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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、食を取り巻く環境などを考慮する

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など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 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 FSMS 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 HP より） 

 

以上 
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平成 20 年 4 月 1 日制定 

平成 28 年 4 月 1 日 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が設置されてい

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 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 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およ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、体制および法令遵守状況のレビューを行うこと。 
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   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、業界基準およ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。 

   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

物など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． 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』および『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．アで定めた方針およ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

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



 33

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、品質管理責任者などの任命 

  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・基準およ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、

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  
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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

営業情報など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 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およ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・事件の原因の究明およ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、および製品

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、文書化されていること。 

   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が適切に行われている

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が各作業工程で行われ 

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およ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が作成されている

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

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
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に組織の代表者に報告されること。 

   ③クレーム内容の調査およ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、件数等の情報が統計的に処理されており、その結

果が関係部署にフィードバックされ改善活動に活用されていること。 

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が文書化されているこ

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され、有効性が

確認されていること。 

  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。 

 

 

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、業界基準などの規格、および原材料に関  

する情報を把握すること。 

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 
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   ④保存方法、用途など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されており、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、類似した工程および重要管理点（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が

添付されていること。 

  イ．原材料の管理 

    原材料の受入、保管および使用基準、不適合原材料の識別、処理手順を定め

ること。 

ウ．工程および食品の管理 

   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。 

   ②工程毎に危害分析を行ない、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。 
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   ⑥重要管理点（CCP）が管理基準外となった場合の措置が定められているこ 

    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、文書化されていること。 

   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、および点検､

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・製品への措置および対応 

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

成及び保存など必要事項が決定され文書化されていること。 

  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、 

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、 



 38

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 

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、海水など種類・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

クセス管理など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できること。 

   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、

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、その確認は品質管理責任者あ

るいはその代行者により実地で行われていること。 
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   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および運用基準・

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・内容が定められていること。 

  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が定められていること。 

 

５）設備の台帳管理、施設・設備の保全計画 

  ア．製造、清掃、保安管理など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・理化学検査など）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が定められていること。 

  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

によって確認されていること。 

 

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が含まれていること。 

   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。 

   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 
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  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などを作成し定期

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が定め

られていること。 

  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およ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などには、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などを設けること。 

 

 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

などの機会を定期的に設けること。 

  イ．ヒヤリ・ハット事例など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。 

    

３）内部監査・不適合対応 

 ア．内部監査員は品質管理、衛生管理およ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。 
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 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およびその手順を定

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、記録など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・体系が定められていること。 

イ．文書の作成、承認、保管に関する文書管理の手順が定められていること。 

ウ．文書には電子媒体も含まれる。 

 

 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、記録な

どは文書化され、定められた体系で分類されること。 

 

 

 

 

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．原材料および原材料供給者は、基準に基づき以下の通り管理されること。 

①原材料の受入毎に、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。 

②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

者が適切に品質管理を行っていることを検証し、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。 

③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

るように保管管理および使用実績について記録すること。 

④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。 

⑤受入検査時、保管時および使用前確認において見出された不適合原材料は、
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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

されること。 

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．工程および工程内に存在する原料・仕掛品などの食品は、HACCP プランに

基づきを適切に管理し、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が維持され、また、

その後の工程で品温が 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られ

た通りに実施すること。 

   ④製品規格または管理基準などの逸脱により、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。 

   ⑦賞味期限印字を､適切に行っていること。 

 

３）製品管理、出荷管理 

   製品は保管管理規定に基づき管理し、出荷基準により合否判定し出荷するこ

と。 
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ア．製品保管庫は温度管理され、衛生的で整理整頓されていること。 

イ．原料保管庫と共用する場合は、区画区分がされていること。 

  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

品の識別管理が適切に行われていること。 

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。 

 

４）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・対策が実施されているこ

と。 

ア．アレルギー物質（原料、仕掛品を含む）の保管および使用においては、他

の食品と識別管理され、誤使用がないよう配慮されること。 

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） 

 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、湿度などを管理し、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、衛生作業区などの衛生区

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、備品などが放置されないこ

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、床からの跳ね水など食用不適にする物質が混入さ
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れないように管理されていること。 

  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

理されて作業場外に排出されること。床面などに付着・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、適切な備品が設置・管理されていること。 

