等の侵入を防止できる構造を有すること。 

   ③着衣に付着している毛髪を除去するための粘着ローラー等を有すること。 

   ④全身を見ることができる鏡を設置していること。 
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   ⑤近接した位置に手洗い場・足洗い場があること。 

 

２）作業場の構造 

 ア．作業場は、以下の要件を満たしていること。 

   ①必要かつ製品の取扱量等に応じた機械・器具の設置と、適切な作業を行う

ための十分な広さを有していること。 

   ②その使用目的及び作業内容に応じて、必要に応じた衛生区分に区画してい

ること。 

  イ．床面は、以下の要件を満たしていること。 

   ①不浸透性で、耐性（酸、アルカリ、油、熱等）を有し、平滑で滑りにくい

構造であること。 

   ②排水が容易に行われるよう適切な勾配を有し、また内壁と床面の境界は 

容易に清掃ができる構造を有していること。 

ウ．排水溝は、以下を満たしていること。 

 ①適当な勾配及び清掃が容易に行えるような構造を有すること。 

   ②鼠族、昆虫等の侵入防止及びゴミの流出並びに廃水の逆流防止のため、施

設外部への開口部にトラップ、ステンレス製のカゴ、封水ピット等を設置

すること。 

  エ．天井は、以下の要件を満たしていること。 

①不浸透性で平滑な材質が使用され、塵埃、水滴等の落下を防止できる構造

であること。 

②天井部に配されたダクト及びパイプ等に付着した塵埃や水滴が、製造過程

にある原材料、仕掛品または機械・器具類の上へ落下することを防止でき

る構造、設備であること。 

オ．壁は、不浸透性で汚染しにくい構造であること。 

  カ．窓は、以下の要件を満たすこと。 

①密閉式を原則とし、窓の下部は、埃の集積等を避けるために、適切な傾斜

を有する構造であること。 

②開閉式の場合は 32メッシュより細かい網目を有する防虫網戸を設置し、か

つ取り付け部をコーキング処理していること。 

  

３）作業場の設備 

ア．照明は、以下の要件を満たしていること。 

   ①作業種類により、その遂行に必要とされる照度を確保すること。 

       ａ通常作業 300lx以上とし、できれば 500lx以上が望ましい 
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       ｂ選別、検品等の作業 700lx以上  

   ②作業場内の照明装置は、粉塵等が蓄積せず清掃が容易な構造とし、また破

損時の飛散防止対策を講じていること。 

  イ．作業場には十分な給排気装置を設置し、以下の要件を満たすものであるこ

と。また、必要に応じて空調設備を設けること。 

   ①給排気口には防虫用ネットが設置され、必要に応じ給気口にはフィルター

を取り付けていること。 

   ②給排気装置の能力は、場内の給排気バランスを考慮しており、空気の流れ

が汚染源にならないように管理できる構造であること。 

   ③作業場の蒸気、熱気、ばい煙及び臭気等の発生する場所には、それらを排

除する十分な能力を有する換気装置を設置していること。また、フードは

清掃が容易にできる構造で、かつオイル受け及び油煙の油脂分の通過を防

ぐため、必要に応じてフィルターを取り付けていること。 

   ④空調設備は、室内を速やかに均一な温度にできること。 

 

 

３．保管施設 

  保管施設はいずれも製造現場とは隔壁により区分し、入場管理できる構造であ

ること。 

１）原材料入荷口 

   原材料入荷口は、以下の要件を満たすものであること。 

   ①鼠族、昆虫等の侵入を防止できる構造を有すること。 

   ②必要に応じてドックシェルター等を設置すること。 

③清掃が容易な構造であること。 

④製造現場との間にシャッター等の隔壁があること。 

 

２）原材料保管施設 

  ア．常温保管施設は、以下の要件を満たすものであること。 

①原材料を保管するのに支障のない広さを有すること。 

②品質を良好に保持できる構造であること。 

③出入り口その他開閉する箇所には、必要に応じて鼠族、昆虫等の侵入を防

止する設備を設置していること。 

  イ．原料、仕掛品の冷蔵保管施設は、以下の要件を満たすものであること。 

①原料等の保管に支障のない広さを有し、品質を保持するための適切な温 

度を維持できる構造であること。 
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②出入り口その他開閉する箇所には、必要に応じて鼠族、昆虫等の侵入を防

止する設備を設置していること。 

③温度測定装置を設置し、また温度表示盤は庫外から庫内温度を確認できる

位置にあること。 

  ウ．原料、仕掛品の冷凍保管施設は、以下の要件を満たすものであること。 

①原料等の保管に支障のない広さを有し、品質を保持するための適切な温 

度を維持できる構造であること。 

②床面、内壁、天井及び扉は、不浸透性の材質を用いて平滑で耐水性を  有

し、清掃に支障のない構造であること。 

③温度測定装置を設置し、また温度表示盤は庫外から庫内温度を確認できる

位置にあること。 

  エ．包装資材保管施設は、以下の要件を満たすものであること。 

①包装資材を保管するのに支障のない広さを有すること。 

②包装資材の品質を良好に保持できる構造であること。特に、食品に直接接

触する資材は衛生的で、汚染や異物混入が起こらないよう管理できること。 

③出入り口その他開閉する箇所には、必要に応じて鼠族、昆虫等の侵入を防

止する設備を設置していること。 

 

３）薬剤保管施設 

   薬剤保管施設は以下の要件を満たすものであること。 

①洗浄剤・薬剤等の保管施設は、人に対する危害の程度により区分すること。

危害がある劇・薬物等は施錠のできる専用の保管施設であること。区分で

きない場合は、全てを施錠して保管すること。 

②種類別に区分け保管できる十分な広さを有すること。 

 

４）製品保管施設 

   製品保管施設は以下の要件を満たすものであること。 

①適切な温度管理ができ、品温は-18℃以下に保持できる能力を有しているこ

と。 

②温度測定装置を設置しており、また温度表示盤は庫外から庫内温度を確認

できる位置にあること。 

③床面、内壁、天井及び扉は平滑で耐久性、耐水性を有し、清掃が容易 

 な構造であること。 

 

５）製品出荷口 
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   製品出荷口は以下を満たしていること。 

①出荷口は、鼠族や昆虫等の侵入及び品温上昇を防止するためにドックシェ

ルター等を設置すること。 

②清掃が容易な構造であること。 

 

 

４．衛生設備・施設 

１）手洗い・足洗い設備 

   手洗い・足洗い設備は、以下の要件を満たしていること。 

①作業場の出入口、及び作業場内の区域毎に作業者数に応じた数の手洗い設

備を設けること。 

②給水栓は自動式や足踏み式等の非接触式であること。 

③手洗い用洗剤、ペーパータオルまたはエアータオル、消毒液等を設置して

いること。 

④必要に応じて爪ブラシ、温水が使用できること。 

 

２）便所 

   便所は、以下の要件を満たしていること。 

①作業場から隔離された位置にあり、作業者の人数に応じた十分なものと 

すること。 

②水洗式であり、窓、換気扇には防虫設備を設けること。 

③出入り口の扉は自動開閉式であり、専用の履物を備えていること。 

④手洗い用の給水栓は自動式や足踏み式等の非接触式であること。 

⑤手洗い用洗剤、ペーパータオルまたはエアータオル、消毒液等を設置して

いること。 

⑥必要に応じて爪ブラシ、温水が使用できること。 

 

 

５．製造設備 

１）製品凍結施設または製品凍結庫 

①急速凍結装置は製品を急速凍結させる能力があること。 

②製品を凍結後､衛生状態や品質にダメージを与えることなく保管すること

ができる機械配置となっていること。 

③製品品温が最大氷結晶生成温度帯を速やかに通過できる凍結能力を有する

こと。 
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２）全ての機械・器具及び搬送設備に共通して求める性能 

  ア．原材料・仕掛品・製品に直に接触する機械・器具の表面の材質は、以下の

要件を満たしていること。 

   ①平滑であること。 

   ②耐腐食性かつ不浸透性であること。 

   ③傷のつきにくい金属や合成樹脂等からなること。 

   ④耐水・耐油性、耐寒・耐熱性、耐酸・耐アルカリ性であること。 

   ⑤塗装を施していないものであること。 

   ⑥磨耗しにくい構造であること。 

  イ．接触しない面について止むを得ず、上記ア以外の材質を使用する場合､  

原材料、仕掛品、製品に異物混入、汚染がないよう防護策を講じること。 

ウ．機械・器具及び搬送装置は、以下の要件を満たしていること。 

   ①分解して容易に清掃、洗浄、消毒のできる構造であること。 

    ②メンテナンス（始業時点検、終業時点検を含む）のし易い構造であること。 

   ③設置されているセンサー等は、測定、校正し易い構造であること。 

エ．労働安全上の防護設備が完備していること。 

 

３）個別の機械・器具に求める性能の例 

ア．前処理工程に使う機械・器具の例 

    【原料処理用機械・器具】 

ａ原材料処理台、ｂ 原材料洗浄機、ｃ 原材料解凍機、ｄ カッター、 

ｅ チョッパー、ｆ 原材料処理器具（包丁、まな板、スライサー）、 

ｇ シフター、ｈ 運搬用機器（コンベア、配管、台車） 

   ①均一に裁断できるものであること。 ｄ、ｅ、ｆ 

②必要に応じた厚さに切断できること。 ｄ、ｅ、ｆ 

③適切な大きさの網目であること。 ｇ 

④運搬物が汚染される可能性のないものであること。 ｈ 

    【混合・漬込み用機械・器具】 

ａミキサー、ｂ タンブリングマシン、ｃ 液体注入機、ｄ 擂潰機 

①均一に混合できるものであること。 ａ～ｄ 

②石製の場合、破損に注意を払うこと。 ｄ 

イ．加工工程に使う機械・器具の例 

    【成形機械・器具】 

ａ 成形機（春巻、ぎょうざ、しゅうまい、コロッケ）、 
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ｂ 麺帯機、包あん機、ｃ バッタリングマシーン、ブレッダーマシーン、 

ｄ 蒸練機（餅製造機） 

①一定量を一定の形に成形できるものであること。 ａ、ｂ 

②衣を均一に付着できるもの。 ｃ 

③均一に蒸練できるものであること。 ｄ 

    【加熱機械・器具】 

ａ 蒸煮装置、ｂ 焙焼装置、ｃ フライ装置、ｄ 圧力加熱装置 

①均一に加熱処理できるものであり、かつ適正な温度管理ができるものであ

ること。なお、ＨＡＣＣＰ管理上で重要管理点（ＣＣＰ）となる加熱工程

の装置は、必要に応じて管理温度逸脱時に告知する機能や加熱温度を記録

するための自動温度記録計を有すること。 ａ～ｄ 

②付着物や油カスが除去し易い構造であること。 ｂ、ｃ 

③適切な圧力計を設置していること。 ｄ 

    【冷却機械・器具の例】 

ａ 水冷装置、ｂ 空冷装置、ｃ 真空冷却装置、ｄ 製氷機 

①速やかに均一に冷却できる能力を有すること。 ａ～ｄ 

②汚染しにくい構造であること。衛生的で異物が混入しにくい構造である 

こと。ａ～ｄ 

ウ．包装工程に使う機械・器具の例 

    【包装機械・器具】 

ａ 包装用機械、ｂ 印字装置、ラベラー、 

①シールが確実に行えるものであること。 ａ 

②印字がかすれたり消えたりしないこと。印字強度が適切であること。 ｂ 

  エ．計量・検査機器の例 

    【計量機械・器具】 

ａ 秤量器、ｂ 自動計量包装機（コンピュータスケール）、 

【検査機械・器具】 

ｃ 重量選別機、ｄ 異物検出器（金属検出器、Ｘ線検出器）、 

ｅ 異物除去装置（マグネット含む）、ｆ 温度計、ｇ 温度自動記録計 

①正確に計量できるものであること。 ａ～ｃ 

②適切な感度を有し、正確に検出でき、かつ規格外品・検出物を排除できる

機構を有するものであること。 ｃ、ｄ、ｅ 

③適切な感度を有し、短時間で測定できること。 ｆ、ｇ 

    【洗浄機器】 

ａコンテナ洗浄機、ｂ ＣＩＰ洗浄装置、ｃ 水圧洗浄機、ｄ ブラシ類 
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①適切な薬剤を使用し、適切に洗浄できること。 ａ、ｂ 

②インジケータが正確に作動すること。 ｂ 

   ③清掃用具は定められた場所で衛生的に保管されること。 

カ．ユーティリティー設備 

    【給水・製氷設備】 

①水道水、その他食品製造用水を十分に供給し得る設備が適切に配置してい

ること。 

②井水等を使用する場合は、殺菌装置または浄水装置が設けられており、か

つ水源は汚水等により地下水が汚染される恐れのない場所であること。 

③食品製造用水とそれ以外の水の給水栓が明確に区別していること。 

④製氷機を使用する場合、食品製造用水を使用し、衛生的に製造保管できる

構造を有すること。 

    【ボイラー】 

   ①用途に応じた適切な蒸気圧、蒸気量を供給できるものであること。 

   ②ボイラーに使用する薬剤（清缶剤）は以下の要件を満たすこと。 

     ・食品に直接使用する場合は、食品添加物として使用を認められたもので

あること。 

・食品に直接使用しない場合でも、人体に有害なものであってはならない。 

・薬剤は、直ちに使用するとき以外、別の安全な（鍵が掛かるか、アクセ

スが管理された）区域に保管しなければならない。 

    【圧縮空気・ガスに関する設備】 

   ①圧縮空気を製造するコンプレッサーは、油を使用しないものか、使用する

場合も油は食品グレードであることが望ましい。 

   ②食品に直接使用する圧縮空気は、埃・水分・微生物の残存等の基準を決め

て管理することが望ましい。 

③食品に直接噴霧・添加されるガス（二酸化炭素、窒素等）は食品添加物と

して認められたもので、食品グレードでなければならない。 

 

 

６．その他の付帯施設 

１）更衣室 

  ア．更衣室は、以下の要件を満たしていること。 

   ①作業者数に応じた十分な広さを有し、作業場と区画された場所に設けてい

ること。 

   ②作業者数に応じたロッカーを配置し、私服及び作業服が交差汚染のないよ
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うに適切に保管できるものであること。 

  イ．更衣室への従業員以外の入場は制限・管理すること。 

  ウ．更衣室は定期的に清掃し、清潔で埃、塵、毛髪等の落下がないこと。 

 

２）休憩室、社員食堂 

ア．休憩室は、以下の要件を満たしていること。 

   ①作業者数に応じた十分な広さを有し、作業場と区画した場所に設けている

こと。 

②定期的に清掃し、清潔で埃、塵、毛髪等の落下がないこと。 

  イ．社員食堂は以下の①②の要件を満たしていること。また、社員食堂内に調

理施設を設置する場合には③～⑤を併せて満たすこと。 

①作業者数に応じた十分な広さを有し、作業場と区画した場所に設けている

こと。 

②定期的に清掃し、清潔で埃、塵、毛髪等の落下がないこと。 

   ③調理場は、必要な資格を有する責任者を定めて運営すること。 

   ④調理場は、清潔で衛生的に管理すること。 

⑤調理場には、定められた調理作業者以外の立ち入りは認めないこと。 

 

３）廃棄物保管施設、保管容器 

  ア．廃棄物は行政の定めに従い、適切に処理すること。廃棄にあたってはマニ

ュフェストを保存すること。 

  イ．食品由来の廃棄物の保管施設及び保管容器は、以下の要件を満たすこと。 

   ①作業場内の生ゴミ等の容器は、清掃が容易で、汚水、臭気が漏れない不浸

透性材で作られ、また容易に運搬できること。 

   ②廃棄物保管施設は、原則として作業場施設外に設けられ、鼠族、昆虫等の

侵入が防止できる不浸透性材で作られた構造物であること。 

   ③発生する廃棄物を保管する十分な容量があること。 

  ウ．食品由来でない廃棄物は、その種類ごと適切に区分し、保管管理すること。 

 

４）廃水処理施設 

  ア．工場から排出される廃水等が、昆虫等の発生源や生息場所とならない施設

であること。 

  イ．行政が定める放流水の排水基準に適合する処理能力を有していなければな

らない。 

  ウ．廃水処理に関して派生する汚泥等は、廃棄物として適切に処理すること。 
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５）工作室 

  ア．工作室を設置する場合は、原則として作業場施設外に施錠管理できるよう

に設けること。 

  イ．工作室の設備、備品は適切に管理し、部品等は自由に持ち出されないよう

に管理すること。 
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附則（平成 20年 4 月 1日 制定） 

この基準は、平成 21年 4月 1日から施行する。 

 

附則（平成 28年 4 月 1日 改定） 

この基準は、平成 29年 4月 1日から施行する。 

 

附則（平成 29年 4 月 1日 一部改定） 

 この要綱に規定する“一般財団法人日本冷凍食品検査協会”は、組織の名称変更

により平成 29 年 5 月 1 日より“一般財団法人日本食品検査”に読み替えるものと

する。 

    

附則（平成 30年 10 月 1日 一部改定） 

この基準は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

 

附則（令和 2年 3月 25日 一部改定） 

この基準は、令和 2年 4月 1日から施行する。 
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平成 28 年 4月 1日作成 

平成 30 年 10月 1日改定 

 

冷凍食品認定制度 改定認定基準の解説 

 

はじめに 

 今回改定した基準は、平成 29年度より施行され、初回審査、更新調査等の認定調査や工場指

導・定期検査に適用されます。公開から施行の間に、各工場において２９年度版適合のための準

備を行うための参考として、解説を作成しました。 

 29年度版は、現行基準（以下「21年度版」）の内容をそのまま移行している部分が多いため、

今回の解説は 21年度版からの変更点を中心とし、変更がない部分については、基本的に解説は

作成していません。解説がない項目については 21年度版からの変更がないと理解してください。

なお、変更がなくとも従前の認定調査や定期検査において課題が多く見られた部分については、

解説を作成しています。 

 21年度版については、各工場に配布した「冷凍食品認定制度のための品質管理の手引き」に

詳細の解説が記載されています。この内容は 29年度版においても有効ですので、参照資料とし

て活用してください。 

 29年度版の 31年度部分改定では、ＨＡＣＣＰ制度化に対応して作成した「衛生管理計画作成

の手引書」に対応して、ＣＣＰを設置し運用できない場合の管理に関する項目を加えました。    

また、他業界で社会問題となった検査記録の改ざん事件等に鑑み、偽装及び記録改ざんに対す

る要求事項を加えました。これは、従来、更新調査等で実務的には確認していましたが、文書化

し公表することにより、社会的要請に応えていることを明らかにすることが目的です。 

  

解説 

 

１．「基本要件」 

認定の３つの基本要件は、一部表現を改めましたが、21年度版からの変更はありません。 

 

 １）要件１．品質管理部門に関する要件 

   以下の 2点が担保されているかが重要なポイントとなります。 

   ①品質管理部門及び品質管理責任者は、品質に関する評価・判断について、他の部門から

の不必要な影響や干渉を受けてはならない。 

②品質に関する報告は、他部門を経由することなく直接組織の代表者に行うこと。 

    一般に、品質管理部門は組織図上、組織の代表者に直結することが望ましく、運営実態

として上記 2 点が実現していなければなりません。 

 

 ２）要件２．微生物検査室に関する要件 

   ２１年度版からは、「敷地内」を「近隣」に変更し、「工場が主体的に運用できる」という

文言を加えました。これは、工場とは別の敷地に、施設・設備の整った研究所等を設置する
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事例が多くあったためです。必須要件は以下の 3点です。 

   ①「近隣」とは、敷地内あるいは敷地内と同様な程度のリアルタイムのサンプリング、 

検査、結果確認・報告ができる程度の距離であること。 

   ②検査の頻度、検体数等の決定を工場が主体的に行ない、適切な管理ができること。 

   ③検査の結果は適切に報告され、品質管理責任者により評価されること。 

なお、検査室が敷地外である、または工場と組織の代表者が異なる場合には、上記必須要

件が担保されているかを個別に判定します。 

 

 ３）要件３．急速凍結に関する要件 

   ３項目が個別要件ですが、①、②について解説を加えます。 

   ①最大氷結晶生成温度帯の通過について 

a．最大氷結晶生成温度帯は、一般に-1℃～-5℃としていますが、食品の成分により、

-3℃～-7℃等のさらに低い温度帯に移動することがあります。凍結曲線を作成して、

対象の食品の最大氷結晶生成温度帯を把握することが必要です。最大氷結晶生成温

度帯については、添付資料を確認してください。 

b．食品によっては、緩慢凍結であっても凍結後の食品に影響がないものがあります。

また、急速凍結により品質の一部に悪影響があるため、緩慢凍結ではないもののあ

えて凍結時間の設定を長くする場合もあります。これらの場合は、厳密な急速凍結

を要求するものではありませんが、その科学的な根拠を工場が示す必要があります。

緩慢凍結後の食品品質に関する科学的な根拠については、添付資料を確認してくだ

さい。 

    ②急速凍結後の温度の上昇による部分解凍（戻り）に関して 

     一般に、包装工程は急速凍結後にあることが多く、また箱詰後はパレット積つけ作業等

があり、いずれも昇温する可能性が高くあります。なお、戻りの状態については、表面

温度計だけでは必ずしも正確な評価ができない場合もあるため、視覚・触覚等の官能的

な判断も加えて、表面部分の凍結状態にゆるみがないように管理してください。 

 

 

２．「Ⅰ 仕事の仕組みに係る基準」 

   29年度版では、21年度版の基準Ⅰを「仕事の仕組み」と「現場での実施・管理」の２つ

に分割しました。さらに、それぞれに新しい考え方を加えて、29年度版の基準Ⅰ、基準Ⅱ

としています。今回は、企業の社会的責任、危機管理を新たに中項目として加えました。ま

た、ＨＡＣＣＰや一般的衛生管理に関する事項に加え、食品防御に関する事項についても

21 年度版で明確に記載されなかった内容を明確にしました。 

     大項目「基準Ⅰ」では、理念や体制の構築まで含めた企業運営や業務の仕組みが、冷凍食

品を製造・販売するうえで、適切であるかについて評価を行います。 

 

