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前言 

 

本標準は GB/T1.1-2009 に示された規則に基づいて起草する。 

本標準は、 ISO16779:2015 『官能分析  食品消費期限の評価（決定と検証）』 [Sensoryanalysis-

Assessment(determinationandverification)oftheshelflifeoffoodstuffs]を参考にした。 

本標準は中国食品工業協会が提出し、帰属先となる。 

本標準の起草機関：ゴールデンアーチ（中国）有限公司、羅盖特貿易（上海）有限公司、ダニスコ（中国）有

限公司、カーギル（中国）有限公司、マース（中国）有限公司、益海嘉里投資有限公司、ユニリーバ（中国）投資

有限公司、ネスレ（中国）有限公司、ペプシ（中国）食品有限公司、上海旺旺食品集団有限公司、内蒙古蒙牛乳業

（集団）股份有限公司、光明乳業股份有限公司、杭州娃哈哈集団有限公司、農夫山泉股份有限公司、厦門銀鷺食

品集団有限公司、広東喜之郎集団有限公司、深圳南順油脂有限公司、東莞徐記食品有限公司、李錦記（新会）食品

有限公司、好麗友食品有限公司、阿果安娜水果（大厰）有限公司、億滋食品企業管理（上海）有限公司、コカコー

ラ料（上海）有限公司、好時（中国）投資管理有限公司、フェレロ・ロシェ（上海）有限公司、フォンテラ（上海）

有限公司、リグレー（中国）有限公司、ダノン（中国）食品飲料有限公司、無限極（中国）有限公司。 

本標準の主な起草者：王昉、李歓、彭栄、高岩、劉小力、王格平、李支霞、葉海燕、王霜、王玲玉、張鶴、蘇

永紅、翟鵬貴、徐勝、雷益聚、孫佳江、龔遂、馬浩、盧健瑜、趙立雲、甄蘭、周勁松、張峻炎、趙麗哲、張紅艶、

杜凌、陳莉、柴秋児、劉鳳松、趙静波、王瓊芳、劉沛然、鄭超、呉限、黄佩麗、黄湛深。 
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序言 

 

食品の劣化には、感覚的な質、栄養価値、食品の安全、色艶、成分構造、風味などに変化が起こることが含まれる。

食品の劣化を引き起こす、よく見られる外的要因には温度、相対湿度、光線、酸素および汚染物質の混入がある。食品

の成分、水分活性と水分含有量、微生物と酵素の種類および含有量レベル、浸透圧、pH などが重要な内的要因である。

食品中の酵素反応と非酵素反応、酸化反応の状況も、非常に重要な影響を及ぼす。食品の劣化は、時間とも関係する不

可逆的なプロセスで、時間の変化に伴い、食品に対する感覚に明らかな、受け入れがたい変化が起こり、各理化学的指

標も品質要件に適合しなくなった時、その食品は受け入れられない劣化の終点に至ったことを示す。食品劣化の特徴を

示す時間の一つとして、食品の消費期限の確定は非常に重要である。一つには、食品の安全を保証するためであり、も

う一つは、食品の色、香り、味などの品質特性に関する食品メーカーの消費者への約束である。 

食品消費期限の確定は手順を確立し、企業の研究開発、生産、品質、調達、販売、物流など多くの部門が共同で参

加し、多角的に論証する必要がある。食品の消費期限の確定手順は、本質的には食品安全と品質を制御する手段ではな

く、企業が承認を得るために期限を定めて行う内部手続きである。しかし、その手続きは食品メーカーの品質制御レベ

ルと食品の安全管理能力について、評価と検証の役割を果たす。 

食品の安定性の研究は、食品品質の特性が様々な環境要素の影響の下で時間に伴って変化する規則性を得ることが

でき、食品の配合設計、生産技術の確定、設備の選択と原材料の使用、包装の方式と材料の選択、食品貯蔵条件と消費

期限の確定などをサポートする情報を提供し、食品消費期限を確定する基礎となる。 

最初の研究開発、包装の変更または貯蔵条件の変更が行われた食品は消費期限を確定する必要があり、すでに消費

期限が確定した食品もさらに消費期限について論証と検証を行うことができる。 
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食品消費期限共通ガイドライン 
 

1 範囲 

本標準は、食品の消費期限の共通要件、消費期限および生産推奨使用期間の確定を規定する。 

本標準は食品、食品添加物、食品原材料、食品半製品に適用する。 

本標準は一次農産物には適用しない。 

 