  コ．便所は適切に換気され、定期的に消毒されていること。衛生的に管理され、

適切な備品が設置されていること。 

  サ．作業場の施設・設備・器具・備品は日常的に点検され、必要に応じて大掃

除、補修、交換等の措置が取られること。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が作成さ

れていること。 

  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

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。 
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   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。 

   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。持

ち込み可能物を定めること。なお、持ち込み品の記録を残すことが望まし

い。 

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 

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。 

 

 ３）水（氷を含む）、蒸気の管理 

  ア．添加水、調理時に使用する水およ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、透明度など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とともに、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

処理が行われ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。 

    

 

４）その他の管理 
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 ア．薬剤の管理 

    作業場内で使用される薬剤は、定められた手順に基づき保管、使用される

こと。使用に当たっては、適切な用途、濃度で使用されるよう、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管理など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られた手順に従って行うこと。 

ウ．食品残渣、廃棄物および廃水の衛生管理 

   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。 

   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されていること。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、記録されていること。管理基準からの逸脱があった場

合の措置が適切に実施されていること。 

  ウ．検査担当者の技量向上のための教育、訓練が行われていること。官能検査

のパネラーの能力評価確認も同様に行われること。 

  エ．検査機器は適切に校正・管理されていること。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。 
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  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され、使用期限内に使用されること。 

  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されること。 

  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

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されていること。

また、必要に応じて追加的な教育が実施されていること。 

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 

た措置が行われ、是正されていること。 

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、適切な運用が行われていること。  

 

 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され記

録されていること。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 
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 ア．内部監査は事前の計画に基づき、手順に沿って実施されていること。 

  イ．工程内外で発生した不適合は、適切に処理され、記録されること。 

   また、その記録は内部監査で確認されること。 

 ウ．内部監査で指摘された不適合、是正措置要求などには適切に対応し、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さ

れること。 

 

 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。 

       

    

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 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 会社名及び所在地、c 装置名・場所等、 

d 日付と時刻、e 製品の特定(ロット)、f 基準、 

g 記録者及び検証者の日付、署名又は捺印 

      ※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。 
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   ③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、塀などにより区画区分されること。 

  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

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、荷捌き室などは舗装されていること。 

②工場の敷地内は、整理整頓されており、恒常的な水溜りができないように

周囲の排水設備が整っていること。また、塵埃が舞い上がらないように舗

装など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されていること。 

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 
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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られていること。 

   ②管理外の入口は閉鎖すること。非常口などは外側からは開けられない構造

になっていること。 

   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

内履きと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。 

   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その使用目的および作業内容に応じて、必要に応じた衛生区分に区画され

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適当な勾配およ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およびパイプ等に付着した塵埃や水滴が、製造 
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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、以下の要件を満たしていること。 

   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、

かつ取り付け部がコーキング処理されていること。 

  

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が確保されていること。 

       a 通常作業 ３００lx 以上とし、できれば５００lx 以上が望ましい 

       b 選別、検品などの作業 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が講じられていること。 

  イ．作業場には十分な給排気装置が設置されており、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

が取り付けられていること。 

   ②給排気装置の能力は、場内の給排気バランスが考慮されており、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、ばい煙およ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が設置されていること。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が取り付けられていること。 

   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され、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。 
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   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などの隔壁があること。 

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

止する設備が設置されていること。 

  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。 

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

止する設備が設置されていること。 

③温度測定装置が設置されており、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。 

  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、天井および扉は、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温度測定装置が設置されており、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。 

  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

止する設備が設置されていること。 

 

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。 
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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温度測定装置が設置されており、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、天井およ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 

   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およ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、およ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、消毒液等が設置され

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。 
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⑤手洗い用洗剤、ペーパータオルまたはエアータオル、消毒液等が設置され

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 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。 

 

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・器具および搬送装置は、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）、 
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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）、 

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適切な圧力計が設置されていること。 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 
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  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 

オ．洗浄機器（清掃用具を含む）の例 

    【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 

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されて

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されていること。 

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）区域に保管されなければならない。 

    【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
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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・微生物の残存などの基準を決

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、窒素など）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ら 

れていること。 

   ②作業者数に応じたロッカーが配置され、私服および作業服が交差汚染の 

ないよ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、毛髪などの落下がないこと。 

 

