
全体の内容    リテール分野への HACCP の導入方法(⑥～⑧)  

 

「HACCP の制度化」に向けて取り組む際に、自社が「基準Ａ」・「基準Ｂ」のどちらが適

用されるのかを、確認しておくことが重要です。平成３０年 5 月２５日 厚労省食品

監視安全課長 「手引書策定のためのガイダンス」 によりますと、 

「基準 A」については、「HACCP に基づく衛生管理」 

「基準 B」については、「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理」 と規定されて

います。 

リテール分野の食中毒の予防において、一般的衛生管理(PP)のみでは、作業所内の

施設や製品特有の、「見えないハザード」 に対しての管理はできません。又従来型の

ガラパゴス化された HACCP では、実用的ではありません。 

  (FDA 2006; Managing Food Safety) 

これを防ぐには、プロセスアプローチによる 「ハザードの見える化」 が必要となりま

す。ハザードを明確化する事により、ハザードのリスク化を、簡単にコントロールする事

が出来ます。 

ＰＰは、必ずしも文書化する必要がありませんが、SSOP は必ず文書化する必要があり

ます。SSOP はそれぞれの施設に合った最適な内容を、柔軟性をもって構築すること

が重要です。SSOP とは施設環境よりの食品への汚染を、具体的に防止する措置を言

います。 

現在、多くのチェーン店で HACCP の長期的是正措置として「店舗衛生検査」が実施

されています。 

従来、リテール分野は、大量調理マニュアルを参考として管理されてきましたが、多く 

の食中毒事故は、この分野で起きています。 

最後のリテール HACCP 作成モデルにおいて、米国・ミシガン州農務省の 「フードサ

ービス業の衛生担当者研修用 トレーニングプログラム」に沿った、HACCP プラン作

成モデルの説明を行います。 

 

⑥ リテール HACCP の PP、SSOP       

リテール分野において、HACCP サポートプログラムは、食品安全の出発点とは

なりますが、それのみではリスク管理に必要なハザードが不明確であり、効率

的にリスクを防止する事が出来ません。 

リテール分野での食中毒予防には、一般的衛生管理(PP)のみでは、調理場や製

品特有の、見えないハザードに対しての管理はできません。又従来型のガラパ

ゴス化された HACCP では実用的ではありません。  

     (FDA 2006; Managing Food Safety) 



リテール分野において、SSOP は HACCP システムを支える重要な役割を担ってい

ます。 

SSOP の設計は、施設ごとに異なり多様です。それは、施設の設計、設備、人的

資源そのものが施設によって違っているからです。 

ＰＰは、必ずしも文書化する必要がありませんが、SSOP は必ず文書化する必要

があります。 

SSOP はそれぞれの施設に合った最適な内容を、構築することが重要です。 

SSOP とは、施設環境よりの食品への汚染を防止する方法を具体的に規定したも

のです。 

米国 CDC の報告書「食中毒発症調査 米国 1988-1992」によれば、確認された

食中毒の第一の原因は細菌に起因しております。 

HACCP 原則を、リテール分野に導入すると言うことは、この分野へ食中毒の予防

的な管理システムである「AMC」（FDA Food Code 2013 : Annex 4）を導入する

事です。 

AMC とは、食中毒ハザードの発生を管理する事により、食中毒を予防するシ

ステムです。 

 

⑦ 大量調理マニュアルとリテール HACCP 

例えば 冷却工程について,考えて見ましょう。 

不適切な温度で調理され保持されている食品は、芽胞形成菌の増殖にとって優れた

環境を提供しています。「潜在的に危険な食品」(PHF) Potentially Hazard Food の

不適切な冷却は、食中毒の重大な原因として、一貫して主張されて来ました。 

 

食品産業のグローバル化に向けて、世界の食品産業で食品安全の取り組みを、統一

的に管理する動きが強まっています。 

(食品産業における国際標準戦略検討会報告書 H.26.8) 

 

しかし、国際的な基準との間には、大きな相違があります。 

大量調理マニュアル ４．原材料及び調理済食品の温度管理 には、 

３０分以内に中心温度を２０℃付近 

（又は６０分以内に中心温度を１０℃付近）まで下げるよう工夫すること。 

調理終了後から 2 時間以内に喫食する事が望ましい。 

 

海外の事例   

オーストラリア・ニュージランド  4 時間/2 時間 ルール 



・ 累計 2 時間未満保管された食品は、即座に消費するか冷蔵する事 

・ 累計 2 時間以上 4 時間未満保管された食品は、直ちに消費する事 

・ 累計 4 時間以上が経過した食品は、破棄する事 

             

米国 FDA  二段階冷却 

    2 時間以内に 21℃     

    4 時間以内に 5℃ (21℃を超えた場合は処分) 

冷たい食品は 6 時間以内であれば保持できる。  

 

⑧ リテール HACCP 作成モデル  

自社の食品が安全であることを証明するためには、製品が国際的に認められた

HACCP システムに沿って作られている事を証明する必要があります。 

 

米国・ミシガン州農務省 フードサービス業の衛生担当者研修用 トレーニングプログ

ラムに沿った、HACCP プラン作成の主要部分の説明を事例に則って行って行きます。 

 

1. HACCP チーム                              

2. 製品説明                               

3. フローダイヤグラム                           

4. 危害の分析に関する文書 

  (CCP、CL、モニタリングを含む)                          

5. 危害の発生を防止するための措置                     

6. 是正措置                               

7. 検証   

8. 一般的衛生管理等                             

  衛生管理推進施設文書 

(意図される用途の特定、フローダイヤグラムの現場確認、文書と記録等は 

省略しております。) 
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米国・ミシガン州
農務省

フードサービス業
衛生担当者用
トレーニング
プログラム

HACCPプラン
作成モデル

(6) リテールHACCP PP、ＳＳＯＰ

(7) 大量調理マニュアル とリテールHACCP

(8) リテールHACCP 作成モデル

(有)バンテージ 中野秀晃

すぐに導入できる！リテールHACCP

HACCPとは

大量生産する

工場 向けの

システムなのか?

