2.2 食品冷凍技術
2.2.1 食品冷凍・凍結保存の概要
近年 SDGs の要請や食品ロスの削減の推進に関する法律に基づく「食品ロス削減推進法に
基づく基本方針」26などを背景に、大手コンビニエンスストアでも食品の消費期限を 2 倍に
延長するなど、食品ロスに対する関心が高まっている。
技術面に関しても例えば、特許庁の平成 30 年度特許出願動向調査報告書（概要）では、
「ハイバリアフィルム」に関する我が国の特許出願数は米欧中韓 ASEAN 各国への出願に
比して圧倒的多数を占めており、当該分野における技術優位性を確認することができる。し
かしながら、食品包装用途の国内市場は大きいものの、海外市場がいまだ広がっていない現
状も示されている 27。
食品保存に関する技術として、主に下表のとおり大別ができるが、1.2.1、1.2.2 の結果、
また、
「飲食店等の食品ロス削減のための好事例集（令和元年１０月更新）
」において、
「保
管時の工夫」としての多くの社が、
「冷凍保存」挙げていること、さらには、有識者へのヒ
アリングから、我が国の冷凍・凍結技術において従来からの法規、インフラの整備から一定
の実績が確認でき、海外市場性、国際標準化の可能性があると考えられることから、ここで
は長期保存技術のうち、冷凍・凍結技術を対象とする。
表 4 食品の長期保存に関する技術
技術

内容

関係企業等

包装技術

【ハイバリアフィルム】

三井化学東セロ株式会社

水蒸気や酸素の透過を防ぐために用いられるフ

株式会社クラレ

ィルム（バリアフィルム）よりも、高いバリア

など

性能を備えたフィルムであり、基材フィルムに、
水蒸気や酸素の透過を防ぐための特別な膜をも
つフィルム。
食品の梱包材として使用することで、食品の長
期保存が可能になり、フードロス削減につなが
る。
ハイバリアフィルムはフィルム自体の持つバリ
ア性を利用するパッシブバリアフィルムと、酸
素などと反応して積極的にフィルム内に酸素を

26 食品ロスの削減の推進に関する法律（消費者庁）
27 特許出願動向調査報告書（概要）平成 30 年度

特許庁
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技術

内容

関係企業等

吸収するタイプのアクティブバリアフィルムに
大別される。
コーティング技術

【Apeel】

Apeel Sciences 社（米）

植物由来のコーティング技術。青果などにコー

https://www.apeel.co

ティングを施すことで通常の 2~3 倍鮮度を長
く保つことが可能。

m/

【1-MCP】
（1-メチルシクロプロペン）

冷凍・凍結関連技術

サシェと呼ばれる袋にパッケージされた 1-

Hazel Technologies 社

MCP（植物の成長制御因子）を最長 3 週間放出

（米）

することにより、青果物の鮮度を通常の 3 倍程

https://www.hazeltech

度長く保つことが可能。

nologies.com/

【CAS エンジン】

株式会社アビー

食材が最大氷結晶生成帯（－1℃～－5℃の温度

https://www.abi-

帯）を通過する際、磁界を発生させ微弱な電流

net.co.jp/

で食材に含まれる水分子が振動し氷結晶を抑制
させることで、食材の細胞を壊さずに凍らせる
技術。細胞を壊さないことで、食材の美味しさ・
うま味を保つことが可能となる技術。
【凍眠】
－30℃の液体（アルコール）で冷凍を行うシス 株式会社テクニカン
テム。解凍時にドリップ(旨みや水分を含む液 https://www.technican.
体)が発生しないことが特徴である技術。

co.jp/

【デパック】
デ パ ッ ク （ Dynamic Effect, Powerful

株式会社サンテツ技研

Antioxidation Keeping）という装置により特殊 https://www.depak.jp/
な電気エネルギーを食品や水などに与えること
で、水の分子を活性化させ、解凍や鮮度保持に
有益な効果を発揮する技術。
（運用による制御）

