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要因の分析:Hazard Analysis）し、危害を防止しうる重要な工程 (重要管理点:Critical Control Point、加

熱殺菌や異物検出なとどの工程)を継続的に監視・記録する工程管理手法である。 

 HACCP システムの基礎として一般衛生管理基準があり、これには「施設整備に関する事項」と「衛生

作業に関する事項」がある。 

2.3.3.2.輸出認証手順 

 米国への輸出認証は大日本水産会ならびに厚生労働省が行い、厚生労働省の場合、審査は保健所を所管

する自治体長が指名する指名食品衛生監視員が行う。 

 一方 HACCP には、取引先との二者間認証や民間審査機関による第三者認証があり、第三者認証機関に

は国、地方自治体、団体、民間企業がある。すなわち認証機関が複数であるように、基準も複数ある。主

な基準を下記に紹介する。 

2.3.3.3.HACCPの種類 

ISO22000:2005： HACCP システムの原則及びコーデックス委員会が示した HACCP 適用の 7 原則 12

手順を計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Act）のサイクルを通じて継続的改善を

図るマネジメントシステムの形にした ISO 規格である。2005 年 9 月に発行され、日本品質保証

協会が認証。 

総合衛生管理製造過程： 厚生省が HACCP の考え方を取り入れてつくった食品の安全管理の認証制度

である。現在、缶詰、レトルト食品、魚肉練り製品、乳・乳製品、清涼飲料水、食肉製品がこの

認証項目となった本基準には、HACCP を行う前段階である一般衛生管理基準までも含まれてい

る。また食品衛生管理者の設置が義務づけられている。 

コーデックス委員会の基準： 全世界の HACCP の基礎となっており、いわゆる 7 原則と 12 手順が示

されている。 

対米輸出のための認証：GMP 規則を満たし、HACCP プランを作成・実施し、Sanitation Monitoring

を実施し、結果を記録するシステムを認証する。 

大日本水産会の認証； 対米向けの HACCP 認証（実績 185 社）と HACCP 支援法に基づく高度化事業

の認証（実績 25 社）を行っている。この他 HACCP 支援講習会や現地指導を行っている。 

2.3.3.4. HACCP導入コスト 

  HACCP 導入の問題はコストで、施設整備に多額の費用が必要とされている。つまり HACCP よりも

一般衛生管理基準構築に費用がかかる。また HACCP は製造品目毎にプログラグを作成する必要があり、

製造品目が多ければ運用費用がかさむことになる。 

図 43．HACCP 導入での問題点（三菱総合研究所による平成 20 年度アンケート調査；N=291） 
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(a) 食品関連事業者全体の HACCP 手法の導入時の問題点 

	 	 食品関連事業者全体において HACCP 手法の導入時の（又は導入に際して予想される）

問題点を見ると、「施設整備に多額の初期投資が必要」が 56.0％、「責任者・指導者の人材不

足」が 54.0％、「モニタリング・記録管理等の人的コストが高い」が 48.8％であった。 

一方、「特に問題点はない」が 3.1％であった。 
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41.6

33.7

27.1
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施設整備に多額の初期投資が必要

責任者・指導者の人材不足

モニタリング・記録管理等の人的コスト

が高い

従業員の訓練が行き届かない

施設のランニングコストが大きくなり、

資金回収が困難

HACCP 手法を導入するまでの手続き

に手間がかかる

導入時のコストの回収が困難

HACCP 手法による管理の手順が複雑

その他

特に問題点はない

％

図 4-10	 食品関連事業者全体の HACCP 手法の導入時の問題点（N=291） 
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図 44．HACCP 導入コスト（三菱総合研究所による平成 20 年度アンケート調査） 

 

図 45．HACCP 運用コスト（三菱総合研究所による平成 20 年度アンケート調査） 

 

2.3.3.5. 経費の削減対策 

 よく言われることだが、「HACCP では施設整備に金がかかると言うが、外国では古い設備のまま HACCP

を実施しているところもある。施設整備できなければ毎日の運用でカバーすれば良い」 また一方で「し

っかりした施設整備を行えば HACCP の運用が楽になる」 つまり施設整備と運用にはトレードオフに似

た関係がある。どちらを選ぶかは事業者が決めることである。また認証申請を進めるにあたっては、コン

サルタントの指導に従っておこなうことになるが、コンサルタントの言いなりになるのではなく、自らの

ポリシーをしっかりと伝えることが大事である。 

 経費節減が進んでいるのは菓子業界のようで、「低コストでの導入と HACCP の導入事例（PDF）」が出

ている。そのうちで最も経費のかかる（汚染区域と清浄区域を仕切る）ゾーニングの問題に事例集は切り

込んでいる。 

 すなわち； 

 ISO22000 の技術仕様書の「物理的な隔離の 例には壁、若しくは仕切り壁、柵、又はリスクを最小にす

るための十分な距離を含む」を根拠に、カーテンやチェインによる仕切り事例を紹介している。 

  

2.3.3.6. 経費対策 

 様々な支援策があるので、これらを利用して HACCP に取り組むことになる。 

＊ 「HACCP 対応のための水産加工・流通施設の改修支援事業」の利用 

 

27 

 