2 用語と定義 

以下の用語と定義を本標準に適用する。 

2.1 

食品原材料 food ingredients 

食品の製造または加工の際に使用する物質で、食品添加物と原料として使用される食品を含む。 

2.2 

食品半製品 semi-finished food product 

まだすべての加工製造過程が終了していない食品と食品原材料であり、まだ販売のための最終包装が行われ

ていない食品と、事前に混合または処理が行われた食品原材料を含む。 

2.3 

消費期限 shelf life 

食品が規定された温度、湿度、光の照射などの保存環境パラメータの下で品質を保持できる期間。 

2.4 

生産推奨使用期間 manufacture recommended date 

生産加工に使われる食品原材料または食品半製品の推奨される使用期間。 

2.5 

安定性に基づく食品消費期限試験 stability studies 

食品消費期限安定性試験 

異なる環境条件下における食品の官能、理化学的および微生物学的状況の時間に伴う変化の程度と規則性を

研究することにより、食品消費期限を確定する研究方法。 

2.5.1 

加速寿命試験 accelerated shelf life testing;ASLT 

加速安定性試験 

温度、湿度、気圧、光の照射などの環境パラメータ条件を数値化し、人工的に食品劣化反応を加速させ、そ

の過程で食品の物理的、化学的、微生物学的変化の程度と規則性を分析することにより、食品消費期限を確定す

る研究方法。 

2.5.2 

長期安定性試験 long-term stability studies 

実際または数値化したバーチャルリアリティの温度、湿度、光の照射などの保存環境パラメータ条件下で実

施し、全ライフサイクル内の食品の物理的、化学的、微生物学的状況の時間による変化の程度と規則性を分析す

ることし、食品消費期限を確定または検証する研究方法。 
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3 共通要件 

3.1 消費期限は食品メーカーが確定し、食品経営企業は食品メーカーの確定した消費期限を遵守して食品の経

営活動を行うこと。消費期限内において、食品は対応する食品安全基準の要件に適合すること。 

3.2 消費期限は、食品の微生物学的、物理的、化学的特性や、包装の材料と方式、生産技術、生産現場の環境条

件、予想される使用方式と陳列形式、保存と輸送条件などの要素に基づいて確定すること。包装の材料、方式ま

たは保存環境パラメータが異なる同じ食品は、異なる消費期限を定めることができる。 

3.3 食品メーカーは食品消費期限の確定手順を確立し、科学的に食品の消費期限を確定すること。食品の消費期

限について検証を行うことを推奨する。 

3.4 消費期限の確定と検証は、記録を取ること。記録の内容は、食品、食品原材料、食品半製品の基本情報、消

費期限の確定と検証の方法、判定基準、試験状況、関連データと分析過程および結論などの情報が含まれること

が望ましい。 

3.5 食品の原材料、食品半製品の生産推奨使用期間を定めることができる。 

 

4 消費期限の確定 

4.1 一般的状況での消費期限の確定 

4.1.1 消費期限確定の基本的手順には、プランの確定、試験方法の設計、プラン実施、結果の分析、消費期限の

確定、消費期限の検証の 6 段階が含まれる（附則 A 参照）。消費期限を確定する際には、異なる保存温度での微生

物リスクなど、考えられる食品安全リスクの要素が消費期限に与える影響を十分考慮すること。 

4.1.2 消費期限は試験法、文献法、参照法などによって確定することができる。消費期限の確定は、主に成熟し

た消費期限の試験理論と既存の研究成果および資料に基づく。 

4.1.2.1 試験法。安定性に基づく消費期限試験（附則 B、附則 C を参照）によって食品の消費期限を確定するこ

とができる。そのうち、温度条件に基づく加速寿命試験は、計算によって消費期限の時間または消費期限の時間

的範囲を得ることができる。長期安定性試験は試験データによって食品に受け入れられない品質の変化が発生し

た時点を観察することができる。湿度と光線の条件に基づく加速寿命試験は、ある食品の消費期限の確定に使う

ことができ、またある食品または食品中のある成分の消費期限内の変化を観察する補助とすることもできる。 

4.1.2.2 文献法。既存の研究成果と文献をベースに、食品の生産、流通過程で起こりうる状況に基づいて消費期

限を確定する。 

4.1.2.3 参照法。同じまたは類似した既存の食品の消費期限を参照または採用し、ある食品の消費期限と保存環

境パラメータを定める。 

4.1.3 新製品の発売前は、試験法、文献法または参照法を採用して消費期限を確定することができる。食品の発

売後、実際またはバーチャルリアリティの保存、輸送、販売などの条件における長期安定性試験によって、すで

に確定した消費期限について検証することが望ましい。必要であれば、消費期限を調整すること。 

4.2 特殊な状況での消費期限の確定 

4.2.1 分包した食品の消費期限は、食品の特性、分包前の食品の保存と輸送条件、消費期限の状況、分包後の包

装の材料と方式、分包企業の品質制御レベルと生産環境条件、分包後の保存環境パラメータなどの要素に基づい

て総合的に確定すること。分包後の食品消費期限は、4.1.2.1 に定める試験法で確定することが望ましい。同じま
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たは類似した包装の材料と方式、同じ保存環境パラメータで分包前の食品消費期限より長くないという原則で、