消費期限の延長

セブン―イレブン・ジャ
パン

冷凍食品に関しては、
「調理冷凍食品」の JAS が存在していた（2013 年 11 月 12 日付廃
止）
。当該規格が利用されておらず、格付率、利用率等の改善が見込めないとの理由から廃
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止されたものだが、ここで規定されていた、
「品温が－18℃以下であること」について、急
速冷凍食品の加工及び取扱いに関する国際的実施規範

28

等で「－18℃」を規定しているこ

とを踏まえ、当該基準を維持すべく、一般社団法人日本冷凍食品協会において 2013 年 12
月に「冷凍食品自主的取扱基準」が策定された。
冷凍食品の JAS は制定当初は栄養価を重視し、昭和 50 年代から栄養を多く摂取するこ
とが推奨されたことをきっかけに、冷凍食品の JAS が制定されたが、近年では栄養をあま
り摂らない方が良い、例えば、揚げ物の衣は薄い方が良い等の考え方が一般化したため、結
果として JSA はニーズに合わなくなり、廃止に至ったものである。
「－18℃以下」については、Codex（コーデックス）の「急速冷凍食品の加工及び取
扱いに関する国際的実施規範（CAC/RCP 8-1976）」においても、急速冷凍食品は18℃ 以 下 で 保 存 さ れ て い る こ と を 規 定 し て お り 国際ルールとして認知されている。
2019 年の食品衛生法の改正に伴い、一般社団法人日本冷凍食品協会では「冷凍食品の衛生
管理計画の手引書」29を作成した。手引書では冷凍食品の温度を－18℃以下と定めているこ
とから、同様の規定を持つ「調理冷凍食品」の JAS が不要となったことも JAS 廃止の背景
にある。
前述のとおり、冷凍食品の温度基準は現在－18℃であるが、一般的に冷凍保存温度が低
ければ低いほど長期保存が可能となる。
2.2.2 冷凍・凍結技術を活用した食品ロスを取り巻く標準化の課題
（1） 冷凍関連技術
IIR（International Institute of Refrigeration）では、－1℃～－5℃で 30 分以内に食品
を通過させて凍結させることが決められている。2.2.1 に記載の一般社団法人日本冷凍食
品協会の基準においても、設備要件、特に急速凍結に関しては、30 分以内に最大氷結晶生
成帯を通過することを認定ルールとして定めている（図 5）
。一方、冷凍に関する技術につ
いては、特徴的な技術を有する企業が国内に幾つか存在する。（表 4）いずれも細胞膜を壊
すことなく冷凍あるいは解凍を行うことができる技術（「ドリップ」の抑制）であり、保存
あるいは食品ロス低減に関して有効と考えられるようになってきている 30。

28 CAC/RCP 8-1976
29 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00002.html
30 食品破棄を考慮した冷凍流通食品の環境影響評価
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図 5 最大氷結晶生成温度帯（一般社団法人日本冷凍食品協会 HP より抜粋）
また、欧米（フランス・ドイツ・スペイン・アメリカ含む 27 か国）では、アニサキスな
どの寄生虫の害を予防するために「生食用魚介類の冷凍」が法律により義務化されている現
31

があるため、このような世界的情勢を踏まえると、今後さらに冷凍関連の技術に焦点

状

が当たることが予測される。加えて、輸出に当たり、産物の「品質」を売りとする際には、
これらの冷凍技術とその標準の策定が重要なポイントとなることが想定される。
また、有識者へのヒアリングでは「そうざい半製品」 32がしばしば冷凍食品と混同され、
現状、保存方法について規格が無いことに伴う課題があることが指摘された。そうざい半製
品には冷凍食品のような製造や管理に関する基準や成分規格等が無く、食中毒などの事故
が発生したケースもあることから、輸出などの視点とは異なるが、やはりルール化、規格化
の必要性がある。
31 ニューヨーク市、飲食店での生鮮魚の事前冷凍を義務化－FDA のガイダンスに基づいて実施－,JETRO ビジネス短

