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世界の食品産業における現在の課題



アレルゲン管理における課題

ココナッツドリンクの中に牛乳が含まれているとしたらどうしますか？

チキンペスート・パスタの中に魚が含まれているとしたら？

「グルテンフリー」と明記された商品にグルテンが含まれているとしたら？

小麦製品にピーナッツが含まれていたらどうでしょう？

パッケージなどに明記されていないアレルゲン　が予期せず食品に混入してい

た、または不適切な表示がなされていたというニュースが度々世間を賑わ

せており、それが主な原因となって世界中で食品が回収される事態が起き

ています。食品業者にとっては、自らのブランドに傷がつくことで財政的

な損害が発生します。その一方、アレルゲン汚染に敏感な消費者が増え続

けており、その影響は計り知れない程大きくなっています。ここ10年間

で、アレルゲンや食品の"不適正表示" に対する意識は急速に高まっていま

す。なぜ私たちは、食品に対する"不適正表示"に真剣に取り組む必要がある

のでしょうか？

大量の食品が広範囲の流通ネットワークで取引されている

今日において、加工食品や原材料に含まれるアレルゲンに

ついての表示がなされていない場合、世界規模で悪影響が

引き起こされる可能性があります。元来、そのような悪影

響は各地域に限定されていましたが、世界規模で複雑化の

一途をたどる食品サプライチェーンや食習慣の変化を受

け、現代では様々な課題が発生しています。

アレルゲンの影響を受けやすい人々は、アレルゲンのリス

クが正確に記載されている食品表示ラベルに依存せざるを

得なくなっており、このような現状が問題をさらに深刻化

しています。

アレルゲン汚染は、一次生産、輸送、保管、製造、さらに

はサービス業に至るまで、食品供給チェーンのいずれの段

階でも起こり得るものです。

> ‘食品偽装を防ぐために’, で説明したように、比較的安価

な混和物や添加物を代替物として使用することで、経済的

な利益を得ようとする食品業者は世界各国に多数存在しま

す。食品偽装というだけでも、製品やブランドの信頼が損

なわれかねないうえ、代替物にアレルギー物質が含まれて

いるような事態が発生すれば、組織にとって致命的な悪影

響を招く可能性があります。

米国やカナダでは、クミンパウダーにピーナッツが混入し

た事例が見つかっています。また英国・デンマーク・ス

ウェーデン・ノルウェーでも、パプリカとクミンパウダー

の両方で、食品表示ラベルに明記されていないアーモンド

の混入事例が明らかになっています。混入の原因はまだ明

らかになっていませんが、安価なナッツの殻のパウダーを

香辛料に添加することによる「かさ増し」の疑いが出てい

ます。このような事例が幾度となく発生しており、ヨー

ロッパ及び北米では度重なる回収が実施されています。
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食品サービス業では、キッチンおよび食品配達サービスに至