(8) HACCP 手法の導入及び年間運用コスト（問 2− 8） 

HACCP 手法を導入（又は導入を検討）している企業を対象として、導入コスト（又は導

入に要すると考えられるコスト）及び年間運用コスト（又は運用に要すると考えられるコス

ト）について質問した。以下にその回答結果について記述する。 

(a) 導入コスト（問 2− 8− 1） 

	  HACCP 手法の導入コスト（又は導入に要すると考えられるコスト）を見ると、「300 万円

～1,000 万円」が 28.1％、「1,000 万円～5,000 万円」が 20.8％、「100 万円～300 万円」が 16.8％

であった。 

28.1 5.516.1 10.6 16.8 20.8

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

導入コスト

５０万円未満 ５０万円以上  ～  １００万円未満

１００万円以上  ～  ３００万円未満 ３００万円以上  ～  １０００万円未満

１０００万円以上  ～  ５０００万円未満 ５０００万円以上  ～  １億円未満

１億円以上
 

図 4-22	  HACCP 手法の導入コスト（N=274） 

 

(b) 年間運用コスト（問 2− 8− 2） 

	  HACCP 手法の年間運用コスト（又は運用に要すると考えられるコスト）を見ると、「100

万円～300 万円」が 24.8％、「300 万円以上～1,000 万円」が 24.4％、「50 万円未満」が 23.3％

であった。 
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24.423.3 20.4 24.8 5.9

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運用コスト

（年間）

５０万円未満 ５０万円以上  ～  １００万円未満

１００万円以上  ～  ３００万円未満 ３００万円以上  ～  １０００万円未満

１０００万円以上  ～  ５０００万円未満 ５０００万円以上  ～  １億円未満
 

図 4-23	  HACCP 手法の年間運用コスト（N=270） 

 

(9) HACCP 手法以外に導入している管理システム（問 2− 9） 

対象事業者において、衛生管理、品質管理に関連する HACCP 手法以外の管理システムの

導入状況について質問した。以下にその回答結果について、次の分類に従って記述する。 

・	  食品関連事業者全体 

・	  業態別 

・	  取扱い製品別 

・	  売上規模別 

 

(a) 食品関連事業者全体の HACCP 手法以外に導入している管理システム 

	  	  衛生管理、品質管理に関連してHACCP 手法以外に導入している管理システムを見ると、

「ISO9001」が 21.4％、「諸外国の規格・基準」が 4.6％、「ISO22005」が 2.1％であった。 

一方で「特に導入していない」が 62.6％であった。 

21.4

4.6

2.1

12.1

62.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

ISO9001

諸外国の規格・基準

ISO22005

その他

特に導入していない

％

 

図 4-24	  食品関連事業者全体の HACCP 手法以外に導入している管理システム（N=289） 
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半額補助（補助金は 3 億〜500 万円の間、実行期間は１年（最大 2 年度にわたることも可；財政法

第 14 条）；24 年度と 25 年度に実施実績がある。 

26 年度予算で 10 億円が、補正予算で 25 億円が計上されている。 

＊ 国産水産物流通促進センターが主催する「品質・衛生管理に係る現地指導」の利用 

計 2 回の現地指導。経費は当センターが半額補助する。25 年度公募開始実績は６月 20 日 

＊ 国産水産物流通促進センター が主催する「水産加工場における「一般的衛生管理講習会」」の利用 

希望地での開催。半日の講習。経費負担はゼロ。25 年度公募開始実績は６月 20 日 

＊ 国産水産物流通促進センターが主催する「HACCP 研修会(3 日間)」の利用 

希望地での開催。半日の講習。25 年度公募開始実績は６月 20 日 

＊ 「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法」（HACCP 支援法）に基づく事業計画を指定

認定事業者（具体的には大日本水産会）から認定されれば、日本政策金融公庫の融資が受けられる。 

償還期限 :15 年以内(据置期間 3 年以内)  2. 融資限度額 :事業費の 80%または 20 億円の内の低い額 

3. 年利:HACCP 対応に必要な施設（2.7 億円まで 1.05%；2.7 億円超 1.20% 生産施設 1.20%） 

注；HACCP 支援法は改正を経て平成 35 年まで継続。改正 HACCP 支援法では一般衛生管理基準を

構築するだけでも融資が受けられるようになった。実際の施行は平成 26 年度から。 

 

2.3.3.7.HACCP認証の流れ 

 はじめに認証機関を決めるが、以降の流れは HACCP 認証協会によれば次の様な流れになる。 

 

 

図 46．HACCP 導入の流れ（HACCP 認証協会） 

 

表8．HACCP認証協会が紹介するHACCP導入の流れ 

1ヶ月目 HACCPとは、HACCPの歴史、なぜ今HACCPなのか。HACCPの利点、HACCPの導入の仕方 

2ヶ月目 一般的衛生プログラム（衛生の基礎）勉強会 

3ヶ月目 SOP（標準作業手順書）の作成、認定製品の製造手順書; 洗浄の仕方、器具の使用方法、着衣の洗浄など 

4ヶ月目 SSOP（衛生標準作業手順書）の作成; いつ、誰が、どこで、どのように作業し、記録するのかの手順書作成 

5ヶ月目 HACCPプランの作成; 危害を分析して重要な管理点を見せ、管理方法と管理基準を造る 

6ヶ月目 HACCP規定集、記録集フォームの作成； 原材料の購買、入荷、下処理等、工程全部の管理と記録の文書化 

7ヶ月目 クレーム処理対応手順書、リコールの手順書、検査マニュアル 

8ヶ月目 HACCPマニュアルの作成 

9ヶ月目 会社の考え方、代表のコミットメント、会社の経営方針、HACCPに対する取り組み；品質目標、HACCP導入宣言 

10ヶ月目 MSDS（製品安全データシート）の作成；全製品仕様書、供給者仕様書の作成 

11ヶ月目 HACCP認定取得（事前審査）；コンサルティングによる事前審査、内部監査の方法；指摘事項の是正処理、改善 

12ヶ月目 HACCP認証取得（本審査）；審査に当たっての注意事項、直前の是正処；HACCP認証協会より審査来社 

 

