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目　　　　　的

平成10年5月中旬から6月にかけて､ N物産㈱ (北海

道中標津町)で製造されたイクラ醤油漬を原因とする腸管

出血性大腸菌O157(以下､ O157)による食中毒事件が7

都府県で発生し､感染者数は62名にのぼった1)｡本食中毒

事件はO157に汚染された魚卵製品の摂取による世界でも

例をみない事例で､その発生により北海道産の水産加工品

に対する消費者の信頼を大きく損なうこととなった｡

本報告は事故の再発防止を目的として､イクラ製造にお

ける危害分析重要管理点(Hazard Analysis Critical Control

Point ;以下､ HACCP)導入の基礎となる微生物危害に

ついて調査したので報告する｡

方　　　　　法

1.調査対象施設と試料

平成10年10月1日～10月2日までの間､北海道釧路市で

操業しているKイクラ製造工場(以下､ K施設､対米輸

出HACCP認定工場)を調査対象施設とし､原料となる

サケの捕獲から最終製品に至るすべての工程において､微

生物危害の分析のための試料を採取した｡採取した試料お

よび調査の内容を以下に示す｡

(1)サケの捕獲から陸揚

原料用サケ(シロサケ; Oncorhynchusketa)は､釧路

市沖約2 kmの太平洋上に設置された定置網で捕獲された｡

捕獲開始から帰港および陸揚の間に要した時間を計測し､

また､海水､保管水槽およびサケ体表については､各作業

時点で温度と細菌を測定した｡

(2)製造工程

イクラ醤油漬のフローダイアグラムを図2に示す｡各

工程をサケ処理工程､原卵処理工程および包装工程に区分

し､各々､作業前､作業中､作業後の試料について細菌検

査を行った｡また､落下細菌や跳ね水による製造環境への

細菌汚染に関する調査も併せて行った｡

(3)細菌検査

拭き取り試料､海水および使用水､半製品および最終製

品､製造環境への汚染調査において､一般生菌数､大腸菌

群､腸炎ビブリオ､サルモネラ､ O157､黄色ブドウ球菌

を検出対象とした.

拭き取り試料については､ 5×5 cmの面積を4カ所拭

き取り､これを10mlの滅菌リン酸緩衝液(終濃度2%に

塩化ナトリウムを添加)に浮遊させ､これを試料原液とし

た｡マキリ包丁､ゴム手袋､軍手､トングおよび手指につ

いては全面を拭き取った｡

一般生菌数､大腸菌群の測定には試料原液1 mlずつを

標準寒天培地(日水製薬)およびデソキシコレート培地(日

水製薬)にて混釈培養を行った｡腸炎ビブリオ､サルモネ

ラおよびO157については､試料原液1 mlを測定量とし､

以後の操作は厚生省から示されている指針2.3)にしたがっ

て検査した｡

海水および使用水については無処理とし､拭き取り試料

と同様に測定したが､ O157については試料3 Pを濾過･

濃縮して検査に供した｡
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原材料､半製品および最終製品については､試料25g