 １）「１ 企業の社会的責任」 

    21年度版では、中項目「１）コンプライアンス」のみの記載で、この中項目の内容には
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変更はありません。また、中項目として「２）維持可能な環境への責任」「３）ステークホ

ルダー（利害関係者）に対する配慮」を加えました。項目としては新しいものですが、内容

的には従前の調査等でも確認しているもので、一般的に工場が配慮しているものです。 

   なお、31年度部分改定では、コンプライアンスに社会規範を加え、さらに偽装と記録の

改ざんに対する姿勢を具体的要求事項にしました。 

 

 ２）「２ 経営層の責務とガバナンス」 

    21年度版の「責任と権限の明確な組織」とほぼ同等の内容で、「４）食品防御責任者の任

命」を新たに付加しました。「品質方針」と「食品安全方針」の定義が本文中では不明確な

ので、以下に記載します。食品防御責任者については、食品防御ガイドライン－Ⅵ－Ｑ＆Ａ

に詳細が記載してあります。品質管理責任者については基準中に就任要件は明示されていま

すが、責務については明示されていないので、以下に記載します。 

  ※１ 「品質方針」「食品安全方針」の違い 

     「品質方針」は、どのような品質の商品を製造してお客様にお届けするかという観点で

す。 

「食品安全方針」は、品質だけでなく安全までを保証するための方針です。具体的には、

「食品安全方針＝品質方針＋食品防御方針」となります。そのため、「食品安全方針」が定

められていれば「品質方針」は不要です。また、「品質方針」のみが定められている場合は、

食品防御の内容を加えた「食品安全方針」が必要です。また、個別に「品質方針」と「食

品防御方針」を定めても有効です。 

※２ 品質管理責任者の責務 

     ａ．工場での認定制度運用に関する責任者であり、（一社）日本冷凍食品協会及び 

（一財）日本冷凍食品検査協会に対する事務的窓口 

     ｂ．工場認定に係る品質管理諸業務の統括 

     ｃ．その他品質及び衛生の向上の推進に係る全般 

 

 ３）「３ 危機管理」 

    21年度版では大項目としてありませんでしたが、トレーサビリティ、クレーム対応、 

製品回収等、29年度版の中項目に対応する内容はありました。今回は、これらの項目を危

機管理の一環として、大項目の中に整理しています。 

①「１）危機管理体制の構築」「２）非常時の危機管理」については、食品防御ガイドラ

イン－Ⅲ－Ｂに詳細が記載されています。危機管理は、食品安全・食品防御に共通する

課題ですので、食品防御ガイドラインを参照して自社の体制を構築してください。 

②「３）トレーサビリティ」は、21年度版に「ア③」を付加しました。これは出荷先末

端までの在庫把握を要求しているのではなく、製品回収等の緊急事態の際に、出荷先各

段階の流通事業者との連絡確認が取れることを要求しています。 

    ③「４）クレーム対応」「５）製品回収」は、21年度版に文言の変更と留意事項を 

     加えたもので、要求事項の変更はありません。 
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 ４）「４ 商品設計」 

    商品の安全性は、その設計に左右されます。商品を開発する時点から、商品の安全性につ

いて充分考慮しなければなりません。なお、工場に開発機能がなく他部門で開発された商品

を受け入れる場合は、当該商品が本基準の趣旨・要求事項に沿って開発されていることを確

認することが必要です。 

①「１）製品説明書（仕様書）及び工程フロー図」では、商品開発を行う際の留意事項と

して商品設計「１）－ア」を付加しました。製品説明書に関する記載は従前通りです。

工程フロー図は、現場実態と適合していることが必要です。 

    ②「２）表示（賞味期限の設定を含む）」は、21年度版では明確な記載のなかった項目で

す。食品表示基準が 27年 6月に改められましたので、その内容を理解して表示を作成

してください。また、賞味期限の設定については、参考資料 ３）を参照して、科学的

に設定し、その根拠を保管してください。 

 

 ５）「５ 工程管理のために必要な基準の作成」 

    今回の改定で記載を増やした項目です。一般的衛生管理とＨＡＣＣＰの実施を明確にした

うえで、ＩＳＯ２２０００あるいはＦＳＳＣ２２０００取得の際にもシステムの基盤となる

よう構成されています。 

    ①「１）ＨＡＣＣＰに基づく管理」では、認定基準がＨＡＣＣＰであることを明確にして

います。「ア、イ、エ、オ」は従前と同様の内容です。「ウ、キ」は国際標準である Codex

の内容に準拠しています。添付するＣＯＤＥＸ文書や、ＨＡＣＣＰに関する参考書に基

づいて管理方法、作業手順を定めてください。特に、危害要因分析、重要管理点（ＣＣ

Ｐ）の管理基準、検証方法については科学的な根拠が必要です。アレルゲン管理は従前

からある項目ですが、「カ④」は新たに加えました。交差汚染の検証方法は、個別の工

程により異なりますので、不明な場合は定期検査等の際に検査員に確認してください。 

    ②「２）前提条件管理」は、21年度版では前提条件管理としていた内容で、ＩＳＯ２２

０００の表現に合わせました。ＰＲＰ（Ｐｒｅｒｅｑｕｉｓｉｔｅ Ｐｒｏｇｒａｍｓ）

とも言われます。21年度版から構成や表現は変わっていますが、内容的な変更はあり

ません。 

    ③「３）食品防御のための管理」は今回新たに作成した項目です。21 年度版でも食品安

全上の要求事項とされていた事項を、食品防御の観点で項目化しました。 

    ④「４）アウトソース事業者の選定と管理」は新たに作成した項目です。従前は、アウト

ソースの一つとして原材料供給のみを取り上げていました。しかし、食品の品質や安全

性にかかわる重要な機能や、工場運営上重要な機能を外部に委託するのは原材料の供給

のみではありません。原材料の前処理・一次加工等の工程の一部を業務委託する、清掃

作業・廃棄物の処理等の作業を業務委託する等の場合があります。これらを一括りして

「アウトソース」としています。29年度版では、原材料供給者以外にも「アウトソー

ス事業者」がある場合は適切に管理することを要求しています。なお、「アウトソース

事業者」を「原材料供給事業者」とすると、21年度版と同様の内容になります。 

     31年度部分改定では、偽装防止という表現を加えました。 
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    ⑤「５）設備の台帳管理、施設・設備の保全計画」は、21年度版の基準Ⅱの内容と同様

です。 

 

 ６）「６ 品質・衛生検査体制」 

    ２１年度版でも記載されている内容ですが、ＨＡＣＣＰを適切に運用するために２９年度

版基準Ⅱで付加した項目に対応して、構成と表現を変更しました。内容や要求事項に変更は

ありません。なお、ＨＡＣＣＰでは重要管理点（ＣＣＰ）を含む工程の管理状態の検証を要

求しており、検査は製品検査よりも工程検査が重要です。 

 

 

 ７）「７ 教育と組織マネジメント」 

    教育、内部監査、マネジメントレビューについては 21年度版にも記載されていますが、

29 年度版では構成と表現を変更したうえで、「２）コミュニケーション」を中項目に加えま

した。また、食品防御ガイドラインにおいて「よい製造現場」を作ることが重要としていま

す。これには、さらに「規範意識があり規律正しい現場」、「適切なコミュニケーションによ

る関係性の良好な製造現場」であることが重要としています。また、これは 21年度版では

当然の前提として記載していない内容ですが、食品安全上も重要な事項であるため、明記す

ることにしました。実質的な要求内容は変更していません。 

 

 ８）「８ 文書体系」 

21年度版の要求事項を構成と表現を変更したもので、実質的な要求内容は変更していま

せん。 

 

 

３．「Ⅱ 現場での実施・管理に係る基準」 

   「基準Ⅱ」では、「基準Ⅰ」で定められた基準・手順等の仕組みが、その考え方に従って

正しく実施されているかについて評価します。評価にあたっては、実施状況、記録、ＰＤＣ

Ａサイクルが回っているかについて確認します。 

 

１）「１ ＨＡＣＣＰに基づく管理」 

    「基準Ⅰ－５－１）ＨＡＣＣＰに基づく管理」の実施、管理に関する項目です。 

 ①「１）アウトソースの管理」では、特に重要な原材料を独立した項目としていま 

す。表現や項目は改定しましたが、内容は２１年度版と同様です。また、原材料供給者

以外については、その業務の遂行を適切に管理することを要求しています。 

 31年度部分改定では、原材料規格保証書と履歴管理を加えることで、偽装対策を明

確にしました。 

    ②「２）重要管理点（ＣＣＰ）及び工程の管理」は、ＨＡＣＣＰ実施のための最重要項目

です。この項目が適切に実施されなければＨＡＣＣＰは機能せず、食品の安全は保証で

きないことになります。特に「ウ」の項目は、工場で以下について科学的な根拠のもと
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に基準・手順を決めて実施することが必要です。「ウ①」はモニタリングの方法と頻度、

「ウ②」は品質に影響を及ぼす工程の選定、「ウ③、⑤」では是正措置の内容、「ウ④」

では４要件を踏まえた手直し基準の設定と実施、「ウ⑥」では検証の方法と頻度等につ

いて、根拠と適切な実施が必要です。 

      ③「ＣＣＰを設定し運用できない場合の管理」は新しく設定しました。 

  危害要因分析を行って低減・排除すべきとされた危害要因であっても、前記の手順で

ＣＣＰを定めてＨＡＣＣＰプランを作成することが困難な場合があります。例えば、生

食用冷凍鮮魚介類のように加熱工程が無いため、重要な微生物的危害要因を低減・排除

する単独の工程が無い場合や、適切な管理基準の設定やモニタリングシステムを構築で

きない場合等です。 

この危害要因が食品にとって重要な場合は、その危害要因の減衰あるいは管理するた

めに特に重要な工程等を、洗浄や温度管理等の一般的衛生管理で定められている手段を

重点的に実施し、ＣＣＰ的に危害要因を管理することが可能です。この際は、具体的な

管理手段を定めて、可能な範囲で管理の基準の設定及び記録を実施し、逸脱時の措置を

定めておくことが必要です。 

このような管理は、ＩＳＯ２２０００等ではＯＰＲＰ（オペレーション前提条件プロ

グラム）として実施を要求しています。また、ＣＣＰの設定が困難な場合の重要な危害

要因を減衰・管理するためだけでなく、後工程のＣＣＰを適切に管理するため、前工程

の微生物的危害要因をＯＰＲＰ的に管理する、あるいは二次汚染を防ぐためにＣＣＰ後

の工程をＯＰＲＰ的に管理することも有効です。 

なお、ＩＳＯ２２０００のＯＰＲＰでは、妥当性の確認や科学的な検証を要求してい

ます。しかし、認定基準においては、ＩＳＯで要求される妥当性の確認等の厳密な運用

は、要求していません。そのため、基準解説やＱ＆Ａでは、ＯＰＲＰ的な管理と表現し

ます。 

 

    ④「３）製品管理、出荷管理」は、内容に変更はありません。 

    ⑤「４）アレルゲン管理」では、対策の検証を新たに要求しています。 

    

 ２）「２ 前提条件管理」 

    21年度版から表現を変えたり例示項目を増やしていますが、要求内容は変わっていませ

ん。例示項目を増やしたのは理解を目的としたもので、新しい要求事項ではなく、従前から

評価・採点していた内容です。 

② 「１）施設・設備の衛生的な運用・管理」の内容は、従前から確認していたもので

す。 

②「２）従業員の管理」の内容も従前通りです。製造現場へ入室する（可能性がある場

合を含む）全ての従業員に対して適用してください。 

③「３）水（氷を含む）、蒸気の管理」では、従来の水の記載に蒸気を加えました。 

④「４）その他の管理」では「ウ」「エ」を項目として加えましたが、内容的に要求事項

が増えたわけではありません。 
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３）「３ 品質・衛生検査」 

    ＩＳＯ２２０００で要求される工程管理やモニタリングに対応できるように、内容を追加

しました。従前は製品検査への要求が主体でしたが、「工程管理のための検査」を新しく作

成しています。 

①「１）検査手順、精度の管理」では、「オ」の内部精度管理を加えました。外部精度管

理はクロスチェック等により、外部の検査施設と自社の検査施設との間に検出力に違

いがあるかを確認する項目です。内部精度管理は、自社の検査結果が安定しているか

について確認を行う項目です。内部精度管理については参考資料４）を確認してくだ

さい。 

     ②「２）工程管理のための検査」は、ＨＡＣＣＰを運用するうえで重要です。ＨＡＣＣ

Ｐは、製品検査ではなく、重要管理点（ＣＣＰ）のモニタリングと検証で食品の安全

を担保しています。そのため、重要管理点（ＣＣＰ）やその前後の重要な工程におい

て、工程に異常がないことを確認・検証します。工程中から仕掛品をサンプリング検

査する、拭き取り検査等をおこなうことが必要です。 

     ③「３）試薬・培地の管理」では、「イ」を項目として追加しましたが、従前より確認し

ていた項目で、実質的な変更はありません。 

 

 ４）「４ 教育と組織マネジメント」 

    「基準Ⅰ」での記載通りで、「２）コミュニケーション」を項目として追加しましたが、 実         

質的な変更はありません。なお、「１）ウ」にある個別の教育プログラムとは、現場の重要

管理点（ＣＣＰ）担当者、品質管理担当者、検査担当者、表示担当者等への品質上専門的な

知識が必要なものに対する教育をいいます。 

 

 ５）「５ 文書管理」 

    21年度版から実質的な要求内容の変更はありません。 

   31年度部分改定では、改ざんを防ぐための要求事項を付加しています。 

 

 

４．「Ⅲ 施設設備・機械器具に係る基準」 

   21年度版「基準Ⅱ」に該当します。設備の台帳管理等の項目を基準Ⅰに移行したうえで、

新たに項目を追加しました。基本的に従前の項目を整理し、理解しやすいよう事例を加え、

詳しくしたものです。要求水準を高くしてはいません。 

 

１）「１ 工場敷地内環境」 

    食品安全、食品防御上いずれも必要な入場管理項目を追加しました。 

    ①「１）境界、入構口」は今回新設した項目で、食品防御ガイドラインで重要とした項目

です。食品防御ガイドライン－Ⅲ－Ｃの本文及びⅥ－Ｑ＆Ａを参考にしてください。 

    ②「２）敷地内外回り」は「ア」は従前通りですが、「イ」は前項①同様の新設項目です。 
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 ２）「２ 作業場施設設備」 

    「作業場」と「製造現場」と用語を分けています。「作業場」は建物等のいわゆる「箱も

の」を指します。「製造現場」は「「作業場」の中の、「工程があり人が働いている環境全体」

を指しています。 

①「１）製造現場への入口」では、従前評価していたが明文化されていなかった内容を「ア」

として加えました。「イ」は従前同様です。なお、非常口は平時には外部から開けられ

ない管理が必要ですが、緊急時には外部から開けられるような管理をする、あるいは構

造が必要です。 

   ②「２）作業場の構造」は説明的な事項を付け加えましたが、内容の変更はありません。 

   ③「３）作業場の設備」では、「ア①」に作業場の照度は 500lx以上が望ましいという内

容を付加しました。作業場全体でなくとも、できるだけ明るい環境にするように留意し

てください。他の項目は従前からの変更はありません。 

    

 ３）「３ 保管施設」 

      項目分けや表現は変更していますが、実質的な要求内容の変更はありません。 

   

 ４）「４ 衛生設備・施設」 

    項目分けや表現は変更していますが、実質的な要求内容の変更はありません。 

 

 ５）「５ 製造設備」 

    項目分けや表現は変更していますが、基本的に内容、要求事項は変更ありません。なお、

従前も定期検査や調査時に確認していた内容ですが、用途に対応した分類を行いました。 

 

 ６）「６ その他の付帯施設」 

   付帯施設に関する項目を付加しました。 

   ①「１）更衣室」は従前通りの内容です。 

   ②「２）休憩室、社員食堂」では、調理施設がある場合の管理事項を新たに記載しました｡ 

   ③「３）廃棄物保管施設、保管容器」については、説明的な内容を加えました。基準とし

ての要求内容の変更はありません。 

   ④「４）廃水処理施設」は従前通りの内容です。 

   ⑤「５）工作室」は、工作室を設置した場合の管理事項として新たに記載しました。 

特に、食品防御上必要な項目です。 

 

以上 
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平成 28 年 4月 1日作成 

平成 30 年 10月 1日改定 

 

29 年度版-冷凍食品製造工場認定基準Ｑ＆Ａ 

 

             

１．概要 

本Ｑ＆Ａは、協会が運営する「冷凍食品認定制度」のうち「第２編 冷凍食品製造工場認

定基準」を平成 28年 4月に改定（以下、“改定基準”という。）し、29年 4月施行する予定

であるが、本年 4 月～6月に「冷凍食品認定工場基準 29年度改定説明会」を開催した際、

多く出された質問とそれに対する回答をジャンル別に分かりやすく解説したものであり、品

質・技術部会で承認されている。 

なお、本Ｑ＆Ａで参照する「食品防御ガイドライン」は、特に記載がない限り平成 28年

3月改定版である。 

31 年度部分改定で、ＣＣＰを設定し運用できない場合の管理を要求事項に加えたので、

これに関する事例のＱ＆Ａを新たに加えました。 

 

２．質問事項 

１）急速凍結 

   Ｑ1 ：個々の食品によって最大氷結晶生成温度帯が異なるという説明を受けましたが、工場

で製造される製品全ての最大氷結晶生成温度帯を調べる必要がありますか。 

   Ｑ2 ：急速凍結から製品保管庫まで、製品の中心温度を測定しています。凍結の戻り（急速

凍結後に最大氷結晶生成温度帯近くまで温度が上昇すること）を考えた場合は、どの

ように温度を測定すればよいでしょうか。 

   Ｑ3 ：「緩慢凍結で良いか否か」の自社判断は、どのようにすればよいのでしょうか。 

   Ｑ4 ：急速凍結と緩慢凍結で品質に差がないという科学的根拠を作成する場合、対象とする

急速凍結した製品は、どのようにして調製したらよいでしょうか。 

Ｑ5 ：官能検査（2 点嗜好試験法）で、官能検査の評価者が 5 人（ｎ＝5）しかいない場合は、

どうしたらよいでしょうか。 

 

２）企業の社会的責任 

Ｑ6 ：コンプライアンスに社会規範を遵守することが追加された理由を教えてください。 

  

３）食品防御 

Ｑ7 ：食品防御責任者は、どのような者を任命するべきでしょうか。 

Ｑ8 ：グループ企業として複数の工場があり、総務及び品質管理部門は一括して組織してい

るため、複数工場で食品防御責任者 1 名とすることは可能でしょうか。 

また食品防御責任者は、工場常駐が原則でしょうか。 

  Ｑ9 ：内部監査、マネジメントレビュー、危機管理、経営層の責務、ガバナンス等、工場単

位ではなく、本社一括で管理することは可能でしょうか。 

   Ｑ10：コンプライアンス責任者、品質管理責任者、食品防御責任者、内部監査員等は兼任で

きますか。 

  Ｑ11：食品安全方針の中で、食品防御はどのような内容を含めればよいでしょうか。 

  Ｑ12：食品防御の教育は、どのようなことを伝えることが重要でしょうか。 
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４) 危機管理 

   Ｑ13：危機管理の初期対応はどのようにすればよいでしょうか。 

    Ｑ14：チェックリスト（基準Ⅰ、3-1）に記載されている、ＯＥＭ相手先との協議とはどの

ようなことをすればよいのでしょうか。 

   Ｑ15：チェックリスト（基準Ⅰ、3-2）に記載されている、予兆管理とはどのようなことを

すればよいのでしょうか。 

 

５）賞味期限 

Ｑ16：賞味期限を 1年として販売する場合、1年間保存し、検査等で確認するのが通常だと

思っています。他に期間を短縮して検査ができるような簡易方法があると聞いたこと

がありますが、そのような方法があれば、教えて下さい。 

  Ｑ17：賞味期限の設定に関して、微生物規格以外で何に考慮して決めたらよいでしょうか。 

 

６）ＨＡＣＣＰ・ＩＳＯ 

Ｑ18：改定基準で認定を受けたら、ＨＡＣＣＰを取得しているとの認識でよいのでしょうか。 

（認定工場＝ＨＡＣＣＰ認証工場となるのでしょうか。） 

Ｑ19：ＨＡＣＣＰ、ＩＳＯ９００１、ＩＳＯ２２０００に基づいた制度ということは、ＩＳ

Ｏ、ＱＭＳ、ＦＳＭＳ等の外部認証を受けていれば、共通部分については、定期検査

や更新調査時に何かしら反映（免除）されるのでしょうか。 

   Ｑ20：改定基準に含まれるＨＡＣＣＰで管理すべき対象品は、工場で製造する全製品でしょ

うか。それとも、認定証を貼付している製品のみでしょうか。 

   Ｑ21：ＩＳＯ２２０００やＨＡＣＣＰ、ＦＳＳＣ２２０００を取得している場合、当該シス

テム文書と、認定基準用の文書を分けて作成する必要はありますか。 

  Ｑ22：改定基準は、各自治体で行われているミニＨＡＣＣＰ（保健所）と同じ内容、または

それ以上の内容をカバーしているのでしょうか。 

   Ｑ23：現在、ＩＳＯ２２０００を取得しています。今後、改定基準を満たしていけば、ＩＳ

Ｏ認証を継続しなくてもよいでしょうか。 

   Ｑ24：工程検査の例として、①どのような項目、②どの程度の頻度で行うのが望ましいでし

ょうか。 

   Ｑ25：ＣＣＰを設定し運用できない場合の管理を行うと有効なのは、どのような場合でし

ょうか 

 

７）製品出荷 

Ｑ26：認定の基本要件３．③に、「出荷時の品温は—18℃以下であること」とありますが、出

荷時の品温計測は、製品保管庫（冷凍庫）の温度計測と同じと考えてよろしいでしょ

うか。 

 

８）アウトソース 

Ｑ27：アウトソース事業者の選定及び管理の仕方を、教えて下さい。 

Ｑ28：アウトソース事業者の定義（対象業務）を教えて下さい。 

また、以下の事業者は、アウトソース事業者として管理する必要がありますか。 

防虫防鼠事業者、仕出し弁当事業者、食堂の調理事業者、作業者の健康・衛生面に

影響する健康診断や検便事業者等。 
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９）コミュニケーション 

