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まえがき

食品業界では，1996 年の HACCP（Hazard Analysis

Critical Control Point：危害分析重要管理点）承認制度の

開始以降，衛生管理のレベルアップが図られている。その

一方，1996 年の大阪における O157 集団感染や，2000 年

の牛乳汚染事故など，食中毒問題が解消されたとは言い難

い。厚生労働省の統計資料によると，1990 年以降，届け

出患者数は年間 2～ 5万人ほどで増減を繰り返し，届け出

事件数は世間の関心の高まりに伴って増加傾向にある。

食中毒問題が改善されない理由は，現在の細菌検査のス

ピードが食品の流通や汚染の進行に追いつかない点にある。

培養を要する方法では，結果を得るまでに 24 時間以上を

要するため迅速検査は難しい。消費者の安全を保障し，食

品事業者のリスクを軽減するには，迅速簡便な細菌検査手

段の確立が急務である。

富士電機は，これまで水や環境分野を中心に微生物検査

技術を培ってきた。現在，これらの技術を応用し，全生菌

を 1 時間以内で検査できる装置「生菌センサ」（仮称，図

１）を開発している。今後，生菌センサを活用し，在庫削

減ソリューション，器材清浄度チェックの迅速化，食品工

場におけるユーティリティコスト削減など，さまざまなア

プリケーションシステムを展開していく。

本稿では次の 2 点を紹介する。

生菌センサの概要

想定されるアプリケーションシステム

生菌センサ

従来の細菌検査には，次の二つの課題がある。

培養時間が必要で迅速に結果が得られない。

生きているが培養できない細菌（VBNC菌：「解説」

参照）を検知できない。

これらの課題を解決するには，培養に依存せずに単一の

細菌を検出できる以下のような技術が必要である。

細菌が持つ遺伝子や各種抗原，酵素活性を利用する標

識技術

標識された細菌を検出する技術

生菌センサは，細菌の酵素活性を利用して蛍光標識した

生菌を，蛍光画像解析によって自動計数する検査装置であ

る。以下で，その詳細について述べる。

２.１ 計測原理

生菌センサでは，標識試薬としてカルボキシフルオレセ

インジアセテート（CFDA）を用いている。CFDAは無

蛍光性だが，菌細胞内で酵素エステラーゼによって分解さ

れると蛍光性となる。このため，エステラーゼ活性を持っ

ている，すなわち生きている細菌は，CFDA添加後，励

起光を照射すると蛍光を発する。生菌センサは，オート

フォーカスを行いながら蛍光画像を取り込み，それを処理

することで個々の生菌を蛍光輝点としてとらえ，計数する。

CFDAによる生菌の蛍光標識を図２に示す。

２.２ 測定手順

測定手順の概略を図３に示す。画像処理上の工夫によっ

て蛍光性夾雑（きょうざつ）物の影響を軽減している。

サンプリング（ 過やふき取りなど，手作業）

CFDAで蛍光標識（手作業）

生菌の蛍光発光画像を取得（自動装置）

画像処理によって生菌数を得る。（4）
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図１　生菌センサの外観
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２.３ 仕様・特長

生菌センサの仕様を表１に示し，主な特長を以下に記す。

™迅速性 ： 1時間以内で結果出力

™簡便な操作：無菌操作など特殊技術不要

™小 型 ：現場に持ち込み可能

２.４ 計測事例

生菌センサによる細菌検査事例を紹介する。

図４は，培養した大腸菌を希釈し，生菌センサで測定す

るとともに同じ試料を従来法（培養法）で測定し，両者を

グラフで比較したものである。横軸が従来法，縦軸が生菌

センサの測定結果である（黒丸データは大腸菌の測定結果，

白丸データは標準蛍光ビーズの測定結果）。両者は 102 ～

107 個/mLの濃度範囲で良好な相関を示しており，生菌セ

ンサは従来の培養法に代替しうるといえる。

食品衛生法などによれば，細菌数の検査基準には，表２

のようにｇあるいは mLあたり 105 ～ 106 個の評価を求め

るものが多くある。図４の結果によれば，生菌センサの測

定下限は 102 個/mLであり，分解能として，これら食品

の検査に適用できる可能性を持っている。

現在，各種の実サンプルの測定に取り組んでいる。これ

までのところ，図５のように実際のサンプルで菌が輝点と

して検出できることを，蛍光顕微鏡観察によって確認して

いる。実サンプルは，例えば同じ食材であっても汚染状況

や乾燥の程度などがそれぞれ異なっており，非常に多様な

状態にある。今後，前処理方法の確立などを行い，定量性

や使いやすさなど，実用性の高い検査装置としていきたい。
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図２　CFDAによる生菌の蛍光標識