 また大日本水産会が示す HACCP 導入の流れは次の通りである。 
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図 48．HACCP 導入の流れ（大日本水産会） 

 

2.3.3.8. HACCPプラン造り 

 HACCP では製品毎の HACCP プランを作り実施するが、必須の手順は下記の通りである。 

 

表 9．コーデックス委員会が定めた 12 の手順 

手順 1：HACCPチームを編成する  

手順 2：製品の特徴を確認する  

手順 3：製品の使用方法を確認する  

手順 4：製造工程一覧図、施設の図面及び標準作業書の作成  

手順 5：製造工程一覧図の現場での確認  

手順 6：危害要因を分析する 

 

 

 （原則 1）  

手順 7：重要管理点（CCP）を設定する                           （原則 2）  

手順 8：管理基準を設定する                                       （原則 3）  

手順 9：測定方法（モニタリング）を設定する     

             （原則 4）  

手順 10：改善措置を設定する                   
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 （原則 5）  

手順 11：検証方法を設定                   

             （原則 6）  

手順 12：記録の維持管理                       

 （原則 7） 

        

HACCP チームリーダー； 経営資源（人・もの・金）の配分を見直す場合があるので、権限と実行力の

ある人が適任。 

製品の特徴と使用方法； 毒を持っていることの他には、生鮮で出荷するのか凍結で出荷するのかで、製

品の特徴が変わってくる。また生食か加熱調理後に喫食するのかがポイント。 

危害要因； フグ毒の他に腐敗を含めるのか？ 

重要管理点； 種判定、捌き工程が重要管理点になる。 

管理基準・測定方法（記録）； 種が正しく判定されているか、有毒部位が除去されているか、交差汚染は

ないかなど、判定と捌きの正確さをどう判定し、記録するのか。ビデオによる記録などを考える

のだろうと思われる。 

なお対米輸出の認証を受けるには次の指示に従わなければならない。 

 

表 10．HACCP プラン作りで盛り込むべきこと 

ア (１)に従って危害分析を行った結果、各々の水産食品毎にコントロールしなければならない特定された起こりうる可能性の

ある食品衛生上の危害を列挙すること。危害としては、次のような範囲のものについて、検討すること。 

 (ア) 自然毒 

 (イ) 微生物 

 (ウ) 化学物質 

 (エ) 農薬 

 (オ) 動物用医薬品 

 (カ) ヒスタミン 

 (キ) 寄生虫（生食用として販売する場合に限る。） 

 (ク) 食品添加物の不適切な使用 

 (ケ) 物理的危害 

イ 特定された各々の食品衛生上の危害に対する次のものを満たす重要管理点を特定すること。 

 (ア) 食品の搬入後、加工施設内における食品衛生上の危害の発生をコントロールするために設定された重要管理点 

 (イ) 食品の当該施設への搬入前（漁獲時を含む。）及び搬入時に起こり、当該施設に持ち込まれる可能性がある全て

の食品衛生上の危害の発生をコントロールするために設定された重要管理点 

ウ 各々の重要管理点には、管理基準が設定されていること。 

エ 管理基準に適合していることを確認するため、モニタリングに用いられる手順（担当者、作業内容等）及び頻度が設定され

ていること。 

オ 重要管理点において、管理基準からの逸脱に対応して実施される改善措置計画が設定されていること。 

カ 検証の方法及び頻度が設定されていること。 

キ 重要管理点のモニタリング結果の記録を維持管理するシステムが設けられていること。 

ク このモニタリングの記録には、モニタリングによって得られた正確な数値、観察結果及び実施担当者が含まれていること。 

 

2.3.3.9. 対米輸出認証の流れ 

１．申請： 都道府県等衛生主管部（局）長宛に「施設認定申請書」と関係資料を提出する。  

２．書類審査・現地調査： 都道府県等衛生主管部（局）長は、指名食品衛生監視員に書類審査を行わせ

るとともに、問題がないと判断した場合には、当該施設の現地調査を行わせる。 

３．認定： 都道府県等衛生主管部（局）長は、認定要件を満たしていることを認めた場合は、その旨を

当該施設がある地域を所管する地方厚生局に所定の様式の書類により示し、地方厚生局の了解を

得た上で、当該施設を認定施設として別紙様式３の施設認定書（和文）により、認定番号を付し

て認定する。 
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４．報告： 都道府県等衛生主管部（局）長は、施設認定書を発行した場合は、所定の施設認定書発行報

告書により地方厚生局に報告する。 

 

2.3.3.10. 衛生管理基準への対応 

 HACCP 認証で経費がかかるのは一般衛生管理基準だが、米国への水産物輸出認証に必要な衛生管理基準

（厚生労働省ホームページ）を下記に示す。 

 
表 11. 施設及びその周囲 

１．施設の周囲 

 加工者は、食品等の汚染及びそ族昆虫の誘因、繁殖・定着を防ぐため、施設の周囲に対し、次の措置を講じること。 

ア 装置・機械器具は適切に保管し、不要物及び廃棄物は定期的に施設外へ排出すること。 

イ 施設周囲の植栽は、伸びたまま放置しないこと。 

ウ 
施設周囲の道路、建物の出入り口は、塵埃及び水たまりを避けるため、適切な勾配を有し、舗装されていること。また、
穴、舗装の亀裂等の有無を定期的に点検し、補修すること。 