るまで、細心の注意を払ってアレルゲンを管理する必要があ

ります。しかしながら、アレルゲンの管理に不慣れな方、

またトレーニングが不十分な短期スタッフ等がアレルゲンを

管理する職務を担っている場合は、当然管理が難しくなりま

す。つい最近、英国のレストランでは、ナッツ類を含まない

メニューを指定して注文したにもかかわらず、ピーナッツの

入ったチキンマサラを提供された結果、それを食べた客が死

亡するという事例が発生しました。このレストランのオー

ナーは、最終的に過失致死罪で有罪判決を受けています。

アレルゲン関連の食品回収は、主に食品表示ラベルの不適正

表示が主な原因になっています。製品に含まれる全てのアレ

ルゲンが、材料、加工助剤、または交差接触によるリスクが

あり、その可能性を必ず公表するには、情報の正確性が不可

欠です。「アレルゲン」の定義が地域や国によって異なるた

め、使用される場所が異なれば、アレルゲンの重要性も優先

順位も異なります。こういった背景が、グローバルの食品サ

プライチェーンにおける、情報の正確性・情報の報告非常に

困難なものにしています。

アレルゲンの交差接触に関する警告文も、「～を含んでい

る場合があります」、「～を処理する施設で包装作業を

行っています」、「～の加工を行う設備で製造されたもの

です」など、多岐にわたります。製造業者は、このような

警告の文言を「保険」目的で使用すべきではありません。

アレルゲンのリスクを有効に管理できない可能性が明確に

判別している場合にのみ使用すべきです。実際に問題が発

生するリスクがない場合、そのような警告文は消費者を混

乱させ、また消費者が真のリスクに対して結果的に油断し

てしまう状況を誘発する恐れもあります。

製品の包装工程に不手際があり、内容物と食品表示ラベ

ルが異なるという事態が、アレルゲン関連の食品回収の主

な原因になる場合があります。食品表示ラベルの内容が正

しくても、内容物と合致していなければ、アレルゲンの公

表内容も事実ではなくなってしまいます。包装工程を厳密

に検証し、適切な体制を整え、事故を未然に防ぐことが不

可欠です。

リスク評価とは複雑かつ時間も要し、また正確性を求められ

るものであるため、アレルゲンを効果的に管理するには、

技術的な専門知識と、偽りないビジネス上の決意が不可欠で

す。アレルゲンごとの固有リスクを評価および理解するに

は、専門家の知識が必要です。アレルゲンのリスク評価を

実施する際には、製造プロセスと食品サービス・プロセスの

実務性を検証し、両方のバランスをとる必要があります。

ゴマ、スライスナッツ、粉チーズなどの個別の粒子に見ら

れる「微粒子」アレルゲンなど、一部の種類のアレルゲン

は特に問題視されています。微粒子アレルゲンは、他の食

品の材料と均一に混ざることがなく、完成された食品の中

で、濃縮した単体の形態で存在するため、危険性が高まり

ます。このアレルゲンは、洗浄が行き届いていない場合

や、食品取扱業者の慣行が原因となって、他の製造現場に

拡散する可能性があります。

卵、牛乳、小麦グルテン、大豆単離物などの粉末状のア

レルゲンは浮遊しやすいため、汚染源となる可能性があり

ます。ゴマ、ナッツペースト、乳タンパク質などの粘着性

が高いもの、また脂肪性のアレルゲン等は、機器の表面に

付着しやすく、取り除くことが難しいため、綿密な除去手

順が必要になります。
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一次生産においては、競争の激しい市場において、できるだ

け安価かつ高品質な製品を複数生産しようというトレンド

が、作物の混合という課題を招いています。例えば、農作物

の輪作の普及や、様々な農作物の収穫、保管、輸送器具の共

有等を通じて、グルテンを含む穀物とグルテンフリーの穀物

が入り交ざってしまう課題が発生しています。

また、甲殻類やエビ類には、見た目を新鮮に保つことを目的

として収穫後に亜硫酸塩が添加されることがあります。加工

工程の様々な要因や作業を正確に検証することはほぼ不可能

であり、結果、亜硫酸塩濃度の許容範囲を超えた加工品が発

見される可能性もあります。

一般的に食品製造施設では、仕入れから保管、加工、

包装、ラベル貼付、さらには流通に至るまでの一貫した

管理の中で、必要なアレルゲンを取り扱っています。

アレルゲン汚染の直接的な原因としては、以下が考えら

れます。

zシステム管理の不手際、プロセス管理の欠如、アレルゲ
ンと非アレルゲンの物理的または時間的な分離が求められ

る製造現場で対策が不十分である場合。

z設備の設計に不備があり、洗浄工程が適切でないこと
から、製造工程で残留物が発生し、その後の生産工程に

悪影響を及ぼしかねない場合。

z製品開発試験や、非製造区域である社員食堂や自動販売
機などから新たなアレルゲンが持ち込まれる場合。

10 mg/kg以上の
濃度の亜硫酸塩

ナッツおよびナッツ製品 

ラクトースを含む
乳および乳製品

小麦、ライ麦、大麦、
オート麦、スペルト
小麦、またはそれらの
交雑種など、グルテン
を含む穀類

甲殻類および
それらの製品

卵および卵製品 魚および魚製品

ピーナッツ、大豆、
およびそれらに由来
する製品

出典：コーデックス委員会、食品表示に関する
指針。ベンチマークとしての使用のみを目的と
しています。各地域の規制には、異なる項目ま
たは追加の項目（あるいはその両方）が含まれ
る場合があります。

公表されるべき成分

*アレルギーの原因となる物質。卵・魚・肉などの
食物性アレルゲン、室内の埃や花粉などの吸入性

アレルゲン等がある。

*



主材料 副材料

材料
計量
エリア

コンテナ
洗浄

生地製造エリア

ベーキングエリア

包装エリア

デパンニング
および冷却 

積載
エリア 

原材料の
バルク貯蔵所

出荷

手洗い場

QCラボ

更衣室

コンテナ洗浄廃棄物

洗浄薬品貯蔵所

社員食堂

薄切り

トッピング追加 

すべての製品
の包装が完了

Designated sesame storage and handling areas requiring special allergen controls, production sequencing and cleaning 
procedures to minimize cross contamination