信 NY 事務所 2015 年 07 月 28 日

32 「惣菜」に仕上げる加熱前の生に近い状態の加工品（ころもだけを付けたトンカツ・メンチカツ・コロッケや、加

熱する前の餃子など）の総称。冷蔵や冷凍の状態で流通・販売されている。
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（2） コールドチェーン
冷凍については、―18℃であれ、－60℃などの超低温であれ、生産・貯蔵・輸送・配送・
販売の各段階を通じ一貫した温度管理（維持）が必要となる。つまり、コールドチェーンの
確立が必要条件となる。
（表 5）
。
さらには、
「解凍」までを考慮に入れる必要があり、優れた凍結を施したとしても物流で
の温度管理、販売店での保管方法や消費者サイドでの保管に不備があると品質は劣化して
しまう。
また、大手の冷凍食品メーカーでは自社で凍結から物流まで自社で管理しているところ
が多く、その内容を表に出して基準化、規格化がされにくい背景もある。
いずれにせよ、冷凍・凍結技術を活用したフードロスを進めるには、コールドチェーンの
確立含む技術的な課題の解決と社会的認知の浸透が重要となる。
表 5 コールドチェーン物流に関する規格
規格

概要

JSA-S1004 コールドチェーン物流サービス－低

日本規格協会規格

温保管サービス及び低温輸送サービスに関する要

国土交通省が主体となって取組を進めてきた事業

求事項

者間（BtoB）におけるコールドチェーン物流サー
ビスに関する規格で、
「日 ASEAN コールドチェー
ン物流ガイドライン」をベースとしている。
ASEAN をはじめとするアジア諸国への普及を図
ることで、我が国物流事業者等の海外展開を後押
しし、同地域における高品質で環境にやさしいコ
ールドチェーン網の構築を目指したもの。対象と
する温度区分は表 6 のとおり

ISO 23412:2020

ISO 規格

Indirect, temperature-controlled refrigerated

我が国が主導し、官民一体となって取組を進めた

delivery services – land transport of parcels

小口保冷配送サービスにおける適切な温度管理を

with intermediate transfer

実現するための国際規格。
輸送過程において積み替えを伴う保冷荷物の陸送
配送サービスについて、適切な温度管理を実現す
るための作業項目を定めている。主な内容は以下
の通り。
・

保冷配送サービスの定義

・

輸送ネットワークの構築
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規格

概要
・

保冷荷物の取り扱い

・

事業所、保冷車両、保冷庫、冷却剤の条件

・

作業指示書とマニュアル

・

スタッフへの教育訓練

・

保冷配送サービスの監視と改善

本規格では、具体的な温度については言及がない。
CAC/RCP 8- 1976（確認 2008 年）
CODE OF PRACTICE FOR THE PROCESSING
AND HANDLING OF QUICK FROZEN FOODS
(CAC/RCP 8-1976)

本規範は、シリアル、果物、野菜、魚、肉、鶏肉
とその製品、ベーカリー、菓子製品など、すべて
の急速冷凍食品の入荷、調理、加工、取り扱い、
保管、輸送、流通、小売に適用されます。本規範
は、食用のアイス、アイスクリーム、牛乳には適
用されない。
本規範の目的は、製品の安全性を確保するのに役
立つ急速冷凍食品の加工及び取扱いに関する指針
を提供することであり、必要に応じて、 コーデ
ックス商品規格の必須品質規定、組成及び表示規
定を含む急速冷凍食品の製造に関するその他の側
面を提供することである。本ガイダンスでは、適
切なコールドチェーン管理を強調しており、衛生
的で良好な製造方法や、食品衛生一般原則
（CAC/RCP 1-1969）の HACCP 付属書に記載さ
れている危害分析及び重要管理点（HACCP）アプ
ローチの適用が盛り込まれている。HACCP の適
用に先立って実施されるべき生鮮冷凍食品の製造
における衛生上の必須要件を網羅した前提条件プ
ログラムが規定されている。