エ 
排水溝は、排水の漏出による食品の汚染、靴を介した汚染及びそ族昆虫の繁殖を防ぐため、定期的に清掃、補修を行い、

常に排水が良好に行われる状態を維持すること。 

オ 廃棄物の処理及び処分は、食品がむき出しになっている区域における汚染源を作らないよう適切に行うこと。 

カ 
当該施設の隣接地に対して、当該施設の加工者の管理が及ばない場合であって、それによりアからオの状態が維持され

ていない場合は、点検を実施し駆除その他必要な措置を講じること。 

２．施設の構造設備 

ア 
製品取扱い区域は、製造量に応じた広さを有し、衛生的な食品製造等が可能となるような、また、清掃、洗浄及び殺菌

が効果的に行えるような構造及び十分な広さを有し、機械器具の設置をし、原材料保管設備を確保すること。 

イ 
微生物、化学薬剤、汚物、その他の異物による食品等の汚染の可能性を最小限におさえるため、仕切、空気の流れ、封
鎖系の導入、その他の方法による製品取扱い区域の効果的な区画を行うか、もしくは、食品毎の取扱いの時間差を設け、

衛生的に取り扱うこと。 

ウ 床、壁、天井は適切に洗浄が行え、食品の汚染源とならないよう清潔で良好な状態が保たれるような構造であること。 

エ 建物、構造物、ダクト、パイプからのドリップ又は結露により、食品等を汚染させないような構造であること。 

オ 
機械器具と壁の間の通路及び作業スペースは、従事者が作業を実施でき、かつ食品、食品に直接接触する機械器具の表

面を作業服又は従事者自らが汚染することのないよう、障害物が無く、適切な幅を有していること。 

カ 
手洗い設備、更衣室、便所、食品の検査及び検品を行うすべての場所、加工、保管場所、並びに設備・機械器具の洗浄
を行う場所は、自然光又は人工光により十分な照度が得られていること。 

キ 食品がむき出しになる製品取扱い区域の照明装置には、ガラスの破片の飛散防止のための設備が設けられていること。 

ク 
臭気、有害な煙または蒸気が食品を汚染するおそれのある区域には、それらを最小限にするための適切な装置が設けら

れていること。 

ケ 外部と通じているドア、出入り口及び開放できる窓には、そ族昆虫の侵入を防止するための設備が設けられていること。 

  給水設備 

ア 給水設備は加工等の作業に適したもので、かつ適切な給水源から水を得ていること。 

イ 食品等に接触する水は飲用適のものであること。 

ウ 
食品の製造・加工のための機械器具及び容器包装の洗浄並びに従事者の手洗い設備等への給水は、それぞれ適切な温度

と必要な圧力のもとで行うこと。 

エ 施設内の必要とされる箇所に十分な量の水を給水できること。 

排水設備 

 配管は次の要件を満たすもので、かつ適当な大きさ及び構造で、適切に配置され、さらに保守点検されていること。 

ア 施設内から汚水、廃液を適切に搬出できること。 

イ 食品、給水設備及び機械器具の汚染源となるものでなく、かつ不衛生な状態をもたらすものでないこと。 

ウ 

床を流水を用いて洗浄する場所及び通常の作業において水又はその他の廃液を排出する場所のすべての床には、適切な

排水設備が設けられていること。この場合、水を排出する設備及び機械器具の排水口と床の排水溝は、ホース等により
接続する等により、床の排水の跳ね上がりによる食品の汚染を防ぐために必要な措置が講じられていること。 

エ 
汚水、排水の配管システムからの逆流がないものであること。また、汚水、排水の配管システムと食品用又は食品製造

に用いる水の配管システムの間に接合部がないこと。 

下水管理 

 汚水は適切な排水装置又はその他の適切な方法により排出すること。 

便所 

ア 衛生的な状態を保てるものであること。 

イ 常に良好な補修状態を維持されていること。 

ウ 自閉式のドアが設けられていること。 

エ 
食品がむき出しになっている区域に直接面する位置に出入り口を設けないこと。ただし、２重扉、陽圧の空気のフロー

等汚染を防止する措置が講じられている場合はこの限りではない。 

手洗い設備 

 次の要件を満たし、適当な温度の流水が供給される手洗い設備が、利用に便利な位置に設けられていること。 
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ア 
施設内で従事者が手指の洗浄消毒を行う必要がある箇所には、手洗い設備と必要に応じ消毒設備が設けられているこ
と。 