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られて

いること。 

②定期的に清掃され、清潔で埃、塵、毛髪などの落下がないこと。 

  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られて

いること。 

②定期的に清掃され、清潔で埃、塵、毛髪などの落下がないこと。 

   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および保管容器は、以下の要件を満たすこと。 
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   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などは、廃棄物として適切に処理すること。 

 

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、部品など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。 
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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、更新調査などの認定調査や工場

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。 

 

 

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品質管理部門およ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などを設置す

る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、検体数など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。 
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 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 大氷結晶生成温度帯の通過について 

a． 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℃など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 大氷結晶生成温度帯を把握することが必要です。 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な

どがあり、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・触覚などの官

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

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

的には従前の調査など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。 

  

 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
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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）日本冷凍食品協会および 

（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、 

製品回収など、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。 

   

 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
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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、危害分析、重要管理点（CCP）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など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、ISO22000

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・一次加工などの工程の一部を業務委託する、清

掃作業・廃棄物の処理などの作業を業務委託するなどの場合があります。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。 

    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」 
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    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・手順などの仕組みが、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、PDCA

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。 

    ②「２）重要管理点（CCP）及び工程の管理」は、HACCP 実施のための 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などについて、根

拠と適切な実施が必要です。 

    ③「３）製品管理、出荷管理」は、内容に変更はありません。 

    ④「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。 

①「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（可能性があるを
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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。 

 

３）「３ 品質・衛生検査」 

     HACCP 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などにより、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。HACCP 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、表示担当者など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。 

 

 

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。設備の台帳管理などの項目を基準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」 
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    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。 

 

 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」は建物などのいわゆる「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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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。 

 

２．質問事項 

１）急速凍結 

   Ｑ1 ：個々の食品によって 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 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 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）食品防御 

Ｑ6 ：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。 

Ｑ7 ：グループ企業として複数の工場があり、総務およ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。 

  Ｑ8 ：内部監査、マネージメントレビュー、危機管理、経営層の責務、ガバナンスなど、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。 

   Ｑ9 ：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。 

  Ｑ10：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。 

  Ｑ11：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。 

   

３) 危機管理 

   Ｑ12：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。 

    Ｑ13：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。 

   Ｑ14：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。 
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４）賞味期限 

Ｑ15：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。 

  Ｑ16：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。 

 

５）ＨＡＣＣＰ・ＩＳＯ 

Ｑ17：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。） 

Ｑ18：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。 

   Ｑ19：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。 

   Ｑ20：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。 

  Ｑ21：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。 

   Ｑ22：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。 

   Ｑ23：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。 

   

６）製品出荷 

Ｑ24：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。 

 

７）アウトソース 

Ｑ25：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。 

Ｑ26：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など。 

 

８）コミュニケーション 

Ｑ27：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。 

   Ｑ28：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。 

   Ｑ29：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。 

 

９）精度管理 

Ｑ30：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。 
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Ｑ31：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。 

   Ｑ32：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. 

10）拭き取り検査 

Ｑ33：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。 

    

11）文書管理 

Ｑ34：基準Ⅱ．５．「文書管理」１）④ｂ項に会社名及び所在地を記録様式に含めることに

なっていますが、所在地も必ずいれなければならないでしょうか。 

                                                    

12）ユーティリティー 

Ｑ35：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、

微生物の残存など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 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 大氷結晶生成温度帯を調べる必要がありますか。 

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

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 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など）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 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、

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 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
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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」、「 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など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、 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。 

 

 

２）食品防御 

Ｑ6 ：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。 

Ａ6 ：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。 

 

Ｑ7 ：グループ企業として複数の工場があり、総務およ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。 

   Ａ7 ：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。 
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Ｑ8 ：内部監査、マネージメントレビュー、危機管理、経営層の責務、ガバナンスなど、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。 

   Ａ8 ：内部監査、マネー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。 

 

Ｑ9 ：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。 

   Ａ9 ：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。 

 

Ｑ10：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。 

Ａ10：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。  

 

Ｑ11：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。 

Ａ11：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。 

 

３) 危機管理 

    Ｑ12：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。 

  Ａ12：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

ます。 

 