表 6 JSA-S1004 における対象温度区分

一方、フードロスの観点では、長期間食品を貯蔵しなければならないことによるエネルギ
ーロスとのトレードオフも課題となる。冷凍食品は－18℃で適切に保管すれば概ね 8 ヶ月
から 24 ヶ月間は最初の品質を維持できる

33

。場合によって 3 年は品質を維持すること

が可能であるので、保存に関してそれ以上のエネルギーコストをかける意味については考
える必要がある 34。
（冷凍食品の場合、2 年は品質を維持させる必要がある。農産品・水産
品は季節性があるため、次の収穫まで 1 年は品質を維持させる必要がある。その年が不作

33 有識者 へのヒ アリン グより
34 食品破棄を考慮した冷凍流通食品の環境影響評価
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であれば 2 年近く維持させる必要があるが、これらは既に現在の技術と管理で成立してい
る。
）
なお、CAS 社では自社の機器を使用して冷凍・保管を行う事業者を対象に独自に認定
（CAS マーク認定）を行っている。産物ごとに対象が分かれ、7 つの項目（畜産、水産、野
菜、果物、酪農、料理、菓子）がある 35
輸出に目を向けると、高付加価値品であるマグロについては、欧州において－60℃のコ
ールドチェーン用の冷凍庫が作られ、事実上の国際標準になっている現状がある（マグロの
場合、血合いのニオグロビンの変色を防ぐために超低温による冷凍が求められる。）。
中国においてもハマチ、ヒラメ等の白身の魚の市場要望がるため、高付加価値品について
は、－60℃の温度帯をコールドチェーン規格の中に設けることは有効である。
国際標準化においては、漢方の事例のように他国に先んじられる事例もあるため、－60℃
コールドチェーンについても海外に都合の良い規格・ルールを抑えられないよう、注意が必
要である。
（3） その他
今までの冷凍・凍結技術の標準化については、基本的に世界的な基準である、急速冷凍食
品の処理および取り扱いに関する実務規範

36

があり、この冷凍技術に関しての基準が作ら

れてから、このルールを遵守した実務がされてきた。一方で、技術開発の大幅な発展（冷凍
技術の発展）と、食生活の変化（冷凍食品の普及）などがあり、かつ今後の SDGs からの要
請や、市場の新たなる食品供給の要請（低温保存流通を前提としたマグロ、ブリなど）など
に対応したインフラ体制などを満足させる基準・規格が策定されてこなかった点が、多く見
られる。技術ではなく、ノウハウに属するという理由を聞くが、極めて非科学的な側面が前
面に出ていると感じられる。正当なノウハウには必ず科学的な裏打ちがされ、科学として立
証された事項を標準化することは、一般に極めて納得されやすく規格化が容易に思われる
からである。
2.2.3 期待される標準化の方向性
本調査の結果から期待される標準化のテーマを以下に示す。
今後 国産の農産物・加工食品の国際的な展開を考えた際、これまでの経験上、どのよう