に上記緩衝液を加えて10倍乳剤とし､これを試料原液とし

て試験に供した｡サルモネラおよびO157については測定

量を各々25gとし､厚生省から示されている指針3,4にし

たがって検査を行った｡落下細菌や跳ね水等による製造環

境への汚染については､標準寒天培地(径90mmのシャー

レを使用)を各対象箇所で15分間暴露させて培養を行った｡

結果および考察

1 .原料用サケの捕獲からK施設への搬送

原料用サケの捕獲からK施設への搬送までのフロー図

を図1に示す｡

図1原料用サケの捕獲から工場への搬送までのフロー図

サケの捕獲は午前5時30分に開始された｡定置網は4回

の網上げで(1回の所要時間は約10分)捕獲を終了し､帰

港は1時間23分後であった｡当日の海水温は14.5℃､水揚

げ直後のサケ体表背部と腹部の温度は各々､ 15.8℃および

16.3℃､保管水槽の水温(海水を氷600kgで冷却)は8.0℃

であった｡競りにかけられないため､サケは帰港後直ちに

陸揚げされ､陸揚げ直後のサケ体表背部と腹部の混度は

各々､ 9.8℃および10.0℃であった｡陸揚げ後､サケはフ

ォークリフトで市場内に移送され､サイズによる選別作業

と損傷の著しいサケの除去が行われた｡次いでサケをコン

テナーに詰め､計最後､フォークリフトでトラックに積載

し､ K施設まで搬送された｡この目に搬送されたサケの

量は約2.4tであった｡原料用サケについて行った細菌検

査結果を表1に示す｡

イクラ醤油漬製造における原材料由来の危害については､

腐敗細菌および腸炎ビブリオによる汚染､アニサキスの寄

生､ヒスタミンなどが挙げられる｡サケ体表の拭き取り試

験では､約103cfu/mlのオーダーで一般生菌数が検出され

た｡捕獲後の管理が不適切であるとこれらの細菌が増殖し､

腐敗の原因になると考えられるが､サケの捕獲からK施

設への搬送までの間､所要時間と温度が適切に管理されて

いるので､ 腐敗細菌による危害は生じないと考える｡腸炎

ビブリオは海底の泥の中で生存し､海水温が18℃以上にな

ると動物性プランクトンのキチン質を介して海中に出現し､

魚介類を汚染する1)秋サケ漁は9月に解禁されるので､漁

初期に捕獲されるサケについては海水温の関係から腸炎ビ

ブリオによる汚染が予想されるが､本調査ではサケから腸

炎ビブリオは検出されず､また､イクラ醤油漬を原因とす

る本菌食中毒の報告はない｡アニサキスはサケやマスにも

寄生するが4)､生卵巣および分離卵を十分に洗浄すること

でその除去が可能であり､また､たとえ僅かの混入があっ

ても冷凍保管中に死滅する｡死滅した虫体を食しても健康

被害は発生しない｡アニサキスは冷凍保管される市販品で

は危害とならないが､冷凍保存せずに食する場合の自家製

品でその健康被害の発生が確認されている5)｡ヒスタミン

については､新鮮なサケやマスを用いる限り危害となるこ

とはない｡

原料となるサケの鮮度は､製品の品質を左右する最も重

要な要件である.捕獲されたサケの魚体内における卵巣の

生存時間は保存温度により異なり､ 11～12℃では約8時間､

13～14℃では約5時間､ 17～18℃では約1.5時間であり6)､

これらの時間を過ぎると生卵巣は粘度が増加して製品の質

が低下する｡

2.製造工程における危害分析

イクラ醤油漬製造におけるフローダイアグラムを図2に
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示し､その時間と温度の管理については図3に示す｡