包装
エリア
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同じ食品カテゴリーにも関わらず、異なる食品ブ
ランドや風味の異なる食品の間で、区別・見分け
が難しい包装が行われることが多くなりました。
その主な原因は、ブランドの認知度向上の取り組
みや、独自ブランド製品と小売ブランド製品を意
図的に差別化しなくなったことが挙げられます。
こういった現象は結果的に、製品の誤包装の増加
を招くことになると言われています。近年、「無
添加」食品、特にグルテンフリー食品の需要が伸
びている一方、小売業者の間では、アレルギー誘
発性製品を可能な限り非アレルギー性の代用品に
置き換える傾向が高まっています。原材料および
製品を「アレルゲン非含有」として表記するに
は、膨大な試験を通過する事が必要になります。
これは同時に、アレルゲンを高い水準で制御し続
けるための費用は相当な額になるとも言われてい
ます。一方、アレルゲン試験を集中的に取り組み
ことで、試験方法が徐々に洗練され、検出精度の
改善が期待できるという利点も挙げられます。

原材料や完成品のアレルゲンの状態の変化は、
食品サプライチェーンの中で絶えず変化を続け
るものであり、正確な状態・変化を把握するの
は非常に困難な作業になります。それ故、継続
的なモニタリング、報告、フィードバックが重
要な意義を持つことになります。食品サプライ
チェーンのあらゆる段階において、厳格なアレ
ルゲン管理に焦点を置く体制を構築すること
で、予期しないアレルゲンの発生率を劇的に低
下することができると言われています。またア
レルゲンが抱える課題を理解し、積極的に管理
するための知識とスキルをスタッフに身に付け
させるトレーニング開発は、将来の事業成功の
鍵になると予測されています。

私たちは、あらゆる食品の消費者であり、そし
てアレルギー不耐性のある方も数多く存在しま
す。自社ビジネスあるいは自社ブランドは、ア
レルゲンから生じたリコールに対応できる体制
が構築されているでしょうか？ 御社のアレル
ゲン管理計画は、今日のアレルゲン課題に対し
て、未然に防止できる体制が整っているでしょ
うか？