Ｑ13：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。 

   Ａ13：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。 

 

  Ｑ14：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。 

   Ａ14：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。 

 

４）賞味期限 

Ｑ15：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。 

   Ａ15：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。 
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Ｑ16：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。 

   Ａ16：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などで確

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・香味など

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など、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。 

 

５）ＨＡＣＣＰ・ＩＳＯ 

Ｑ17：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。） 

   Ａ17：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。 

 

Ｑ18：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。 

   Ａ18：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。 

Ｑ19：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？ 

   Ａ19：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。 

 

Ｑ20：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。 

   Ａ20：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。 

 

Ｑ21：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。 

   Ａ21：自治体あるいは商工会議所など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
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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。 

 

Ｑ22：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。 

   Ａ22：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。 

 

Ｑ23：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。 

   Ａ23：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などの交差汚染の確認などです。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

が、危害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。 

 

６）製品出荷 

Ｑ24：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。 

   Ａ24：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

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
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等になるので、その管理基準を守ってください。 

 

７）アウトソース 

Ｑ25：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。 

   Ａ25：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など、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

れるかなどを見ていくことになります。 

 

Ｑ26：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など。 

Ａ26：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。 

 

８）コミュニケーション 

Ｑ27：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。 

  Ａ27：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など従

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

談や目安箱など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などがありますが、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。 

 

   Ｑ28：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。 

Ａ28：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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   Ｑ29：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。 

Ａ29：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。 

 

９）精度管理 

Ｑ30：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。 

   Ａ30：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 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。 

 

Ｑ31：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。 

   Ａ31：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。 

 

Ｑ32：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。 

Ａ32：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。 

  

10）拭き取り検査 

Ｑ33：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。 

Ａ33：科学的に評価されていれば、どのようなどん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

ＴＰ検査と微生物検査の相関性を確認して判断するなどの方法が考えられます。なお、

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

 

11）文書管理 

Ｑ34：基準Ⅱ．５．「文書管理」１）④ｂ項に会社名及び所在地を記録様式に含めることに

なっていますが、所在地も必ずいれなければならないでしょうか。 

   Ａ34：基本的には、所在地も明記してください。                                                                                    

 

12）ユーティリティー 

Ｑ35：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、

微生物の残存など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。 

Ａ35：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、エアーサンプラーなどで空気を捕集し、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） 大氷結晶生成温度帯に関する資料 

 

１． 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 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、 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。 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 大氷結晶生成温度帯 

一般的な食品の 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

など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。 

食品中の糖類などが多くなり、濃度が高くなると、より大きな凝固点降下が起こり、 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 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
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る必要があります。糖類など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． 大氷結晶生成温度帯の通過時間と品質の関係 

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、 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など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 大氷結晶生成温度帯とその通過時間 

自社製品の正確な 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 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、 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 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

まん類など、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点嗜好試験法又は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、 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、 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、 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。 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 



 80

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、 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、 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、噛み応えや舌触りなどを評価できる量、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）調理又は解凍方法の記録 

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などについて、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 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などを決めます。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、喫食時の温度などです。 

 

（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など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。 

 

冷凍食品●●の官能検査 

                 グループ 1  2  氏名  ◇◇            
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                    （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、又は、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。 

 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。 
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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など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。 

 

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 Ａ-Ｂ-Ａ A 品 2つにＲ,Ｔ Ｒ-ＴとＳ Ｓを選んだら正解、 
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さん Ｂ品にSと付番しR-S-T

とし 

て並べる 

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。 

 

（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   
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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

 

 

（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。 
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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。 

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、Ｂ２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）などを実施

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
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ば、市販の固形コンソメスープなどを使って、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など。） 

 

（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又は加工を行う営

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 

 

６．海外における冷凍食品の貯蔵期限の参考資料 
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  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などにも、

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、ローションなど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°Ｆ） －２３℃/（－１０°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 

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°F） 

－25℃ 
（－13°F） 

－30℃ 
（－22°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、フルーツなど 
 

 
 
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 
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〔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 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 

 

○一般財団法人日本冷凍食品検査協会 

 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 29年度の例では年 5回（4,6,9,11,2 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/IEC 17043 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（6月） 

 https://cosmokai.com/survey/guide2017 

 

 

 

 




