ワンポイントガイド
コールドチェーンを
必要とする食品

1. コールドチェーン
1.1 生産者から消費者まで

1.2 製品の品質と安全性

食品を購入する際、消費者はその品物の品質に問題がなく安全で

低品質な食品や安全ではない食品を販売すると、その会社のイメー

あることを、当然のこととして期待します。このため、肉やソーセー

ジが大きく損なわれてしまいます。

ジ、乳製品などの要冷凍 / 冷蔵食品にとってコールドチェーンが

製品の品質は消費者にとって分かりやすいメリットで、その製品

不可欠です。生産者から消費者までの経路の中で、法律で規定さ

をもう一度買うための動機付けになります。また、健康への悪影

れた上限温度を超えてはいけないため、食品の品質と安全性が保

響や被害から消費者を守り、食品の安全性を保証することは、食

たれます。

品生産者の責務でもあります。不適切な温度は食品の安全性と品

温度を維持する理由は、食品の内外に細菌が存在していると、私

質に悪影響を与えるため、コールドチェーンを必要とする製品の

たちの健康にとって脅威となるからです。細菌は必ずしも有害で

温度のモニタリングは、求められる品質と市場性を保証するため

はなく、中には人間に役立つものもいます。たとえば、大腸内部

の基本と言えるでしょう。

で消化を助ける腸内細菌となる細菌は消化に大いに役立ちます。
食品生産でも、意図的に細菌が使用されます。たとえば牛乳に乳

EC 178/2002 規制で、「市場性」の意味は次のように規定されてい

酸菌を加え、濃縮および加工してヨーグルトやサワーミルクチー

ます。

ズを作ります。

●

健康を損なわない

一方、一部の細菌は病気の原因となったり、食品をすぐに腐らせ

●

人間が消費することに適している

てしまいます。そして、そのような細菌が食品の内外に存在して

●

正しいラベルが表示されている

いることは問題になります。細菌は周囲温度が高いほど急速に増
殖するため、新鮮な食品や冷凍食品の冷蔵 / 冷凍を中断させない

たとえば品質が低下した製品は、腐っているわけではなく、食用

ことは非常に重要です。そうすることで、食品が早期に腐ること

可能ですが、その外観が規格の要件を満たしていません。しなびて、

を防止できます。

消費者の食欲をそそらなくなったレタスなどがそうです。
また、腐ってしまった食品は安全ではありません。消費者が吐き
気や下痢を起こす原因となります。

生産
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保管

輸送

配送

1.3 責任の移転

1.4 最も重要な規制

健康を損なう食品や、消費に適さない食品を流通させることはで

コールドチェーンを維持することは食品の品質と安全性につなが

きません。

ります。コールドチェーンに関してはさまざまな条例、基準、お

原材料から販売可能な製品への過程で、食品はさまざまな生産レ

よび規格があります。特に、温度遵守の証明が必須要件として明

ベルや工程を通過します。その結果、生産者、加工者、販売者の

記されています。そのため多くの国では、上限温度が守られ、定

チェーンができあがります。問題は、このチェーンの責任の所在

期的にモニタリングおよび記録されているかどうかを食品検査官

です。健康被害が起きた場合に誰が責任をとるのでしょうか。

が確認しています。守られていない場合、市場参加者がペナル

正当な注意の原理に従い、すべての食品会社は食品の安全性に関

ティーを受ける可能性があります。これは、食品会社、小規模食

する法律の要件を果たす責任を負っています。非常に重要な法律

品販売業者、厨房、食堂、スーパーマーケット、物流会社に影響

上の義務の 1 つとしてトレーサビリティの保証があります。これ

を与えます。

は、フードチェーン（生産者から消費者、および消費者から生産者）
全体の各レベルで保証する必要があります。生産、保管、輸送、
販売時に製品を冷蔵 / 冷凍することが食品の品質や安全性にとっ
て不可欠な場合、適切な温度（冷蔵 / 冷凍の義務）が保たれたこ
とを証明できるようにする必要があります。