アレルゲンに関しては、GFSI（世界食品安全イニシアチブ）
と小売店食品安全基準の全てにおいて、高い基準値が設定さ

れ、規範的要件として定められています。しかしながら、こ

れらの規定は、製造施設の直接的な操業を対象とする限定的

な内容であることが多く、食品サプライチェーンの他の分野

におけるアレルゲン・リスクは必ずしも対象になっていない

場合が多く見られます。食品製造業者が設備や製造工程にお

ける汚染を防ぐために厳格な管理を実施していたとしても、

予期できていなかったアレルゲンを含む原材料を仕入れ・使

用した時点で、出荷後の利益はほぼ見込めない状態になりま

す。

効果的なアレルゲン管理には、以下のような基本原理が

存在します。

内在するアレルゲン・リスクを理解するため、

契約サプライヤーに関する詳細な情報を入手し、

原材料の供給源について定期的な話し合いを設け

ることが必要です。「無添加」と記載される製品

向けの原材料を使用する場合は、そのことをサプ

ライヤーに通知し、アレルゲンの含有状況確認

と、含有状況に変化があった場合の報告は、最重

要課題であるという事を認識してもらう必要があ

ります。

今後の傾向

アレルゲン管理における基本原理

全ての原材料についてリスクの把握と、アレルゲン

の含有状況を把握することを確実にしてください。

こうした情報は製品仕様に詳細を記述する必要があ

りますが、その正確性および信頼性は、担当者の技

術的な知識と能力に左右されます。製品仕様は、多

くの場合、実際のアレルゲン・リスクを特定するた

めの現場評価を行うことなく、全く異なる場所で専

門家によって作成されています。

厳格なリスク評価を実施し、製造過程の段階ごと

に、アレルゲン汚染のリスクを特定してくださ

い。原材料の仕入れ段階から最終製品を送り出す

まで、アレルギー物質の流れを把握して、汚染の

可能性のあるポイントを特定する必要がありま

す。さらにこれを踏まえて、アレルゲンのリスク

を予防、排除、軽減するため、汚染の可能性をポ

イントごとに対策を講じる必要があります。これ

らの対策は、HACCPまたはPRP(前提条件プログ
ラム)のいずれかによって特定することができま

す。

交差汚染を最小限に抑えるため

の、特別なアレルゲンコント

ロール、生産順序、および洗浄

手順を必須とする、ゴマの貯蔵

および処理用の指定場所

アレルゲン含有製品とアレルゲン非含有製品との

生産切り替えの頻度を最小限に抑えるため、アレ

ルギー誘発性製品の隔離または生産スケジュール

などの対策を常に実施し、その有効性および持続

可能性を監視し、検査してください。食品処理の

担当者は、アレルゲン物質を扱う者と扱わない者

で、それぞれ見た目の異なる作業着を着用するこ

とにより、作業場を行き来する際に互いの注意を

促すことができます。

アレルゲン非含有製品へのアレルゲン物質の混入

を防止するためには、厳格な加工手順を講じる必

要があります。アレルゲンの除去プロセスが、施

設の他の区域の汚染源にならないよう、特別な廃

棄物処理、または厳密な流出手順を構築する必要

があります。アレルゲン汚染および製品ラベルの

誤表記に関しては、人的ミスが重大な原因要素と

なるため、食品取扱者をいかに効果的に訓練でき

るかが、人為的ミスを持続的に管理する重要なポ

イントになります。

生産現場において、原材料から製品へと変化す

る際の流れを視視化することは、アレルギー物

質の汚染の可能性のあるポイントを特定するの

に有効な手段です。また交差汚染のリスクを解

消するための対策を検討するうえでの重要な

データにもなります。

アレルゲンを特定する
ゴマの
食品マップ

更衣室

手洗い場

http://pages.bsigroup.com/l/43652/2016-09-22/f9gzj3/43652/119544/BSI_Allergens_Facility_Mapping_Guide.pdf


Food Business Solutions

食品安全とクオリティー(質)

人口増加、サプライチェーンのグローバル化、経済的圧力、そして、ますます消費者の食習慣が複雑化し

ている昨今、世界の食品関連業者への交錯した、また、しばしば相反する圧力が高まっています。

世界的に認知された規格の認証取得は、貴組織のレジリエンスと信頼性を高めます。

BSI HACCP & GMP 認証基準 
FSSC 22000 

食品安全システム認証
BRC Global Standards

Global G.A.P Gluten-Free Certification Program SQF - Safe Quality Food

BSI Catering

生産者、食品製造業およびフード

サービス企業に対して、包括的な

BSI HACCP & GMP認証基準は、

生物的、化学的、物理的ハザード

を網羅した食品安全管理システム

及び適正製造規範を実証します。

国際的に認められたスキームで

あり、食品製造および食品包装資材

製造業の組織の食品安全マネジメン

トシステムの認証のために開発さ 

れました。

品質、安全、運用基準の標準化を

保証し、製造業者が法的要求事項を

遵守し、最終消費者の保護の提供を

確実にする規格です。

Good Agricultural Practices（GAP）

は、持続可能で安全な農業と、農薬

散布を最小限に抑えることを促進

し、商業的に実行可能な農業保証

スキームの採用を奨励する規格で

す。

製造者とブランドオーナーが、倫理

的な製造方法を通じて、安全で信頼

性の高いグルテンフリー製品を生産

していることを消費者に証明しま

す。

SQFは、製品、プロセス/サービス

が国内外の食品安全法規制に遵守

していることを第三者として認証 

し、また高水準の食品製造、処理

および取扱を実施していることを

保証します。

食品関連の機械、包装資材、洗浄

剤、食品添加物及び成分の製造

等、あらゆる食品企業に適した

国際的な食品安全規格です。

フードサービス業界向けに特別に

策定されたBSI Catering スキーム

は、フードサービス業界の食品安全

ニーズを 満たすことができるよう

に設計され ています。

地域の食品安全法規制に対応させる

ことができるだけでなく、食品製造

業に適用される広範囲な規格のなか

で、適用が難しく、しばしば問題と
なる要求事項 を排除しています。

ISO 22000 

食品安全マネジメントシステム

*

* BSI Japanでのサービス提供開始は未定です。
別途ご相談ください。

*
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BSI – 業界をけん引するリーダーとして
BSIは、世界で初めての国家規格機関として、100年以上の歴史があります。私たちは世界で認知されて