表1　サケの水揚げから陸揚げまでの調査結果

港から工場へ搬送されたサケは､魚体の洗浄､マキリ包

丁による開腹の後､卵巣(原卵)が摘出される｡原卵を専

用のステンレス製トイの中で流水(3%食塩水)により洗

浄しながら受け龍に集め､塩水を切った後､直ちに専用ボ

ックスに入れてフォークリフトで別棟の食品工場へ運搬す

る｡卵巣を約10kgずつに分け､同塩水でシャワーリング

による洗浄を2回行った後､卵巣包膜を開いて卵割を行い､

揉み網で卵分離を行う｡分離卵を揉み機台下に設置された

トイを流して集め､塩水で洗浄後､塩水を切って10kgず

つ計量する(半製品)｡半製品10kgをポリエチレン製容

器に入れ､これに2 lの調味液を加えて10℃以下で約18時

間漬込む｡漬込み後､調味液を切り､これをプラスチック

製トレーに入れて計量･包装し､金属探知機を通したもの

を最終製品として冷凍状態で保管する｡

製造に使用される機械や器具の洗浄･殺菌はロットごと

に､また､作業が連続する場合には2時間毎に行われてい

る｡その方法は､器具･機材をまず中性洗剤で洗浄し､水

道水で十分に濯いだ後､残留塩素濃度を20～30ppmに調

製した酸性水中に浸漬して殺菌している｡揉み網について

は､高圧洗浄機で洗浄してから洗浄･殺菌を行う｡いずれ

の器具･機材も作業中および作業終了後において､洗剤に

よる洗浄､水道水による濯ぎの過程を経て､酸性水への浸

漬は1分間とし､揉み網については作業終了後､一晩浸漬

する｡洗浄･殺菌を終えた器具･機材は､専用の保管棚に

置かれて乾燥される｡

これら製造工程をサケ処理工程､原卵処理工程および包

装工程に区分して危害を微生物学的に分析し､また､落下

細菌や跳ね水による製造環境への細菌汚染に関する調査を

行った｡

(1)サケ処理工程

サケ処理工程については､原料用サケの受入から摘出さ

れた原卵の食品工場への搬送までの工程を含み､その調査

結果を表2に示す｡

サケは処理作業が開始されるまでの間鉄製の角型タンク

内に保管され､保管タンク1基には200匹のサケ､使用水

100kgおよび氷260kgが入れられる｡この工程では､作

業中および作業後の腹出しまな板､腹出しマキリ包丁､原

卵投入日および腹出し処理用ゴム手袋において､一般生菌

数および大腸菌群による汚染が確認された｡これら使用器

具の細菌汚染は､連続作業による洗浄･殺菌の不備および

腹出し時における内臓や体表からの汚染に起因すると考え

られる｡また､腹出しマキリ包丁については､作業前にお

いても7.6×104cfu/180cm2の一般生菌数が検出されたこ

とから､マキリ包丁については刃部は勿論のこと､柄部も

十分に洗浄･殺菌して汚染原因とならないよう注意する必

要がある｡しかし､最終原卵の細菌汚染は著しく低かった

ことから､卵巣表面に付着した細菌はシャワーリングによ

る十分な洗浄によって除去されたものと推察された｡本工

程において､保管水槽中のサケの品温-0.3℃､腹出し･

1次洗浄後の原卵の品温4.0℃､サケの受入から原卵の運

搬終了までの所要時間は29分で､この条件ではいずれの病

原細菌も危害となり得ない｡

元来､新鮮なサケ由来の卵巣は無菌状態に近く､腹出し

作業を衛生的に行えば外部からの卵巣への細菌汚染を防ぐ

ことができる7)｡平成10年に発生したO157汚染イクラ醤

油漬食中毒事件の調査において､ O157が検出された製品

の一般生菌数の最大値は109cfu/g､大腸菌群数の最大値は

106cfu/gであった8)｡本来､新鮮な卵巣は無菌状態に近い

にもかかわらず､最終製品から多数の汚染指標細菌が検出

されたということは､とりもなおきず製造工程において一

般的衛生管理事項の管理･運営が破綻していたことを裏付

けるものである｡このような状況下､イクラへのO157汚

染については､産業廃棄物運搬車による外部からの工場敷
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図2　イクラ醤油漬製造工程のフローダイアグラム
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図3　イクラ醤油漬製造工程における温度と時間の管理について
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地内への汚染の持ち込み､汚染作業区域と清浄作業区域と

の間を区別なく運行していたフォークリフトによる汚染の

拡散と工場内への持ち込み､作業用長靴を履いたまま従業

員が作業台上にのぼって作業を行ったこと､あるいは汚染

された床からの跳ね水による汚染､などにより卵巣が部分

的に汚染されたと推察されている｡そして､当日は通常の

処理能力を大幅に超えて作業が行われたため､半製品が長

時間に渡って放置され､その中でO157が増殖した結果､

溜め水方式による塩水処理工程で汚染が拡散されたと考え

られている｡健康保菌者､使用水および衛生動物などは､

1日のみの汚染要因としては考え難く､原材料のサケとそ

の卵巣および調味液については細菌学的実験の結果､汚染

原因とはなり得ないことが確認された8)

表2　サケ処理工程における調査結果

(2)原卵処理工程

原卵処理工程については､原卵の受入から調味液中での

熟成までの工程を含み､その調査結果を表3に示す｡

表3に示したとおり､この工程において使用された器

具･機材､洗浄水および塩水ならびに半製品や調味液から,
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表3　原卵処理工程における調査結果
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調査対象の細菌は何れも検出されず､微生物学的に極めて