②CFDAで蛍光標識 

③生菌の蛍光発光画像取得 

④画像処理で 
　生菌数を得る。 

①サンプリング 
（　過，ふき取りなど） 

図３　測定手順

表１　生菌センサの目標仕様と公定試験法との比較 

項　目 生菌センサ 

測 定 原 理  CFDA 蛍光標識法 

公定試験法 

培養法 

所 要 時 間  
1時間以内（前処理含） 
（培養菌の実績：20分） 

24時間以上 

VBNC  菌 検出可（原理的に） 検出不可 

操　　　作 
サンプリング， 
試薬添加で蛍光標識 

無菌操作で希釈， 
複数分注，培養 

装置・設備 
W240×H310×D270（mm） 
（制御用パソコンが別途必要） 

無菌設備が必要 

測 定 範 囲  
102～107（個/mL） 
106まで希釈操作不要 
（培養菌での実績） 

コロニー：数十～ 
数百個になるよう 
希釈操作が必要 

生
菌
セ
ン
サ
（
個
/m
L
）
 

107

106

105

104

103

102

101

100
107106105104103102101100

従来法（培養法） （個/mL） 

菌数定量性　従来法とのクロスチェック 

図４　生菌センサの測定データ（培養大腸菌）

表２　食品衛生法などの検査基準の例 

検査対象 

弁当・惣菜（そうざい）（加熱品） 

弁当・惣菜（非加熱品） 

生乳（工場受入れ時） 

検査基準 

1×105（個/g） 

1×106（個/g） 

3×105（個/mL） 

ミネラルウォータ 
に添加した菌 

まぐろ刺身に塗布した菌 

牛乳に添加した菌 

豚生肉に付着していた菌 

図５　実サンプルの菌の検出（蛍光顕微鏡写真）
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アプリケーションシステム