イ 従事者は規定された方法に従い、手指の洗浄又は洗浄消毒を行うこと。 

ウ 手洗い設備には、使い捨てのペーパータオル又は適切な手指を乾燥させる装置が設けられていること。 

エ 給水栓の蛇口は、洗浄した手指を再汚染しないよう、手を使わずに操作できるものであること。 

オ 
施設内の必要かつ見やすいところに、製造中の食品等を取扱う従事者は作業開始時、中断後の再開時及び手を汚染した

都度、手指の洗浄さらには必要に応じ消毒する必要がある旨を指示した掲示が設けられていること。 

カ 食品の汚染を防止する構造で、蓋のないごみ箱が設けられていること。 

廃棄物の管理 

 塵埃及び廃棄物は悪臭の発生を最小限に止め、害虫の誘引、繁殖又は生息場所とならないよう、食品等、土壌及び使用水の

供給源を汚染しないように、運搬、保管、廃棄すること。 

設備及び機械器具 

ア 施設内の設備及び機械器具は適切に洗浄、保守点検が行える構造及び材質であること。 

イ 

施設内の設備及び機械器具は、使用により食品中に潤滑油、燃料、金属片、汚水、その他の汚染物が混入しない構造で

あること。 

ウ 施設内の設備及び機械器具は、設備及び機械器具並びにその周囲を適切に洗浄できるよう据付け、管理すること。 

エ 接触面は耐腐食性、無毒で、使用する洗剤・殺菌剤に対し耐えうる材質であること。 

オ 接触面は、いかなるものからの汚染を防げるよう管理すること。 

食品に直接接触する機械器具表面の衛生管理 

 接触面の接合部は、滑らかな接合が維持されるよう保守管理し、食品の残査、有機物等の付着を防止し、微生物の発育する

機会を最小限にすること。 

食品に直接接触しない機械器具の衛生管理 

 食品製造施設内の機械器具であって、食品に直接接触しない機械器具は、衛生的な状態が維持できるような構造であること。 

保管、運搬及び製造システム 

 保管、搬送及び製造システム（自然落下式、空気圧送式、密閉式、自動式を含む）は、衛生的な状態が維持できるような構

造であること。 

冷蔵及び冷凍設備 

 微生物が増殖するおそれのある食品を保管する冷蔵庫、冷凍庫には、指示温度計または自記温度計を設け、庫内の温度を正

確に把握できるようにすること。また、自動温度調節装置を備えるか又は大幅に温度変化した時に、手動での温度調節を指示

するための自動警報装置が備えられていることが望ましい。 

工程管理モニタリング装置 

ア 

温度、pH、酸度、水分活性、その他食品中の有害微生物の発育防止に関与する因子を測定し、管理し、記録し、又は調

節する装置は、正確で、かつ適切に保守点検（校正を含む）されていること。 

イ これらの装置は、使用目的にあった数量が確保されていること。 

圧縮空気/気体 

 機械的に食品に注入したり、接触面の清掃用に使用する圧縮空気、その他の気体は、使用が認められている食品添加物以外

の化学薬剤等が混入しないような措置が講じられていること 

 

 

表 12. 健康管理 

ア 加工者は、従事者に対し、定期的に健康診断、検便を行わせることにより、保菌者又は疾病にり患した従事者が水産食品

の製造に携わることのないよう、必要な措置を講じること。 

イ 感染症等が原因の発疹、外傷等微生物の汚染源となり、接触面または容器包装を汚染するおそれのある異常を有する従事

者は、症状が改善されるまで施設内で汚染をもたらすような作業に従事させないこと。 

ウ 従事者がイのような健康状態に陥った場合は、速やかに加工者に報告するよう、従事者を指導すること。 

清潔保持 

ア 食品、接触面または容器包装(以下「食品等」という。)と直接接触する製品取扱い区域内（以下「製品取扱い区域」とい

う。）で作業する従事者は、次の事項を遵守し、食品等が汚染されないよう必要な措置を講じ、適切な衛生水準の維持に

努めること。 

 (ア) 従事者は適切で清潔な作業着を着用し、身体を清潔に保ち、衛生的に作業を行うこと。 

(イ) 従事者は、作業開始前、作業中断後の再開時及び手が汚染された時に、予め規定された方法により、適切に手指

を洗浄殺菌すること。 

(ウ) 従事者は指輪、イヤリング等の貴金属、装飾品を身に付けないこと。 

(エ) 従事者が手袋を着用する場合は、清潔で衛生的な手袋を用いること。なお、手袋は不浸透性材質でできているこ

とが望ましいこと。 

(オ) 従事者は毛髪を完全に覆う帽子、ヘアーネット、あごひげカバー等を着用すること。 

(カ) 従事者は、食品がむき出しに露出している場所及び機械器具を洗浄する場所以外の指定された場所に、衣服又は
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私物を保管すること。 