予測した後に確定してもよい。 

4.2.2 異なる保存環境パラメータでは食品消費期限が異なると確定された食品は、消費期限内に、実際の保存条

件をすでに定められた環境パラメータによって変更する必要が出た場合、食品の安全性と品質状況について評価

を行い、必要な場合には新たな消費期限を確定することが望ましい。 

 

5. 生産推奨使用期間の確定 

5.1 生産推奨使用期間の確定は、食品の消費期限確定の方法と手順を参照して行うことができる。食品安全を確

保するという前提で、主に品質の特徴などの品質指標を評価する。 

5.2 同じ食品原材料の生産推奨使用期間は、その消費期限より長くてはならない。食品原材料の生産推奨使用期

間が終わりに近づいた時、手続きによって改めてその食品の原材料を評価し、新たな生産推奨使用期間を確定す

ることができる。新たな評価後に生産推奨使用期間を延長した場合、延長した時間と元の生産推奨使用期間の和

は、その食品の原材料の消費期限より長くてはならない。 

5.3 企業内部で使用する食品半製品は、消費期限を確定しなくともよい。その生産推奨使用期間の確定は、食品

安全の確保を基礎として、官能、水分評価などの品質指標によって取得する。また栄養素の損失などの要素を追

加して評価してもよい。 

5.4 外部から調達した食品原材料または食品半製品は、その生産推奨使用期間を生産者、供給業者が確定するこ

と。また使用者が生産者、供給業者の提供する情報に基づき、自身の保存条件、生産技術、作業現場の環境条件、

原料の回転の要件などの要素を踏まえ、生産者、供給業者と共同で確定してもよい。 
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附則 A 

（資料的附則） 

食品消費期限確定の基本的手順 

 

A.1 手順 

本附則で示す食品消費期限確定の基本プロセスには 6 つの手順があり、各手順にさらに異なる要素（表 A.1

を参照）がある。関連する手順をある食品の消費期限確定に使用する場合、実際の状況に基づいて調整してよい。 

表 A.1 消費期限確定手順 

番号 手順 要素 

1 プラン確定 

(1) 消費期限確定の目的：a)新製品、b)包装変更、c)保存環境パラメータの変化、d)その他。 

(2) 消費期限確定の根拠：a)既存資料、b)同じまたは類似の製品、c)試験の結論、d)その他。 

(3) 消費期限の確定方法：a)試験法、b)文献法、c)参照法、d)上記の 2 種または 2 種以上の方法の組

合せ。 

2 試験方法の設計 a 

(1) 試験項目と対応する試験方法の確定（官能、物理、化学、微生物などの項目と対応する試験方

法） 

(2) 試験試料、試料の包装と保存環境パラメータの確定 

(3) 検査測定時点、試験担当者などの内容確定 

3 プラン実施 

(1) 試験法はすでに設計済みのプランに従って実施すること。 

(2) 文献法は通常、資料収集、閲覧、分析、比較、整理、総括などの手順を含む。 

(3) 参照法は通常、同じまたは類似した食品の消費期限の資料を収集する。同じまたは類似した食

品との差を分析し、比較する。包装の材料と方式の違いを分析し、比較するなどの手順を含む。 

4 結果の分析 

(1) 試験法は試験の結果とデータに基づき、消費期限または時間範囲を計算して得ること。 

(2) 文献法は収集した資料を分析し、さらに実際の状況に基づいて消費期限の時間範囲を導き出す

こと。 

(3) 参照法は、食品と参照物との類似の程度を十分論証した上で、消費期限の時間範囲を確定する

こと。 

5 消費期限の確定 
上記の手順の結論に基づき、食品の性質と食品の生産、保存、輸送過程に存在する、または遭遇しう

る状況と条件を踏まえて、食品の消費期限を確定し、保存環境パラメータを明らかにすること。 

6 消費期限の検証 b 

以下の方式と内容を含む。 

(1) 保管した食品試料を使って、長期安定性試験によって検証を行ってもよく、また実際の保存、

輸送などの条件下ですでに販売された食品に追跡検証を行ってもよい。 

(2) 検査測定データを収集し、選定した指標の変化傾向を分析する。 

(3) 検証の結論を出し、必要であれば検証の結論に基づいて消費期限を調整する。 

ａ 文献法、参照法を使って食品の消費期限を確定する場合、この手順は省略してよい。 
ｂ 完全な消費期限の確定手順には本手順を含むが、必要に応じて省略または実施を延期してもよい。 

 