近年，培養に依存しない方法によって VBNC状態の細

菌も併せて評価した結果，無菌と思われていた試料にも細

菌が多数存在するケースが見いだされている。

今後，細菌の検査基準は，従来の「いる，いない」とい

う内容から大きく変わる可能性がある。その結果，細菌が

いるからだめということでなく，どのような細菌が，どの

くらいの数いて，どんな状態だから安全であるとか危険で

あるといった判断が必要になる。

企業活動であれば，こうした細菌の情報をいかに経済効

果に結び付けていくかが課題となろう。その際，検査の迅

速性，リアルタイム性は大きな価値を持っている。培養法

に代えて生菌センサを用いると何ができるのか，想定され

る応用事例を以下に紹介する。

３.１ 在庫削減・物流の高速化

現在の培養法は，結果を得るまで 24 時間以上を要する。

検査済み出荷の場合，製造終了後，出荷検査結果が出るま

で商品を在庫する必要があり，スペースの確保，冷凍冷蔵

のエネルギーなど多くのコストを要している。一方で，在

庫は鮮度低下や細菌汚染のリスクを増大させている。特に

生鮮食品ではこの問題は重大である。また，キャッシュフ

ローの観点からも，企業は在庫削減を求めている。

図６は生菌センサで１時間以内に検査結果を得ることを

キーとする，在庫削減・物流高速化システムの概要である。

以下に，このシステムのメリットを列挙する。

在庫を削減・解消し土地代，冷凍冷蔵エネルギーなど

のコストを削減

出荷後に汚染が発覚し，回収に奔走するリスク解消

鮮度向上により商品の味，安全性の向上

賞味期限の 1 日長い商品を店舗に陳列し競争力向上

CFDAによる蛍光標識法は，現在，公定法ではないた

め，定期的に公定法との相関をチェックし，日常管理に用

いることとなる。

３.２ 次世代HACCP・器材の衛生管理システム

過去の食品メーカーにおける食中毒事故でも，HACCP

の承認を取った工場なのになぜという例があったが，その

一つの理由は細菌汚染のチェック手段がない点にある。こ

れは，従来の HACCPシステムの弱点といえる。

富士電機は，生菌センサを利用して，重要管理点（CCP）

で細菌検査を行う次世代 HACCPシステムの構想を提案

している。その結果として，HACCP 手順がどう変わるか

を図７に示す。具体的には，従来，温度と時間という物理

量であった手順 3の管理基準に生菌数を設定する。手順４

のモニタリング方法には生菌センサを適用する。生菌数と

いう情報をその場で得られるため，トラブル発生地点，汚

染度の軽重などが的確にとらえられる。このため，手順５

の改善措置を従来以上に詳しく設定することができる。

次世代 HACCPの概念は，食品工場，学校や病院など

の給食施設，ファミリーレストランの厨房（ちゅうぼう）

など，多くのサイトで応用が期待される。

食材とともに，衛生管理が問題になるのは，製造工場や

調理加工現場における器材である。具体的には，鍋，釜，

調理台，タンクなど食材と接するものが検査対象となる。

図８は，給食施設の器材衛生管理に次世代HACCPの概

念を導入したシステムの概要である。CCPに設定された

器材を生菌センサで検査する。検査結果は，例えば給食セ

ンターの情報管理サーバと連携し，現場の調理者は，サー

バからの OK回答を確認した後，調理を開始する。これに

より，製造完了時点で安全保障も完了するという HACCP
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在庫 

培養検査（24時間以上）→OK→出荷 

生菌センサ（1時間以内）→OK→出荷 

→在庫削減，鮮度向上 

製造 

図６　在庫削減・物流高速化システム

異常情報を基に詳 
しい改善措置決定 

危害分析（HA） ① 

重要管理点（CCP）の設定 ② 

管理基準（CL）の設定 生菌数の設定 ③ 

モニタリング方法の設定 生菌センサを適用 ④ 

改善措置の設定 ⑤ 

検証方法の設定 ⑥ 

記録の維持管理方法 ⑦ 

HACCP手順 

図７　次世代HACCP

情報管理サーバ 

OK確認後 
調理開始 

情報連携 

鍋，調理台， 
釜，手指など 

生菌センサで迅速検査 

図８　器材の衛生管理システム
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本来の衛生管理が細菌検査も含めて達成できる。

３.３ 再利用水管理システム

昨今の景気低迷の中，食品製造業界ではコスト体質強化

の動きが加速している。飲料メーカーでは，特にユーティ

リティコストとして水の原単位削減が課題となっており，

廃水の再生や洗浄水の循環利用が進められている。

生菌センサを用いれば，再利用水の細菌汚染の有無につ

いてリアルタイム性を持った管理が行える。その結果，製

品に近い部分（容器や製品の通る配管の洗浄など）にも再

生水を使用することが可能となり，水の原単位削減に大き

な効果が期待される。

図９は，生菌センサを用いる再利用水管理システムを模

式的に示したものである。ここでは生菌センサとともに水

道レベルの水質を監視できる計測機器（給水モニタ）を備

えている。測定データは情報管理サーバによって統合管理

される。異常データの発生時には，設備の自動停止，担当

者への通報などを行う。

あとがき

迅速簡便な細菌検査装置として開発した生菌センサと，

それを用いるアプリケーションシステムを紹介した。

培養に依存しない迅速検査装置は，細菌汚染によるリス

クの回避とコスト縮減を両立させる新たなツールになろう

としている。今後，数年の間に，食品業界の衛生管理は大

きな変革の時を迎えるであろう。

富士電機は生菌センサというキーハードウェアと，運用

上のノウハウを結集したアプリケーションシステムの両輪

を持って，顧客のニーズに応えていく。

本件に関しては，大阪大学大学院薬学研究科那須正夫教

授から多大なご指導をいただいた。末筆ながら謝意を表す

る。
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図９　再利用水管理システム

解　説 VBNC状態の細菌

細菌には「生きているが通常の方法では培養が困難

な」状態のものが存在する。こうした状態を viable

but nonculturable，略して VBNCや VNCという。

VBNC状態の菌は培地上にコロニーを形成しないた

め，従来の培養法では検出できない。したがって，こ

れまでは「存在しない」ものとして取り扱われ，衛生

管理の対象にはならなかった。

しかし，近年の研究で，VBNC状態の細菌も，そ

の一部は，周囲の温度や栄養状態の変化によって増殖

能力を取り戻すことや，感染能力や毒素産生能力を保

持していることが明らかになってきた。それに伴い，

VBNC状態の細菌を検出できる，すなわち培養に依

存しない検出手法の必要性がクローズアップされるよ

うになった。

培養からの脱却は検査の迅速化にもつながることか

ら，欧米諸国をはじめ日本でも積極的な研究が進めら

れている。
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