Ｑ29：コミュニケーションの実施と記録とはどのようにすればよいのでしょうか。 

具体的に示して下さい。 

   Ｑ30：従業員とコミュニケーションを取るには、どのようにすれば効果的でしょうか。 

   Ｑ31：従業員に規律意識やルール遵守を伝えるにはどうすればよいでしょうか。 

 

10）精度管理 

Ｑ32：試験員全てが年 1回、外部精度管理（クロスチェック）を受けていますが、それでも

内部精度管理が必要でしょうか。 

Ｑ33：内部精度管理を開始した場合、これまで受けていた外部精度管理を全員が受けなくて

もよいでしょうか。 

   Ｑ34：内部精度管理で実施する検査項目は、外部精度管理で実施する項目と同様でなければ

いけないでしょうか。 

  

11）拭き取り検査 

Ｑ35：基準Ⅱ．３．２）「工程管理のための検査」で、ア.施設・備品の拭き取り検査とあり

ますが、微生物検査以外で、ＡＴＰによる検査でもよいでしょうか。 

また、ＡＴＰ検査結果と微生物検査結果の相関性データはありますか。 

    

12）文書管理 

Ｑ36：基準Ⅱ．５．「文書管理」１）④で記載することを要求されている項目は、全て記録

様式に記載しなければなりませんか。 

                                                                                     

13）ユーティリティー 

Ｑ37：ユーティリティー設備の項目について、食品に直接使用する圧縮空気は、埃、水分、

微生物の残存等の基準を決めて管理するとありますが、具体的にどのように進めたら

よいでしょうか。 

     

３．質問（Ｑ）＆ 回答（Ａ） 

１）急速凍結 

   Ｑ1 ：個々の食品によって最大氷結晶生成温度帯が異なるという説明を受けましたが、工場

で製造される製品全ての最大氷結晶生成温度帯を調べる必要がありますか。 

  Ａ1 ：最大氷結晶生成温度帯は、原材料の変更、糖分や塩分含量、水分量等の組成により変

化する場合があるので、組成が近似した製品群ごとに確認を行うことが必要です。 

           また最大氷結晶生成温度帯については、同種の組成の製品群では一番凍結条件の悪

い製品（大きくて厚みのあるもの等）を代表として測定してください。さらに夏場で

あるとか、製品量が多い繁忙期等、凍結条件が悪い時に確認してください。 

詳しくは、（一財）日本冷凍食品検査協会の検査員にご相談ください。 

 

   Ｑ2 ：急速凍結から製品保管庫まで、製品の中心温度を測定しています。凍結の戻り（急速

凍結後に最大氷結晶生成温度帯近くまで温度が上昇すること）を考えた場合は、どの

ように温度を測定すればよいでしょうか。 

  Ａ2 ：急速凍結後に起きる温度上昇は、製品の表面部分から起きます。従って、表面温度が、
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最大氷結晶生成温度帯を超えない様に管理する必要があります。改定基準の解説 53

ページ ３）要件３.急速凍結に関する要件②に記載がありますので、まずそちらを参

照してください。 

        また、測定頻度については、厳しい条件（夏場や繁忙時等）でのデータ取りを行っ

ていれば、1年に何度もデータ取りをする必要はありません。但し、工程負荷となる

生産数量の増加や、工程タイムテーブル等に変更がある場合は、少なからず影響が生

じるおそれがありますので、温度変化について当該データ取りを行い確認する必要が

あります。 

基本的に、製品群からサイズの小さなものを代表製品として選定して、全ての製品

が最大氷結晶生成温度帯まで温度が上昇しないことを確認する必要があります。なお、

凍結の戻りの場合、凍結時とは逆に小さくて厚みのないものの方が温度上昇しやすい

ので留意が必要です。 

詳しくは、（一財）日本冷凍食品検査協会の検査員にご相談ください。 

 

  Ｑ3 ：「緩慢凍結で良いか否か」の自社判断は、どの様にすればよいのでしょうか。 

  Ａ3 ：「急速凍結をするよりも緩慢凍結のほうが製品の品質が好ましい場合」、あるいは「急

速凍結と緩慢凍結の間に品質上の差がない場合」には、緩慢凍結を採用することがで

きます。これらの場合、何故緩慢凍結のほうが製品の品質が好ましくなるのか、ある

いは急速凍結と緩慢凍結の間に品質上の差がないことを科学的な根拠に基づいた説

明が必要です。 

 

Ｑ4 ：急速凍結と緩慢凍結で品質に差がないという科学的根拠を作成する場合、対象とする

急速凍結した製品は、どのようにして調製したらよいでしょうか。 

Ａ4 ：緩慢凍結した製品が、「急速凍結した製品よりも品質が良いと判断し、敢えて緩慢凍

結をしている場合」、「最大氷結晶生成温度帯の通過時間が 30分を超過する場合であ

っても、品質的に劣っていないことを証明する必要がある場合」は、次のように対応

してください。 

・品質についての評価方法は、改定基準 79 ページ 参考資料３）「緩慢凍結後の食品

品質に関する検査法」の 3.（1）2点嗜好試験法等に基づき実施してください。 

・比較対象品として急速凍結品を調製する方法は、急速凍結庫内温度を下げる、冷気

の当たる場所を選ぶ、サイズを小さくする等凍結時間が短くなるよう工夫してくだ

さい。 

詳しくは、（一財）日本冷凍食品検査協会の検査員にご相談ください。 

 

  Ｑ5 ：官能検査（2 点嗜好試験法）で、官能検査の評価者が 5 人（ｎ＝5）しかいない場合は、

どうしたらよいでしょうか。 

   Ａ5 ：この方法で評価するには、10 人（ｎ＝10）以上必要です。しかし、最低 5 人以上い

れば、試料を入れかえて 2 回繰り返し、のべｎ＝10 以上として判定することができ

ます。 

詳しくは、改定基準 79 ページ 参考資料３）「緩慢凍結後の食品品質に関する検査

法」の 2.（2）官能検査の評価者の数を参照してください。 
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２）企業の社会的責任 

Ｑ6 ：コンプライアンスに社会規範を遵守することが追加された理由を教えてください。 

  Ａ6 ：コンプライアンス項目では、法令遵守を主として記載していたため、コンプライアン

ス＝法令遵守と誤解される場合がありました。本来、コンプライアンスは法令などを

含めた社会規範遵守であることから、あらためて明文化しました。 

なお、経営者とは工場の経営に責任を持つ者であり、必ずしも企業の経営者を指すも

のではありません。 

 

３）食品防御 

Ｑ7 ：食品防御責任者は、どのような者を任命するべきでしょうか。 

Ａ7 ：食品防御ガイドラインに記載されています。詳しくは食品防御ガイドライン本文Ⅲ－

Ａ及びＱ＆Ａを参照してください。 

 

Ｑ8 ：グループ企業として複数の工場があり、総務及び品質管理部門は一括して組織してい

るため、複数工場で食品防御責任者 1 名とすることは可能でしょうか。 

また食品防御責任者は、工場常駐が原則でしょうか。 

   Ａ8 ：認定基準は、工場単位毎の管理運営が必要ですので、工場に食品防御責任者を置き、

常駐させてください。なお、本社があり工場が複数ある場合、その本社には、統括食

品防御責任者を置くことが望ましいです。 

 

Ｑ9 ：内部監査、マネジメントレビュー、危機管理、経営層の責務、ガバナンス等、工場単

位ではなく、本社一括で管理することは可能でしょうか。 

   Ａ9 ：内部監査、マネジメントレビューは、工場単位で実施してください。危機管理、経営

層の責務、ガバナンスは、本社が統轄して、工場は本社指示の下、実施していれば構

いませんが、工場はその趣旨や内容を理解しておくことが必要です。 

 

Ｑ10：コンプライアンス責任者、品質管理責任者、食品防御責任者、内部監査員等は兼務で

きますか。 

   Ａ10：兼任することは構いません。但し兼任の場合は、要件を満たしたうえで、当該業務を

適切に遂行できる状態にあることが必要です。多忙で業務を遂行できない状態では不

適と言えます。 

 

Ｑ11：食品安全方針の中で、食品防御はどのような内容を含めればよいでしょうか。 

Ａ11：食品防御ガイドライン「Ⅵ Ｑ＆Ａ」のＱ3に同じ内容がありますので、そちらを参

照してください。  

 

Ｑ12：食品防御の教育は、どのようなことを伝えることが重要でしょうか。 

Ａ12：食品防御ガイドライン「Ⅵ Ｑ＆Ａ」のＱ18 に類似の内容がありますので、そちら

を参照してください。 

 

４) 危機管理 

    Ｑ13：危機管理の初期対応はどのようにすればよいでしょうか。 

  Ａ13：初期対応については食品防御ガイドラインの 143～145 ページ（Ⅲ-Ｂ-４）に詳細な

記載がありますので参照してください。 また、同Ｑ＆ＡのＱ10にも関連項目があり
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ます。 

 

Ｑ14：チェックリスト（基準Ⅰ、３-１）に記載されている、ＯＥＭ相手先との協議とはど

のようなことをすればよいのでしょうか。 

   Ａ14：食品防御ガイドラインの 144 ページ（Ⅲ-Ｂ-４ 補足項目 b）に記載がありますので

参照してください。また、同Ｑ＆ＡのＱ9にも関連項目があります。 

 

  Ｑ15：チェックリスト（基準Ⅰ、３-２）に記載されている、予兆管理とはどのようなこと

をすればよいのでしょうか。 

   Ａ15：食品防御ガイドラインの 92 ページ（Ⅲ-Ｂ-２ 補足項目 a）に記載がありますので

参照してください。また、同Ｑ＆ＡのＱ7にも関連項目があります。 

 

５）賞味期限 

Ｑ16：賞味期限を 1年として販売する場合、1年間保存し検査等で確認するのが通常だと思

っています。他に期間を短縮して検査ができるような簡易方法があると聞いたことが

ありますが、そのような方法があれば、教えて下さい。 

   Ａ16：冷凍状態での期間を短縮して期限を設定する科学的な方法（加速度試験）は公開され

ていません。加速度試験等による場合も科学的な根拠（実験データ等）を示すことが

必要です。原則的には今回の改定基準 88ページ 参考資料３）「冷凍食品の期限表示

の実施要領」に従い、期限を設定してください。 

 

Ｑ17：賞味期限の設定に関して、微生物規格以外で何に考慮して決めたらよいでしょうか。 

   Ａ17：賞味期限は食品がおいしく食べられる期限のことで、品質が保持されていることが重

要です。製品開発時に定められた品質が保持されているかについて官能試験等で確認

することが必要です。 

一般に-18℃以下の冷凍条件下では細菌が繁殖しないため、褪色・食感・香味等の

官能的な変化や、酸化等の理化学的変化が所定の品質の範囲にあることを確認します。

官能検査の方法については、現行の認定基準の、第３編「冷凍食品の品質基準」にあ

る、Ⅰ.冷凍食品の品質検査方法を参照してください。 

また、理化学的な試験で油の酸化をみる等、食品によって品質を表す指標を決めて

検査してください。 

 

６）ＨＡＣＣＰ・ＩＳＯ 

Ｑ18：改定基準で認定を受けたら、ＨＡＣＣＰを取得しているとの認識でよいのでしょうか。 

（認定工場＝ＨＡＣＣＰ認証工場となるのでしょうか。） 

   Ａ18：今回の改定基準は、ＨＡＣＣＰ義務化を見据えて、ＣＯＤＥＸ基準に準拠したＨＡＣ

ＣＰであることを明確にしていますが、厚生労働省が承認している「総合衛生管理製

造過程」の様な公的な認定ではないため、ＨＡＣＣＰ規格を取得していることにはな

りません。認定制度と規格とは別のものです。規格の認証は認定機関が行いますが、

当協会はＣＯＤＥＸ基準ＨＡＣＣＰの認定機関ではありません。ただし、ＨＡＣＣＰ

を実施していると公表することは可能で、その根拠が公開された改定基準となります。 

 

Ｑ19：ＨＡＣＣＰ、ＩＳＯ９００１、ＩＳＯ２２０００に基づいた制度ということは、ＩＳ

Ｏ、ＱＭＳ、ＦＳＭＳ等の外部認証を受けていれば、共通部分については、定期検査
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や更新調査時に何かしら反映（免除）されるのでしょうか。 

   Ａ19：それぞれ別の規格であり、現時点での反映は予定しておりません。 

 

Ｑ20：改定基準に含まれるＨＡＣＣＰで管理すべき対象品は、工場で製造する全製品でしょ

うか。それとも、認定証を貼付している製品のみでしょうか？ 

   Ａ20：ＨＡＣＣＰは工場認定となりますので、特定の製品、ラインだけを認定することには

なりません。基本的に冷凍食品に関しては格付製品であるか否かに依らず工場全体、

あるいは全製品の製造場所を対象とします。但し、一つの工場で冷凍食品以外（例え

ば惣菜等）を製造している場合、冷凍食品以外の製造エリア、及びその食品に関して

はＨＡＣＣＰの対象とはなりませんのでご注意ください。 

 

Ｑ21：ＩＳＯ２２０００やＨＡＣＣＰ、ＦＳＳＣ２２０００を取得している場合、当該シス

テム文書と、認定基準用の文書を分けて作成する必要はありますか。 

   Ａ21：色々な仕組みを導入している場合、マニュアルを分ける必要はありません。認定基準

に対して、どこに規定されているのか等、紐付けされていれば、問題ありませんが、

文書体系に沿って分類されていることは必要です。 

Ｑ22：改定基準は、各自治体で行われているミニＨＡＣＣＰ（保健所）と同じ内容、または

それ以上の内容をカバーしているのでしょうか。 

   Ａ22：自治体あるいは商工会議所等の団体が独自の簡易版ＨＡＣＣＰを行っているよう 

ですが、詳細の把握はしておりません。改定基準は全ての基本となるＣＯＤＥＸ基準

に準拠したものですので、ＨＡＣＣＰであれば全てカバーできています。ただ、自治

体や団体によっては、ＨＡＣＣＰの要求事項とは直接関係のない独自の内容を付加し

ている場合がありますので、確認が必要です。なお、改定基準はＩＳＯ２２０００に

も対応していますので、一般的にはミニＨＡＣＣＰといわれるものより高度な内容と

なっています。 

 

Ｑ23：現在、ＩＳＯ２２０００を取得しています。今後、改定基準を満たしていけば、ＩＳ

Ｏ認証を継続しなくてもよいでしょうか。 

   Ａ23：認定制度とＩＳＯは別の規格です。 

     確かに改定基準はＨＡＣＣＰに加え前提条件管理（ＰＲＰ）を織り込み、ＩＳＯ２２

０００またはＦＳＳＣ２２０００規格にも対応しています。前提条件管理にＯＰＲＰ

（オペレーションＰＲＰ）を加えれば、ＩＳＯあるいはＦＳＳＣ２２０００規格と同

等の内容になりますが、ＩＳＯ２２０００規格は取得していることにはなりません。

取引上、ＩＳＯ２２０００認証を受ける必要性がある場合は、改定基準を満たした認

定工場であっても、その要求を満たすことにはなりません。 

改定基準の 30ページにあります“「国際標準」（ＨＡＣＣＰとＩＳＯ２２０００（Ｆ

ＳＳＣ２２０００））”を参照してください。 

 

Ｑ24：工程検査の例として、①どのような項目、②どの程度の頻度で行うのが望ましいでし

ょうか。 

   Ａ24：今回求めている工程検査は、ＨＡＣＣＰの工程管理の検証として行うもので、工程の

拭き取り検査、落下菌の検査やアレルゲン等の交差汚染の確認等です。以下に微生物

検査法を用いた拭き取り検査を例として説明します。 

①微生物検査では衛生指標菌と言われている、生菌数・大腸菌群の検査が一般的です
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が、危害要因分析で管理が必要と考えられるものがあればそれを含めるべきです。 

②頻度の規定はありませんが、ロット毎の製品検査の代わりに行うため、毎日行うこ

とが理想的ですが、当該工場の状況が把握でき、結果が安定してくれば、頻度を見

直してもよいでしょう。 

また、毎日実施することが負担であれば、拭き取る箇所毎に、その頻度を変えて検

査することも一つの方法です。なお、定常状態と異なった結果が出た場合には、頻

度を増やして、その原因究明を行うことが必要です。 

 

  Ｑ25：ＣＣＰを設定し運用できない場合の管理を行うと有効なのは、どのような場合でしょ 

うか。 

  Ａ25：以下のような事例が考えられます。 

    ・生肉や鮮魚介類を原料とする場合、その品温が細菌の増殖だけでなく鮮度劣化の重

要な要因となります。この場合は、解凍温度、保管庫内温度、室温は品温管理上重

要なＰＲＰです。また、処理あるいは滞留時間も重要な管理項目になりえます。そ

のため室温や処理・滞留時間をＯＰＲＰ的に管理します。実行可能性やリスクの重

大性を判断して、必要に応じて管理の基準を定めて、これをモニタリング・記録す

ることになります。 

・野菜や魚介類の表面を洗浄・殺菌することは一般的なＰＲＰですが、他の工程で加

熱が無い等、ＣＣＰを設定できない場合は、ＯＰＲＰになりえます。真水の洗浄水、

あるいは次亜塩素酸Ｎａを一定濃度に添加した洗浄水で表面の洗浄・殺菌をする工

程では、洗浄水の流量や温度、洗浄水の残留塩素濃度をＯＰＲＰ的に管理します。

実行可能性やリスクの重大性を判断して、必要に応じて管理の基準を定めて、これ

をモニタリング・記録することになります。 

・ＣＣＰ工程（微生物を減少または除去する工程等）の後にスライサーや包丁等の機

器を使用する場合、その表面からの食品への二次汚染を防ぐための手順を定めて、

ＯＰＲＰ的に管理することができます。管理例としては、食品と接触する面の洗浄

基準を定め、適切に洗浄します。その上で衛生状態が維持されているのかを確認す

るため、拭き取り検査等で、衛生状態を検証します。 

・ＣＣＰが加熱工程の場合、直前の仕掛品の品温が低すぎると加熱不足となる可能性

があります。この場合、仕掛品の品温をＯＰＲＰ的に管理し、モニタリングします。

なお、この場合、直後のＣＣＰ工程と一体化した管理とすることも可能です。 

   

７）製品出荷 

Ｑ26：認定の基本要件３．③に、「出荷時の品温は—18℃以下であること」とありますが、出

荷時の品温計測は、製品保管庫（冷凍庫）の温度計測と同じと考えてよろしいでしょ

うか。 

   Ａ26：出荷時に毎回、開梱して製品の温度を計測することは実質的に困難であるため、製品

保管庫に表示されている温度と、製品温度について差が無いという根拠（温度測定記

録や機器のモニタリングデータ）が必要です。製品保管庫の中で保管する場合は、一

番冷え難い製品について一番冷え難い条件（場所や時期等）でも、何時間以上保管す

れば-18℃以下になるか、あるいは何時間以上保管すれば平衡温度で室温と同等にな

るかについて確認してください。それが分かればそれより凍結条件のよいものは、決
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められた保管時間、決められた温度下に保持すれば-18℃以下あるいは庫内温度と同

等になるので、その管理基準を守ってください。 

 

８）アウトソース 

Ｑ27：アウトソース事業者の選定及び管理の仕方を、教えて下さい。 

   Ａ27：アウトソース事業者の選定に関しては、原材料供給者の管理方法と同様に、自社で必

要となる選定基準を定め文書化してください。選定基準は、38ページ基準Ⅰ.５.４）

アウトソース事業者の選定と管理イ.に記載してありますが、他にも既に業者と契約

のある企業から評判を聞く、あるいは、廃棄物処理業者であれば優良産廃処理業者認

定制度で認定を受けている等、色々なポイントがあります。その上で、契約の際に定

めた内容に誠実に対応しているか、問題があった際の申し入れにもすぐ対応してくれ

るか等を見ていくことになります。 

 

Ｑ28：アウトソース事業者の定義（対象業務）を教えてください。 

また、以下の事業者は、アウトソース事業者として管理する必要がありますか。 

防虫防鼠事業者、仕出し弁当事業者、食堂の調理事業者、作業者の健康・衛生面に

影響する健康診断や検便事業者等。 

Ａ28：ここでいうアウトソース事業者は製品の品質に直結する業務及び工場の製造に関わる

重要な業務が対象です。 

例示された事業者の中で、防虫防鼠事業者はその対象です。その他については、

間接的に係わる内容ですので認定基準の範囲外となりますが、自社基準として対象

にしても結構です。 

 

９）コミュニケーション 

Ｑ29：コミュニケーションの実施と記録とはどのようにすればよいのでしょうか。 

具体的に示して下さい。 

  Ａ29：基準では、業務上の指示命令（トップダウン方向）と、従業員からの意見具申（ボト

ムアップ方向）の双方向のコミュニケーションを要求しています。 

トップダウン方向としては業務上の指示命令や報告相談が適切に行われるような

機会を設けることが求められていますので、そのための朝礼やミーティング等を定期

的に開催し、その内容を記録し、課題があれば改善を行っていくことを求めています。  

ボトムアップ方向としては、ヒヤリ・ハット事例や職場の改善提案や問題提起等、

従業員からの情報提供や意見具申を受け付ける手順を定め、運用することが必要です。   

特に従業員から得られた情報については、適切な回答を行わなければいけません。そ

の際の注意点としては、従業員が委縮しないような配慮を必要としています。個人面

談や目安箱等、工場の状況に応じて対応しても構いません。 

その他、職制として意見や情報を吸い上げる方法や従業員が自主的に意見を挙げて

くる環境を作ることがありますが、工場の実態により適切に組み合わせてください。

なお、食品防御ガイドラインでは、工場長を始めとする工場幹部が積極的に現場に入

ってコミュニケーションを取ることを推奨しています。 

 

   Ｑ30：従業員とコミュニケーションを取るには、どのようにすれば効果的でしょうか。 

Ａ30：食品防御ガイドライン「Ⅵ Ｑ＆Ａ」のＱ17 に同じ内容がありますので、そちらを

参照してください。 
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   Ｑ31：従業員に規律意識やルール遵守を伝えるにはどうすればよいでしょうか。 