35 CAS 社資料（CAS ENGINE 応用資料）より
36 CAC/RCP 8-1976、表３既出
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な分野でも、明確に定められた規格基準がないと、輸出先も直ちに、当該農産物・加工食品
を受け入れることはできないことは、容易に想像できる。冷凍食品においても、規格基準が
ないと輸出側の状況が非常に曖昧に聞こえてしまう状況に、多くの関係者が気付かずに居
ると思われる。そのために冷凍食品の JAS が廃止されたことや、コールドチェーン全体を
規定する冷凍関係の JAS 等がないことが実は国産品を輸出拡大する上で大きな障害になっ
ている可能性がある。
冷凍、冷蔵庫等のハード部分が JAS でなく、JIS でないと必要十分な規定が出来ない。直
ちに、この状況を脱出する妙手はないが、例えば冷凍管理士のような資格を設けて、温度管
理の具体的な方法、測定するべき場所、その条件、品質確認のための指標、温度の記録など
を冷凍管理士の業務とすれば、実際はインフラの規格を定めることが出来なくとも、冷凍管
理士の業務遂行の要求から必然的に設備への要求事項が定められる可能性が高い。
また、マグロ等の高級魚の需要が特にアジア圏内で高くなっている。特に高値で取引され
る高級魚には、超低温コールドチェーンが必須となっている。そのために国交省中心に超低
温コールドチェーンの規格の策定が始まっている。しかし、インフラだけでなくそれに付随
する品質に関わる規格、測定方法評価方法の規格が実務を確実に実行するには必要となる
ので、相応の規格を体系的に構築する必要性があると思われる。
以上を踏まえ、植物工場に関して、今後標準化が可能と思われる事項について、以下の表
のとおり抽出を行った。

表 食品冷凍技術分野での標準化候補事項例
標準化の内容
① 食品冷凍・解凍下における
ドリップ性能試験方法

② 食品特化型（まぐろ）超低温
物流における品質管理

概要
冷凍あるいは解凍時の食品・
食材の鮮度や食感、風味を維
持する冷凍技術に関する評価
指標として、
「ドリップ性」を
はかる規格など。
コールドチェーンの温度帯が
－18℃で一本化されている
現状に加え、新たに－40℃、
－60℃の温度帯を策定する。
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備考
性能試験方法とす
ることで、各技術
のコアについて触
れることなく規格
化が可能。
JSA-S1004（コー
ルドチェーン物流
サービス－低温保
管サービス及び低
温輸送サービスに
関する要求事項）
はあるが、超低温
物流については詳
細な規定が必要。

標準化の内容
③ そうざい半製品の保管管理
方法
④ 食品冷凍に関する資格及び
認証

概要
そうざい半製品の保管管理方
法に関する規格
食品冷凍に関わる者の資格及
び認証に対する共通的要求事
項について規定する。
冷凍管理士のような資格を設
置する。

備考
現状規格が存在し
ない。
JISZ 2305:2013
非破壊試験技術者
の資格及び認証
食品冷凍士のよう
な資格の創設する
のも一つ。

調査の過程で、冷凍技術に関しては、国内で幾つかの個社が持つ技術の存在が明らかにな
った。
（表 4）参照。これまで、JAS において事例は無いが、今後は技術普及の大きな助力
となる規格化について、
「個社の持つ固有技術の規格化」の積極的推進も期待される。その
際は、JIS（日本産業規格）における「新市場創造型標準化制度」が参考になると考えられ
る。同制度は、中堅・中小企業等が開発した優れた技術や製品を国内外に売り込む際の市場
での信頼性向上や差別化などの有力な手段となる、性能の評価方法等の標準化を支援する
制度である。具体的には、企業固有のとがった（優れた）技術であり、新市場の創造又は拡
大が見込まれるものの、既存の規格ではその適切な評価が難しく普及が進まない技術・製品
について、新たに国際標準（ISO/IEC）又は JIS を制定しようとする際、下記のいずれかに
該当するものを対象として、従来の業界団体による原案作成を経ずに、迅速な規格原案の作
成（図 6）を可能にするものである。
① 制定しようとする規格の内容を扱う業界団体が存在しない場合
② 制定しようとする規格の内容を扱う業界団体が存在するものの、その規格作成の検
討が行われていない、あるいはその規格作成の検討が行われる予定がない場合。
③ 制定しようとする規格の内容が複数の業界団体にまたがるため調整が困難な場合
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図 6 新市場創造型標準化制度による規格策定フロー
（日本産業標準調査会ページより抜粋）
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