A.2 プラン確定 

A2.1 プランの確定は、食品消費期限確定手順の基礎である。多くのプランから実施に適した優秀なプランを選ぶ

のが望ましく、それはできるだけ詳細なものであること。 

A.2.2 プラン確定の手順は以下の通りである。消費期限確定の目的を明確にする。既存の根拠と資料などの研究

の基礎を論証する。様々な角度からプランを設計する。優秀なプランを選んで消費期限を確定する具体的方法を

明確にする。 
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A.3 試験方法の設計 

食品の微生物学的特性を十分分析し、温度、湿度、光の照射、酸素などに対する感度や、酵素反応特性と非

酵素反応特性など理化学的特徴を基礎として、実験室検査項目と官能評価要素などの試験内容を確定する。 

A.3.1 実験室検査 

A.3.1.1 実験室検査項目には、製品標準に示された、時間と共に起こるすべての変化の項目が含まれ、食品の特

徴と品質制御要件に基づいて、食品の安定性を敏感に反映できる指標と、食品の安全状況を反映できる指標を重

点的に検査する。例えば、理化学的項目は水分含有量、過酸化物価、酸価などの指標を選択することが望ましい。

微生物項目はコロニー総数、真菌、酵母菌などのインジケーターを選択することが望ましい。栄養素は太陽光、

温度、湿度に対する感度の項目を選択することが望ましい。 

A.3.1.2 検査時点は合理的に設定すること。食品安定性試験においては、一般に複数の時点を設定して試料の変

化の状況を考察する必要がある。考察時点の設定は、食品の性質に対する認識と安定性の傾向評価の要件に基づ

くこと。食品が環境要素に対して敏感であれば、考察時点を適宜増やすこと。消費期限の終わりに近づくほど、

検査頻度を高くし、検査時点の間隔を小さくすること。 

A.3.1.3 食品の特性と試験要件に従ってサンプリング数を確定すること。異なるロットの原材料、異なる生産ラ

インの連続しない少なくとも 3 ロットの試料を採用することが望ましい。試験用試料の工程ルート、原材料・補

助材料、適用される標準は、販売される食品と一致することが望ましい。包装は少なくとも販売される包装と一

致し、密封不良、密封しないなどの包装方式を選択してもよい。加速寿命試験は、実際の保存環境パラメータよ

り劣悪な保存条件を採用し、長期安定性試験の保存環境パラメータは実際の保存環境パラメータと同じか近いも

のであること。 

A.3.1.4 実験室検査は、検査方法の一致性を保証すること。検査方法は国家標準、業界標準で定められた方法を

採用すること。国内・国際公認の検査方法を採用してもよい。国家標準で検査方法が定められておらず、国内・

国際で公認された検査方法がない場合、自身で検査方法を確定してよい。自身で確定する検査方法は、検証を経

て、正確度と精密度などの方法学的要件に適合すること。 

A.3.2 官能評価試験 

A.3.2.1 官能評価試験は、試料の生産日を第 1 回試験の開始時間とすることが望ましい。外観、質、味、匂い、

風味、食感などの指標を選択し、差異評価と記述分析を同時に行うことが望ましい。必要に応じて水また湯の注

入、加熱、復水などの食用試験または使用効果の試験を追加することができ、いずれの試験も毎回、最近生産さ

れた食品を比較対照として選択することが望ましい。 

A.3.2.2 すべての試験試料はできるだけ粉砕や溶解がないよう、本来の外観と質を保持すること。試料を粉砕す

る必要がある場合は、処理後の試料の一致性を保証すること。 

A.3.2.3 官能評価試験の全過程は、専門訓練を受けた固定の評価担当者チームによって定期的に行われること

が望ましい。統計分析により、できるだけ評価担当者の個別の差異が検査結果に影響しないようにすること。 

A.3.2.4 官能評価試験時間は、試料検査時間と並行してもよく、実際の状況に基づいて別途規定してもよい。2

回の官能評価試験の間隔は合理的に設定すること。 

A.4 プラン実施 

A.4.1 プランの実施は計画に従って行い、調整が必要な場合は試験の効果を確保し、詳細に調整内容を記録する

こと。 
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A.4.2 プランの実施は記録しなければならない。記録は手書き、パソコン、機器による自動記録などの方式を採