Ａ31：食品防御ガイドライン「Ⅵ Ｑ＆Ａ」のＱ18 に類似の内容がありますので、そちら

を参照してください。 

 

10）精度管理 

Ｑ32：試験員全てが年 1回、外部精度管理（クロスチェック）を受けていますが、それでも

内部精度管理が必要でしょうか。 

   Ａ32：内部精度管理は、年に 3回ないし 4回以上行うことが望ましいですが、年に 1回以上

実施するよう求めており、外部精度管理で代替することもできます。よって、基準で

定める年１回の外部精度管理に加えて、試験員全員が外部精度管理を最低年に 1回受

けていれば、内部精度管理を 1回実施したとみなしますので不要です。但し、Ｚスコ

アが 2 を超過する等技量が劣る試験員がいる場合は、当該試験員の技量向上のため、

速やかに原因を究明して改善を図るとともに検査精度が安定するまでは頻度を上げ

て内部精度管理を実施する必要があります。 

 

Ｑ33：内部精度管理を開始した場合、これまで受けていた外部精度管理を全員が受けなくて

もよいでしょうか。 

   Ａ33：内部精度管理を全員が年 1回以上行っていれば、外部精度管理には必ずしも全員が参

加する必要はありません。但し、外部精度管理は自分の技量を科学的かつ客観的に評

価できる機会ですので、全員で実施されることが望ましいです。 

【精度管理の違い】 

･｢外部精度管理｣は、外部の検査機関等と自社の検査施設との間に、検出力の違いがあ

るかを確認することです。 

・「内部精度管理」は、自社の検査結果が安定しているかについて確認を行うことです。 

 

Ｑ34：内部精度管理で実施する検査項目は、外部精度管理で実施する項目と同様でなければ

いけないでしょうか。 

Ａ34：特に同じである必要はありません。それぞれの工場で管理上重要と思われる項目で実

施してください。内部精度管理は、試験員毎の技量バラつきを確認し、バラつきがあ

れば技量の低い試験員の技量向上を図ることも目的の一つですので、自社で通常試験

を行っている項目で実施してください。 

  

 

11）拭き取り検査 

Ｑ35：基準Ⅱ．３．２）「工程管理のための検査」で、ア.施設・備品の拭き取り検査とあり

ますが、微生物検査以外で、ＡＴＰによる検査でもよいでしょうか。 

また、ＡＴＰ検査結果と微生物検査結果の相関性データはありますか。 

Ａ35：科学的に評価されていれば、どのような方法でも構いません。目的は、細菌汚染を低

減することであり、リスクに応じ判断してください。 

ＡＴＰ検査はあくまで残存有機物内のＡＴＰ量を表すもので、微生物のデータとパ

ラレルであるとは限りませんし、どの様な微生物がいるのかもはっきりしません。 

一方でＡＴＰ検査は短時間で手軽にできるという大きなメリットもあります。ＡＴ

Ｐ検査は予備的な調査とし、異常があれば微生物検査を実施する、あるいは自社でＡ
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ＴＰ検査と微生物検査の相関性を確認して判断する等の方法が考えられます。なお、

一般的に、取引先等に管理状況を報告する場合等には、ＡＴＰ検査よりも、微生物に

よる評価のほうが受け入れられやすいと思われます。その上で、ＡＴＰ検査を実施し

ても構いませんが、当会では、相関性に関するデータを持ち合わせておりませんので、

実施する場合は自社で、それがどの様な微生物の量と、どの様な相関を示すかを確認

することが必要となります。 

個別の内容については、（一財）日本冷凍食品検査協会の検査員にご相談ください。 

 

12）文書管理 

Ｑ36：基準Ⅱ．５．「文書管理」１）④で記載することを要求されている項目は、全て記録

様式に記載しなければなりませんか。 

   Ａ36：基本的には、必要です。ただし、下位文書・下位記録であるため会社または所在地を

省略する等、項目を記載しないことに合理性がある場合は省略することが可能です。  

 例えば、第三者に対して開示する必要がない記録類（機器点検記録や清掃記録など）

や、単なる内部記録などは、住所等を省略することができます。 

 但し、合理性については、工場が説明できることが必要です。 

  

                                                                                        

13）ユーティリティー 

Ｑ37：ユーティリティー設備の項目について、食品に直接使用する圧縮空気は、埃、水分、

微生物の残存等の基準を決めて管理するとありますが、具体的にどのように進めたら

よいでしょうか。 

Ａ37：圧縮空気の管理例：エアーコンプレッサー今後具体的な管理基準を設定していきます

が、現時点で管理すべき要点は以下の通りです。 

①埃   ：タンク内、空気吸入口、ノズルの清掃及び保守手順を決めて管理する。 

②水分  ：使用前に、タンク内に水分が残存していないかを確認する。 

③微生物：定期的に、エアーサンプラー等で空気を捕集し、微生物検査にて空気の

清浄度を確認する。 

 

以上 
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参考資料１）最大氷結晶生成温度帯に関する資料 

 

１．最大氷結晶生成温度帯とは 

食品を凍結すると、組織中の水分が凍り、氷結晶が生成されますが、水分の大部分（約 80％）

が氷結晶になる温度帯を最大氷結晶生成温度帯と言います。 

下の図が一般的な食品の凍結曲線ですが、最大氷結晶生成温度帯は帯状に示された部分になり

ます。食品を凍結すると、その初期段階において、比較的急に温度が下がりますが、凍結点（食

品中の水が凍り始める温度）以下になると食品中の温度が下がりづらくなります。温度を下げる

には、外から熱を奪う必要がありますが、液体である水を固体である氷に状態を変化させる場合

は非常に多くの熱（潜熱といい、水の温度を 1℃下げるのに比べ、約 80 倍の熱を奪う必要があ

ります。）を奪う必要があるので、凍結温度曲線の傾きがそれまでより緩やかになります。最大

氷結晶生成温度帯通過後は、再び温度が急に下がり始めます。   

図：凍結曲線 ○a急速冷凍 ○b緩慢凍結 

 

２．一般的な最大氷結晶生成温度帯 

一般的な食品の最大氷結晶生成温度帯は－1℃～－5℃です。 

0℃より低いのは、食品を凍結する場合、食品の水分中に溶けている糖類、塩分、タンパク質

等の濃度に比例した凝固点降下（凍り始める温度が低くなる現象）が起こるためです。食塩水や

砂糖水が 0℃では凍らず、濃いほど凍り難くなるのはこの理由です。 

食品中の糖類等が多くなり、濃度が高くなると、より大きな凝固点降下が起こり、最大氷結晶

生成温度帯はさらに低くなります。そのため、全ての食品の最大氷結晶生成温度帯が－1℃～－

5℃というわけではなく、個々の食品や凍結条件によって異なり、凍結曲線を作成して把握する

必要があります。糖類等の濃度が高い食品では例えば－3℃～－7℃になってしまうこともありま
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すし、まれな例として、凍結温度曲線の傾きが緩やかにならず直線的に温度が下がる食品もあり

ます。 

 

３．最大氷結晶生成温度帯の通過時間と品質の関係 

最大氷結晶生成温度帯を速やかに通過（急速凍結）すると、組織中の氷結晶は大きく成長せず

（写真 1）、品質のよい製品になるので、当協会では概ね 30分以内に通過することを、認定制度

における基本要件としています。一方、最大氷結晶生成温度帯をゆっくり通過（緩慢凍結）する

と、組織中に大きな氷結晶が生成され（写真 2）、組織が壊されるため、食感の劣化や解凍時に

水分や旨味成分が流出する等の品質の低下を引き起こします。 

             

（写真 1）急速凍結した細胞        （写真 2）緩慢凍結した細胞 

 

４．自社製品の最大氷結晶生成温度帯とその通過時間 

自社製品の正確な最大氷結晶生成温度帯と通過時間を把握するには、製品の中心温度（正確に

は一番温度の下がりにくい場所の温度）を測定して凍結曲線を描き、その形から判断する必要が

あります。凍結曲線の傾きが緩やかになり始めた温度から、再び傾きが急になり始める温度まで

が該当します。正しく中心温度を測定すると、図のように緩やかな部分のある凍結曲線が描けま

す。しかし、中心から外れると、温度低下が急になり、傾きが緩やかな部分がなくなり直線的に

下がったり、緩やかな部分が正しい凍結曲線より短くなってしまうため、正しい最大氷結晶生成

温度帯を把握できなくなったり、通過時間を実際よりも短く判断することになってしまいます。 

また、工場では、最も凍結しにくい条件で測定する必要があります。 
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参考資料２）緩慢凍結後の食品品質に関する検査法 

～官能検査による科学的根拠の検証方法の事例について～ 

 

１．目的 

冷凍食品工場認定基準では、冷凍食品の凍結について、概ね 30分で最大氷結晶生成温度帯を

通過すること（いわゆる急速凍結）を求めています。しかし、製品によっては 30分を超える条

件（いわゆる緩慢凍結）で凍結している場合があります。その理由として、例えば、おでんの出

汁の浸みを求める「ちくわ」、凍結時にまんじゅう外皮に起きる亀裂を防止することが必要な肉

まん類等、あえて緩慢凍結の工程を経る方が求められる品質に適合する場合があります。その場

合は、緩慢凍結とする品質上の理由を明確にすることが必要です。 

一方、急速凍結にすべきですが、凍結能力の不足や凍結条件により緩慢凍結になっている場合

があります。この場合は、製品の品質上、緩慢凍結でも許容できる場合とそうではない場合があ

ります。基準解説では、緩慢凍結でも許容できるためには、科学的根拠を示すことが必要です。

なお、緩慢凍結で、品質が急速凍結に比べ劣る場合には、凍結能力や凍結条件を改善する必要が

あります。 

従来の冷凍食品認定基準では、製品の官能的な品質は５点評価法で、品位（形態、色沢、香味、

肉質、組織及びその他）を絶対値として評価し確認してきました。しかし、急速凍結品（以下、

急凍品という）と緩慢凍結品の２種の試料があった場合に、５点評価法では、どちらの製品（試

料）の品質が好ましいかの相対的な答えを得ることができません。そのため、2種の試料を比較

するには、２点嗜好試験法や、３点識別法と呼ばれる官能検査の方法を使って、それら試料間に

統計的に意味があり、識別できる品質の差が有るか無いかを判定することが必要です。 

新しい認定基準で求める、通常生産される製品が急凍品ではない場合の科学的根拠には、急凍

品との品質の差異の有無について、従来の５点評価法に加えて２点嗜好試験法または３点識別法

の複数の官能検査を用いて判定し、2つの試料の品質に統計的に差がないことを示すことを求め

ています。以下、２点嗜好試験法と３点識別法による検証方法を示します。 

なお、５点評価法は、「冷凍食品認定制度」の“冷凍食品の品質基準”、「冷凍食品認定制度の

ための品質管理の手引き」の“冷凍食品の品質検査”を参照してください。 

 

２．準備 

（1）確認試料の作成 

 通常の生産で、最大氷結晶生成温度帯を 30分以上で通過しているもの（この事例の場合、通

常品という）と、最大氷結晶生成温度帯を 30分以内で通過させた急凍品を準備し２種類の試料

を準備します。 

急凍品と通常品の２種類の試料を比較確認する場合は、凍結直後では凍結条件による品質の差

異は検出しにくい場合があるので、最低１週間以上同じ－18℃以下の凍結状態で保管後、官能検

査を実施します。最低 1週間以上保管するのは、緩慢凍結した製品では、保管中に食品中の氷結

晶が大きくなり、品質低下を招く場合があることが知られているためです。 

（2）官能検査の評価者の数 
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10人以上で実施します。なお、10人以上の評価者が官能検査に参加できない場合には、最低

5 人以上で、試料を入れかえて、複数回の繰り返しテストを行い、最低のべ 10回以上の結果で

判定します。 

 

（3）試食量の決定 

試食で評価する場合、固体では、噛み応えや舌触り等を評価できる量、液体では舌全体を覆う

量を決め、それを基に準備する重量を決めます。 

 

（4）調理または解凍方法の記録 

調理や解凍の方法について、官能検査に至るまでの実施手順を決め、実施に当たって加熱や加

温で試料に影響を与える温度履歴等について、どのようにして官能検査に供したかを記録に残し

ます。 

製品仕様書で製品の使用方法や用途を確認します。実際にお客様が使用される方法と、喫食評

価されるまでの経過時間や喫食の温度設定が同等になるように、官能検査に供する際に最も適切

な調理方法、調理時間、調理後から官能検査に供するまでの放置時間等を決めます。後々に再検

証の場合に必要と考えられる条件・内容を記録します。 

官能検査で記録される内容は、例えば、製造日、製造ロット、生産工程温度履歴、加熱・凍結・

保管の期間、検査に供する際の調理方法、調理時間、調理後の温度、喫食時の温度等です。 

 

（5）実施時間 

空腹でも満腹でもない時間帯で実施します。実施時間を予め決めて流れをパターン化していく

と検査が実施しやすくなります。 

 

（6）実施手順、提示順 

評価者ごとに試食順のバランスをとります。 

 

３．官能検査の方法 

複数の官能検査の方法で差がないことを確認することが望ましい。２点比較法の２点嗜好試験

法(下記（1）の項)と３点識別法（下記（2）の項）のいずれかの方法で検証し、品質に統計的な

差がないことを確認します。 

 

（1）２点嗜好試験法 

２点嗜好試験法とは、２種の試料を与え、質問項目（例えば、好ましい方）の該当する方を選

ばせる方法です。 

 

（1)-① ２点嗜好試験法の実施方法について 

以下、事例を示します。 

 

＜試料＞  

凍結方法の異なる２種の試料●●を準備します。例えば、急凍品●●はＡ、通常品●●はＢと

記号を付けます。 
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官能検査用の試料を準備する担当者は、Ａ、Ｂそれぞれの試料の具体的な内容を記録します。 

 

＜方法＞  

２つの試料ＡとＢを比較するときに、提示順序が評価結果に影響を与える可能性があるので、

（Ａ→Ｂ）という順序で食べるケースと（Ｂ→Ａ）という順序で食べるケースの２つの評価者グ

ループを作ります。試料は、内容が判らないように、Ｐ、Ｑ等の記号を使って提示します。試料

提示に間違いがないように気をつけます。この内容は、データの解析時まで試料を準備する担当

者以外には非公開とし、詳細内容を明かさないようにします。 

ｎ人の評価者（この事例では 10人の評価者）で実施するならば、 

ｎ／2人（この事例では 5人）ずつの２グループに分けて、食べる順序を変えて食べてもらいま

す。予め下記表 1のように試料について付番と評価予定者の早見・記録一覧表を作成します。 

 

表 1. 事例 提供試料―評価者 食べる順序  早見・記録一覧表 

グルー

プ 

評価 

予定者 

（名前は

例） 

試料の付番 食べる 

順序 

1番目→ 

2番目 

判定の 

記録 

 

判定 

人数 

 

第 1 

グ ル ー

プ 

佐藤さん、 

鈴木さん、 

高橋さん、 

田中さん、 

渡辺さん 

 

試料ＡをＰ、 

試料ＢをＱ 

と付番する 

 

Ｐ→Ｑ 

 

 

Ｐを選んだらＡ、 

Ｑを選んだらＢ 

と記録する 

 

ｎ／2 

（この事例 

では５人） 

 

第 2 

グ ル ー

プ 

伊藤さん、 

山本さん、 

中村さん、 

小林さん、 

加藤さん 

 

試料ＡをＱ、 

試料ＢをＰ 

と付番する 

 

Pを選んだらＢ、 

Ｑを選んだらＡ 

と記録する 

 

ｎ／2 

（この事例 

では 5人） 

                      合計    ｎ（10人） 

 

試料は同時に評価者に与え、食べる順序を指示して、品位（形態、色沢、香味、肉質、組織、

その他等の総合評価）についてどちらが好ましいかを選んでもらいます。Ａの方を好んだ人数、

Ｂの方を好んだ人数をまとめ、多い方の度数が判定表(表２)の値に等しいか、または、その判定

値より大きい時、その試料の方が好まれていると判定します。 

 

（1)-② ２点嗜好試験法の質問用紙の準備について 

２点嗜好試験法の質問用紙は、事例を参考にして作成します。事例を以下のように示します。 
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冷凍食品●●の官能検査 

                 グループ 1  2  氏名  ◇◇             

                    （グループ 1 かグループ 2 かを記録する） 

Ｐ,Ｑの２種類の冷凍食品を評価してください。 

 

◇◇さんが評価する試料の食べる順序は、 

  （Ｐ→Ｑ） です。   

どちらが好ましいですか。 〇をつけてください。 

  

  答え   （   ） Ｐ 

       （   ） Ｑ 

 

（1)-③ 2点嗜好試験法のデータの確認とデータのまとめ方と解析について 

この事例では、評価者は、10人とします。 

＜評価者＞  

人数 ｎ＝10 （名） 

＜判定値＞  

表 1の早見・記録一覧表を基に、Ａを選んだ評価者の数、または、Ｂを選んだ評価者の数を記

録します。選んだ評価者の数が多い方の評価者の人数を判定値として使い、判定表で判定します。 

＜判定＞   

表 2の２点嗜好試験法のための判定表を使って判定します。 

 

        表 2. 2 点嗜好試験法のための判定表 

  判定 

 

評 

価 

者 

数 （ｎ） 

 

 

 

判定値 

 判定 

 

評 

価 

者 

数 （ｎ） 

 

 

 

判定値 

10 9 - - 

11 と 12 10 20 15 

13 11 - - 

14 と 15 12 30 21 

- - - - 

20 15 40    27 

評価者数（または繰り返し数）がｎのとき、選んだ評価者の数が多い方の評価者の人数が表中

の判定値以上ならば差がある。 

10人のうち、ＡまたはＢのどちらかを 9人以上選んだ場合は、2種の冷凍食品●●の試料Ａと

試料Ｂには統計的に意味がある差があると判定します。 
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 10人のうち、ＡまたはＢのどちらかを選んだ人数が 8人以下の場合は、2種の冷凍食品●●の

試料Ａと試料Ｂには統計的に差がないと判定します。 

 

下記の表 3のように官能検査の結果を記録します。 

＜集計＞ 

  表 3. 

         ２点嗜好試験法      検査結果                 

評価した人数      ◇人    Ａを選んだ数  ◆人  

                       Ｂを選んだ数  ▼人               

合計     （◇）人         （◆＋▼）人   

        この事例では、◇＝10  ◆＋▼＝10 となります。 

 

（2）３点識別法  

（2)-① ３点識別法での確認実施について  

以下、事例を示します。 

＜試料＞   

凍結方法が異なる 2種の試料●●を準備し、Ａは、急凍品、Ｂは、通常品とします。 

（ＡＡＢ），（ＡＢＡ），（ＢＡＡ），（ＢＢＡ），（ＢＡＢ），（ＡＢＢ）のようにＡ（またはＢ）を

2 個、Ｂ（またはＡ）を 1個計 3個の試料を 1組にして同時に提示し、この中から異質のものを

1 個選ばせる方法、すなわち（ＡＡＢ）ならＢを、（ＡＢＢ）ならＡを選べば正解とします。 

いずれの組み合わせも内容が判らないようにＲ，Ｓ，Ｔ等の記号を使って提示します。試料提

示に間違いがないように気をつけます。この内容は、データの解析時まで試料を準備する担当者

以外には非公開とし、詳細内容を明かさないようにします。 

 

＜方法＞   

３点識別法を実施する場合、試料を準備する担当者は、予め下記表４のように試料について付

番と評価予定者の判定早見一覧表を作成します。試料を準備する担当者は、この判定早見一覧表

に基づいて試料を組み合わせて用意します。官能検査に供し、評価者から質問用紙に答えを書い

てもらいます。 

事例では、評価者佐藤さん用の試料は（Ａ，Ａ，Ｂ）の組み合わせで⇒（Ｒ，Ｓ，Ｔ）と付番

し、評価者田中さん用の試料は、（Ｂ，Ｂ，Ａ）の組み合わせで⇒（Ｒ，Ｓ，Ｔ）と付番し準備

します。 
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表４.  事例   提供試料－評価者 組み合わせ 判定早見一覧表 

試

料 

番

号 

評価 

予定者 

(名前

は例) 

準備する 

試料の 

組み合わせ 

試料の付番 組み合わせ 正解・不正解の判定 

 

1 佐藤 

さん 

Ａ-Ａ-Ｂ Ａ品 2つにＲ,Ｓ 

Ｂ品にＴと付番し 

Ｒ-Ｓ-Ｔとして並べる 

Ｒ-ＳとＴ Ｔを選んだら正解、 

Ｔを選ばなかったら 

不正解とします。 

2 鈴木 

さん 

Ａ-Ｂ-Ａ Ａ品 2つにＲ,Ｔ 

Ｂ品にＳと付番しＲ－

Ｓ－Ｔとし 

て並べる 

Ｒ-ＴとＳ Ｓを選んだら正解、 

Ｓを選ばなかったら 

不正解とします。 

3 高橋 

さん 

Ｂ-Ａ-Ａ Ａ品２つにＳ－Ｔ、 

Ｂ品にＲと付番しＲ－

Ｓ－Ｔとして並べる 

Ｓ-ＴとＲ Ｒを選んだら正解、 

Ｒを選ばなかったら 

不正解とします。 

4 田中 

さん 

Ｂ-Ｂ-Ａ Ａ品１つにＴ， 

Ｂ品２つにＲ，Ｓと付

番しＲ－Ｓ－Ｔとして

並べる 

Ｒ-ＳとＴ Ｔを選んだら正解、 

Ｔを選ばなかったら 

不正解とします。 

5 渡辺 

さん 

Ｂ-Ａ-Ｂ Ａ品１つにＳ， 

Ｂ品にＲ，Ｔと付番し

Ｒ－Ｓ－Ｔとして並べ

る 

Ｒ-ＴとＳ Ｓを選んだら正解、 

Ｓを選ばなかったら 

不正解とします。 

 

（2)-② ３点識別法 質問用紙の準備について 

下記の事例を参考にして、質問用紙を必要枚数用意します。 

３点識別法の質問用紙の事例 

         冷凍食品●●の官能評価 

 

評価した試料番号            氏名                 

 

 Ｒ，Ｓ，Ｔは冷凍食品●●です。 

 

質問 1. このうち二つは同じもので、一つだけ違ったものが入っています。 

違うのはどれでしょうか。 

違うのは（   ）の冷凍食品●●です。 

（   ）と（   ）は同じ品質です。 
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（2)-③ ３点識別法のデータの確認について 

 

＜判定＞ 

下記の表 5のように官能検査の結果を記録します。 

 

＜集計＞  

表 5. 