 作業が手作業となる

厨房 には

 適応が出来ないの？

多くの食品事故
はこの分野で起
きています

リテールHACCP

すべての食材が同時に処理され、

最終メニューに沿って仕上げられます。

このため、

新しいアプローチ が必要となりました。

それが プロセスアプローチ です

今までのHACCP

一つの製品の流れに従ってハザード分析
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PPの重要性
PPの欠点

CDC報告の活用

(有)バンテージ 中野秀晃

「食中毒のリスク要因」

として

FDA によってまとめられた

『5 つの要因』

CDC報告

1、安全でない

供給者からの食品

2、不適切な加熱温度

3、不適切な保持温度

4、個人の非衛生状態

5、汚染された機械・器具

すぐに導入できる！リテールHACCP
(6)
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２時間規定

調理の「～などして」？

厚労省 食品衛生管理の手引き

(有)バンテージ 中野秀晃

調理とは ・・

「摂食しうる状態に
近くなった食品を

変形したり
他の食品を付加する、
あるいは調味を加える

などして
飲食に最も適するよに
その食品に手を加え
そのまま摂食しうる
状態にする事で、

他の仲介業者手を経る
ことなく、

直接摂食消費する目的
をもってする事」

昭和29.12.24衛食349

すぐに導入できる！リテールHACCP
(7)

食缶等への

移し変え時刻の記録

加熱工
程

冷却工程

保 冷

保冷設備への

搬入時刻、温度記録

保冷設備からの

搬出時刻の記録

冷却終了

時刻の記録

保冷設備への搬入
時刻、温度記録

調理後の食品の温度管理に係る記録の取り方について

（温かい状態で
提供される食品）

提供

（冷却過程の
あるもの）

調理終了
提供

（その他の食品）

プロセス１

調理終了 提供

調理後の食品の温度管理に係る記録の取り方
について（調理終了後提供まで30分以上を要する
場合）

（別添３）

冷却開始
時刻の記録

保冷設備からの
搬出時刻の記録

保 冷プロセス３

プロセス２ 加熱工
程
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リテール分野のHACCPの構築

HACCPプラン(例)

(有)バンテージ 中野秀晃

すぐに導入できる！リテールHACCP
（8)FDAでは

食品工場 と
リテール分野 の

HACCPシステムには、

違いがあることを
認識していました。

リテール分野 は
食品工場 とは異なり、

製品 や ライン で
定義出来ない
ことによります

リテール分野の HACCPの構築
ミシガン マニュアル

HACCPチームを組み立て

手順 １ （メニューをグループ化する）

手順 ２ （ハザード分析を実施する） 原則 1

手順 3 （CCPとCL(許容限界)を確立する) 原則 2、3

手順 4 （モニタリング手順を確立） 原則 4

手順 5 （是正措置を確立する） 原則 5

手順 6 (継続的な検証の実施 ) 原則 6

手順 7 （記録維持管理の確立する） 原則 7

手順 8 （長期的検証の実施する) Conduct Long-Term Verification
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長年現場重視で衛生コンサルティングを行ってまいりました。

さまざまな角度から、衛生管理システムの
認証取得をお手伝いさせて頂いております。

衛生管理アドバイスや従業員教育を行い、
食の安全と安心をサポートいたします。

リテールHACCP, 農水産HACCP, SQF,
ISO22000の衛生管理企画を承っております。

衛生管理システムの認証にご興味のある方は
お気軽にご相談ください。

有限会社バンテージとは

9

HACCP基準 B基準 から A基準 へ が お勧め !!

HACCP

一般衛生管理

(PP、SOP)

10
HACCPの対象となる業者は、フードチェーンを構成するすべての業者です。(基準A)

しかし、小規模事業者等 には、
比較的取り組みが容易な衛生管理に留められています。(基準B)

基準Bとは、

一般衛生管理 を基本として、取り組みが容易な
衛生管理に留めるということです。

基準Bの事業者に対しては、ハザード分析の提出は
行わなくて良いとされています。

しかし、ハザード分析 は食中毒事故などを未
然に防ぐために有効な手段です。

一般衛生管理 を導入後、ハザード分析 を実施し

A基準 へのグレードアップ は、

比較的簡単な取組です。

A 基準

B 基準

ハザード分析
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リテールHACCP講座で使用しております、

テキスト「米国ミシガン州農務省発行(フードサービス業の衛生担当者研修用トレー
ニングプログラム)」 (日本語訳)をご希望の方、下記メールまたはファックスで、

「テキスト希望、受講講座名、氏名、送り先、ご連絡先」

を明記し、ご連絡ください。

＊受講者様 税・送料込み3,000円となっております。

メール：meriken@rapid.ocn.ne.jp
niko2-naka@diary.ocn.ne.jp

FAX：０６－６３６７－５２８７

ご質問・問い合わせなどもお待ちしております(担当: 中西)
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