食品安全に関する EU 指令

EC 178/2002 基本指令食品法

この指令はヨーロッパの食品法の基礎となり、営利目的で食品に
かかわる全員に適用されます。食品法の原理と定義、およびさら
なるガイドラインと指令の参照が含まれ、EFSA（European Food

Safety Authority）の設立、および欧州委員会 RASFF の早期警告シ
ステムに関する説明もあります。

EC 852/2004 食品衛生

この指令の目的は、食品衛生に関する一貫した規約と、それを EU
内でモニタリングすることとで、高レベルの消費者保護を保証す
ることです。この規約では、HACCP の原理の適用に加えて、食品
衛生に関する文書化の義務、トレーサビリティ、企業の許可およ
び / または登録が扱われています。生産者から消費者まで、フー
ドチェーンのすべてのレベルに適用されます。2 つの補足指令には、
動物由来の食品製品に対する規約（EC 853/2004）およびその公的
モニタリング（EC 854/2004）が含まれています。

EC 882/2004 公的管理に関する規制

この指令には、食品および動物の飼料に関する法律の遂行を監視
するための、当局による公的管理の実施方法が規定されています。
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EC 1935/2004 食品に接触する素材

SQF（Safe Quality Food）

として、接触した素材の物質が食品に転移してはいけません。転

HACCP 管理システムで、安全ではない食品が市場に出回ることを

この指令は、食品と接触するすべての物体に適用されます。原則
移した場合の規約も、この指令に規定されています。

SQF は食品業界すべての分野のために制定されました。規約は
抑制するための、NACMCF および CODEX HACCP の原理とガイド
ラインが適用されます。

食品安全に関する規格

IFS（International Featured Standards）

IFS 規格ファミリは食品流通分野で制定されました。自社ブランド

GRMS（Global Red Meat Standard）

GRMS 規格には、食肉処理、切断、骨の除去、および赤肉と肉製
品の処理プロセスに対する特別な要件が含まれています。

メーカーが同一の評価と認定を行うために役立ちます。

IFS ファミリには以下の規格があります。
●

IFS Food： 食品の加工または処理、および食品を包装する食品

生産者および企業が対象。
●

●

●

ISO 22000 食品安全のための管理システム

IFS Cash & Carry： 未包装または包装済みの食品を扱う、大型消

この規格は、食品安全のための管理システムの構築に役立ちます。

IFS Logistics：食品の流通を担う会社およびサービス会社が対象。

る要件を実現するための追加要求があります。要件は民間業界標

費者および大規模販売業者が対象。

●

規格

IFS Broker： 自社で食品に接触するかどうかに関係なく、物品を

ISO 9001 がベースとなり、HACCP の概念の導入と、これにまつわ
準および FSSC ほど厳しくありませんが、この規格は世界中のすべ

再販のために購入する商社が対象。

てのフードチェーン組織に適用されます。

ナルケア製品を加工または扱う工場が対象。

FSSC 22000（Food Safety System Certification 22000）

IFS HPC（Household and Personal Care）： 家庭用およびパーソ

FSSC 22000 は ISO 22000 の要件と PAS 220/ISO 22002-1 の要件を

食品安全のための BRC グローバル規格

まとめたもので、生産時の食品の安全性を保証することを目的と

BRC グローバル規格は英国小売協会で制定されました。食品安全

しています。食品安全規格の基準研究と同等として、Global Food

の要件が規定され、密閉されていない食品を加工または包装する

Safety Initiative（GFSI）から承認されています。民間業界標準と異

際に適用されます。

なり、FSSC 22000 は ISO 規格をベースとし、利益代表者グループ

GlobalG.A.P（Global Good Agricultural Practice）

農業および市場園芸（種と種苗、および合成動物飼料を含む）に
よる製品に対する品質規格。

の所有物ではありません。

DIN EN ISO 9001 品質管理システム

この分野間規格には、品質管理システムの構築に適用される要件
が含まれ、すべてのビジネスプロセスの継続的な改善、顧客要求
の履行、および法律規定の遵守を目的としています。この規格は
測定器に厳しい要求を提示しています。
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EN 12830