         ３点識別法           検査結果                      

組み合わせ ＡＡＢ  評価した人数 ◇人   Ｂを選んだ数  ◆人  

組み合わせ ＢＢＡ  評価した人数 ▽人   Ａを選んだ数  ▼人     

合計 （◇＋▽）人       （◆＋▼）人   

この事例では、◇＝5 

▽＝5 

◇＋▽＝10とします。 

 

（2)-④ ３点識別法のデータのまとめ方について 

データのグラフを書きます。（2個と 1個の組み合わせを正しく識別できた場合を正解とし、

その数、識別できなかった場合を不正解の数として、その内容の棒グラフ または、円グラフを

作ります。） 

 

正解 9
不正解 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

正解 不正解

正解

不正解

 

 

 

正解 9
不正解 1

正解

不正解
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（2)-⑤ ３点識別法のデータの解析について 

＜実施手順＞ 

表 6. 事例 集計表（冷凍食品●● 凍結工程の識別結果）  

組合せ 評価者数（ｎ） 正解数 判定 

（Ａ，Ａ，Ｂ） 5 4 ＊ 

（Ｂ，Ｂ，Ａ） 5 3  

  計 10 7 ＊ 

集計の記録を表 6の事例のように集計表にまとめます。 

 

<判定の実施について>  

下記表 7に、判定に使用する、３点識別法の判定表の一部を示します。この判定表は、官能検

査に関する専門図書に記載されているので、示した表７以外の評価者数（ｎ）の値を使って判定

する場合は、その判定表を使用します。 

 

表７.  ３点識別法の判定表 

評価者数 （ ｎ ） 判定数   

5 4   

6 と 7 5   

8 と 9 6   

10 ７   

    

20 11   

評価者数（または繰り返し数）がｎのとき、 

正解数が表中の判定数以上ならば差がある。 

 

・組み合わせ（Ａ，Ａ，Ｂ）と（Ｂ，Ｂ，Ａ）は別々に解析して、解析結果に統計的に差異がな

いことを確かめておきます。 

・組み合わせ（Ａ，Ａ，Ｂ）について、評価者数◇人、例えば上記表 6のように◇＝5人であっ

た場合、nは 5人として、表７の３点識別法の判定表の評価者数 （ｎ）の列の 5 の欄より、

正解の数（判定数）◆人が、4以上であった場合は、ＡとＢの 2つの試料間には、統計的に差

があると判定します。 

 

・組み合わせ（Ｂ，Ｂ，Ａ）について、評価者数▽人が 5人だった場合、評価者数（ｎ）の列の

５の欄より、正解の数（判定数）▼人が、3以下であった場合は、ＡとＢの 2つの試料間には、

統計的に差はないと判定します。 

 

・同様にして、（Ａ，Ａ，Ｂ）と（Ｂ，Ｂ，Ａ）を試食した評価者数の合計 ｎ＝（◇＋▽）人

の判定を行います。 
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この事例で、評価者数合計（◇＋▽）＝ｎ＝10の場合の判定を示すと、表７の３点識別法の

判定表の評価者数 ｎ＝10に対応する判定数と比較し、正解の数（◆＋▼）が７以上であった

場合は、ＡとＢの 2つの試料間には、統計的に差があると判定します。 

  

（2)-⑥ 3点識別法の結果のまとめ 

判定より、Ａ、Ｂの 2品間に差があるか、ないかを確認し、記録に残します。 

 

4. その他 

（1）   

評価者の認定、管理は、官能検査業務を正規の業務の一部として明文化し、評価者としての意

欲・自信を持たせるための管理・運営方法、施策を行います。 

参考図書を参考に、味覚感度テスト（５味の識別テスト、味の濃度差識別テスト）等を実施し

ます。評価者としての採用基準（合格基準）を規定し、評価者メンバーを選任します。（例えば、

市販の固形コンソメスープ等を使って、濃度の異なるものを３点識別法で正しく選択できる人を

評価者メンバーに選任する等。） 

 

（2）   

その他の食品の官能検査に関する内容は、専門書にて確認してください。 

 

参考図書 

古川秀子 ：「おいしさを測る 食品官能検査の実際」  幸書房 （1994） 

       ISBN978-４-7821-0128-5 C3058 

内田 治、平野綾子：「官能評価の統計解析」 日科技連出版社 （2012） 

ISBN978-4-8171-9450-3 
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参考資料３）冷凍食品の期限表示の実施要領 

 

冷凍食品の賞味期限を設定する際には保存試験を行うこととし、官能試験並びに衛生試験及び

必要に応じて、理化学試験を併せて実施し、品質の評価を行った上、期限設定を行う。 

１．保存試験方法 

 ・ 保存試験に供する製品形態 

   流通実態に応じた包装形態の製品とする。 

 ・ 保存試験温度 

   冷凍食品の保存流通に適応した、自ら任意に設定した温度を基準とする。 

   例えば-18℃、-23℃等を云う。 

 ・ 保存試験期間 

   製品ごとに自ら任意に指定した複数〔２．の（例１）（例２）のように〕の検体保存期間

を設定する。 

   例えば 2か月、3か月毎等を云う。 

２．期限表示の方法 

３．に示す評価方法に従い、いずれかの試験項目において不適格となった試験区の前回試験区の経

過月数（保存可能期間）に安全係数 1 未満（一般の冷凍食品では 0.7～0.8 程度）を乗じて、賞味

期限とする。 

   試験区の設定に当たり、想定される保存可能期限が比較的短い製品はその間隔を短くし 

 （例１）、保存可能期間長いと想定される製品はその間隔を初期の段階では長くし、終期に近

づくにしたがって短くする。（例２） 

（例１） 

          製造時  1   2   3   4   5   6回目 

    試 験 区  

    検 体 数    3     3    3   3    3      3      3 

    試験結果    ○    ○   ○   ○   ○    ○   × 

    保存可能期間    

    賞味期限     

（例２） 

製造時      1   2   3   4   5    6回目 

試 験 区 

検 体 数    3         3    3   3    3      3    3 

試験結果   ○        ○   ○   ○   ○     ○   × 

保存可能期間  

賞味期限 

 

  （例１）（例２）ともに第６試験区において不適格となっているので第５試験区までの経過

保存限度 

賞味期限 

保存限度 

賞味期限 
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月数が賞味期限となる。 

３．品質の評価方法 

  保存試験期日（試験区）ごとに３検体を採取し次の試験を実施する。 

 ・ 官能試験 

   別紙（１）にならって行う。 

 ・ 衛生試験 

   試験項目は細菌数とし、試験方法並びに判定基準は食品衛生法による冷凍食品の成分規格

による。 

 ・ 理化学試験 

   油脂の酸化が品質に影響を及ぼすと考えられるものについては、酸価（ＡＶ）、過酸化物

価（ＰＯＶ）を測定する。 

   試験方法は 

     酸価について………………アルカリ滴定法 

     過酸化物価について………チオ硫酸ナトリウム滴定法 

   判定基準は 

     酸価 3以下、 過酸化物価 30以下とする。 

 

４．期限設定を行う者 

   期限設定に当たっては、当該製品に関する知見や情報を有している製造または加工を行う

営業者自身の責任において行うものとする。 

 

５．当協会の保存結果の参考資料 

   協会は、調理冷凍食品について、ここに定めた方法で試験を行い、保存温度-18℃を基準

として幾つかの代表的な品目についての試験結果を得ているので、参考までに例示する。 

  なお、本試験においては直冷式横型冷凍庫を使用したために、検体の採取時や自動霜取り時

における温度変化が品質に若干の影響を及ぼしたものと考えられる。 

 

品  目            賞味期限 

魚フライ            12～18か月 

コロッケ             8～12か月 

油ちょう済コロッケ        12～18か月 

ハンバーグ            10～12か月 

しゅうまい、春巻         10～12か月 

米飯類              12～15か月 

うどん              10～12か月 

グラタン             15～18か月 

中華丼の具            15～18か月 
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６．海外における冷凍食品の貯蔵期限の参考資料 

  素材的な冷凍食品については、海外における権威ある資料として下記のものがある。 

 ・ 米国農務省農業研究局西部農産物利用研究開発部の実験データ  －別紙（２）－ 

   1960年に発表されたもので、保存温度-18℃及び-23℃での貯蔵期間を示す。 

 

 ・ 国際冷凍協会の実験データ    －別紙（３）－ 

   保存温度-18℃と-25℃及び-30℃の実用貯蔵期間を示す。 

   ここに示す両資料の実験方法は同一でないので、実験データの数値に一部相違が見られる

が、良好な商業条件下の工程で加工され包装された冷凍食品を、適正に一定の品温に保持し

た場合の資料であり、営業用冷蔵倉庫の保存温度を想定して製品を保存した場合等にも、近

似的な手引きとして参考になると考えられる。 
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－別紙（１） 

官能試験方法 

 

・ 試験員の選定方法 

  試験員は、冷凍食品の基礎的知識を有し評価方法について訓練された者 3名とする。 

・ 試験実施要領 

  試験員は、官能試験を行う際には次のことに注意すること。 

 ① 香水、ポマード、ローション等の匂いのきついものを使用してないこと。 

 ② 口紅をつけていないこと。 

 ③ 試験 60分以上前から喫煙していないこと。 

 ④ 試験前には必ず手指を洗浄しておくこと。 

 ⑤ 試験中は私語をしないこと。 

 ⑥ 試験の手順は次の通りとする。 

 （ｨ）各項目を評価し結果を用紙に記入する。必要に応じてコメントを記入する。 

 （ﾛ）試験の結果を集計し、総合的に評価する。 

 

・ 評価方法 

 ① 色沢、香味、食感の試験項目について、表（１）の採点基準により５点評価を行うものと

する。 

 ② 官能試験の判定 

   試験の結果試料のうち、試験員 3名中 2名に 1点の項目のあるもの、及び平均点 3.0に達

しないと認めた場合、賞味期限（または品質保持期限）を経過したものとする。 

 

－表（１） 

官能試験採点基準 

 

色沢 

 

１. 良好で変色がないものは ５点 

２. おおむね良好で、変色がほとんどないものはその程度により４又は３点 

３. 劣るもの、変色が目立つものは ２点 

４. 著しく劣るもの、変色が著しく目立つもの １点  

香味 

  

１. 良好なものは ５点 

２. おおむね良好なものは、その程度により ４又は３点 

３. 劣るものは ２点 

４. 著しく劣るものは １点  

食感 １. 良好なものは ５点 

２. おおむね良好なものは、その程度により ４又は３点 

３. 劣るものは ２点 

４. 著しく劣るものは １点  
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官能試験の評価方法について（解説） 

《解説》 

 ５点評価では、５点は「良好」、４点又は３点は「おおむね良好」、２点は「劣る」、１点は「著

しく劣る」という評価を意味します。 

 試験員は、色沢、香味、食感の 3項目について５点評価で採点し、3項目のうち 1つでも１点

の項目がある場合、または 3項目の平均点が 3.0に達しない場合、不適格（×）と判定します。 

 官能試験は 3名の試験員が行い、3名中 2名以上が不適格（×）と判定した場合、総合判定は

不適格（×）となり、その試料は賞味期限を過ぎたものと判定されます。 

 「合否の判定事例」は、総合判定が不適格（×）となる例を示したものです。 

 

合否の判定事例 

例 ① ② ③ 

試験員 Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ 

色 沢 

香 味 

食 感 

４ 

４ 

１ 

４ 

４ 

２ 

４ 

４ 

１ 

３ 

３ 

２ 

４ 

４ 

１ 

３ 

３ 

２ 

３ 

４ 

２ 

２ 

３ 

３ 

３ 

３ 

２ 

平均点 3.0 3.0 3.0 2.6 3.0 2.6 3.0 2.6 2.6 

判 定 × ○ × × × × ○ × × 

総合判定 × × × 

 

例 ④ ⑤ ⑥ 

試験員 Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ 

色 沢 

香 味 

食 感 

４ 

４ 

１ 

１ 

４ 

４ 

３ 

３ 

３ 

４ 

４ 

１ 

４ 

４ 

２ 

４ 

１ 

４ 

４ 

４ 

１ 

３ 

３ 

２ 

３ 

３ 

３ 

平均点 3.0 3.0 3.0 3.0 3.3 3.0 3.0 2.6 3.0 

判 定 × × ○ × ○ × × × ○ 

総合判定 × × × 
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－別紙（２）－ 

種々の温度下の冷凍食品のおおよその貯蔵寿命 

 

品 目          保存温度 期間 -18℃ /（0 ﾟＦ） -23℃ /（-10 ﾟＦ） 

〔魚 類〕 

  多脂肪のもの 

  少脂肪のもの 

 

〔えび類〕 

 いせえび（ロブスター） 

  生のえび（シュリンプ） 

 

〔果実類〕 

  あんず 

  スライスした桃 

  ラズベリー（木いちご） 

  スライスしたいちご 

 

 〔肉類〕 

 ローストビーフ 

  羊肉 

  ローストポーク 

  ポークソーセージ 

 

 〔家禽類〕 

  ローストチキン類 

 

 〔野菜類〕 

  アスパラガス 

  いんげん、さやいんげん 

ライマビーン 

ブロッコリー 

芽きゃべつ 

  カリフラワー 

軸付きコーン 

カットコーン 

にんじん 

マッシュルーム 

グリンピース 

かぼちゃ類 

ほうれん草 

月 

   6～ 8 

10～12 

 

 

   8～10 

   12 

 

 

18～24 

18～24 

   18 

   18 

 

 

16～18 

14～16 

  8～10 

  4～ 6 

 

 

  8～10 

 

 

8～12 

8～12 

14～16 

14～16 

  8～12 

14～16 

  8～10 

24 

   24 

  8～10 

14～16 

    24 

    14～16 

月 

10～12 

14～16 

 

 

10～12 

16～18 

 

 

  24 

 24 

    24 

  24 

 

 

18～24 

16～18 

12～15 

8～10 

 

 

12～15 

 

 

16～18 

16～18 

 24 以上 

    24 以上 

16～18 

   24 以上 

    14 

   36 以上 

    36 以上 

12～14 

   24 以上 

  36 以上 

   24 以上 

「Quality and Stability in Frozen Food」より 
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－別紙（３）－ 

冷凍食品の実用貯蔵期間（国際冷凍協会） 

 

製           品 
貯蔵期間（月） 

-18℃ 
 （０ﾟ F） 

-25℃ 
（－13 ﾟ F） 

-30℃ 
 （－22 ﾟ F） 

 
〔果 実〕  

  モモ、アンズ、チェリー（スイート、サワー）、（加糖） 
  モモ（加糖、アスコルビン酸添加） 
  ラズベリー、イチゴ、（無糖） 
  ラズベリー、イチゴ、（加糖） 
 
 〔果 汁〕 
  柑橘、またはその他の果汁の濃縮ジュース 
 
 〔野 菜〕  
  アスパラガス、いんげん、ライマ・ビーンズ  
  ブロッコリー、芽キャベツ、カリフラワー  
  フレンチフライポテト、  
  ニンジン、グリンピース、ホウレンソウ  
  軸つきコーン 
 
 〔生の肉及び肉加工品〕 
  牛肉   
   ロースト、ステーキ、包装品   
   ひき肉、包装品（無塩） 
  仔牛肉   
   ロースト、チョップしたもの  
  ラム肉   
   ロースト、チョップしたもの 
  豚肉 
   ロースト、チョップしたもの 
   ひき肉ソーセージ 
   ベーコン（生、未燻蒸） 
   ラード 
  とり肉 
   フライドチキン 
   可食の内臓 
 
 〔全卵、液状〕 
 
 〔水産物〕 
  多脂肪魚 
  少脂肪魚 
  ヒラメ・カレイの類 
  イセエビの類、カニ 
  エビ 
  真空包装したエビ 
  二枚貝、カキ 
 
 〔ベーカリー製品及び菓子〕 
 ケーキ類、チーズ、スポンジ、チョコレート、フルーツ等 
 

 
 

12 
18 
12 
18 
 
 

24 
 
 

18 
15 
24 
18 
12 
 
 

12 
12 
10 
 9 
 9 
 9 
10 
 6 
 6 
 6  
2～4 
9 
12 
6 
4 
 
12 
 

 

4 

8 
10 
6 
6 
12 
4 
 
 

12 
 

 
 

18 
24 
18 
＞24 

 
 

＞24 
 
 

＞24 
24 
＞24 
＞24 
18 
 
 

18 
18 
＞12 
12 

10～12 
12 
12 
12 
12 
10 
6 
12 
24 
9 
 
 

24 
 
 
8 
18 
24 
12 
12 
15 
10 
 
 

24 
 

 
 

24 
＞24 
24 
＞24 

 
 

＞24 
 
 

＞24 
＞24 
＞24 
＞24 
24 
 
 

24 
24 
＞12 
24 
12 
24 
24 
15 
15 
 

12 
12 
24 
12 
 
 

＞24 
 
 

12 
24 
＞24 
15 
12 
18 
12 
 
 

＞24 
 

〔注〕上記中＞の記号は「～より長い期間」を意味する。 
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参考資料４）内部精度管理に関する資料 

 

はじめに 

  冷凍食品認定制度では、認定基準Ⅰ ６．品質・衛生検査体制の２）検査担当者に求める要

件として、「必要な項目の微生物検査のクロスチェックを毎年１回以上受験し、合格している

こと。」を規定しています。 

  クロスチェックは外部検査機関との間で行われることから、外部精度管理になりますが、費

用がかかること等から、微生物検査を行う検査員全てが毎年行うことが難しいのも実情です。

そのため、工場によっては、微生物検査を行う担当者の一部しか外部精度管理の対象者になっ

ていなかったり、クロスチェックの結果、精度が悪くても、その後の対応がとられていなかっ

たりと、十分な精度管理が行われていないケースも散見されています。また、クロスチェック

を行う機関の数が限られ、また実施時期も決まっていることから、精度管理を行いたくても直

ちにはできない場合もあります。因みに外部精度管理を行っている代表的な機関は、別添資料

に記載しています。 

  そこで、これらの問題を解決する為に、工場自らが行う精度管理（いわゆる、内部精度管理）

を導入することで、常態的に微生物検査の技能向上及び適切な精度での検査が可能になると考

えました。本来、内部精度管理を正しく行うには、統計的手法を用いて、微生物検査が安定し

た状態（統計的管理状態）にあることを確認する必要があります。しかしながら、従来の認定

制度においては、内部精度管理を求めていなかったことから、工場で実施可能な微生物検査の

内部精度管理の手法について解説します。なお、内部精度管理を実施する場合には、（一財）

日本冷凍食品検査協会に相談の上、実施するとよいでしょう。 

 

Ⅰ．簡易法（2回の繰り返し試験） 

  この方法は、工場で実際に使用する原料を試料として用いて精度管理を行う手法です。同一

試料を一定の期間毎に 2回の繰り返し試験（同一サンプルの 2併行試験を繰り返す試験）で定

点的に検査を行い、ばらつきの程度（併行精度）を評価するものですが、微生物検査を行う担

当者が複数いる場合は、全員が行う必要があります。 

  後述する２．精密法では、検査室に微生物を持ち込むことになりますので、安全性の点等か

ら持ち込みが出来ない場合は、簡易法で実施して下さい。 
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１．操作手順 

 ①本試験は、標的微生物が殆ど検出されない試料には適用できないので、通常、一般生菌

数を測定します。 

②工場が扱う原料を事前に確認し、1g あたり安定して 103～105の一般生菌数が検出され

るものを当該工場の内部精度管理用の試料（便宜的に“標準試料”と呼びます。）とし

て選定します。標準試料は一回の検査に必要な重量ごとに分け、密封して保管します。 

    ※標準試料は、工場で常態的に使用しており、一定の菌数を有し、保存中も菌数に変化が

ない等、安定性が高いものがいいでしょう。この場合の精度は、試料の均質性（形状、

物性）と密接な関係にあり、均質化が容易な液状試料やペースト状試料等に比較して固

形試料や粉状試料等の方が、結果のばらつきが大きくなる傾向にあります。 

   ※小麦粉、そば粉、食肉等が標準試料として考えられますが、粉状試料の場合は、保存安

定性が高い一方、吸湿性や虫の発生等の点から保管に注意が必要です。食肉等はフード

カッター等で全体を混合・均質化しますが、保存は冷凍状態で行う必要があり、凍結時

及び保管時に微生物がダメージを受ける場合があるので、注意が必要です。 

     ③検査は標準試料を用い、通常検査室で行われている一般生菌数の手法で検査します。つ

まり標準試料 25gをストマッカー袋に量りとり、希釈水 225mlを注入し、ストマッカー

等で均一な懸濁液（10 倍希釈液）を調製します。100 倍希釈では 10 倍希釈液を 10ml

とって、希釈水 90mlを加え、均一に混ぜます。 

④培養後のコロニー数は 30～300個で計測しますので、標準試料中の一般生菌数によって、

10 倍試料液を適切な段階まで、希釈して下さい。適切に希釈した試料液を培養します

が、ｎ＝2となるように接種を 2回行い、それぞれを培養します。 

     ⑤培養後、結果判定を行いますが、コロニー数を数えて菌数を算出し、得られた測定値を

常用対数に変換してそのバラツキを確認します。2 つの検査の結果、菌数が 10 倍（例

えば、結果が 5×104と 5×103）以内に入っていれば、精度はよいと考えられます。こ

の試験は毎月行いますが、通常、微生物検査の結果は、5％は外れるので、1 回目に 10

倍以上外れた場合は、直ちに検査をやり直し、その結果も 10倍以上外れた場合は、検

査方法を見直して対策をとる等の措置が必要です。 

 