用してよい。記録は正確、精密であり、できるだけ詳細で総括や分析に便利であること。閲覧した関連資料は完

全な状態で保存し、保存書類としてファイルすること。 

A.5 結果の分析 

A5.1 試験法の結果分析は、試験データの基礎の上で行われること。加速寿命試験においては、計算で消費期限

の時間または消費期限の時間範囲を取得してよい。数学公式を使って正確に計算するか、数学的モデルを確立し

た後に結果を取得することが望ましい。長期安定性試験は、食品に受け入れられない品質の変化が起こった時点

を直接取得してもよい。 

A5.2 文献法の結果分析は、収集した同じまたは類似の食品の資料に基づいて行い、文献にある試験方法に基づ

いて結果分析方法とデータの信頼度を決定すること。 

A5.3 参照法の結果分析は、ある食品とその参照物の類似度を十分に論証するという基礎の上で行われること。

複数の参照物がある場合、統計方法によって計算してもよい。参照物の数が比較的少ない場合は、類似度が最も

高い試料のデータを直接引用してもよい。 

A6 消費期限の確定 

A6.1 分析結果に基づき、食品の生産、流通過程で遭遇しうる状況および関連するリスク要素を踏まえ、食品の

属性、生産過程、食品の包装、輸送、保存などの状況を総合的に考慮して、食品の安全と食品の質を総合的に評

価した後、実際の貯蔵条件下での消費期限を確定する。 

A6.2 事前に輸送、保存過程における食品の安全保障能力と食品の品質コントロール措置が判断できない場合、

消費期限を厳しく定めることが望ましい。 

A7 消費期限の検証 

A7.1 長期安定性試験によって食品消費期限を検証する場合、すでに定められた消費期限の終了後、引き続き一

定時間経過し、食品が食用の価値を持たなくなる時点まで試験を延期してよい。 

A7.2 販売された食品を追跡して消費期限を検証する場合、極端な保存・輸送条件での期限切れが近い食品を排

除する。たとえば、陳列期間中の貯蔵条件が関連パラメータに適合しない、輸送過程で気候の悪影響を受けるな

どである。 
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附則 B 

（資料的附則） 

温度条件に基づく消費期限の安定性試験プラン 

本附則では温度条件に基づく加速寿命試験と長期安定性試験の設計要素と実例を示し、食品メーカーの参考

とする。食品の消費期限を確定する場合、2 つの方式のうち 1 つを選ぶことも、2 つの方法を組み合わせて使うこ

ともできる。 

B.1 加速寿命試験 

B.1.1 試験の原理 

加速寿命試験は、食品試料を 1 つまたは複数の、温度、湿度、気圧、光の照射などの外部要素が通常レベル

より高い環境に置き、試料を通常の劣化時間より短い期間で劣化の終点に達するよう促す。さらに定期検査、試

料劣化過程の各種データ収集を行い、分析・計算を行った後、予想される保存環境パラメータにおける食品の消

費期限を推計する。 

温度は食品の劣化に最も影響を与える重要な要素である。加速寿命試験を設計する場合、しばしば温度をキ

ー要素とし、唯一の要素とする場合もある。通常の状況で温度が 10℃上がるごとに、劣化速度は倍になる。 

温度差が 10℃である任意の 2 つの温度での消費期限の比率を Q10と定義する。式（B.1）を参照。 

 

式において、 

Q10 ----加速寿命試験の条件下で、温度差が 10℃である 2 つの温度（試験温度 T2と T1）での消費期限の

比率。 

 

θS（T1） ----T1の温度において加速寿命試験を行い、得られた消費期限。 

θS（T2） ----T2の温度において加速寿命試験を行い、得られた消費期限。 

実際の保存環境パラメータにおける消費期限と加速寿命試験の温度での消費期限には以下の関係がある。式

（B.2）を参照。 

 

式において、 

θS（T） ----実際の保存温度 T における食品の消費期限。 

θS(T’) ----T’の温度において加速寿命試験を行い、得られた消費期限。 

ΔTa ----高い方の温度（T’）と実際の保存温度（T）との差（T’-T）、単位は摂氏度（℃）。 

試験データを式（B.1)に代入し、Q10を計算し、さらに式（B.2)によって実際の保存温度での消費期限 θS（T）

を計算する。 

B.1.2 二温度試験法1) 

B.1.2.1 差が 10℃である任意の 2 つの試験温度 T1、T2
2)においてそれぞれ加速寿命試験を行い、必要に応じて各

 

1) 二温度法の長所は、簡便で試験時間を節約できること、欠点は誤差がやや大きいことである。 

2) T1、T2はいずれも実際の保存温度より高いこと。 
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考察時点で設定された指標について、劣化の終点まで考察する。劣化の終点の時間とは、その試験温度における

消費期限である。 

B.1.2.2 考察時点の選択は、食品の特性、試験条件、これまでの研究資料に基づいて確定してもよく、式（B.3）

を使って計算して得てもよい。 

B.1.2.2.1 まず高い方の試験温度 T2における考察頻度 f2を設定し、さらに Q10と f2を式（B.3）に代入し、低い

方の試験温度 T1における各試験項目の考察頻度 f1を計算する。 

 

式において、 

f1 ----低い方の試験温度 T1の時の各試験項目の考察頻度（日数、週数など） 

f2 ----高い方の試験温度 T2の時の各試験項目の考察頻度（日数、週数など） 

Q10 ----加速寿命試験の温度 T2と温度 T1における消費期限の比率 

ΔTb ----T2 と T1 との差、すなわち（T2-T1）、単位は摂氏度（℃）。 

B.1.2.2.2 Q10の値は既存の研究資料によって確定することができる。たとえば、多くの食品の Q10は 2、缶詰食

品の Q10は 1.1～4、乾燥食品の Q10は 1.5～10、冷凍食品の Q10は 3～40 である。 

B.1.2.3 T1､T2において得られる消費期限を式（B.1）に代入して Q10を計算し、さらに式（B.2）を用いて実際

の保存温度での消費期限を計算する。 

B.1.3 多温度試験法3) 

