
米国・ミシガン州農務省 

フードサービス業 トレーニングプログラム の要点 

米国疾病管理予防センター(CDC)は多くのデーターから、毎年多くの食中毒はリテー分野で発生

していると発表しています。食中毒の 90%が発生するリテール分野では、ハザード分析が出来な

いものと考えられていました。 

それ故、この分野でのハザード分析には、従来とは異なるアプローチが求

められます。 

米国 FDA で開発された「プロセスアプローチ」を導入することにより、 

リテール分野のハザート分析が簡単に出来るようになりました。 

(FDA2006、The Process Approach is probably less complicated than Traditional HACCP) 

 

このトレーニングプログラムには、リテール分野での HACCP 原則の適用に必要な充分な情報が含

まれています。 

 

➀ プロセスアプローチ 

リテール分野において、受入れから提供までの、食品の流れのどこにハザードが潜在するかを 

推定し、決定する事は重要です。 

米国 FDA は、提供する食品の流れによって、メニューを大きく 3 つに分

類しました。そして、其々のカテゴリー毎に、ハザードとそのコントロール

方法を考えることにより効率的・効果的な HACCP 原則の導入方法を考

えました。 

これを「プロセス アプローチ」と言います。 

プロセス アプローチとは、施設内の多くの食品の流れを、いくつかの幅を持ったカテゴリーに分類

し、そのカテゴリー毎にハザード分析を実施、管理、コントロールする方法と表現することができる

でしょう。 

3 種類のプロセスすべてを持つ事業者もあるだろうし、3 種類の変化した形態を採用している事

業者もあります。自社に特有な食品プロセスの流れをまず明確にすることが、食品安全マネジメ

ント システムを開発する枠組み作りに重要です。 



 

② メニューをグループ化する 

まず、全体の作業を通して、メニューの流れを確認し、それが 

「当日サービス向けで、加熱のステップがあるか?」、 

「加熱ステップ後に冷却、再加熱が加えられているか?」、 

あるいは、「加熱工程をともなわないか?」 を確認します。 

第 2 章を参照して、プロセス 1、2、3 にメニューを整理してください。 

さらに、全メニューを見て、類似のメニュー (「熱いスープ」または「冷製サラダ」等)を 

適切にグループに分けてください。 

トレーニングプログラムの 「ワークシート」と「要約ページ」 を使って、各自の施設の作業に適用

出来るものを選び、それらをコピーし、メニューをグループ欄に記入し、順次完成させてください。 

 

③ ハザード分析を実施する 

食品安全システムの開発では、 

受入れから提供までの食品の流れの中に存在するハザードを同定

する必要があります。 

ハザードを同定することによって、CCP と許容限界 を決定し、

「ワークシート」に記入できます。 

オペレーションステップ毎に、「要約ページ」と「ワークシート」 を参考にして下さい。 

各自の施設に適用できるものを選び、それらをコピーし、メニューアイテムをメニュー品目欄に記

入し、順次完成させてください。 

リテール分野のハザード分析は、原料の受入れから提供までの食品の流れの中で、どのようなハ

ザードが発生するかを決定する事です。 
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容

限
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それは食品の流れを、三つのプロセスに分類し「プロセスアプローチ」を使うことにより簡単に実施

する事ができます。 

 

④  手順 1-8 

このトレーニングプログラムでは、 

各オペレーショナルステップに食品安全の重要な関心事項を 

取り上げています。 

各オペレーションナルステップ(Operational Step)には、 

「要約ページ(Summary)」と「ワークシート(Work Sheet)」が準備

されており、読者が食品安全ハザード管理のために使用できる様

に配慮されています。 

「要約ページ」と「ワークシート」 を使用して、ハザード分析を実施

することによって、人、機械・器具、調理方法、原材料が互いに、

どの様に影響し合っているかを理解することが出来ます。 

さらにワークシートを使うことにより、簡単に CCP と許容限界を

決定する事ができ、HACCP プランを完成する事ができます。 

 

さらに、施設内の人、機械・器具、調理法、食品が互いにどの様に

影響し合うかを、理解することが大切です。 

 

Worksheet

Summary 
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(1)プロセスアプローチ

(2)メニューのグループ化

(3) ハザート分析

(4)手順1-8

(有)バンテージ 中野秀晃

ミシガン州ガイドの要点

ミシガン州ガイドの使い方

This Guide contains 

A Short Introduction to each step

highlights important food safety concerns.

For each Operational Step

there is a Worksheet

which discuss the CCPs and Critical limits.

このガイドには、
食品の流れの中の
ステップ 毎に 作業説明 が含まれています。

ステップ 毎に、CCPとCL の説明をしています。

プロセス メニュー品目 ハザード CCP CL モニタリング 改善措置 検証 記録

プロセス
1

例
サラダ
寿司

細菌、寄生虫、
またはウイルス汚染

はい
あるいは
いいえ

プロセス
2

例
ハンバーグ
マヒマヒ

細菌、寄生虫、
またはウイルス汚染

はい
あるいは
いいえ

プロセス
3

例
スープ

細菌、寄生虫、
またはウイルス汚染

はい
あるいは
いいえ

ＳＯＰs

工程 9: 提供

ここは、
食品が消費者に届く最終の工程です。
従業員が
食品及び食品に近いところで働いていると
き、
細菌、寄生虫、ウイルスを
簡単に拡散することができ、
食品などを汚染させる。

Operational Step

CCPとCL

作業説明
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ミシガン州ガイドの要点
(1)