２．補足 

   ※ペトリフィルム等を使用することで、大腸菌群や E.coliでもコロニー数を測定して菌

数を算出することは可能ですが、標準試料に一定量の大腸菌群や E.coli が存在するも

のを準備する必要があります。 

※精度管理のレベルを高めたい場合は、検査結果が 10 倍以内ということではなく、 x -R

管理図（シューハート管理図：ＪＩＳＺ9021）等で管理します。得られた結果 x1と x2

の差の絶対値が範囲 R となり、繰り返し行われた結果の平均R を中心線として、中心

線に標準偏差の 3倍を加えた値を上限管理値、中心線から標準偏差の 3倍を引いた値を

下限管理値 R として、この範囲内に結果が入れば検査に問題がないとする方法です。 
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Ⅱ．精密法（管理試料の使用） 

  １．概要 

工場で実際に使う原料を標準試料とするのは容易ですが、より精密に精度管理を行う時に行

う方法です。大腸菌を対象として使用する場合は、工場で通常検査するサンプル（大腸菌フリ

ーのもの）に既知の量の大腸菌を添加し、通常実施している方法で微生物検査を行う「添加回

収」と、培地のみを培養し、大腸菌の発育がないことを確認する「陰性対象」で比較します。

微生物検査により、添加した菌数の値が正しく検出されるかで、精度を調べることができます。 

 

  ２．管理試料 

  添加回収には、シスメックス・ビオメリュー社が製造する微生物定量試験用標準菌株 

BioBall®を使用しますが、この様な標準菌株を便宜的に“管理試料”と呼称します。 

大腸菌としては、“BioBall® HighDose10K Escherichia coli NCTC9001”（以下、バイオボ

ール）があり、これはロット間差なしで一定の菌数（本製品では 1 個に 10000cfu）を含むボ

ールで、-18℃以下では 2年間の保管が可能です。因みに 10個入りで 30000円（参考価格）で

す。 

  他にも Bacillus subtilis NCTC 10400、Staphylococcus aureus NCTC10788 等があります。

詳細は、ホームページ（http://products.sysmex-biomerieux.net/industry/n015.php）を参

照して下さい。 

 

  ３．操作手順 

    a．添加回収試験 

   ①工場で検査する製品からサンプルとして 25ｇをストマッカー袋に量りとります。 

     ②ストマッカー袋のサンプルにバイオボール 1個を投入します。 

     ③希釈水 225ml を注入し、ストマッカー等で均一な懸濁液（試料原液）を調製します。100

倍希釈液では試料原液 10mlをとって、希釈水 90mlを加え、均一に混ぜます。 

     ④工場で通常実施する検査方法により、大腸菌群及び（又は）E.coli の検査を行います。

この場合、試料原液（10 倍希釈液：1ml あたり 40cfu）及び原液の 10 倍希釈液（100

倍希釈液：1mlあたり 4cfu）を培地に接種します。 

     ⑤培養後、結果判定を行い、陽性の結果が得られれば精度管理を適とします。 

なお、一般生菌数等、コロニー数を数えて菌数を算出する場合は、得られた測定値を常

用対数に変換した後、実施したすべての精度管理結果（5回以上）の平均値（ x ）と標

準偏差（s）を算出し、以下の警戒限界及び処置限界を設定して管理します。なお、管

理基準をＺ-スコアに置き換えた場合は、警戒限界は|ｚ|=2、処置限界は|ｚ|=3に相当

します。 

        警戒限界： x -2s（下方警戒限界）及び x +2s（上方警戒限界） 

処置限界： x -3s（下方処置限界）及び x +3s（上方処置限界） 

 

    ※検査担当者の人数に依らず、微生物検査を行う全員が年 1回は行って下さい。また、 

検査室における内部精度管理の実施は最低でも月 1回以上行って下さい。 
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 b．陰性対象 

     ①試料液を接種せずに、培地のみで培養します。 

     ②培養後、結果判定を行い、細菌の発育が見られなければ適とします。 

    ※微生物検査を行う毎に実施し、培地に問題がないことの確認として実施します。 

 

４．補足 

内部精度管理を行う場合は、以下の資料を参照して下さい。 

 

【資料】 

 ・「食品衛生検査施設等における検査等の業務の管理の実施について」（平成 9年 4月 1日、  

衛食第 117号） 

 ・「精度管理（内部、外部）」、“食品衛生検査指針（微生物編）初版”、p49（2015年） 
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【参考資料】 

 

外部精度管理を行っている代表的な機関 

 

○一般財団法人日本食品検査 

 試験項目：生菌数（定量）・大腸菌群（定量）・E. coli（定性）・黄色ブドウ球菌（定量） 

 試料：牛乳を主な基材として調製した共通試料（食品事業者様向けの専用試験試料） 

 評価方法：ＩＳＯ/ＩＥＣ １７０４３:２０１０ に準拠したＺスコアによる判定 

 費用：1セット 15,000円 

 スケジュール：平成 30年度の例では年 5回（4,6,8,10,1月） 

 http://www.jffic.or.jp/proficiencytest 

 

○一般財団法人日本食品分析センター 

試験項目：生菌数（定量）・大腸菌群（定性）・E. coli（定性）・黄色ブドウ球菌（定性） 

試料：ゼリー状食材（2種類）冷凍品 又はポタージュスープ（2種類）冷凍品 

評価方法：ＩＳＯ/ＩＥＣ１７０４３に準じた技能試験スキーム 

費用：1セット 21,600円 

スケジュール：平成 29年度の例では年 2回（6,11月） 

 http://www.jfrl.or.jp/seminar/program.html#a03 

 

○ニッスイ製薬株式会社 

 試験項目：生菌数（定量）・大腸菌群（定量）・E. coli（定量）・黄色ブドウ球菌（定量） 

試料：2種類 

評価方法：菌数分布解析、Ｚスコア 

費用：1セット 21,600円 

スケジュール：平成 29年度の例では年 1回（5月） 

 https://cosmokai.com/survey/guide2018 
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参考資料５）コーデックス委員会資料 

 

ＨＡＣＣＰ（危害分析・重要管理点）システムとその適用のためのガイドライン 

 

前 文 

 この文書の最初の項では、コーデックス規格委員会により採択された危害分析・重要管理点 

（ＨＡＣＣＰ）システムの原則について説明している。第２項では適用の詳細は食品の取扱い状

況によって異なる可能性があることを認識して、このシステムの適用のための一般的ガイドライ

ンを示している 1）。 

 ＨＡＣＣＰシステムは科学に基づいた系統的なものであり、食品の安全性を確保するために特

定の危害要因およびそれらの管理のための手段を明らかにする。ＨＡＣＣＰは主に最終製品の試

験に依存するのではなく、防止に焦点をあてて危害要因を評価し、管理システムを確立するため

の道具である。いかなるＨＡＣＣＰシステムも、装置のデザイン、加工手順または技術開発の進

歩のような変化に対応できる。 

 ＨＡＣＣＰは一次生産から最終消費に至るフードチェーンを通じて適用し得るものであり、そ

の実施は、ヒトの健康に対するリスクの科学的な証拠により導かれるべきものである。ＨＡＣＣ

Ｐの実施は、食品の安全性を向上させるとともに、その他の大きな利益をもたらすことができる。

更に、ＨＡＣＣＰシステムの適用は、規制当局による監視を助け、食品の安全性における信頼を

高めることにより国際貿易を促進することができる。 

 ＨＡＣＣＰの適用を成功させるには、管理者および従業員の十分な公約と関与が必要である。

また、多くの専門分野からのアプローチが必要であり、専門分野からのアプローチには特定の研

究に応じて、適時に農学、獣医衛生、生産、微生物学、医学、公衆衛生、食品技術、環境衛生、

化学および工学を含めるべきである。ＨＡＣＣＰの適用は、ＩＳＯ９０００シリーズのような品

質管理システムの実施と両立し、そのようなシステム中の食品の安全性の管理において選択され

るシステムである。 

 ここでは、食品の安全性に対するＨＡＣＣＰの適用について考慮しているが、この概念は食品

の品質の他の分野にも適用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）ＨＡＣＣＰシステムの原則ではＨＡＣＣＰの適用のための要件の基本を定め、適用のためのガイドラインでは実際に適用す

るための一般的なガイドラインを示している。 
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定 義 

・管理する（Control：動詞）：ＨＡＣＣＰプランにおいて設定された基準に従うことを確保し 

維持するためにすべての必要な措置を行うこと。 

・管理（Control：名詞）：正しい手順に従って、基準が満たされている状態。 

・管理手段（Control Measure）：食品の安全性に対する危害要因を防止または排除、もしくは

許容できるレベルに低減するために使用し得るあらゆる行動および活動。 

・改善措置（Corrective Action）：ＣＣＰにおけるモニタリングの結果が、管理の喪失を示す

時にとられるあらゆる行動。 

・重要管理点（ＣＣＰ）：食品の安全性に対する危害要因を防止または排除、もしくは許容でき

るレベルにまで低減するために管理が適用されかつ必須であるステップ。 

・管理基準（許容限界：Critical Limit）：許容可能と許容不可能を分ける基準。 

・逸脱（Deviation）：管理基準を満たしていないこと。 

・フローダイアグラム（Flow Diagram）：特定の食品の品目の生産または製造に使用される一連

の段階または取扱いの系統的な表示。 

・ＨＡＣＣＰ：食品の安全性にとって重要な危害要因を特定し、評価し、管理するシステム。 

・ＨＡＣＣＰプラン：考慮対象のフードチェーンの部分において、食品の安全性にとって重要な

危害要因の管理を保証するために、ＨＡＣＣＰの原則に従い作成された文書。 

・危害要因（Hazard）：好ましくない健康影響の原因となる可能性のある食品中の生物的、化学

的または物理的因子あるいは状態。 

・危害分析（Hazard Analysis）：食品の安全性にとって重要であり、従ってＨＡＣＣＰプラン

の中で言及されるべきであるかを決めるために、危害要因およびそれらが存在するに至る

状況に関する情報を収集し評価する過程。 

・モニター（Monitor）：ＣＣＰが管理下にあるか否かを評価するための管理指標について計画さ

れた連続的観察または測定を行う活動。 

・段階（Step）:生原材料を含む、一次生産から最終消費までのフードチェーンにおけるポイン

ト、手順、取扱いまたは段階。 

・妥当性確認（Validation）：ＨＡＣＣＰプランの構成内容が効果的であることの証拠を得るこ

と。 

・検証（Verification）：ＨＡＣＣＰプランに従っていることを決定するために、モニタリング

に加えて方法、手順、試験およびその他の評価の適用。 

 

＜訳注：用語は法令で使用されている邦訳に従った＞ 

 



 105 

ＨＡＣＣＰシステムの原則 

 ＨＡＣＣＰシステムは以下の 7原則から成り立っている。 

  原則１ 危害分析を実施する 

  原則２ 重要管理点（ＣＣＰ）を決定する 

原則３ 管理基準を設定する 

原則４ ＣＣＰの管理をモニタリングするシステムを設定する 

原則５ モニタリングにより特定のＣＣＰが管理下にないことを示す時にとられる改善措

置を設定する 

原則６ ＨＡＣＣＰシステムが効果的に機能していることを確認するための検証の手順を

設定する。 

原則７ これらの原則とそれらの適用に適切なすべての手順および記録に関する文書化を

設定する 

 

ＨＡＣＣＰシステムの適用のためのガイドライン 

 フードチェーンのあらゆる分野に対するＨＡＣＣＰの適用の前に、コーデックスの食品衛生の

一般的原則、該当するコーデックスの実施規範よび適切な食品安全要求事項に従った適正衛生規

範のような前提条件プログラムを位置付けるべきである。ＨＡＣＣＰに対するこれらの前提条件

プログラムは、教育・訓練することを含めて、ＨＡＣＣＰシステムの適用および実施を成功裏に

推進させるために、適切に設定され、十分運用され、そして検証されるべきである。 

 あらゆるタイプの食品企業のために、管理者の意識とコミットメントが効果的なＨＡＣＣＰシ

ステムの実施のために必要である。その効果も、適切なＨＡＣＣＰの知識および技術を有する管

理者と従事者に依存している。 

 危害要因の特定、評価およびその後のＨＡＣＣＰシステムの設計および適用における実施作業

の間、生原材料の強い影響、副原材料、食品製造規範、危害要因を管理するための製造工程の役

割、製品の予想される最終的使用、関係する消費者の種類および食品の安全性に関連する疫学的

根拠を考慮しなければならない。 

 ＨＡＣＣＰシステムの意図は、重要管理点（ＣＣＰｓ）の管理に焦点をあてることである。管

理されなければならない危害要因が特定されても、ＣＣＰが見い出されない場合は、作業の再設

計が考慮されるべきである。 

 ＨＡＣＣＰはそれぞれの特定の実施作業に対して別々に適用されるべきである。コーデックス

の衛生実施規範で示された例において特定されたＣＣＰｓは、特定の適用において確認された唯

一のものではないかもしれず、また異なる性質のものかもしれない。ＨＡＣＣＰの適用では、何

らかの修正が製品、工程またはいずれかの段階でなされた時に再検討され、必要な変更を行うべ

きである。 

 ＨＡＣＣＰ原則の適用は、それぞれの企業の責任でなされるべきである。しかしながら、各企

業によるＨＡＣＣＰ原則の効果的な適用を妨げる障害があるかもしれないということが、政府お

よび企業により認められている。これは、特に小規模および／または未発達の企業に当てはまる。

ＨＡＣＣＰを適用する時に、企業にとって柔軟な対応が重要であることが認められているが、す

べての 7原則がＨＡＣＣＰシステム中に適用されなければならない。この柔軟性には、ヒトおよ
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び財源、基本設備、工程、知識および実際上の制限を含む実施作業上の性質と規模を考慮すべき

である。 

 小規模および／または未発達の企業は、効果的なＨＡＣＣＰプランの作成および実施のための

財源および現場で必要とする専門技術を必ずしも有していない。そのような状況において、専門

的助言が商業や企業の協会、独立した専門家および規制当局を含む他のところから得られるべき

である。ＨＡＣＣＰ文献および特に分野別の特定ＨＡＣＣＰガイドが有益である。工程または作

業のタイプに関係する専門家により作成されたＨＡＣＣＰガイダンスは、企業にとってＨＡＣＣ

Ｐプランの設計や実施における有効な道具になると思われる。企業が、専門的に作成されたＨＡ

ＣＣＰガイダンスを使用する際は、それが食品および／または工程に対して特異的であるという

ことを考慮することが不可欠である。ＨＡＣＣＰの実施における障害についての更に詳細な情報

は、特にＳＬＤＢｓ（小規模および／または未発達の企業）において、これらの障害を解決する

勧告を、「ＨＡＣＣＰの適用に対する障害、特に小規模および未発達の企業、それらを克服する

ためのアプローチ」（ＦＡＯ/ＷＨＯにより作成された文書）中に見ることができる。 

 それにもかかわらず、あらゆるＨＡＣＣＰシステムの効果は、適切なＨＡＣＣＰ知識と技術を

有する管理者および従事者に依存し、そのため、適切に継続的な教育・訓練があらゆるレベルの

従事者および管理者に必要である。 

 

適 用 

 ＨＡＣＣＰ原則の適用は、「ＨＡＣＣＰの適用のための論理的順序」において特定された次の

作業から構成される（図１）。 

 

１）ＨＡＣＣＰチームを編成する 

 食品の取扱いは、適切な製品についての固有な知識と専門的技術が効果的なＨＡＣＣＰプラン

の作成に利用し得ることを保証すべきである。理想的には、これは多くの専門分野にわたるチー

ムを編成することによって達成することが可能である。そのような専門的技術が現場で利用でき

ない場合は、専門的な助言は商業や企業の協会、独立した専門家、規制当局、ＨＡＣＣＰ文献お

よびＨＡＣＣＰガイダンス（分野別の固有のＨＡＣＣＰガイドを含む）のような他のところから

入手すべきである。そのようなガイダンスを用いて、よく訓練されたヒトが内部でＨＡＣＣＰを

実施することを可能にすることができると思われる。ＨＡＣＣＰプランの範囲は明確にされるべ

きである。その範囲はフードチェーンのどの部分が関わっているのか、そして取扱われる危害要

因の一般的な分類はどれかを記載すべきである（例：それは危害要因のすべての分類または選択

された分類のみを対象としているのか。）。 

 

２）製品を記述する 

 製品の十分な記述には、組成、物理的／化学的構造（水分活性、pHなどを含む）、微生物殺菌

／静菌処理（加熱処理、冷凍、塩漬、燻煙など）、包装、保存性と貯蔵条件および流通方法のよ

うな関連した安全性情報を含めて作成されるべきである。例えばケータリング業のような多数の

製品を扱う事業において、類似する特性または工程のステップを有する製品をグループ化するこ

とは、ＨＡＣＣＰプランの開発の目的のために有効かもしれない。 
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３）意図する用途を確認する 

 意図する用途は、最終使用者または消費者による製品の予想される使用に基づくべきである。

特殊な場合、例えば公共施設内給食のような感受性集団は考慮されなければならないことがある。 

 

４）フローダイアグラムを作図する 

 フローダイアグラムはＨＡＣＣＰチーム（（上記１）を参照）により作成されるべきである。

フローダイアグラムには特定された製品の作業のすべての段階を含めるべきである。同じフロー

ダイアグラムが、類似する加工段階を使用して製造される多くの製品のために使用されるかもし

れない。ＨＡＣＣＰをある特定の作業に適用する場合、特定された作業の前後の段階について考

慮されるべきである。 

 

５）フローダイアグラムの現場確認 

このステップでは、作業のすべての段階および時間において、フローダイアグラムと対比させ

て工程作業を確認し、適切な箇所でフローダイアグラムを修正しなければならない。フローダイ

アグラムの確認は、加工作業に十分な知識を持つ個人または複数のヒトにより行われるべきであ

る。 

 

６）各段階に関係するすべての潜在的な危害要因を列挙し、危害分析を実施し、確

認された危害要因を管理するためのあらゆる手段を考える（原則１参照） 

 ＨＡＣＣＰチーム（上記の「ＨＡＣＣＰチームを編成する」を参照）は、一次生産から消費段

階までの加工、製造および流通の範囲にしたがって各段階で起こることが予想される危害要因の

すべてを列挙すべきである。 

つぎに、ＨＡＣＣＰチーム（上記の「ＨＡＣＣＰチームを編成する」を参照）は、危害要因を

許容レベルまで除去または低下させることが、安全な食品の生産に必須であるという性格のＨＡ

ＣＣＰプランを確認するために危害分析を行うべきである。 

危害分析を行うに当たって、可能な限り次のことを含めるべきである。 

－ 危害要因の起こり得る可能性およびそれらの健康影響に反する重篤性； 

－ 危害要因の存在の質的および／または量的な評価； 

－ 考えられる微生物の生残または増殖； 

－ 毒素、化学的または物理的因子の食品中における生産または持続； 

－ 上記のことをもたらす条件。 

 何らかの管理手段が存在する場合には、それぞれの危害要因に対してどのような管理手段が適

用できるかが考慮されるべきである。 

 一つ以上の管理手段が、特定の危害要因を管理するために必要となるかもしれず、また一つ以

上の危害要因は、一つの特定の管理手段により管理されるかもしれない。 
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７）ＨＡＣＣＰを決定する（原則２参照）2） 

 同一の危害要因に対処するために管理が適用されるＣＣＰは 2箇所以上になる可能性がある。

ＨＡＣＣＰシステムにおけるＣＣＰの決定は、決定樹（例：図 2）の適用によって容易になり、

それは論理的な道すじの手がかりを示している。決定樹の適用は、取扱い作業が生産、と殺、加

工、保管、流通またはその他のためかどうかにより柔軟に対応すべきである。決定樹はＣＣＰｓ

を決定する際のガイダンスとして使用されるべきである。この決定樹の例は、すべての状況に適

用できるわけではない。他の方法を用いてもよい。決定樹の適用には教育・訓練が推奨される。 

 危害要因が安全性のために管理を必要とするある段階で特定され、管理手段がその段階または

他のいずれかの段階で存在しない場合、製品または工程は、その段階またはその前後のいずれか

の段階で管理手段を含むように修正されるべきである。 

 

８）各ＣＣＰについて管理基準を設定する（原則３参照） 

 管理基準は、各ＣＣＰについて特異的であり有効性が確認されたものでなければならない。場

合によって、一つ以上の管理基準が一つの特定の段階において設定されることがある。よく用い

られる基準には、温度、時間、水分含量、pH、水分活性、有効塩素の測定および外観やテクスチ

ャーのような官能的指標を含む。 

 専門家により開発されたＨＡＣＣＰガイダンスが管理基準を設定するために使用される場合、

これらの限界値が特定の取扱い作業、製品または考慮中の製品のグループに十分に適用すること

を確実にするために注意が払われるべきである。これらの限界値は測定可能であるべきである。 

 

９）各ＣＣＰについてモニタリング・システムを設定する（原則４参照） 

 モニタリングは、管理基準に関連したＣＣＰの予定された測定または観察である。モニタリン

グの手順は、ＣＣＰにおける管理の喪失を検出できなければならない。さらに、理想的にはモニ

タリングが管理基準を逸脱することを防止するための工程の管理を確保するために、調整が間に

合う時点で情報を提供すべきである。可能な箇所では、工程の調整はモニタリングの結果がＣＣ

Ｐにおける管理の喪失傾向を示す時になされるべきである。調整は逸脱が起こる前になされるべ

きである。モニタリングで得られたデータは、示された時に、改善措置をとるための知識と権限

を有する指名された者により評価されなければならない。モニタリングが連続的でない場合、モ

ニタリングの回数または頻度は、ＣＣＰｓが管理下にあることを保証するために十分でなければ

ならない。ＣＣＰｓのほとんどのモニタリング手順は、それらがオンライン工程に関係しており、

長時間の分析試験のために時間がないので、迅速に実施される必要がある。物理的および化学的

測定は、それらが迅速に行うことが可能で、かつ製品の微生物学的管理を示すことが多いことか

ら、微生物学試験より好ましいことが多い。 

 ＣＣＰｓのモニタリングに関するすべての記録および文書は、モニタリングを行う者および企

業の責任ある見直しの職員により署名されていなければならない。 

 

2）コーデックスにより決定樹が公表されて以来、その使用は教育・訓練の目的で数多く実行されている。多くの例において、

この決定樹はＣＣＰｓを決定するために必要とされる理解の論理およびその深さを説明するために役に立っているが、例えば、

と殺などすべての食品の取扱い作業に特有のものではなく、従って、それは専門的な判断とともに使用されるべきであり、場

合によっては修正されるべきである。 
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１０）改善措置を設定する（原則５参照） 