B.1.3.1 複数の温度下で、それぞれ試料に対して加速寿命試験を行い、比較的正確な Q10を取得し、分析・計算

または数学的モデルを確立することにより比較的正確な消費期限の結果を得る。多温度試験法は、実際の保存温

度より高い複数の試験温度を選んで加速寿命試験を行い、かつ少なくとも 2 つの温度差が 10℃あること。正確な

データを得るため、敏感な温度範囲内で少なくとも 3 つの試験温度を選んで試験を行うことが望ましい。 

B.1.3.2 考察頻度は食品の特性と試験条件に基づき、経験によって確定してよい。また最高試験温度を確定した

後、式（B.3）を使って順に計算して得てもよい。各試験温度で、少なくとも 6 つの時点を取って検査を行うこと

が望ましい。 

B.1.3.3 実際の保存環境パラメータでの消費期限を計算する場合、まず式（B.1）に従って、差が 10℃である任

意の 2 つの温度での Q10
4を計算する。さらに式（B.2）に代入して実際の保存温度での消費期限を計算する。 

B.1.3.4 式（B.2）で計算された実際の保存温度での消費期限は、通常ある範囲内での系列値であり、食品の属

性、生産過程、食品の包装、輸送、保存などの要素を総合的に考慮し、実際の保存条件下での食品消費期限を確

定することが望ましい。Excel などの計算ツールを使って消費期限と温度との適合曲線方程式を作り、さらに実際

の保存温度を代入して計算した後、消費期限を得ることができる。 

B.1.4 消費期限の推計例 

B.1.4.1 二温度法による消費期限推計例 

ある食品の加速寿命試験の温度 T1 を 37℃とし、もう 1 つの加速寿命検査の温度を T2 を T2=T1+10℃=47℃と

する。その食品の成分特性、保存条件などの要素に基づき、その食品を 47℃で検査する 2 回の時間間隔を 1d と

し、Q10を 2 とし、式（B.3）によって計算した 37℃で検査する 2 回の時間間隔を 2d とする。 

f1(37℃)=f2(47℃)×Q10
(47℃ -37℃)/10=1×2(47-37)/10=2 

 

3) 多温度試験法の長所は、得られる消費期限が比較的正確であること、欠点は試験に時間と労力がかかることである。た

とえば適合方程式が複雑であり、また試験担当者に高い数学的知識が求められるなどである。 

4) 差が 10℃の試験温度が 2 つ以上ある場合、複数の Q10 を計算で取得し、その平均値を取ることが望ましい。 
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37℃と 47℃でそれぞれ加速寿命試験を行い、計算後、それぞれ得られた消費期限を 7d と 3d とし、引き続き