(キ) 従事者は、食品がむき出しとなっている区域に用いる機械器具を洗浄する区域においては喫煙、飲食（水を除く）、

放たんを行わないこと。 

(ク) 従事者は、汗、毛髪、化粧品、化学薬剤等による食品等への汚染を防ぐため、必要な措置を講じること。 

教育訓練 

ア 従事者は、食品等の衛生的な取扱い方法及び食品等の汚染の防止方法について適切な訓練を受け、正しく理解しているこ

と。 

衛生管理責任者の設置 

ア 加工者は、従事者の中から、衛生管理に関する責任者(以下「衛生管理責任者」という。)を定め、別添１一般的衛生管理

基準を遵守させること。 

イ 衛生管理責任者は、適切な教育訓練を受けるか又は経験により、衛生的で安全な食品を製造加工するための必要な能力が

あり、衛生上の欠陥や汚染源を見分け、従事者を指導する立場にあること。 

施設設備に適用される一般的衛生管理 

保守点検全般 

ア 建物、設備、機械器具は衛生的な状態を保ち、食品の汚染を防ぐのに十分な保守点検が行われていること。 

イ 食品と直接接触する機械器具または容器包装の洗浄殺菌は、食品等への汚染を防ぐように実施すること。 

洗剤、殺菌に用いる化学薬剤等有害物質の保管 

ア 洗浄殺菌作業に用いる洗剤、殺菌剤等の化学薬剤は、有害微生物を含まないもので、使用条件において安全で適切なもの

であること。この要件を満たしていることを確認するため、納入者の保証書又は証明書の添付された薬剤を購入するか、

または汚染について検査した上で購入すること。食品を加工している施設又は食品がむき出しになっている施設において

は、次の化学薬剤のみ使用できるものであること。 

 (ア) 清潔で衛生的な状態を保つのに必要なものであること 

(イ) 試験検査に必要なものであること 

(ウ) 施設、設備、機械器具の保守点検及び作業に必要なものであること 

(エ) 施設における加工上必要なものであること 

イ 全ての化学薬剤及び殺虫剤は、食品等の汚染を防ぐため、名称を明記し、保管すること。その入手、使用、保管に当たっ

ては、関連法令も遵守すること。 

有害動物の防除 

ア 加工する施設においては、いかなる場所にも有害動物が存在してはならないこと。番犬及び盲導犬は、食品等を汚染する

おそれがなければ、特定の場所に入れることができるものであること。 

イ 製品取扱区域から有害動物を排除し、それによる食品の汚染を防止するため、効果的な手段を講じること。殺虫剤、殺鼠

剤の使用は、食品等を汚染しないような予防及び制限が行われている場合に限り、認められること。 

接触面の衛生管理 

ア 接触面は、食品の汚染を防止するため、必要な限り頻繁に洗浄すること。 

イ 特に、乾燥している食品(固形、粉状等の食品)を製造又は保管する場合、接触面を使用前に乾燥させ、衛生的な状態にす

ること。ただし、水を用いて洗浄する場合は、殺菌後、完全に乾燥させ、清潔にすること。 

ウ 乾燥している食品以外の食品(液状等の食品)を加工する場合、使用前、休憩後作業再開直前及び汚染された可能性のある

場合に、食品への微生物汚染を防ぐため、接触面を洗浄、殺菌すること。 

エ 加工の際に機械器具を連続して使用する場合、当該機械器具の接触面を必要に応じて頻繁に洗浄、殺菌すること。 

オ 加工施設で使用する設備、機械器具の食品と直接接触しない面については、食品の汚染防止のため、必要な頻度で洗浄す

ること。 

カ 使い捨ての用具（一回限り使用する機械器具、紙コップ、紙タオル等）は、適当な容器に入れて保管し、食品等の汚染を

防止するよう取扱い、使用後は廃棄すること。 

キ 洗浄剤及び殺菌剤は設備、機械器具を清潔に保ち、消毒でき、適切で安全なものを使用し、規定された使用条件に基づき、

使用すること。 

洗浄済みの可動機械器具の保管及び取扱い 

接触面は洗浄消毒後、汚染されない場所に汚染を防ぐ方法で保管すること。 

製造工程の管理（食品等の衛生的取扱い） 

総論 

ア 食品の受入、検査、運搬、不適合品等の仕分け、前処理、製造、包装、保管は適切かつ、衛生的に行うこと。 

イ 食品が食用として適するよう、また、食品の容器包装が安全で適切であることを保証するため、適正な衛生管理を行うこ

と。 

ウ 施設には、１の（４）により、その規模に応じ一人以上の施設内の総合的な衛生管理責任者を設置し、当該者の監督のも

と、衛生管理を実施すること。 

エ  考えられる限りの汚染防止策を講じること。 

オ 衛生管理の不備、汚染原因の究明が必要な場合は、理化学検査、微生物学的検査、異物検査を行うこと。 

カ 汚染された食品は廃棄するか、許容できる場合は処理加工して汚染を除去すること。 
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原材料 

