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１．はじめに

　2021年6月1日にHACCP導入が
全面施行となったが、事業者の立場
である我々は、コロナ禍でまさにコロ
ナ一色になってしまった。しかしこの
コロナ対応においても、会社のリスク
とは何か、どのような対応が最良な
のかを考える時、HACCPが大いに
役立った。もちろん、相手は新型のウ
イルスであり、今までハザードとして
きた食中毒菌やノロウイルス、硬質
異物とは全く異なる。しかもある意味
社会に与えるインパクトは強い。よっ
て既存のHACCPをそのまま使うこ
とはできないが、「考える仕組み」「リ
スク管理の考え方」「決めたルール
の運用」については、HACCP導入
過程で土台ができ上がっていたので
ある。もちろん、ここまで数多くの試
練があり、今も道半ばではあるが、そ
れらに対しどのように取り組んできた
のか話していきたい。

２．当社のHACCP導入に
ついて

　私は惣菜製造工場で品質管理
部門責任者、ISO 22000事務局を
担当している。ISO 22000取得、つ
まりHACCPを導入したのは2017

年、認証審査を受ける１年前から取
組みを開始した。特に初めの１年は
外部コンサルタントの指導を受けな
がら構築を図っていった。
　しかし当時、自分自身も含め、ほと
んどの従業員がHACCP初心者で、
HACCPという用語すらよく分かっ
ていなかった。今思えば、コンサルタ
ントから教えられたことも、分かった
つもりで何も理解できていなかった。
とにかく要求された文書、記録、ルー
ルを決めて、形にし、認証審査で応
対できることだけを目指して努力し
ていたと思う。もちろん、それだけで
も以前より確実に衛生管理レベル
は上がり、社会的に自分達の衛生
管理を認められ、努力の甲斐はあっ
た。だが、あれから４年経過し、当時
作ったルール、記録表がどうなった
かと言えば、ほとんどが変更となっ
た。それどころか、HACCPチームで
HACCPを検討する方法、会議のや
り方から資料の作り方まで、実に多
くのことが変更された。これは決して
ネガティブな話ではなく、HACCPを
運用し続けていく中で、当初決めた
内容ではどうしても当てはまらない
面が出てしまい、より良い方向へ改
善していった結果だ。
　私自身のHACCPに対する向き
合い方も変わった。HACCP導入当

時は、とにかく行政から出された文
書や、コンサルタントからの指示通り
にやればいいのだと考え、当てはま
らない内容は代替案を考えることな
く禁止していたくらいだ。しかし、それ
ではどうしても対応しきれない場面
が次 と々発生した。売りたい商品が
作れない、必要以上の加熱で味が
損なわれる、ルールが過剰で経費が
上がるなど、次 と々問題が発生し、よ
うやく「そもそもHACCPとは何なの
か」と、原点に返ることとなった。