1.5 HACCP

この規格は、冷蔵、冷凍、または冷凍貯蔵の食品やアイスクリー

HACCP （ Hazard Analysis and

ムの保管、輸送、および流通設備における、空気温度のモニタリ
ングと記録用測定器の技術的および機能的特性を定めたものです。

Critical Control Points） は、 食
品会社が食品の高いレベルの安
全性を実現するために役立つ手

EN 13485
この規格は、食品加工分野で使用する温度計が満たすべき要件を
規定しています。要件としては、測定方法の基準（接触 / 浸漬式
測定）、測定範囲、測定精度、および測定器の分解能があります。

法 で す。1959 年 に 開 発 さ れ、
米国宇宙機関の NASA で採用さ
れました。NASA は宇宙飛行士
が宇宙で食べる食品に 100% の安全性を必要としていました。

HACCP はコーデックス委員会から発表され、安全な食品の生産と
EN 13486
温度計および温度記録装置の試験規則が扱われています。この規
格には、試験方法、環境試験条件、および常用標準器の要件も含
まれています。

消費者保護を目的としています。食品生産者を拘束し、特に衛生
指 令 EC 852/2004 お よ び 食 品 安 全 規 格（GFSI-Standards（BRC、

FSSC 22000、GlobalG.A.P、IFS-Food、SQF）、ISO 22000）で要求さ
れています。

HACCP 分析の最初の 1 歩は、4 つのハザード（微生物学的、化学的、
物理的、アレルギー的）に関する工程全体の調査とその評価です。
コールドチェーンの場合、最も重要になるのは微生物学的危害
です。工程手順が重要な場合は、管理点（CCP）と最適な制限値が
定められます。管理点のモニタリングは記録する必要があります。
逸脱の発生が発見された場合は、あらかじめ規定された是正措置
を開始する必要があります。

HACCP 分析では、どの温度を（法令の要件を上回って）いつどこ
で維持し、モニタリングすべきかを決定することで、消費者に危
険が及ぶことを防止します。
例：
●

生の家禽に関する法定規約：+4℃以下

●

ハザード分析で判定されたリスク： 入荷商品の家禽の温度が高

●

管理点のモニタリング： ここで温度をモニタリングし、逸脱時

すぎる
には措置を開始する

FSMA（食品安全強化法）
米国食品医薬品局（FDA）の食品安全強化法は、米国におけ
る最も重要な食品安全法改革の 1 つです。2011 年に発効さ
れました。FSMA の目的は、主眼を汚染への対応から汚染の
防止に移すことで、米国の食糧供給の安全を確保すること
です。特に、HACCP 概念を拘束力のある形で導入し、輸入業
者の義務を強化することで実現されました。
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2. 測定して知る
2.1 スポットチェック測定と継続的記録

デザインに定評のある折りたたみ式温度計は、プローブが測定器

温度のモニタリングに関して、testo では次の 2 種類の試験を区別
しています。

に直接取り付けられていて、折りたためば場所を取りません（図 2）。

2. プローブ交換式の測定器は、さまざまな測定作業が必要な場合

1. ポータブル温度計によるスポットチェック測定。単純な測定器
（測定値の表示機能のみ）またはストレージ式温度計で行います。
後者は測定データを内蔵メモリに保存するか、無線 LAN でデー
タストア（クラウドなど）に転送します。

に最適です（図 3）。
例： 気体プローブで冷蔵室内の空気温度を測定
●

●

冷凍肉の中心温度を測定

●

入荷した冷凍パッケージの隙間の測定

2. 継続的なデータ記録では、メモリ付きの測定器を物品に取り付
けておき（または、同じ冷蔵室内など近くに置き）、定期的な測
定間隔で値を記録して、それを内蔵メモリまたはオンラインの
クラウドに保存します。