いる多くの主要規格の開発を先駆けて行い、取引を促進し、組織のビジネスを活性化させる国際規格を

策定した豊富な経験を持っています。

品質マネジメントのためのISO 9001、環境マネジメントのためのISO 14001、情報セキュリティのため

のISO / IEC 27001など、世界で最も広く使用されている国際規格の大半は、元来BSIが策定した規格が
ベースになっています。

ISO 22000 PAS 220/223 PAS 85

PAS 72 PAS 96

ISO 22000は食品安全マネ
ジメントの国際規格で、BSI
が開発し世界で最も広く採

用されている規格である

ISO 9001をベースに策定さ
れています。

BSIは、PAS 220(食品製造のため

の食品安全に関する前提条件プロ

グラム)、PAS 223 (食品包装の設
計及び製造における食品安全のた
めの前提条件プログラム)を含

む、PRP(pre requisite program)

規格の開発をリードしてきまし

た。 これらの文書はいずれもISO 
22002-1とISO 22002-4の策定に
も使用されています。

BSIは、農業食品チェーンにおけ
る主要製品の整合性とトレーサ

ビリティの規格であるPAS 85の
開発を先駆けて行い、発行して

います。

BSIは、責任ある漁業に関し

て、船舶運航者のためのベスト

プラクティスであるPAS 72の
開発を先駆けて行い、発行して

います。

BSIは、故意の攻撃からの食品・

飲料の保護および防御のための

ガイドラインとして、PAS 96の
開発を先駆けて行い、発行して

います。

BSIは、2800以上の食品・農産業関連の規格によって、
食品の安全性、食糧不足、持続可能性、土地利用、エネル
ギー、水、企業の社会的責任の問題など、食品業界が将来
的に抱える問題や、サプライチェーンの課題解決等を効率
的にサポートできる体制が整っています。

英国王室憲章(Royal Charter)を授与されたBSIは、世界181ヶ国
と80カ所にオフィスを展開し、組織の規模を問わず、あらゆる
組織を十分に支援できる世界的ネットワークを備えています。

BSIは、貴組織のビジネスの継続的改善に貢献するのみならず、
将来の世代のために食糧生産の持続可能性を確保し、より良い環
境への構築に貢献できるようにいたします。

BSIの規格開発者、審査員、研修トレーナーの中には、世界有数のエキスパートが含まれており、

貴組織の食品安全マネジメント構築に対して効率的に支援することができます。
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Allergens – Ongoing Challenges in the Global Food Industry 

Why BSI?

グループジャパン株式会社

最新情報は下記 をご覧ください。 

知識

BSIは、ビジネスエキスパート、
政府機関、事業者団体、消費者
グループと協力し、組織が成功
するうえで必要なベストプラク
ティスを見つけ、知識を構築し
ています。
実際、世界で最も認められた10
の規格のうち、BSIが起源で作成
されたものは8規格になります。

お客様が実際に長期的な利益
を得るためには、規格を継続
的に順守する必要があり、継
続することで規格の順守は確
固とした習慣になります。
BSIでは、付加価値及び差別
化されたマネジメントツール
を提供するだけでなく、規格
やその導入方法を理解するの
に役立つトレーニングを提供
することで、お客様の継続的
な規格の順守プロセスをお手
伝いしています。

プロセスや製品が特定の規格に
適合していることを証明する独
立した評価を通じ、お客様のパ
フォーマンスの卓越性が保証さ

れます。
BSIは、お客様が自らのパフォー
マンスを理解するお手伝いをす
ることで、組織の内側からでき
る改善分野を洗い出します。

BSIの製品及びサービス
私たちは、サポート製品とサービスのユニークな組み合わせを、

知識、保証、コンプライアンスという3つの流れのなかでご提供しています。

保証 コンプライアンス

安全で高品質、かつ持続可能性のある食品を供給する必要があるとBSIは考えます。

BSIは、GFSI (Global Food Safety Initiative)から認められた規格を含む、食品および飲料、サプライチェーン全体
まで、幅広い分野の食品安全規格と審査を実施している、食品安全における世界的な認証機関です。

BSIの食品関連サービスには、認証、研修トレーニング、評価、サプライチェーンソリューションなど多岐に渡
ります。 製品、業務、従業員、およびそれぞれのサプライチェーンに関連するリスクと機会をマネジメントする

ことで、顧客を信頼させ、また組織レジリエンスを高めることができます。

BSIは、2800以上の食品・農業関連の規格によって、食品の安全性、食糧不足、持続可能性、土地利用、エネルギー、
水、企業の社会的責任の問題など、食品業界が将来的に抱える問題や、サプライチェーンの課題解決等を効率的に

サポートできる体制を整えています。

https://www.bsigroup.com/ja-JP/