３．そもそもHACCPとは何か

　「HACCPとは、食品等事業者自
らが食中毒菌汚染や異物混入等の
危害要因を把握した上で、原材料の
入荷から製品の出荷に至る全工程
の中で、それらの危害要因を除去又
は低減させるために特に重要な工
程を管理し、製品の安全性を確保し
ようとする衛生管理の手法です」と
厚生労働省のHPに記載されてい
る。要は「自分達で自分達の会社、
仕事、商品について考えて、自分達
でリスクを減らす取組みをしよう」と
いうことであり、「ルールはこうある
べき」「このように商品を作るべき」
ということではない。しかしHACCP
素人の我々が「HACCP導入」とい
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う指示を受けて取り組む場合、その
「考える」ということができない。何
が自社にとってのハザードでリスク
なのか正解が分からず、どこを調べ
ても最適解が無く、白紙を前にして
途方に暮れるわけである。よって、
手引書や他社の事例、我々の場合
はコンサルタントの教えだけが正解
だと思い込んでしまう。これは、決し
て100％悪いこととは言わない。ど
んな取組みもまずはやってみること
が重要で、正解を調べ続けるだけ
で何もしないことの方が望ましくな
い。生産性向上などの改善活動で
は「100点を求めず60点でよいか
ら進めなさい」とよく聞くが、これは
HACCPの取組みでも同じである。
ただ問題は、手引書やコンサルタント
に教えられたことをゴールにしてしま
うことだ。
　ではなぜゴールではないのか。答
えは明白、我々の置かれている環境
が常に変わっていくからだ。人も、機
械も、原材料も、製造方法も、社会情
勢も、我々が望む・望まないに関わら
ず変わっていく。その中で、HACCP
だけ変わらずにいてもいいのか。変
化に対応せず、食の安全が守られる
のか。もちろん、そんなはずはない。
　我々の会社も同様であった。人員
は外国人が増え、ベテラン従業員の
顔ぶれも変わった。機械も老朽化し、
原材料も変わる。新商品やリニュー
アル商品もどんどん発売され、今ま
でと異なる製造方法も出てきた。社
会も変わった。コロナ禍だけでなく
SDGsやサステナビリティといった用
語が飛び交い、お客様のニーズも変
わる。皆様の会社もそうだろう。ここ
に書ききれないくらい多くの変化、少
なくとも商品開発があり、販売戦略

などは変化されているのではないだ
ろうか。ならば、HACCPの取組みも
変わらなければならない。例えば、人
が変われば教育方法も変えなければ
ならない。原材料が変われば管理手
段や製造方法も変えなければならな
い。昔作ったルールのままでは対応
しきれないはずだ。ではどうするべき
か。それは「考える」ということだ。こ
の「考える」ことが重要で、HACCP
を導入するにあたっては「考えること
を継続するための仕組み」をきちん
と整えるとHACCPを導入して「良
かった」という結果につながる。そし
てその「考えることを継続するため
の仕組み」がISO 22000などのマ
ネジメントシステムなのだ。

４．数々の試練

　偉そうに述べてきたが、我 も々初
めから「考える」ことができていたわ
けではない。私も当初、教科書通りに
ルールや文書、記録を作り上げて終
わりだと思っていた。しかし、それで
は目の前の問題を解決できなくなっ
たのだ。
　例えば、CCPとしていた冷却。惣
菜は多種多様な原材料を扱うため、
存在する細菌も多種多様である。し
かし恥ずかしながらそれらを細かく
調査できず、「加熱したものは必ず
10℃以下まで冷却」と定めていた。
冷却でハザードとしていたのは、セレ
ウス菌といった耐熱性菌である。し
かし販売前のテスト生産時、製造現
場より「牛カルビ肉は冷却で脂が浮
いてしまうので、常温までの冷却に
したい」との提案があったのだ。さて
どうするか。厚生労働省の手引書に
も、「加熱の後は冷却、冷却もCCP」