重要：
食品分野では、測定器と、特にプローブと測定器間の接続が
防水されている必要があります。推奨する保護等級は IP65
または IP66 です。これは EN 13485 規格などで要求されてい

2.2 ポータブル、携帯型測定器
ポータブル温度計には、さまざまなデザインとさまざまなプロー

ます。

ブが用意されています。

1. プローブ固定式の測定器は、測定作業が常に同じ（食品の芯温
測定など）場合に最適です（図 1）。
例： 乳製品の中心温度
●

●

冷蔵陳列ケースの魚

図 1： プローブ固定式の測定器

6

図 2： プローブ折りたたみ式の測定器

図 3： プローブ交換式の測定器

2.2.1 非接触式測定

2.3 データロガー

測定器の中には、食品に直接触れることなく温度を測定する、赤

データロガーは継続的にデータを記録する装置で、測定データを

外線測定器があります。

内蔵メモリに保存するか、無線でストレージ装置に送信します
（図 4）。

このような測定器は、製品の温度の概要を把握するために適して
います。いわゆる非破壊測定では、測定器を製品に接触させるこ

この場合も、次の 2 つの種類があります。

となく温度を確認できます。

1. データロガーを食品とセットにして扱い、製品のすぐそばに配
赤外放射温度計は表面の温度だけを測定します。これは、包装さ

置します。パッケージ外面に接触させたり、パッケージ同士の

れた製品を扱う場合にメリットとなります。赤外放射温度計はパッ

間に入れることで、食品と直接接触させます。

ケージの中まで「透視する」ことはできないため、実際に測定す
るのは製品自体ではなく、パッケージの外側だけです。

2. 設置式の方法では、データロガーを車両や輸送箱の側面に取り
付け、内蔵プローブで空気温度を測定するか、外付けプローブ

測定結果が信頼できるかどうかは、表面の大部分が見えているか

を利用して製品の温度を測定します。冷蔵および冷凍食品用の

どうか、および物品のパッケージによって異なります。不正確な

データロガーは、EN 12830 規格に準拠している必要があります。

測定につながることもあります。

図 4： データロガーを使った冷蔵室のモニタリング
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3. 測定方法
非常に高い精度で測定するには中心温度測定を行います（例： 芯

2. 一部の製品の温度が規定された範囲に入っていない場合は、

温プローブで冷蔵品の内部温度を測定）。

2 つの製品の間に接触式プローブを挿入し、その温度を測定し

ただしこの場合、多くの製品ではパッケージと製品が損傷します。

ます。
これで温度が制限内に入っていた場合、前に行った赤外線測定

損傷を防止するために、実用性が実証されている 3 段階のプロセ

は外面温度の警告に過ぎません（図 6）。

スがあります。

3. それでも温度が規定された範囲に入っていない場合は、検証の
1. 最初に、赤外線測定器を使用して表面（ヨーグルトの容器など）
をスキャンします。赤外線測定器は、製品の温度の概要を把握

ため、1 つまたは複数の容器で芯温測定を行います。プローブ
を食品に挿入し、中心温度を測定します（図 7）。

するために適しています。温度が明らかに許容範囲に入ってい
る場合は、これで試験は終了です。

図 5： 非接触式測定
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図 6： パッケージ間の温度測定