式（B.1）で Q10を計算する。 

Q10=θS(37℃)/θS(47℃)=7/3=2.3 

誤差要素を追加した後、式（B.2）で市場で販売される際のその食品の保存温度 20℃での消費期限は 

θS(20℃)=θS(37℃)×Q10
ΔTa/10=7×2.3(37-20)/10=7×2.31.7=28 

故に、その食品の 20℃の時の消費期限は 28d である。 

B.1.4.2 多温度試験法による消費期限推計例 

28℃、36℃、41℃、46℃、56℃、66℃で加速寿命試験を行い、得られた消費期限はそれぞれ 405d、240d、160d、

83d、33d、15d である。 

そのうち 36℃、46℃、56℃、66℃はそれぞれ差が 10℃であり、それぞれ消費期限の結果を直接式（B.1）に代

入し、計算して得られた 36℃、46℃、56℃の Q10 はそれぞれ 

Q10(36℃)=θS(36℃)/θS(46℃)=240/83=2.89 

Q10(46℃)=θS(46℃)/θS(56℃)=83/33=2.52 

Q10(56℃)=θS(56℃)/θS(66℃)=33/15=2.2 

以上の結果から、Q10(平均)=(2.89+2.52+2.2)/3=2.54 である。 

さらに式（B.2）からその食品の 25℃での消費期限を推計する。 

θS(25℃)=θS(28℃)×Q10(平均)
ΔTa/10=405×2.54(28-25)/10=533d 

θS(25℃)’=θS(36℃)×Q10(平均)
ΔTa/10=240×2.54(36-25)/10=669d 

θS(25℃)’’=θS(41℃)×Q10(平均)
ΔTa/10=160×2.54(41-25)/10=711d 

θS(25℃)’’’=θS(46℃)×Q10(平均)
ΔTa/10=83×2.54(46-25)/10=587d 

θS(25℃)’’’’=θS(56℃)×Q10(平均)
ΔTa/10=33×2.54(56-25)/10=593d 

θS(25℃)’’’’’=θS(66℃)×Q10(平均)
ΔTa/10=15×2.54(66-25)/10=685d 

以上の結果から、この食品の常温 25℃での消費期限は 533d～711d の範囲内、つまり 18 か月～23 か月であ

る。この範囲内で、食品の属性、生産過程、食品の包装、輸送、保存などの要素を総合的に考慮して消費期限を確

定する。 

B.2 長期安定性試験 

B.2.1 試験の原理 

食品の保存期間内での劣化は、直接的または間接的のいずれでも測定できる。長期安定性試験は保存、輸送、販

売、食用などの過程における温度、湿度、光線などの環境条件パラメータをシュミレーションし、実験室試験、

官能評価の時点を合理的に設定し、各時点で選定した各試験指標を考察し、各時点間の変化の状況を分析、比較

することにより、変化の規則性と、食品が受け入れられなくなる劣化の終点を導き出す。その劣化の終点が消費

期限である。 

B.2.2 考察頻度 

長期安定性試験は、加速寿命試験の結果から推計される消費期限に基づき、一定の時間比率で検査時点を設定し、

消費期限の終わりに近づくほど、検査間隔が短くなることが望ましい。例えば考察時点を予想される消費期限の

25％、50％、75％、82％、89％、100％、105％、110％に設定し、110％の時に、検査結果を依然として受け入れら

れる場合、検査結果が受け入れられなくなるまで、5％ずつ期間を延長してよい。 
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B.2.3 消費期限の確定手順 

B.2.3.1 各時点において、選択した項目に従って食品の官能、理化学、微生物などの検査または官能評価を行

い、すべての結果を総括した後、食品が受け入れられなくなる劣化の終点の時間を確定する。それが食品の実際

の保存温度での消費期限である。 

B.2.3.2 異なるロットの試料の試験結果の差が比較的小さければその平均時間を取り、差が大きければ最短時

間を取る。 
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附則 C 

（資料的附則） 

湿度、光の照射条件に基づく安定性試験プラン 

本附則は湿度、光の照射条件に基づく加速寿命試験の設計要素を示す。単独で、ある食品の消費期限の確定

に用いてもよく、長期安定性試験を行う際に、ある食品または食品中のある成分の消費期限内の変化を観察する

補助としてもよい。本附則は食品メーカーが加速寿命試験を行う際の参考を提供する。包装の材料と方式は、湿

度、光の照射を最もよく遮断する物品であり、本附則は包装の材料と方式の選択試験を行う際の参考も提供する。 

C.1 湿度条件に基づく加速寿命試験 

C.1.1 試験の原理 

一部の食品は湿度に対する感度が温度に対する感度より高く、これらの食品は湿度によって劣化する可能性

と劣化の程度がより顕著になる可能性があるため、その食品の加速寿命試験では、多湿環境条件の創出が優先さ

れる。微生物の生長原理に基づき、通常の食品の水分活性 Awが 0.75 を上回る場合、食品が微生物の生長繁殖から

受けるリスクは高くなり、そのため試験においては、微生物の生長に適した湿度条件を創出し、食品に劣化を促

すことが非常に重要である。 

高湿度条件下での試料の安定性を考察する場合、試料を規定の高湿度環境条件下に放置し、全試験過程で時

間の推移に従って食品の理化学指標の変化と微生物の影響を考察し、さらに食品の吸水率などの指標に関して数

学的モデルを確立し、正常な保存環境条件を代入して、対応する保存条件での食品の消費期限を推計する。 

C.1.2 試験条件 

C.1.2.1 相対湿度 70％以上の条件を選択する。最適な試験相対湿度は 90％±5％である。 

C.1.2.2 通常は 25℃を基準試験温度とする。多要素加速寿命試験を行う場合、35℃または食品の微生物状況に

よってさらに高い温度に引き上げてもよい。 

C.1.3 試料の処理 

C.1.3.1 食品包装に関する試験を行う場合を除き、試験に使う食品は完全に包装を除去し、完全な塊状を保持す

ること。 

C.1.3.2 1 回で食べ終わらない食品または食べて試験を行う必要がある試料は、食用方法、食用量などに基づい

て処理をした後に試験を行ってよい。 

C.1.4 高湿度試験 

C.1.4.1 試験方法 

試料を恒湿の密閉容器に一定時間放置し、推計した試料の吸湿率に従って観察時間を確定し、それぞれ既定

の観察時間と試験最後の 1 日にサンプリングし、吸湿による重量増加と品質、微生物などの項目を検査する。吸

湿による重量増加が予想の範囲を超えた場合、同温度、低湿度で再試験を行い、吸湿による重量増加が予想の範

囲内になった時に試験を終了する。 

C.1.4.2 高湿度試験の例 

C.1.4.2.1 適量の試料を重さの変わらない計量瓶に入れ、乾燥機で 2d 乾燥させ、取り出して重さを量る。試験
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容器の恒温を 25℃、相対湿度を 75％に設定し、4 時間後、8 時間後、12 時間後、24 時間後、48 時間後、72 時間