 逸脱が起きた時には、それに対処するために、特定の改善措置がＨＡＣＣＰシステムにおける

各ＣＣＰについて作成されなければならない。 

 その措置は、ＣＣＰが管理下に戻されたことを保証しなければならない。とられた措置には、

影響を受けた製品の適切な処分も含まなければならない。逸脱および製品の処分の手順は、ＨＡ

ＣＣＰの記録保持において文書化されていなければならない。 

 

１１）検証手順を設定する（原則６参照） 

 検証のための手順を設定する。無作為なサンプリングや分析を含む検証および監査の方法、手

順および試験は、ＨＡＣＣＰシステムが正しく機能しているか否かを決定するために使用される。

検証の頻度は、ＨＡＣＣＰシステムが有効に機能していることを確認するのに十分であるべきで

ある。 

 検証は、モニタリングおよび改善措置を実施する責任のあるヒト以外の者により行われるべき

である。ある検証活動が施設内部で実行できない場合は、検証は外部の専門家または資格のある

第三者により企業に代わって実行されるべきである。 

 検証活動の例には以下のことを含む。 

－ ＨＡＣＣＰシステムおよびプランとその記録の見直し； 

－ 逸脱および製品の処分の見直し； 

－ ＣＣＰｓが管理下にあることの確認。 

 可能な個所では、妥当性確認の活動はＨＡＣＣＰシステムすべての要素の有効性を確認するた

めの行動を含むべきである。 

 

１２）文書化および記録保持を設定する（原則７参照） 

 効果的で正確な記録保持はＨＡＣＣＰシステムの適用にとって必須である。ＨＡＣＣＰの手順

は文書化されるべきである。文書化および記録保持は作業の性質や規模に対して適切であり、そ

の企業がＨＡＣＣＰ管理を適切に行い、維持していることを検証することの助けとなるように十

分であるべきである。専門的に開発されたＨＡＣＣＰガイダンス資料（例：分野別に特定された

ＨＡＣＣＰガイド）は、それらの資料が企業の特定の食品の取扱い作業を反映するものであれば、

文書の一部として利用されるかもしれない。 

 文書化の例は、 

－ 危害分析； 

－ ＣＣＰの決定； 

－ 管理基準の決定。 

記録の例は、 

－ ＣＣＰのモニタリング活動； 

－ 逸脱およびそれに関連した改善措置； 

－ 実施された検証手順； 

－ ＨＡＣＣＰシステムの修正。 
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ＨＡＣＣＰプランの作成のためのＨＡＣＣＰのワークシートの一例が図 3に添付されている。 

簡単な記録保持システムは効果的であり、容易に従事者とのコミュニケーションを可能にする。

それは既存の取扱い作業に組み込まれるかもしれないし、配送請求書および例えば製品温度を記

録するためのチェックリストのような既存の文書作業を使用してもよい。 

 

教育・訓練 

 ＨＡＣＣＰ原則および適用における企業、政府および学会関係者の教育・訓練ならびに消費者

の意識を向上させることは、ＨＡＣＣＰの効果的な実施に必須の要素である。ＨＡＣＣＰプラン

を支援するための特定の教育・訓練を発展させる一つの助けとして、実用的な教育および手順が、

各ＣＣＰに配置される作業員の業務のどこで定義付けるかを明らかに示すべきである。 

 一次生産者、企業、販売グループ、消費者団体および関係官庁の協力は極めて重要である。Ｈ

ＡＣＣＰの実際の適用において、連続的な対話を奨励かつ維持し、理解する雰囲気を作り出すた

めに、企業と管理当局との合同の教育・訓練の機会を設けるようにすべきである。 
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１． ＨＡＣＣＰチームを編成する

↓

２． 製品を記述する

↓

３． 意図する用途を確認する

↓

４． フローダイアグラムを作図する

↓

５． フローダイアグラムの現場確認

↓

６．
　　　　全ての潜在的危害要因を列挙する
　　　　危害分析を実施する
　　　　管理手段を考える

↓

７． ＣＣＰを決定する 　図２参照

↓

８． 各ＣＣＰに対する管理基準を設定する

↓

９． 各ＣＣＰに対するモニタリングシステムを設定する

↓

１０． 改善措置を設定する

↓

１１． 検証手順を設定する

↓

１２． 文書化および記録保持を設定する

図１　ＨＡＣＣＰの適用のための論理的順序  
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Q1

↓ ↓

↓ ↑

↓

Q2

↓

↓

Q3

↓ ↓

↓

Q4

↓

Ｎｏ

予防のための管理手段が存在するか？

Ｙｅｓ Ｎｏ 製品の段階、工程を修正

　この段階で管理が安全性の
　ために必要か？

Ｙｅｓ

Ｎｏ 中止＊ＣＣＰではない

この段階は発生する恐れのある危害要因を許容レベルま
で除去または低下させるために特に計画されたものか？

Ｙｅｓ

　確認された危害要因の汚染が許容レベルを超えるか、
　または許容できないレベルにまで増加し得るか？

Ｙｅｓ Ｎｏ ＣＣＰではない 中止＊

ＣＣＰではない 中止＊

図２　ＣＣＰを確認するための決定樹の例
（順次問題に解答する）

　その後の段階は確認された危害要因を除去するか

　または発生し易さを許容レベルにまで減少するか？
＊＊

Ｙｅｓ Ｎｏ
必須管理
ＣＣＰ

 

 

 

 

 

 

 

＊＊ 記載された工程において次の確認された危害要因に進む。 

＊＊ 許容できるまたは許容できないレベルは、ＨＡＣＣＰプランのＣＣＰｓの確認において全面的な目標範囲内で定義 

  されることが必要である。 
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３

段階 危害要因 管理手段 ＣＣＰｓ 管理基準 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ手順 改善措置 記　録

一　覧　表

４

１

２

図３　ＨＡＣＣＰのワークシートの例

検 証

工程フロー図

製品を記述する
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食品衛生の一般的原則に関する規則 

（Code of Practice：General Principles of Food Hygiene） 

CAC/RCP 1-1969, Rev.3(1997) 

 

緒 論  

ヒトは安全で安定した食品を期待している。食品媒介疾病や食品に起因する傷害は最も不愉快

なことであり、不幸にも死に至ることがある。食品媒介疾病の発生は産業や旅行者に損失を与え、

賃金を減少させ、雇用をなくし訴訟の対象になる。食品の悪変は経済的損失を与え、産業にとっ

てマイナスとなり、消費者の信用をなくすことにもなる。 

 国際的な食品産業や海外旅行は、重要な社会的及び経済的利益をもたらしている。しかし、こ

れはまた世界中に病気を容易に拡散させてもいる。最近 20 年間に、食習慣も多くの国々で大き

く変化し、新しい食品の生産、調理及び流通技術がこれを反映して発展した。それ故に、効果的

な衛生管理は、好ましくないヒトの健康や食品媒介疾病による経済的結果、食品媒介傷害、食品

の悪変を避けるために極めて重要である。農夫、製造加工者、食品取り扱い者、消費者を含むす

べての者は、食品が安全で安定していることを保証する責任を有している。 

 これらの「一般的原則」は、食品衛生を守ることに基礎を置いており、各特定規則の衛生事項、

微生物学的基準のガイドラインと一緒に使用されなければならない。この文書は、原材料の生産

から最終消費に至る食品の一連の流れ食品（food chain）を対象にしており、各段階においてカ

ギとなる衛生管理に焦点を当てている。それには、「ＨＡＣＣＰシステムおよびその適用のため

のガイドライン」（付属資料）に述べられているように、食品の安全性を向上させる可能性のあ

るＨＡＣＣＰを基礎とすることを勧告する。 

 この「一般的原則」の文書中に記載されている管理は、食品の安全性及び安定性を確保するた

めの基本であると国際的に認められている。「一般的原則」は、政府、企業（原材料生産者、製

造加工業者、食品提供者、小売業者を含む）及び消費者に同じようにあてはまる。 

 

１．目的 

 「食品衛生の一般的原則に関する規則」は、次のことを目的とする。 

 ・食品が安全で安定してヒトに消費されることの保証を目的として、（原材料の生産から最終

消費に至る）食品の一連の流れに対して一貫して適用できる食品衛生の基本的原則を決定す

る。 

 ・食品の安全性を向上させる手段として、ＨＡＣＣＰに基づいたアプローチを勧告する。 

 ・これらの原則を如何に実施すべきかを示す。 

 ・食品の一連の流れの各分野、工程、生産品のために、これらのそれぞれの範囲で衛生要件を

明確にするための特定規則のガイドラインを作成する。 

 

２．範囲、使用及び定義 

 2.1 範囲 

  2.1.1 食品の一連の流れ 

 本文書は、原材料の生産から最終消費に至る食品の一連の流れを対象としており、消費に関連
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して安全で安定した食品を生産するために必要な衛生条件について述べている。他の分野の規則

の基本となるものである。そのような特定規則及びガイドラインは、この文書及び「ＨＡＣＣＰ

システム及びその適用のためのガイドライン」（付属資料）と一緒に読まなければならない。 

  2.1.2 政府、企業及び消費者 

 政府は本文書の趣旨を考慮し、次の一般的原則を如何にしたら最もよく実施できるかを決めな

ければならない。 

 ・食品に起因する病気や傷害から適切に消費者を守る。 

 ・食品がヒトの消費のために安定しているという保証を得る。 

 ・国際貿易の対象となる食品の信用を維持する。 

 ・企業及び消費者に、食品衛生の原則を効果的に伝える衛生教育プログラムを作成する。 

  企業は、次のことのために本文書に示された衛生要件を適用しなければならない。 

 ・安全で安定した食品を生産する。 

 ・消費者が、食品を適正に貯蔵し取り扱い調理することにより、食品媒介病原菌の汚染及び発

育／生残から食品を守ることができるように、表示やその他の適切な方法で明確で理解しや

すい情報を持つことを保証する。 

 ・国際貿易の対象となる食品の信用を維持する。 

  消費者は、適切な知識及び食品衛生の手順を適用することにより、自ら役割を認識しなけれ

ばならない。 

 

 2.2 使用 

 本文書の各項において、食品の安全性や安定性ということに関して、それらを達成するための

目的及びこの目的の基本的根拠を示す。 

 第３項は原材料の生産及びその関連手順を扱う。第４～１０項は食品の一連の流れにおける一

般的衛生の原則、第９項では食品の安全性及び安定性を維持することに消費者が重要な役割を担

っていることを認識するための消費者情報について扱う。 

 

 2.3 定義 

 清浄にすること（Cleaning）：土、食物残差、汚物、油分、その他好ましくない物質を除去す

ること。 

 汚染物質（Contaminant）：生物学的又は化学的因子、異物又はその他の食品の安全性や安定性

を危うくするような故意ではなく添加された物質。 

 汚染（Contamination）：食品又は食品環境における汚染物質の持ち込み又は発生。 

 消毒（Disinfection）：化学的物質及び物理学的な方法により、環境における微生物数を食品

の安全性や安定性を危うくしないレベルに減少すること。 

 施設（Establishment）：同じ管理下で食品が取り扱われる建物又は区域及びその周囲。 

 食品衛生（Food hygiene）：食品の一連の流れのすべての段階で、食品の安全性と安定性を確

保するために必要なあらゆる状態及び手段。 

 危害（Hazard）：ヒトの健康に反する原因となる可能性のある食品中の生物学的、化学的ある

いは物理学的因子又は状態。 

 ＨＡＣＣＰ：食品の安全性にとって重要な危害を決定し評価し管理するシステム。 

 食品取り扱い者（Food handler）：包装又は非包装食品、食品に関係した設備や器具又は食品

接触面と直接係わり合い、食品衛生要件に従うことが予期されるヒト。 

 食品の安全性（Food safety）：食品が、意図される使用に従ってヒトの消費のために受け入れ

ることができる保証。 

 食品の安定性（Food suitability）：食品が、意図される使用に従ってヒトの消費のために受

け入れることができる保証。 
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 原料の生産（Primary production）：食品の一連の流れにおける収穫、と殺、搾乳、漁獲など

の段階。 

 

３．原材料の生産 

 目的：安全で安定な食品を確保するためには、原材料の生産が管理されていなければならない。

これには次のことが必要である。 

 ・食品の安全性にとって脅威となる環境域の使用は避ける。 

 ・食品の安全性にとって脅威とならないように、汚染、鼠族・昆虫、動物及び植物の疾病を管

理する。 

 ・食品が適切に衛生的な条件下で生産されるような要件及び手段を採用する。 

 根拠：食品の一連の流れのあとの方の段階で、食品の安全性又は消費の際の安定性に好ましく

ない影響を与えるような危害を招く恐れのあるものは減らす。 

 

 3.1 環境衛生 

 環境からの潜在的な汚染源の重要性を考えなければならに。特に、原材料の生産は、食品にと

って受け入れられない有害な物質が存在するような地域で行ってはならない。 

 

 3.2 食品の源における衛生的生産 

 食品の安全性及び安定性において、原材料の生産活動は重大な影響のあることを常に考慮しな

ければならない。これには、汚染の高い可能性が存在する箇所やその可能性を最小にするための

特定の手順を行う箇所を明らかにすることが含まれる。ＨＡＣＣＰを基本にしたアプローチは、

そのようなことを行う際の助けになる。 

 生産者は、次のことのための実施措置はできる限り実際的でなければならない。 

 ・空気、土、水、飼料、肥料、農薬、動物用医薬品、その他の原材料の生産に使用するものか

らの汚染を管理する。 

 ・食品の消費により、ヒトの健康に対して脅威とならないように、又食品の安定性に有害とな

らにように植物と動物の健康を管理する。 

 ・糞便やその他の汚染から食品の源を守る。 

 特に、廃棄物の取り扱いや有害物の貯蔵に注意が必要である。特定の食品の安全性を確保する

ための農場におけるプログラムは原材料の生産において重要な部分となっている。 

 

 3.3 取り扱い、貯蔵及び輸送 

 生産者は次のことを設定しておかなければならない。 

 ・ヒトの消費に対して明らかに適さない物質を隔離するために、食品と食品原材料を分別する。 

 ・衛生的な方法で廃棄物を処理する。 

 ・取り扱い、貯蔵及び輸送中の鼠族昆虫、化学物質、物理的又は微生物学的汚染物質、その他

の好ましくないものによる汚染から食品及び食品原材料を守る。 

 温度、湿度、その他の条件の管理を含めて、適切な措置を通じて食品の悪変をできる限り適切

且つ実際的に防止することに注意を払わなければならない。 

 

 3.4 原材料の生産時の洗浄、保守管理及びヒトの衛生 

 適切な設備及び手順が次のことを保証するために設定されていなければならない。 
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 ・必要な洗浄及び維持管理が効果的に実行されている。 

 ・ヒトの衛生の適切性が維持されている。 

 

４．施設：設計及び設備 

 目的：作業の性格及びそれと結びつく危険度（risks）に従って、次のことを保証するために、

構内や設備は配置され、設計され建てられていなければならない。 

 ・汚染を最小限にする。 

 ・適切な保守管理、洗浄、消毒ができ、空気汚染を最小限にする設定及び配置。 

 ・食品と接触する部分の表面及び物質は意図する使用において無毒で、耐久性があり、保守管

理及び洗浄が容易である。 

 ・設備は温度、湿度及びその他の管理要件に対して安定である。 

 ・鼠族・昆虫の侵入や住みかにならないような効果的な措置がなされている。 

 根拠：良好で衛生的な設計と構造、適切な配置及び適切な設備規定は、効果的に危害を管理す

るために必要である。 

 

 4.1 立地 

  4.1.1 施設 

 食品に関係した施設の場所は、潜在的な汚染源になると考える必要があり、食品を守る適切な

手段として効果的である。施設は防止措置を考えた後に、食品の安全性や安定性に対する脅威が

ある場所には建ててはならない。特に、通常施設は次のような場所は避けなければならない。 

 ・環境として不潔な区域及び食品汚染に一連の脅威のある産業活動区域。 

 ・十分な防御手段のない洪水の起こるような区域。 

 ・鼠族・昆虫の群生しやすい区域。 

 ・固形又は液状の廃棄物が効果的に除去できない区域。 

  4.1.2 装置 

 装置は次のように設置されなければならない。 

 ・適切な維持管理及び洗浄ができる。 

 ・意図された使用に従って機能する。 

 ・モニタリングを含めて良好な衛生事項を備えている。 

 

 4.2 施設の構内及び部屋 

  4.2.1 デザイン及び配置 

 食品を取り扱う際の交叉汚染を防止することを含めて、食品に関係した施設の内部のデザイン

や配置は良好な食品衛生の実施が可能でなければならない。 

  4.2.2 内部構造及び造作 

 食品施設の構造は耐久性の材質で造られ、容易に保守管理、清掃及び適切な消毒ができなけれ

ばならない。特に、食品の安全性及び安定性を守るために必要なところでは、次の条件が満たさ

れていなければならない。 

 ・壁、隔壁及び床の表面は、意図された使用において、無毒で不浸透性の材質で造られていな

ければならない。 

 ・壁や隔壁は、平滑な表面を有していなければならない。  

・床は適切な排水及び洗浄ができる構造でなければならない。 
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・天井や頭上の設備は埃や凝固水及び水滴の落下や流れを最小限にするような構造でなければ

ならない。 

・窓は清掃が容易で、埃の体積が最小限になるような構造であり、必要な箇所では取り外しが

でき、清浄な鼠族・昆虫を通さないものでなければならない。 

・ドアの開閉はスムーズで表面は非吸収性であり、清掃が容易で必要な箇所では消毒できなけ

ればならない。 

・食品が直接接触する作業表面は健全な状態で耐久性があり、清掃、保守及び消毒が容易でな

ければならない。それらは平滑な非吸収性で、通常の作業条件では、食品、洗剤及び消毒剤に対

して変化しない材質で造られていなければならない。 

  4.2.3 臨時／可動部品及び自動販売機 

 ここで対象となる構内及び構造は売店、移動販売及び自動販売車、食品がテントのようなとこ

ろで取り扱われる臨時構内を含む。 

そのような構内及び構造はできるだけ実用的で、食品の汚染や鼠族・昆虫の群生を避けるよう

な場所に位置し、設計及び構造でなければならない。 

 これらの条件及び要件により、このような設備と結び付くあらゆる食品衛生危害は、食品の安

全性や安定性を保証するために適切に管理されなければならない。 

 

 4.3 装置 

  4.3.1 一般的 

 食品と接触する装置や容器は、必要な箇所では食品の汚染を避けるように適切に洗浄、消毒及

び保守できることを保証するように設計され造られていなければならない。それらは意図する用

途において無毒の材質で造られていなければならない。装置は耐久性があり、移動可能で、保守、

洗浄、消毒、モニタリングのために分解できることが必要である。 

  4.3.2 食品の管理及びモニタリング装置 

 4.3.1の一般的要件に加えて、調理、加熱処理、冷却、貯蔵、冷凍に使用される装置は食品の

安全性や安定性においてできるだけ迅速に必要とする食品温度が得られ、効果的に保守管理でき

るように設計されていなければならない。そのような装置は、温度をモニタリング及び管理でき

るように設計されていなければならない。装置は湿度、空調及び食品の安全性や安定性を損なう

ような条件を効果的に管理できるような機能を持っていることが必要である。これらの要件は、

次のことを保証することを意図している。 

・有害な望ましくない微生物やそれらによる産生毒素が安全なレベルに除去又は減少されるか、

それらの生残や発育が効果的に管理される。 

・ＨＡＣＣＰプラン中の管理基準が適切にモニタリングできる。 

・食品の安全性や安定性に必要な温度やその他の条件が速やかに達成され、維持できる。 

  4.3.3 廃棄物及び不可食物の容器 

 製品に由来するものと、食用に適さないか危険な物質のための容器は明確に区別でき、安定し

た構造で適切に非浸透性に造られてなければならない。危険な物質に使用する容器は区別され、

故意又は偶発的な食品汚染を防止するために適切に鍵がかからなければならない。 

 

 4.4 設備 

  4.4.1 給水 

 食品の安全性や安定性を保証する必要のある場合は、貯蔵、分配、温度管理ができる適切な設

備により飲用適の水の供給ができなければならない。 

 飲用適の水は、ＷＨＯの飲料水の水質ガイドライン又はそれ以上の基準に従わなければならな
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い。飲用不適の水（例えば消火用水、蒸気、冷却、食品を汚染しない箇所でその他の目的に使用

される水）と別の系統でなければならない。飲用不適の水は、飲用適の水の系統と区別され、接

点がなく逆流しないこと。 

  4.4.2 排水及び廃棄物処理 

 適切な排水及び廃棄物処理システム及び設備が備えられていなければならない。それらは、食

品を汚染する危険度又は飲用適の水の供給を避けるように設計され造られていなければならな

い。 

  4.4.3 洗浄 

 適切な設備としては、食品、器具機材を洗浄するために安定していなければならない。そのよ

うな設備は、飲用適の温水や冷水が適切に供給されなければならない。 

  4.4.4 ヒトの衛生設備及び便所 

 ヒトの衛生設備は、ヒトの衛生レベルが適切に維持でき、食品を汚染しないこと保証するのに

有効でなければならない。次の設備が適切に含まれること。 

 ・洗面容器及び温水、冷水（又は温度管理がなされている水）の供給を含めて、手の洗浄や乾

燥を衛生的に行える設備。 

 ・適切な衛生的設計の洗面所。 

 ・適切な更衣室。 

 そのような設備は適切に配置され設計されていなければならない。 

  4.4.5 温度管理 

 食品の取り扱い方により、食品の加熱、冷却、調理、冷蔵及び冷凍、冷蔵又は冷凍食品の貯蔵、

食品の温度のモニタリング、必要な箇所では食品の安全性や安定性を保証するための周辺温度の

管理のために適切な設備がなければならない。 

  4.4.6 空調及び換気 

 天然又は機械的換気が適切であり、特に次のことが守られていなければならない。 

 ・噴霧及び凝固水からの食品の空気由来汚染を最小にする。 

 ・周囲の温度を管理する。 

 ・食品の安定性に影響する悪臭を管理する。 

 ・食品の安全性及び安定性を確保するために湿度を管理する。 

 換気システムは、汚染区域から清浄区域に空気が流れないように設計されていなければならず、

必要な箇所では適切に維持され清浄化できること。 

  4.4.7 照明 

 適切な天然又は人工的照明が衛生的に作業できるように備えられており、必要な箇所では色を

誤認するような照明であってはならない。照明の強さは、作業に対して適切であり、照明器具は

それが破損した時に食品を汚染しないように適切に防御されていなければならない。 

  4.4.8 貯蔵 

 必要な箇所では、食品、原材料及び食品以外の洗浄剤、潤滑油、燃料などの化学的物質の適切

な貯蔵設備が備えられていなければならない。 

 食品の貯蔵設備は、次のように適切に設計された構造を有していなければならない。 

 ・適切な保守管理及び洗浄ができる。 

 ・鼠族・昆虫の侵入や群生を避ける。 

 ・食品は貯蔵中の汚染から効果的に守られている。 

 ・必要な場合は、食品の劣化を最小限にする環境を備えている（例：温度や湿度管理による）。 

 必要とする貯蔵設備のタイプは食品により異なる。必要な箇所では、洗浄剤や危害のあるもの

の貯蔵設備と分離されていること。 

 