清潔な状態であった｡ K施設では､原卵胞出し･ 1次洗

浄以降のすべての工程において塩水が用いられており､溜

め水方式による塩水処理を採用していないので汚染の拡散

の可能性は低く､また､作業効率は極めて良好である｡本

工程において品温は7.0～12.3℃の範囲に管理され､原卵

の受入から調味液混合までの所要時間は26分で､極めて短

時間内に効率よく処理されていることが伺える｡熟成はチ

ルド室内で行われ､室温1.9℃､品温7.2℃､所要時間は17

時間で､熟成開始直後､中間および熟成終了直後の半製品

からは調査対象の細菌はいずれも検出されなかった｡

著者らは塩分濃度の異なる市販のイクラに種々の食中毒

菌を添加し､その消長を観察した7)その結果､塩分濃度

が5%である製品を除き､ 20℃の保存下において16時間お

よび40時間後において､黄色ブドウ球菌とリステリア菌が

顕著に増殖することを確認した｡本結果により､著者らは

イクラ醤油漬製造における重要管理点を熟成工程と定め､

その品温を自記記録装置付きデジタル温度計を用いてモニ

ターすることを推奨している｡

(3)包装工程

包装工程は､熟成終了後の調味液切りから製品の冷凍保

管までの工程を含み､その調査結果を表4に示す｡

本工程において､使用した器具.機材､包装用トレー､

計量従事者の手指および製品からは､調査対象の細菌はい

ずれも検出されなかった,本工程において､調味液切り直

後の品温は2.3℃､計量.包装時の品温は7.8℃で､凍結ま

での所要時間は55分で､この条件下では微生物危害の発生

には至らない｡

(4)製造環境への汚染調査

製造環境への汚染調査については､卵分離工程における

分離卵受取台､水切り工程における水切り棚下段､計量･

調味液混合工程における計量台周辺､漬込み･熟成工程に

おけるチルド室内および計量･包装工程における包装室を

対象とし､落下細菌および跳ね水による細菌汚染を作業中

に調査した｡その結果を表5に示す｡

作業中におけるこれら対象個所においては､ 一般生菌数

のみがわずかに検出されたが､大腸菌群および食中毒菌は

すべて検出されなかった.作業中であるにもかかわらず､

これらの対象箇所は極めて清潔な状況であることが確認さ

れた｡

表4　包装工程における調査結果

表5　製造環境への汚染に関する調査結果

高品質のイクラ醤紬境を製造するためには､サケの捕獲

から卵巣を加工して最終製品とするまでの時間を如何に短

縮するか､すべての工程において材料の扱いを如何に低温

下で行うかがポイントとなる｡ K施設では､原料用サケ

の捕獲から調味液混合までの所要時間は2時間40分で､そ

の間の品混は-0.3～12.3℃の範囲(平均9.9℃)で､各工
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程における半製品からは､調査対象とした細菌はいずれも

検出されなかった｡ K施設は､一般的衛生管理事項の適

切な管理･運営のもと､重要管理点である熟成工程におい

て危害の防止措置に対する管理基準の設定とそのモニター

が適切に実施されており､微生物危害を完全に克服した

HACCP認定工場であるといえる｡

O157汚染イクラ醤油漬食中毒事件は全国を震撼させ､

魚卵製品はもとより水産加工品全体に対する消費者の信頼

を大きく損なうこととなった｡いうまでもなく､事故の再

発は未然に防止しなければならない｡北海道保健福祉部食

品衛生課は､水産食品の衛生水準向上対策の一環として平

成10年12月､ ｢HACCP導入マニュァル｣7)を作成し､イク

ラ醤油漬製造における微生物学的危害の把握とその対応法

を産業界に紹介した｡著者らは本マニュアルとK施設で

の調査結果を踏まえ､産業界と共に試行錯誤を繰り返しな

がら水産加工品製造へのHACCPの導入に努めていきた

いと考える｡

要　　　　　約

平成10年10月1日～10月2日までの間､北海道釧路市で

イクラ醤油債を製造しているK施設において､原料とな

るサケの捕獲から最終製品に至るまでのすべての工程にお

いて試料を採取し､微生物危害に関する調査を行った｡

原料用サケの捕獲からK施設に搬入されるまでの所要

時間は1時間45分で､水揚げ直後のサケ体表は背部15.8℃､

腹部で16.3℃であり､捕獲されたサケは陸揚げされるまで

水混8.0℃の保管水槽内に保管された｡陸揚げ直後のサケ

体表は背部9.8℃､腹部で10.0℃で､拭き取り試験による

サケ体表の一般生菌数は約103 cfu/mlであった｡

原料用サケの受入から摘出された原卵を食品工場まで搬

送するサケ処理工程における所要時間は29分で､この工程

における品温は-0.3～4.0℃の範囲で制御されていたが､

作業中および作業後の腹出しまな板､マキリ包丁､原卵投

入口およびゴム手袋において一般生菌および大腸菌群によ

る汚染が確認された｡原卵の受入から調味液中での熟成開

始までの原卵処理工程における所要時間は26分で､この工

程における品混は7.0～12.3℃の範囲で制御されていた｡

熟成はチルド室内で行われ､所要時間17時間､品温は7.2℃

に制御されていた｡原卵処理工程における半製品からは調

査対象とした細菌は何れも検出されなかった｡調味液切り

から製品の冷凍保管までの包装工程における所要時間は55

分で､調査対象の細菌は何れも検出されなかった｡製造環

境への汚染調査では､作業中においても細菌汚染はほとん

ど認められなかった｡

K施設は､一般的衛生管理事項の適切な管理･運営の

もと､重要管理点である熟成工程において危害の防止措置

の設定とそのモニターが適切に行われており､微生物危害

を完全に克服したHACCP認定施設であった｡
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英　文　要　約

Microbiological hazard analysis was performed to

introduce HACCP in the salted salmon roe (ikura) pro-

cessing plant in Hokkaido. Microbiological testing plays

an essential role in a HACCP plan, and it is only through

microbiological testing that the safety of the products

prodLiced and the effectiveness of a HACCP plan can be

verifie d.

The potential sources and specific points of contamina-

tion that were predicted as hazard for microorganisms

in each step during processing, distri bution, production

and storage were analyzed, no food borne pathogen and

decompositive bacteria was detected except some･ equip-

ments in row extracting step, although these aerobic

plate counts and coh forms detected were removed by

additional washing steps. In this plant, all row materials

and products was stored under sanitary conditions and

proper environmental conditions such as temperature

and humidity to assure their safety and wholesomeness,

all equipments was constructed and installed according

to sanitary design principles and preventive maintenance

and calibration schedules were established and documen-
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ted according to the FDA and EPA Guidance Levels of

Fish and Fishery Products Hazards and Controls Guide.

Key words : HACCP ; microbiological testing ; hazards

and controls guide ; salted salmon roe
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