後、96 時間後に取り出して重さを量る。各時間帯の吸湿率を計算し、吸湿率に基づいて試料の観察時間を推計す

る。 

C.1.4.2.2 試験試料を恒温 25℃、相対湿度 90％の環境パラメータに置き、C.1.4.2 で推計した時間と試験最後の

1 日にサンプリングし、吸湿率と対応する製品標準に定められた理化学項目とインジケーターとなる微生物指標

を検査する。吸湿によって増加した重さが 5％を超えた場合、同じ温度、相対湿度 75％で再試験を行う。吸湿に

よる重さの増加が依然として 5％を超える場合、相対湿度 60％に下げて 3 回目の試験を行う。 

C.1.5 消費期限の確定 

試料の吸湿率および対応する吸湿率での各指標の検査データに基づき、高湿度試験での食品の劣化時間を探

り、食品の実際の保存環境パラメータを代入して、食品の消費期限の範囲を得る。 

C.2 光の照射条件に基づく加速寿命試験 

C.2.1 試験の原理 

保存・輸送過程で、食品は通常屋外の自然光、屋内の自然光、室内の人工的光線の条件下に晒される。一部

の食品または食品中のある成分は光の照射に対する感度が高く、光の照射の影響で異性化、光化学分解などの反

応を起こす。これらの物質が一定の比率の光源から照射を受け続けると、その過程が加速し、食品の品質の変化

を引き起こす。たとえば、光はビタミン B2 の光化学反応を引き起こして牛乳に異臭を発生させ、β-カロテンの異

性化と光分解を起こす。光に対して敏感な食品の特性について、単位時間あたりの照度を増す方式で食品または

食品中のある成分の品質の変化を加速させることができる。試験全体において定期的に関連項目を検査し、変化

の規則性と劣化点を探り、検査値に基づいて数学的モデルを確立し、通常の光線条件での食品の消費期限を推計

することができる。 

C.2.2 光源 

C.2.2.1 試験用光源は、試料の光化学反応の特性に基づいて選択するか、直接室外の日光、室内の日光と確定す

る。照射試験の総照度は 1.2×106lx·h を下回らず、近紫外線量は 200W·h/m2を下回らないこと。 

C.2.2.2 常用される試験光源は、以下の方式を参考にして設定できる。 

a) 試料を白色蛍光灯と近紫外線灯の下に晒す時、白色蛍光灯は ISO 10977 の規定に近い出力電力を有する

こと。近紫外線蛍光灯のスペクトルは 320nm～400nm の範囲に設定し、350nm～370nm を最大照射能力

とし、320nm～360nm および 360nm～400nm の 2 つのスペクトル帯の紫外線がいずれも顕著な割合を占

めること。 

b) 出力が国際的に認可されている日光標準 D65 および（または）室内間接日光標準 ID65 の放射標準と同

じか、近い出力を持つ光源のいずれかを採用する。たとえば、可視紫外線出力のある人工太陽照射灯、

キセノンランプ、メタルハライドランプなどの照明である。試験は光学フィルターで 320nm 未満の放

射光を除去すること。 

C.2.3 試料の処理 

C.2.3.1 内側の包装が完全に光を遮断しない、または完全には光を遮断できない食品は、内側の包装を除去せず

に照射試験を行ってよい。内側の包装が完全に光を遮断する場合、通常は除去した後に照射試験を行うが、必要

に応じて一部除去してもよい。 

C.2.3.2 試験に使う食品試料は完全性を保持し、1 回で食べ終わらない食品は、推奨される食用量に従ってカッ
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トまたは分割してよい。食べ方と関連する試験を行う必要がある場合、水または湯の注入後の食品に対する照射

の影響を観察し、食品を対応する処理を行った後に再試験を行ってもよい。 

C.2.4 強照射試験の例 

C.2.4.1 食品成分中に光源の影響を受けやすい物質が明記されている場合、既存の研究資料に基づき、光源と照

度を確定し、観察時間を確定する。複数の成分が光の照射に敏感である場合、各成分が光に対して敏感である区

間と感度を総合し、最も適した試験光源を総合的に選択する。 

C.2.4.2 試料を照射箱またはその他の適切な照射容器内に置き、確定した照度で一定時間放置し、既定の観察時

間と試験最後の 1 日にそれぞれサンプリングし、関連項目を検査する。4500lx±500lx の条件で食品に 10d 照射し

た場合、3 日目、5 日目、8 日目、10 日目にサンプリングする。 

C2.5 消費期限の確定 

異なる時点で得られた各項目の検査結果をまとめ、グラフを作成し、食品が受け入れられない劣化の終点に

達した時間を判定する。実際の保存環境条件を総合的に考察し、食品の実際の保存条件下での消費期限を得る。 

 