となっている。牛肉自体にセレウス
菌はあまり存在しないのかもしれな
いが、味付けに使う色々な調味料に
も存在しないとは言い切れない。幸
い、我々は自社で微生物検査ができ
たので、検査を何度も行い、セレウス
菌をはじめ耐熱性菌がほとんど検出
されないことを根拠に冷却温度を変
更した。この当時、非常にドキドキし
ながら決定したのを覚えている。（惣
菜という短時間で消費するカテゴ
リーであったことも理由だが）ともあ
れここで、加熱をしたが10℃まで冷
却しない、という製造方法が追加さ
れたのである。
　また、X線検査工程を外した場合
もある。昔からカットネギ包装工程
では金属検出機とX線検査機を通
すルールがあった。当然、手引書で
は金属検出機やX線検査機などは
CCP扱いとなっていたので、当社で
もCCPとしていた。しかし、Ｘ線検査
をなぜしなければならないのか、とい
う疑問の声が製造現場から出てき
た。他の弁当やおにぎり、カット野菜
を使ったサラダもＸ線検査機を通し
ていないのに何故カットネギだけ必
要なのか、と。そこで我々はもう一度
工程を見直すこととした。恐らく導入
当初は石などの異物除去を目的とし
ていたのだろうが、野菜の洗浄機器
も更新して異物除去精度は上がっ
ており、目視チェックの頻度も力量も
上がり、石が混入していても早い段
階で除去できるようになっていた。ま
た、過去に除去された異物の多くは
枯れた植物で、Ｘ線検査機で反応
するような異物はほとんどと言って
いいほど無かったのである。ならば、
機器や器具の目視チェック、ネギ自
体の目視チェックを確実に行うこと
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の方がＸ線検査よりもはるかに有効
であると判断し、Ｘ線検査工程を削
除した。逆に、トンカツやハンバーグ
など、目視では除去できない骨のハ
ザードがある商品はX線検査工程を
CCPとして残した。
　工程は外すばかりではない。追加
した場合ももちろんある。ここで伝え
たいのは、手引書や従来の方法が
最良と信じ込むのではなく、きちんと
今の製造現場を調査して、従業員と
も色々話し合い、皆が納得し、美味し
くて安全な商品を作れる方法を模索
しなければならない、ということだ。
意味も分からず「ルールだから」と製
造現場に負担ばかり強いるようでは
いつか瓦解する。
　人員についても色々な変化があっ
た。留学生だけでなく、外国人実習
生も受け入れるようになり、ここ数年
でもはや日本語だけで通用する工
場ではなくなった。しかし、我々の中
に外国語を話せる人間はおらず、ど
のように対応すればいいのかノウハ
ウも無く、ひたすら日本語対応に終

加工品容器には種類ごとに指定した色
の袋を使用している。加工品名を記載
したカードも貼付しているが、色によっ
て誰が見ても識別できるようになった。 ゼラチン加工品は特に識別が難しいため、色見本も活用している。

書には「（青）ボイル人参」という記
載を行い、その文字も青色にした。こ
れでとにかく、青い袋に入った人参を
使えばいい、ということになる。実習
生にはそのルールを何度も教え、き
ちんとできているかのチェックも行っ
た。もちろん、掲示物やマニュアル、
指示書の日本語にはローマ字やカタ
カナを付けた。これらは一気に色々
とできたわけではなく、何度も何度も
同じようなミスが起こり、その度に再
発防止策を考え、少しずつ改善して
いった結果である。
　更に、原材料、加工品、商品は
次 と々導入、変更されるため、とにか
く情報は全て開示、生産部門は自分
達が扱う物の中で類似が無いか洗
い出すルールも追加した。商品開発
部門も、類似品にはリスクがあると
認識し、情報共有を最優先に取り組
むようになった。
　これは一見HACCPと関係のな
い話のように見えるかもしれない。し
かし我々は数々の失敗からHACCP
に基づいて考え、「類似による使用