プロセスアプローチ

調理方法が共通 している

カテゴリー毎にハザード分析 を

実施する方法を言います。

Conducting the Hazard Analysis by using the methods 
or processes Common to a Specific Operation 
seem to work  quit well. 
This is called the “Process Approach”

Michigan Department of Agriculture

プロセス1 プロセス2 プロセス3

従来HACCP と
プロセスアプローチの相違

プロセスアプローチ
ハザート毎 に
メニューのグループ化

同じハザートなので、

防止措置は同じになる

従来HACCP
レシピ毎 に実施

プロセスアプローチ では、
プロセス(Flow of Food) に沿って、フローチャートを作成

工場HACCPとの相違
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リテール分野でHACCPを、適切に実施する為には

HACCP原則を、

若干改良(modify)

する必要がありました。

HACCP原則

リテール分野への適応時の

改正点

メニュー毎、製品毎 に

するのではなく

カテテゴリー毎 に

クループ化
して、

ハザード分析

を実施に変更

さらに、

メニューのグループ化 を実施し、

カテゴリー毎 に、

HACCPを導入する方法を考えました。

ミシガン州ガイドの要点
(2)

メニューのグループ化

List your Menu Items that belong to 
One of the Three Processes

次の３つのプロセスのどれか一つに分類する

Process 1: 調理(加熱)ステップがない食品
Food preparation with No cook step
Ready-To-Eat Food that is stored, prepared, and served.

Process 2: 即日提供する食品
Food preparation for Same day service
Food that is stored, prepared, cooked, and served.

Process 3: 複雑な食品
Complex food preparation

Food that is stored, prepared, 
cooked, cooled, reheated, hot hold, and served
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ミシガン州ガイドの要点
(3)

ハザード分析

調理方法が共通 している
カテゴリー毎 に
ハザード分析を実施する

Conducting the Hazard Analysis by 
using the methods or processes 
Common to a Specific Operation 
seem to work  quit well. 

Michigan Department of Agriculture

プロセス1 プロセス3プロセス2

調理方法が共通

By Identifying the Hazards・・

ハザード を同定する事によって・・

You will be able to Determine 

CCPs and Critical Limits

on the Worksheet.

プロセス メニュー品目 ハザード CCP C L モニ
タリ
ング

改
善
措
置

検
証

記
録

プロセス
1

サラダ
野菜サラダ
ツナサラダ

微生物的汚染

ウイルス汚染

細菌の増殖

寄生虫

ヒスタミン

シガテラあるい
は
他の毒素汚染

Yes

or

No

５℃か、それ
以下で受け取
る

承認された
供給元

水産食品
HACCP計画

適切な化学
物質の保管
および使用

プロセス
2

揚げ物 野菜、魚、肉、

焼き物 肉、魚
蒸し物 茶碗蒸し

野菜の煮物
炒め物 ハンバーグ

プロセス
3

和え物 お浸し
加熱調理 きんぴら,

ＳＯＰs １受入管理基準 ２承認供給者リスト ３化学物質リストと取扱い基準

ハザードを同定
する事によって・・

CCP
と

許容限界
を決定し、

ワークシート
に記入
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ミシガン州ガイドの要点
(4)

手順1-8

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 長期的検証

長期的な検証  Long-term verification

新しい 製品/工程/メニューの 追加 はないか?

サプライヤー、顧客、備品、または設備に 変更 はないか?

 SOP が、アップデートされているか?

 ワークシート は、アップデートされているか?

 CCPs は、有効か?

 許容限界 ハザードをコントロールするのに十分か?

 モニタリング の機器は、計画どおりに較正されていか?

10

Long-term verification
is conducted less frequently (e.g., yearly) than ongoing-verification.
It is a Review or AUDIT of the plan to determine if:

Review or Audit
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リテールHACCPを導入
したい！

有限会社バンテージでは、

HACCP導入をサポートする

「少人数のHACCPセミナー」を行っております

指導者向け 講習会 内容
13-14時 (リテールHACCP説明)
14-15時 (導入の方法)
15-16時 (質問)

集合研修 @ 15.000円 (資料代含む、消費税別) 3名まで (南森町研修所)

Web 研修 @ 10,000円 (資料代含む、消費税別) 10名まで

工場HACCP導入にも
同様に対応しております

お気軽にどうぞ !

講習会名 リテールHACCP 指導者剥け 講習会

集合 or Web

会社名

住所

(資料等送付先)

会社 ご自宅

(〇印で囲む)

ご連絡先番号 Tel :

FAX :
部署名

参加者氏名 1

参加者氏名 2

参加者氏名 3

E-mail (必須)

その他

ご要望事項

お申込み要領

・お申込みの際は、

上記お申込書をコピーし、

FAXまたは郵送にてお申込み下さい。

・受付後、セミナー開催日 打ち合わせ

の上、事前資料とご請求書 送付致し

ます。

・受講料はご請求書に記載されている

振り込み期日までにお振込みをお願い

します。

お 申 込 み 書
(本ページをコピーして御利用ください。)
お申込みは下記事項ご記入のうえ、
FAXまたは郵送により受け付けます。

FAX : 06-6367-5287
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必要事項

1、御社名、ご担当者

2、Tel or  Mail アドレス

3、お問合せ内容

上記記載の上、お送り下さい。

まずは 無料の お問合せから !!

FAX で 06-6367-5287

Mail  で niko2-naka@diary.ocn.ne.jp (中西)

〒530-0047  大阪市北区西天満3丁目6番22号
北大坂屋ビル406 (有)バンテージ宛

Web http://www.vantage-japan.com/
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