図 7： 芯温測定

4. 測定場所
4.1 製品メーカーと保管庫

4.2 食品の輸送

保存や品質維持のために冷蔵 / 冷凍する必要がある生鮮食品およ

ここでは責任の移転に注目します。

び冷凍食品には、可能な限り劣化から保護するために、途切れる

トレーサビリティを確保するためには、輸送中にコールドチェーン

ことのないコールドチェーンが必要です。

が途切れなかったことを輸送会社が証明する必要があります。

要冷蔵 / 冷凍食品の温度範囲は法規定によって規制され、この範

輸送中の測定では、データロガーに特別な要件が求められます。

囲をコールドチェーンの中で遵守する必要があります。

●

スペースの狭さに対応できるフラット設計
使いやすい

●

冷凍の肉と魚は、常に -18℃まで冷却する必要があります。

●

●

生肉は +4℃以下に保つ必要があり、牛乳と乳製品は +8℃です。

●

ロガーは輸送に関連するデータだけを記録する

●

果物と野菜の温度範囲は、その種類に応じて +1 〜 +12℃です。

●

すぐに是正措置をとれるよう、分かりやすいアラーム

図 8： 食品輸送中の測定
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4.3 入荷商品

4.4 冷蔵カウンタ、棚など

入荷商品とは、配送が完了した食品です。

販売店では、冷却の必要な製品が冷蔵装置（棚、陳列ケース、カ

生鮮食品と冷凍食品にはコールドチェーンの遵守が規定されてい

ウンター）または冷凍庫に保管されます。

るため、食品の安全性という観点では特別な注意が必要です。
冷蔵製品：
製品グループごとに適用される温度範囲が異なります（DIN 10508

密封された製品の温度は、一般に非接触式で測定されます。肉、ソー

準拠）。

セージ、チーズの場合は、通常は芯温測定が行われます。このと

●

冷凍食品： -18℃

●

ひき肉： +2℃

きに許容される一般的な温度範囲は +2 〜 +10℃です。

●

鮮魚（氷冷却）： +2℃

冷凍製品：

●

生の家禽： +4℃

非接触式測定または「パッケージ間」測定が行われます。通常、

●

加工済みの魚（マリネ、酢漬け、燻製）： +7℃

このときに許容される温度範囲は -20 〜 -18℃です。

●

その他の傷みやすい食品（中身または外側に完全には火が通っ
ていない焼いた食品、カットされたフレッシュサラダ、調理済

冷蔵棚、カウンタ：

みサラダなど）： +7℃

冷蔵棚またはカウンタでは空気取り入れ口が最も空気温度が高い

●

低温殺菌された牛乳： +8℃

ため（それでも +10℃以下にする必要があります）、データロガー

●

バター、クリームチーズ、ソフトチーズ： +10℃

はその近くに設置されます。冷凍装置の場合は、パッケージ（ほ
うれん草、ピザ、アイスクリーム）の間で温度を測定するのが理

一般に、商品の引き渡しは搬入口で行われます。サプライヤーが

想的です。

到着するとすぐに、プラットフォームまたはトラックの中で温度
が測定されます。

一般に、冷蔵室または冷凍室は「半固定」方式を使用して測定され、

特によく使用されるのは、商品を破損せずに短時間で測定できる

冷蔵室の壁に固定されたデータロガーが空気温度を測定および記

非接触式赤外線測定です。測定値は試験書式（手作業の文書）に

録します。

入力するか、PC に記録されます。
データロガーを使用して温度を継続的に記録している場合は、
ここでデータを読み取るか、無線でベースステーションに転送し
ます。印刷された報告書が証明となります。

図 9： 入荷商品の測定
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図 10： 冷蔵棚での測定

図 11： 冷蔵陳列ケースでの測定

5. まとめ
●

冷蔵 / 冷凍によって食品の保存可能期間が延長され、細菌の増殖
が防止されます。

●

HACCP には、プロセス志向のハザード分析の実施について記述
されています。リスクが発生した場合は、管理点を設定して是
正措置を規定する必要があります。

●

記録がないものは存在していないと見なされます。そのため、
測定値は書き留めるか、PC に保存します。

●

移動しながら測定するためのポータブル測定器、製品とともに
輸送されるデータロガーとストレージシステム、または設置式
の測定器があります。

●

非接触式測定器は、パッケージを損傷することなく簡単、便利
に測定できます。ただし、測定するのは表面だけです。精査が
必要な場合は、パッケージ間測定または芯温測定（接触式測定）
を行います。
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＊本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。 ＊本カタログに掲載されている情報は、2017 年 7 月現在のものです。
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