５．取り扱いの管理 

 目的：次のことにより安全で安定した食品を生産する。 
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 ・対象となる食品の製造及び取り扱いに適合した生材料、混合、製造加工、流通及び消費者に

関して必要とするデザインの明確化。 

 ・効果的な管理システムの設計、実施、モニタリング及び再検討。 

 根拠：食品の危害を管理することにより、作業中の適切な段階で、食品の安全性及び安定性を

確保するための防止措置を行い、安全でない食品の危険度を減少させる。 

 

 5.1 食品危害の管理 

 食品を業務とする者は、ＨＡＣＣＰのようなシステムを使用して食品危害を管理しなければな

らない。彼らは次のことをしなければならない。 

 ・食品の安全性にとって重要な取り扱いのすべての段階を決定する。 

 ・これらの段階で、効果的な管理手段を実施する。 

 ・それらの効果を持続させるために管理手段をモニタリングする。 

 ・定期的及び取り扱いに変更があった時はいつでも管理手段を再検討する。 

 これらのシステムは、適切な製造加工により製品の可食期間中の食品衛生を管理するために、

食品の一連の流れのすべてに適用されなければならない。 

 管理手段は単純な方がよい。場合によっては、文書化を含めて、専門家の助言に基づいたシス

テムが適切である。そのような食品の安全性システムのモデルが、「ＨＡＣＣＰシステム及びそ

の適用のためのガイドライン」（付属資料）で述べられている。 

 

 5.2 衛生管理システムのキーポイント 

  5.2.1 時間及び温度管理 

 不適切な温度管理は食品媒介疾病や食品の悪変の最も一般的な原因の一つである。そのような

管理には、調理、冷却、製造加工及び貯蔵の時間／温度が含まれる。システムは、温度が食品の 

安全性や安定性に対して重要な箇所で効果的に管理されていることを保証するように設定され

ていなければならない。 

 温度管理システムは、次のことを考慮しなければならない。 

 ・水分活性、pHのような食品の性状、微生物のレベルやタイプ。 

 ・製品の意図される可食期間。 

 ・包装及び製造加工法。 

 ・製品を食するに当たって、それ以上調理加工するか、それとも調理済みのまま食せるか。 

 そのようなシステムは、許容できる時間／温度の範囲でなければならない。 

 温度記録装置は、定期的にチェックし精度を試験しなければならない。 

  5.2.2 特定の製造加工段階 

 食品衛生に寄与する段階として、例えば次のことが含まれる。 

 ・冷却 

 ・加熱処理 

 ・照射 

 ・乾燥 

 ・化学的保全 

 ・真空又は混合ガス包装 

  5.2.3 微生物学的及びその他の目標値 

 5.1で述べた管理システムは、食品の安全性や安定性を保証する効果的な方法である。微生物

学的、化学的又は物理学的目標値が食品の管理システムとして使用されるところでは、そのよう

な目標値は科学的原則に基づき、モニタリング法、分析法、活動限界が決められていなければな

らない。 

  5.2.4 微生物学的交叉汚染 

 病原菌は直接的接触、食品取り扱い者、空気などにより、或る食品から他の食品に伝播される。
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生及び未加工の食品は効果的な作業中の洗浄や消毒により物理的、時間的に調理済みのそのまま

食する食品から明確に区別されていなければならない。 

 製造加工区域に入るには制限及び管理が必要になる。特に危険度が高い製造加工区域に入るに

は、施設を変えるようにしなければならない。ヒトは施設に入るに当たって、履き物を含む衣服

の清浄及び手洗いが必要である。 

 器具機材や装置の表面は作業中を通して清浄化し、食肉のような生の食品を取り扱ったり加工

した箇所では作業後に消毒が必要である。 

  5.2.5 物理学的及び化学的汚染 

 システムは、機械からのガラスや金属片、埃、有害なガス及び望ましくない化学物質のような

異物による食品汚染を防止するように設定されなければならない。製造加工において、安定な検

出装置又はスクリーニング装置を必要な箇所で使用しなければならない。 

 

 5.3 搬入物の要件 

 通常の操作や製造加工により許容レベルに減少しないような寄生虫、望ましくない微生物、農

薬、動物用医薬品又は有害、腐敗、製品と無関係な物質を含むことがわかっている生原材料は受

け入れてはならない。生原材料のための適切な基準を決めて適用しなけれならない。 

 生原材料は製造加工前に適切に検査し分類しなければならない。必要な箇所では、使用に当た

って試験室による検査を行い、健全で安定した生原材料のみを使用しなければならない。 

生原材料の貯蔵は効果的なローテイションを行わなければならない。 

 

5.4 包装 

包装のデザイン及び材質は汚染を最小限にし、損傷を防止し、適当な表示により製品を適切に

守るようにしなければならない。使用される包装材及びガスは無毒で、貯蔵あるいは使用条件下

で食品の安全性や安定性に影響ないものでなければならない。再使用可能な包装は安定性があり、

洗浄が容易で、必要により消毒できること。 

 

5.5 水 

  5.5.1 食品と接触する場合 

 食品の取り扱い及び製造加工に当たって、次の事項以外では飲用適の水のみを使用しなければ

ならない。 

 ・蒸気、消火用水及びその他の食品とは関係ない目的の使用。 

 ・食品の冷却工程及び清浄な海水の使用のような食品の安全性や安定性に危害を及ぼさない食

品の取り扱い区域での生産。 

 再使用水は、その使用により食品の安全性や安定性が危険にならない状態に処理され、保守管

理され、処理工程は効果的にモニタリングされなければならない。さらに処理しない再生水及び

吸引や乾燥により食品の製造加工から回収された水は、食品の安全性や安定性に危険とならない

ように使用しなければならない。 

  5.5.2 構成要素である場合 

 飲用適の水であることが、食品汚染を防止するために必要である。 

  5.5.3 氷及び蒸気 

氷は 4.4.1（給水）による水から作らなければならない。氷及び蒸気は汚染しないように作り、

取り扱い、貯蔵されなければならない。 

 食品又は食品接触面に直接作用する蒸気は、食品の安全性や安定性に脅威とならないようにし

なければならない。 
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5.6 管理及び監督 

必要とされる管理及び監督のタイプは、企業の規模、その活性度及び食品のタイプに左右され

る。管理及び監督は食品衛生の原則について十分な知識と潜在的な危険性を判断できる基準、適

切な防止と改善措置及び効果的なモニタリングと監督を保証するものでなければならない。 

 

5.7 文書化及び記録 

 必要な箇所では、製造加工、生産及び流通の適切な記録が、製品の可食期間以上に長く保存さ

れていなければならない。文書化は、食品の安全性管理システムの信用及び効果を向上させる。 

 

5.8 回収手順 

 管理者は、あらゆる食品の安全性危害を対象とし、市場から目的とするロットの最終製品を完

全且つ迅速に回収できる効果的な手順を保証しなければならない。さし迫った健康危害の原因と

いうことから回収された場合は、同じ条件で生産された他の製品及び同じ公衆衛生上の危害が存

在するかもしれない他の製品について安全性を評価し回収する必要があるかもしれない。公衆に

対する警告の必要性を考慮しなければならない。 

 回収された製品は、それらを破壊、ヒトの消費以外の目的のために使用、ヒトの消費にとって

安全であることを決定又はそれらの安全性を保証するために再加工されるまで管理下に置かな

ければならない。 

 

６．施設：保守管理及び衛生 

 目的：効果的なシステムを設定するためには次のことを目的とする。 

 ・適切な保守管理及び洗浄を確実に行う。 

 ・鼠族・昆虫を管理する。 

 ・廃棄物を処理する。 

 ・保守管理及び衛生手順の効果をモニタリングする。 

 根拠：食品を汚染する原因となるような食品危害、鼠族・昆虫及びその他の要因の連続的且つ

効果的管理を促進すること。 

 

 6.1 保守管理及び洗浄 

  6.1.1 一般的 

 施設や装置は、次のことのために適切な状態を保持しなければならない。 

 ・すべての衛生手順を容易にする。 

 ・食品危害の管理において、重要なステップ（5.1参照）で意図するように機能する。 

 ・金属片、各種破片、化学薬品などの食品の汚染を防止する。 

 洗浄は汚染源となる恐れのある食品残物や埃を除去しなければならない。必要な洗浄法と洗浄

剤は食品の種類により左右される。消毒が洗浄後に必要となる。 

 洗浄剤は注意深く取り扱い使用され、そして必要な箇所では食品汚染の危険性を避けるために

食品とは明確に区別された容器に保存されなければならない。 

  6.1.2 洗浄手順及び方法 

 洗浄は加熱、ゴシゴシ擦る、激しい流水、圧力洗浄又はその他の水を使用しない物理学的方法

及び洗剤、アルカリ又は酸を使用する化学的方法などの単独あるいは組み合わせにより行う。 

 洗浄手順は次のように行うのが適切である。 

 ・表面から全体的な汚れを除去。 

 ・土や細菌的薄膜を破砕するための洗剤を適用し溶液中に浸漬。 

 ・第４項に従って、破砕された土や洗剤の残留物を水で流す。 
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 ・ドライクリーニング又は残留物や汚れを除去し集めるための適切な方法を適用。 

 ・必要な箇所は消毒。 

 

 

 6.2 洗浄プログラム 

 洗浄又は消毒プログラムは建物すべての部位が適切に洗浄されることを保証するものであり、

プログラム中には洗浄設備の洗浄も含めなければならない。 

 洗浄プログラムは、それらの安定性及び効果を連続的且つ効果的にモニタリングし、必要によ

り文書化しなければならない。 

 文書化された洗浄プログラムには、次のことが特定されていなければならない。 

 ・清浄であるべき区域、装置、器具。 

 ・特定作業の責任。 

 ・洗浄の方法及び頻度。 

 ・モニタリングの取り決め。 

 プログラムは適切な専門家の助言により作成しなければならない。 

 

 6.3 鼠族・昆虫管理システム 

  6.3.1 一般的 

 鼠族・昆虫は食品の安全性や安定性の主要な脅威である。鼠族・昆虫の群生は繁殖場所や食品

がある所で起こる。良好な衛生管理は鼠族・昆虫の環境の伝播を除去するものでなければならな

い。良好な衛生、搬入物の監視及び良好なモニタリングは群生を最小限にし、それにより農薬の

必要性を制限することができる。 

  6.3.2 侵入防止 

 建物は鼠族・昆虫の侵入を防止して繁殖場所を除去するために良好な状態でなければならない。

排水溝やその他の鼠族・昆虫が侵入しやすい場所には蓋をしなければならない。窓、ドア及び換

気扇などの網目スクリーンは鼠族・昆虫の侵入問題を減少させる。動物はできる限り食品製造加

工工場のグランドや工場から排除しなければならない。 

  6.3.3 隠れ場所及び群生場所 

 食品及び水の利用は鼠族・昆虫の隠れ場所を増加させる。食物の源となる可能性のあるものは、

鼠族・昆虫防止容器に貯蔵し床上に壁から離して積み重ねる。食品施設の内外の区域は清浄で、

残り物は適切な場所に蓋をした鼠族・昆虫防止容器内に保持しなければならない。 

  6.3.4 モニタリング及び検出 

 施設及びその周辺区域は定期的に群生について検査しなければならない。 

  6.3.5 根絶 

 鼠族・昆虫の群生は、食品の安全性や安定性に影響しないうちに直ちに処理しなければならな

い。化学的、物理学的又は生物学的方法による処理は、食品の安全性や安定性に脅威とならない

ように行わなければならない。 

 

 6.4 廃棄物の取り扱い 

 廃棄物の除去及び貯蔵に対して安定的な規定が作成されなければならない。廃棄物は、作業の

機能を低下させない限り、食品の取り扱い、貯蔵中及びその作業区域や隣接地に貯めないように

する。 

 廃棄物の貯蔵は適切に清浄にしておかなければならない。 

 

 6.5 モニタリングの効果 

 衛生システムは、効果をモニタリングし、定期的な作業開始前の検査により検証し、適切な箇
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所で環境や食品接触面の微生物学的サンプリング及び変化した状況に対応するために定期的に

再検討して適応させなければならない。 

 

 

７．施設：ヒトの衛生 

 目的：食品との直接または間接的な接触が、次のことにより食品を汚染することのないように

する。 

 ・適切なヒトの清潔度を維持する。 

 ・適切なマナーで行動する。 

 根拠：適切な清潔度を保持しないヒト、何らかの病気にかかっているヒト、不適切な行動をと

るヒトは、食品を汚染させ消費者に病気を伝播する。 

 

 7.1 健康状態 

 食品を通して伝播される可能性のある病気の保菌者になると考えられるヒトは、食品を汚染す

る可能性があれば、あらゆる食品取り扱い区域に入ってはならない。そのようなヒトは、直ちに

病気であること及びその症状を管理者に報告しなければならない。 

 食品取り扱い者の医学的検査は、臨床的又は疫学的に実行されなければならない。 

 

 7.2 病気及び傷害 

 医学的検査を必要とするか、食品の取り扱いをさせない可能性のあることを管理者に報告しな

ければならない状態は次のように考えられる。 

 ・黄疸 

 ・下痢 

 ・腹痛 

 ・発熱 

 ・発熱をともなう喉の痛み 

 ・肉眼的な皮膚の損傷（やけど、切り傷など） 

 ・耳、目又は鼻からの分泌 

 

 7.3 ヒトの清潔 

 食品取り扱い者は高い清潔度を保持し、防御服、頭の覆い、靴の覆いを適切な場所で身につけ

ていなければならない。作業を持続して行うヒトの切り傷や怪我は安定した防水の覆いでカバー

しなければならない。 

 ヒトは、次のような食品の安全性に影響があると思われる時は、常に手を洗わなければならな

い。 

 ・食品の取り扱いを開始する時。 

 ・便所を使用した直後。 

 ・他の食品の汚染の原因となる場所で、生の食品や汚染された材料を取り扱った後。 

 

 7.4 ヒトの品行 

 食品を取り扱うために雇用されたヒトは、次に例示したような食品の汚染となるような行動を

慎まなければならない。 

 ・喫煙する。 

 ・唾を吐く。 

 ・ガムを噛んだり物を食べる。 

 ・防護されていない食品上でくしゃみをしたり咳をする。 
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 宝石、時計、ピンなどの原因となるヒトが、食品の安全性や安定性に対して脅威となる時は、

食品取り扱い区域に、それらを身に付けたり持ち込んではならない。 

 

 

 7.5 訪問者 

 食品の製造加工又は取り扱い区域への訪問者は、適切な場所で防御服を着て、本項で示した他

のヒトの衛生規定に従わなければならない。 

 

８．輸送 

 目的：必要な箇所では、次のようにしなければならない。 

 ・潜在的な汚染源から食品を守る。 

 ・消費に際して、不安定にするような障害から食品を守る。 

 ・病原性又は腐敗微生物の発育及び食品中における毒素の産生を効果的に管理するような環境

を提供する。 

 根拠：効果的な管理措置が輸送中に行われないと、食品の一連の流れの当初に適切な衛生管理

措置が行われたとしても、食品は汚染され安定な状態でなくなる。 

 

 8.1 一般的 

 食品は輸送中に適切に防御されなければならない。輸送車両又は容器のタイプは食品の性状及

び輸送中の条件により異なる。 

 

 8.2 必要条件 

 必要な箇所では、輸送車両及び大容量容器は次のように設計且つ作られていなければならない。 

 ・食品及び包装を汚染させない。 

 ・効果的に洗浄され、必要に応じて消毒できる。 

 ・輸送中に、必要に応じて食品同志及び食品とそれ以外のものを分けられる。 

 ・埃やガスを含む汚染から効果的な防御ができる。 

 ・消費の際に不安定にするような有害又は好ましくない微生物の発育や劣化から食品を守るた

めに必要な温度、湿度、大気及びその他の条件を効果的に維持できる。 

 ・温度、湿度及びその他の条件をチェックできる。 

 

 8.3 使用及び保守管理 

 食品を輸送するための車両や容器は適切な清浄性を有し、修繕ができ且つ良好な状態を維持で

きなければならない。同じ輸送車両又は容器が、異なる食品や食品以外のものを輸送するために

使用される場合は、効果的な洗浄及び必要な箇所では消毒しなければならない。 

 特に、大量輸送において、容器や輸送車両は食品にのみ使用又はその目的にのみ使用されるよ

うに設計あるいは表示されなければならない。 

 

９．製品の情報及び消費者の意識 

 目的：製品は次のことを保証するために適切な情報を有していなければならない。 

 ・適切で入手しやすい情報は、食品の一連の流れにおける次の段階のヒトが安全で正確な製品

の取り扱い、貯蔵、調理及び陳列するために有益である。 

 ・ロット（lot）又はバッチ（batch）が容易に判定でき、必要な時は回収できる。 

 消費者は次のことを行うために、食品衛生について十分な知識を持たなければならない。 

 ・製品の情報の重要性を理解する。 

 ・個人個人が情報を適切に選択できる。 
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 ・正しい貯蔵、調理及び使用により病原菌の汚染や発育／生残を防止する。 

 企業又は販売者のための情報は、特に食品の表示において消費者の情報と明確に区別できなけ

ればならない。 

 根拠：不十分な製品の情報及び不適切な食品衛生の知識は、食品の一連の流れのあとの段階で

製品の取り扱いを誤らせることになる。そのような取り扱いミスは、適切な衛生管理措置が食品

の一連の流れの初期に行われたとしても、病気を起こす結果になるか不安定な食品にさせる。 

 

 9.1 ロットの識別 

 ロットの識別は製品の回収の基本であり、効果的な貯蔵ローテーションの助けにもなる。食品

の各容器は生産者及びロットを識別するために定期的に表示されなければならない。「包装食品

の表示のための一般的基準」（CODEX STAN 1-1985）を適用。 

 

 9.2 製品の情報 

 すべての製品には、食品の一連の流れにおける次の段階のヒトに取り扱い、展示、販売、調理

及び製品を安全且つ正しく使用するための適切な情報を添えなければならない。 

 

 9.3 表示 

包装された食品は、食品の一連の流れにおける次の段階のヒトが製品を安全に取り扱い、展示、

販売及び使用できるように明確な指示を表示しなければならない。「包装食品の表示のための一

般的基準」（CODEX STAN 1-1985）を適用。 

 

 9.4 消費者教育 

健康教育プログラムは一般的な食品衛生をカバーしなければならない。そのようなプログラム

は、消費者があらゆる製品情報の重要性を理解し、製品に添付された情報に従うことができるよ

うにしなければならない。特に、消費者は時間／温度管理と食品媒介疾病の関係について知らさ

れなければならない。 

 

１０．教育・訓練 

 目的：食品と直接又は間接的に係わりあいのある仕事を行っている者は教育・訓練され、彼ら

が行っている作業に対して、食品衛生上の適切なレベルの研修を受けなければならない。 

 根拠：教育・訓練は、いずれの食品衛生システムに対しても極めて重要である。不適切な教育・

訓練及び食品に関係したあらゆる人々の研修や監督は、食品の安全性及び安定性に対して極めて

脅威となる。 

 

 10.1 意識及び責任 

 食品衛生の教育・訓練は極めて重要である。あらゆる人々が汚染や劣化から食品を守るという

ことに自分の役割と責任を意識しなければならない。食品取り扱い者は、衛生的に食品を取り扱

うために、必要な知識と技術を持たなければならない。強力な洗浄剤やその他の極めて危害性の

高い化学物質を取り扱う人々は、安全な取り扱い技術を研修しなければならない。 

 

 10.2 教育・訓練プログラム 

 必要な教育・訓練レベルを評価するために考慮する要因には次のことが含まれる。 

 ・食品の性状、特に病原菌や腐敗微生物の発育を支持する原動力。 

 ・汚染の可能性を含めて、食品が取り扱われ包装される方法。 

 ・最終消費前の加工、調理の程度及び方法。 



 127 

 ・食品が貯蔵される条件。 

 ・消費前の予想される時間。 

 

 

 10.3 研修及び管理 

 教育・訓練及び研修プログラムの効果について定期的な評価がなされなければならない。同様

に、手順が効果的に行われていることを保証するための日常的監督及びチェックがなされなけれ

ばならない。 

 食品製造加工の管理・監督者は潜在的な危険性を判断し、不良を修正するために必要な行動を

とることのできる食品衛生の原則及び事項に必要な知識を持たなければならない。 

 

 10.4 再教育・訓練 

 教育・訓練プログラムは日常的に検討し、必要に応じて新しくしなければならない。システム

は、食品取り扱い者が食品の安全性及び安定性を維持するために必要なすべての手順を知ってい

ることを保証するように設定されなければならない。 

 

 

 

出典：2003 年に FAO/WHO 合同食品規格計画によって英語で出版した下記のものを、公益社団法

人日本食品衛生協会が翻訳したもの 

   ・Recommended International Code of Practice General Principles of Food Hygiene 

   ・Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System and Guidelines for its 

Application 

http://www.n-shokuei.jp/eisei/haccp_codex_doc.html 

 