始していた。しばらくすると当然の結
果だが、製造ミスは起きた。前述した
が、惣菜は実に多くの原材料を取り
扱い、作る加工品も多種多様であ
る。それらを的確に識別し、正しい物
を使用しなければならないのだが、
ここでミスが起きたのである。例え
ば「鰹だし」と「白だし」、「ボイル人
参」と「味付け人参」を間違える、と
いった具合だ。幸い出荷までに発見
できたものの、これらは外観も酷似
しており、日本語が読める人でもうっ
かり間違えてしまいそうになる。大手
メーカーであればバーコードやQR
コードで識別する場合も多いが、当
社にそんな高度な物はなく、小ロッ
ト多品種の製造を効率的に行う場
合、導入も難しい。原材料にも加工
品にも必ず「名称」を記載したカード
を貼っているが、日本語が分かりにく
い場合や忙しい場合は見逃してしま
う。ではどうするか。我々はとにかく
色、写真での識別を行った。ボイル
人参は青い袋に、味付け人参は赤い
袋に入れ、取り扱う作業者への指示
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ミス」は非常に重要なハザードにつ
ながる、と判断したのである。結果、
色、容器の種類、写真、場所、時間な
ど、多くの手段で識別を行ってきた
わけだが、これでもまだリスクが無く
なったわけではなかった。いくら識別
しても「注意しよう」という認識が無
ければ意味が無い。「〇〇とよく似
た原材料が◎日から増える、袋は赤
色で、△△で使用する商品だから注
意すること」という教育を毎回全員
に行い、初回製造時は責任者が立
ち会い、理解度を確認するルールも
追加した。毎週、何種類も新商品や
リニューアルがある我々にとっては、
とにかく時間と手間のかかる作業
だ。よって逆に、類似原材料や加工
品を見直し、統一していこうという動
きも出てきた。
　HACCPに基づいたルールを実
践する場面でも課題は多い。作業
をするのもルールを守るのも実習生
が多くなったため、教育の仕方も変
わってきた。細かいことを一気にあ
れこれ言わず、掲示物だけで終わら
せず、とにかく「キーワード」を使い
OJTを強化した。例えば、実際に作
業の見本を見せて「ダメ」「ＯＫ」と
いった単語を身振りも加えて教える、
アルコールで手指の殺菌をする場

一般社団法人食品品質プロフェッショナルズ
会員

石井 あき子 （いしい あきこ）
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チームの多くは兼業であり、専任者
などほとんどいない。しかし、そこで
取組みをやめるのではなく、どうすれ
ばもっと効率的にできるかを考える
のである。
　トップマネジメントが、製造以外で
労力を割くことに否定的な場合もあ
るだろう。よって我々はHACCPで
何らかの成果を出さなければならな
い。ミスやお申し出の削減であれば
分かりやすいが、他にも従業員の力
量アップや、風土改革がある。「考
えることを継続するための仕組み」
があれば、HACCPに限らず、業務
改善や商品開発、冒頭にも書いたコ
ロナ対応にも生かすことができる。
HACCPの7原則12手順は考える
ための仕組みであり、決して特別
な物ではないのだ。そしてHACCP
を継続するための仕組みがISO 
22000などのマネジメントシステム
であり、認証を取らずとも、HACCP
を継続するためにはいつの間にか
実施していくこととなる。様々なリス
クに対応し、今より商品、工場、会
社を良くするためにどうするか、そ
の方向さえ全員で一致していれば、
例え牛歩以下の速度でも確実に
HACCPは定着し、成長していける
だろう。

合は手の平を指しながら「アルコー
ル」と言う。手袋の交換も「チェン
ジ」や「交換」の単語で伝える。作業
中にとにかく声を出して毎回伝える。
そのうち実習生自身から「アルコー
ル」「チェンジ」といった声が出るよ
うになる。ルールを守った人には「え
らい」「グッド」とすぐに伝える。ルー
ルを作る場合も定着させる場合も、
どうすれば彼らが理解しやすいか、
守りやすいかを一番に考えるように
なった。守れないルールに意味は無
いのだ。

５．最後に

　４章で述べてきた内容は全て、
HACCP導入後、数々のミスや現場
からの意見を元に改善した結果であ
る。HACCP導入をゴールとせず、
そこから常に考え、対応してきたの
である。それは今も継続中だ。日々
報告される疑問、意見、大小様々な
ミスは、我々のHACCPにゴールが
無いことを示している。まだまだ課題
は多く、やや心が折れそうな時もあっ
たが、それでも継続することで着実
に前に進んでいると感じる。もちろん
「考える時間が無い」といった否定
的な意見もあった。確かにHACCP

同じ時間、期間に、外観が酷似したゼラチン加工品の製造があるかどうかを確認するた
めに、加工品を一覧化している。これを見て、HACCPチームで識別方法を検討する。