ア 原材料は清潔で製造加工に適していることを保証するため、検査し、不適合品等を仕分けし、または必要な措置を行うこ

と。また、検査に合格したもののみを使用し、使用するまでの間、汚染を防止し、かつ変質を最小限に抑えられる条件で

保管すること。 

イ 生鮮の原料は、必要に応じ、土壌その他の汚染物を除去するため、洗浄すること。 

ウ 食品の洗浄、すすぎ、運搬用に用いる使用水は飲用適の水であること。又、食品の微生物汚染のレベルを悪化させない限

りは、食品の洗浄、すすぎ、運搬用に水を再使用しても差し支えないこと。 

エ 食品の汚染、変質につながる影響がないことを確認するため、原材料を収めた容器包装、通い箱等は、受入時に検査する

こと。 

オ 原材料は食中毒その他飲食に起因する疾病を起こすレベルの微生物を含まないこと、または殺菌されていること、もしく

は原材料が食中毒その他飲食に起因する疾病を起こすレベルの微生物を含まないような製造加工方法で一次加工処理さ

れていること。原材料の供給者による保証又は供給者が発行する証明書等により、この要件を満たすことを確認した上で

原材料を購入すること。 

カ アフラトキシン及びその他の自然毒の汚染の可能性のある原材料は、最終製品に含まれる時には、自然毒に関する FDA

の規則、指針等に適合したものであること。原材料の供給者による保証、供給者が発行する証明書又は試験検査により確

認する等により、この要件を満たすことを確認した上で原材料を購入すること。 

キ 害動物、有害微生物、異物による汚染が疑われる原材料又は再生品を製造に用いる場合、当該原材料等は FDA の規則、指

針等に適合したものであること。 

ク 原材料又は再生品は、バルクか又は汚染を防止できる構造の容器にいれ、変質を最小限に抑える上で最適の温度及び湿度

条件で保管すること。 

ケ 冷凍の原材料は、凍結状態で保管すること。使用前に解凍が必要な場合は、汚染及び変質を最小限に抑える条件で行うこ

と。 

コ 液体又は乾燥しているもので、バルクの形態で保管される原材料は、汚染を防止するように保管すること。 

製造における作業 

ア 機械器具及び最終製品を入れる容器包装は、必要に応じ適切な洗浄消毒を行い、適切な状態を維持すること。また、機械

器具は必要に応じ、分解して洗浄殺菌すること。 

イ 包装、保管を含むすべての製造加工工程は、微生物の増殖及び食品の変質又は汚染の可能性を最小限に抑えるために必要

な条件で管理すること。この要件を満たすことを確認する方法として、機械の故障、加工時間の遅延、温度の過不足等の

条件が食品の変質等に影響がないかどうかを確認するため、温度、時間、湿度、水分活性、pH、圧力、流速等の計測作業

及び冷凍、脱水、乾燥、加熱、酸化、冷蔵等の製造作業をモニタリングすること。 

ウ 有害微生物、特に公衆衛生上重要な微生物が急速に増殖しやすい食品は、変質等を防止するため、次のいずれかの方法で

保管すること。 

 (ア) 冷蔵保管する食品は 7.2℃以下 

(イ) 冷凍食品は冷凍状態 

(ウ) 加温食品は 60℃以上 

(エ) 中温性細菌を死滅させるため加熱処理を行った酸性化食品であって、密封性のある容器包装にいれられたものは

常温 

エ 有害微生物、特に公衆衛生上重要な微生物を死滅又は増殖を防止するため、殺菌、放射線照射、殺菌、凍結、冷蔵、pH

の調整、水分活性の調整等の措置を行う場合は、食品の製造、取り扱い、流通過程において食品が汚染及び変質しないよ

う、適切な条件で行うこと。 

オ 製造過程にある中間製品は汚染を防ぐように取扱うこと。 

カ 最終製品が原材料及び返品から汚染されないよう効果的な措置を講じること。原材料及び返品が隔離されていなかった

り、蓋のある密閉された容器にいれられていないため、これらの取扱いにより最終製品を汚染する可能性がある場合は、

受入場所、搬入又は搬出場所において同時に取扱わないこと。コンベアーで移送される食品には、汚染を防止するための

必要な措置が講じられていること。 

キ 原材料、製造過程にある中間製品、再生品、製品の移送、保管又は貯蔵に用いる機械器具、容器包装は、製造、保管中に

汚染を防げるような構造のものであり、かつ、汚染を防ぐように操作し、維持管理すること。 

ク 金属その他の異物が食品に混入しないよう有効な措置を講じること。この要件を満たすため、篩、トラップ、マグネット、

金属探知器その他の効果的な方法を用いること。 

ケ 汚染又は変質した食品及び原材料は、他の食品への汚染を防止できる方法で廃棄すること。汚染された食品の再処理が可

能である場合は、有効性が保証できる方法で再処理し、他の製品に混合する前に、再検査等により、汚染又は変質してい

ないことを確認すること。 

コ 洗浄、剥皮、細切、選別、検査、擂潰、脱水、冷却、乾燥、成形等機械により実施する加工工程において、食品へ結露、

排水等が滴下、落下、混入して食品を汚染することを防止するため必要な措置を講じること。また、接触面は適切に洗浄

殺菌するとともに、各製造段階において、適切な温度及び時間の管理を行うこと。 

サ 食品の前処理にヒートブランチングが必要な場合は、必要な温度で、必要な時間保持した上で、速やかに冷却するか、あ

るいは遅滞なく次の工程に移行することが望ましいこと。また、適切な作業温度、定期的な洗浄により、ブランチングす

る設備内での高温性微生物の増殖及び汚染が防止されていることが望ましいこと。 
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シ 溶き粉、パン粉、ソース、煮汁、ドレッシング、その他これらに類するものは、次のいずれかもしくは複数の汚染を防止

する効果的な方法で処理保管すること。 

(ア) 汚染のない原材料を使用すること。 

(イ) 可能であれば、適切な加熱を実施すること。 

(ウ) 適切な温度/時間の管理を行うこと。 

(エ) 結露、排水等の滴下、落下、混入による汚染を防ぐため、適切な物理的汚染防御物を設けること。 

(オ) 製造中適切な温度に冷却すること。 

(カ) 微生物の増殖を防ぐため、バッター液等は定期的に廃棄すること。 

ス 充填、詰め合わせ、包装その他の作業は次のような効果的な措置を講じ、汚染を防ぐような方法で実施すること。 

(ア) 重要管理点を特定し、製造過程で管理する衛生管理手法を採用すること。 

(イ) 接触面及び容器包装を適切に洗浄殺菌すること。 

(ウ) 成分規格に適合した衛生的で安全な包装資材を用いること。 

(エ) 特に空気汚染に対する物理的な防除策を講じること。 

(オ) 衛生に関する取扱い手順を用いること。 

セ ドライミックス、ナッツ等乾燥している食品で、水分活性の管理等により有害微生物の増殖を防止している食品は、次の

ような効果的な措置を講じ、適切な水分含量になるよう加工・保管すること。 

(ア) 食品の水分活性のモニタリング 

(イ) 最終製品中の可溶性固形分と水分の比率の管理 

(ウ) 最終製品が不適切に水分を吸収することを防止するための措置 

ソ 酸性化食品等 pHの調整により有害微生物の増殖を防止している食品は、次のような効果的な措置を講じ、pH を 4.6以下

に保持すること。 

(ア) 原材料、中間製品、最終製品中の pHの測定 

(イ) 食品に添加する酸及び酸性化食品の量の管理 

タ 食品に接触する氷は、飲用適の水から製造したもので、かつ本基準に準じて製造したものであること。 

チ 食品の製造に用いる機械器具を使用して、家畜等用の飼料及び非食用製品を製造してはならないこと。ただし、食品への

汚染の可能性がない場合にはこの限りではない。 

保管及び出荷 

 最終製品の保管、輸送は食品への物理的、化学的、及び微生物学的汚染を防止し、食品及び容器の変質及び汚染を防止する

ような条件で行うこと。 



~ 68 ~ 

４ －２  マレーシア市場調査 

下関市立大学 教授 濱田 英嗣 

(1) 概要 

1.1 はじめに 

 2 月 11 日～17 日の 7 日間、マレーシアにおける下関フグ輸出の可能性を探るため、ジョ

ホールバルおよびクアラルンプールを訪問し、現地の関係機関、料理店さらにスーパーを

中心に視察及び聞き取り調査を実施した。以下、その成果を報告する。 

1.2 出張者：松村久・下関唐戸魚市場株式会社会長、吉田典生・下関唐戸魚市場仲卸協同組

合ふく部会長、高崎博司・NPO 法人やまぐち食農連携推進研究会専務理事、

江端一成・一般社団法人食品需給センター研究員、田畑則子・株式会社

Adventure JAPAN 代表取締役、濱田英嗣・下関市立大学教授 

1.3 日程：平成 26 年 2 月 11 日～17 日 

  2 月 12 日：2 月 11 日羽田発深夜便でシンガポールチャンギ空港早朝到着/ 

 産地市場見学後、遠洋海産有限公司訪問 

マレーアシア入り(ジョホールバル)→ 

ショッピングモール「シティスクエア」（ジョホールバル）見学 

→イスカンダル開発局 

在ジョホール日本総領事館 

 日本食レストラン「月」 

  2 月 13 日：ジョホールバルから高速道路でクアラルンプール入り 

マレーシア水産庁  

  2 月 14 日：早朝、スラヤン卸売市場視察 

JETRO クアラルンプール 

料理店「天」での下関フグ PR、デモンストレーションによる聞き取り調査 

ローカルシーフード屋台 視察 

  2 月 15 日：中華系レストラン「茶王之家」(トラフグ試作品鑑賞) 

 ショッピングモール「スンガイ・ワン」(中華系)視察 

高級料理店「勘八」視察 

2 月 16 日：1Utama(ダマンサラ地区)イオン水産売場視察 

鮮屋パブリカ店視察 

中華系活魚レストラン「サウスシー」視察 

伊勢丹(下関フグ PR、デモンストレーション及びアンケート調査) 

KLIA 発成田空港行 

  2 月 17 日：6:40 成田着 
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(2) マレーシアにおけるフグ輸出の可能性とその根拠 

 マレーシアへの下関フグ輸出の可能性は高い。というよりも、後述のとおり、下関フグで

はないが、すでにミガキフグ(トラフグの毒部位全て取り除き、可食部のみに下処理されたフグ、以

下ミガキフグと略)が、マレーシア向けに少量、定期的に輸出されている。 

長崎や愛媛の養殖トラフグが福岡などの水産物輸出業者を経由してマレーシアに輸出さ

れている。さらに、北九州市門司区の宅配フグ専門業者による冷凍フグのシンガポール輸

出計画もマスコミで報道された。 

こうした情勢下で、クアラルンプールにおいて、複数の日本食料理店がすでにトラフグ

をメニュー化していることも今回の調査、視察で我々は確認している。つまり、マレーシ

アへのトラフグ輸出がビジネスになる可能性が高いと、日本側水産関係者やクアラルンプ

ール市内の日本食レストラン関係者が判断し、すでに動き始めている。 

 したがって、以下では第一に、下関にとっても、マレーシアへのフグ輸出の可能性が高

いという根拠を具体的に示すことと、第二に、マレーシアへの下関フグ輸出が他養殖産地

や他企業との競争場裡の中で、軌道に乗せるための課題という視点から報告したい。 

 

2.1  マレーシアへのトラフグ輸出の可能性；一般的条件としてのマレーシア経済の成長と 

それに伴う中・高所得者層の誕生 

 2011 年現在、マレーシアの国民一人当たり GDP は 8000 米ドルである。それを 2020 年

までに約 2 倍、15000 米ドルに達成することを目標に、マレーシア政府はイスカンダル計

画などの開発計画を掲げ、国をあげて取り組んでいる。クアラルンプール郊外に次々に新

興住宅街が開発されているのを目にすると、1960 年代の日本の高度経済成長と二重写しと

なる。 

マレーシアは日本とほぼ同程度の国土面積であるが、天然ガスや石油資源、油ヤシや天

然ゴム、スズといった資源に大変恵まれている。当然、国のプライマリー・バランスが良

好で、国民一人当たりの税負担率が低く、個人の可処分所得比率が高い分だけ嗜好品を含

めた個人消費に向けられる構造となっている。後述のように、マレーシアでは今後も人口

増加が継続されるから、一人当たり可処分所得の上昇が個人消費の活発化に繋がる構図は

当分崩れそうにない。 

マレーシアの人口増加率は年 2.5%である。年齢が若くなるほど人口が多いという、いわ

ゆる末広がりの正三角形人口ピラミッドを形成し、現在の 2900 万人が 2050 年には 4300

万人に膨張することが予測されている。 

マレーシアがシンガポールやベトナム、中国と決定的に違う点は、約 90 年先の 2100 年

頃まで「少子高齢化問題」は到来せず、生産年齢人口の減少を全く心配しなくてもよいと

いう経済成長のポテンシャルの高さにある。マレーシア市場は、長期的に需要拡大が期待

できるという魅力がある。 

近年のマレーシア経済の成長によって、国民の所得分配がどのように変化したのかを図 1
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に示している。同図によれば、1990年世帯別所得(月別)は1000リンギ付近に集中している。

しかし、20 年経過した 2009 年には、所得レベルが全体的に上昇していることは明らかで

ある。高所得階層を考えられる 5000 リンギ以上の世帯は 1.7%から 24%に急増している。 

下関フグの販売対象となる高所得者、さらにはそれ以上の「富豪層」が今後も増大する

ことは間違いない。付言すれば、2010 年現在、マレーシアに進出している日系企業数は 1400

社、在留邦人は約 1 万人と推定される。企業接待を含め、日本人関係者に対する下関フグ

消費も期待できる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.2 下関フグ輸出可能性の具体的根拠 

(1)生食(刺身)消費の基盤形成となった回転寿司ブーム 

マレーシアでの回転寿司ブームの火付け役は「すし金」(SUSHI  KING )といわれてい

る。「すし金」の創業者は日本人(小西史彦氏)で、1968 年に総理府主催の「青年の船」に乗

図１ マレーシアにおける所得別分布の推移 

『マレーシア新時代』三木敏夫,75 頁より引用。 

三木』揮毫号 

 


