
  
  食品の微生物制御のための予測微生物学の適用

  誌名 ミルクサイエンス = Milk science
ISSN 13430289
著者名 小関,成樹
発行元 日本酪農科学会
巻/号 63巻3号
掲載ページ p. 159-163
発行年月 2014年12月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Milk Science Vol. 63， No. 3 2014 

瞳濯聾盟覇盟盟聾富盟

平成26年度酪農科学シンポジウム

食品の微生物制御のための予測微生物学の適用
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1. はじめに

近年の大量生産，大量消費を前提とした乳業業界を含

めた加工食品の製造・流通・販売形態が発達するにした

がい，食品の安全性を保証することの難しさが浮き彫り

となってきている。特に，微生物学的な安全性の確保は

難しい。なぜならば，微生物は生きて食品に混在した場

合，時間経過に伴い「増える」あるいは「減る」といっ

た数の変化を伴うからである。生産時点では十分に微生

物数を減らしたはずでも，流通過程において何らか温度

管理不備が生じれば，食品の見た目の変化がなくても，

微生物数が増加してしまい，結果として食中毒を引き起

こしてしまう場合もある。また，これは他の微生物以外

の化学的あるいは物理的な危害要因にも当てはまるが，

大量生産される食品の場合には生産した製品全量に対し

て検査を実施して，安全性を確認することが極めて困難

である。さらに，徴生物の場合，対象となる食品全体に

均一に分布していることは稀で，どこかに局在化してい

るのが一般的であることから，検査時のサンプル調製の

方法によっては，微生物数を的確に評価しているとはい

えない。

2. 予測微生物学

上述のように，食品における徴生物制御を製品出荷時

の検査によってのみ確保することには限界がある。そこ

で，製品全量に対して測定可能な項目を工程ごとに記
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録，確認することで最終製品の安全性を担保しようとし

たのが HACCPCHazard Analysis and Critical Control 

Points)の概念である。 HACCPは適切かっ確実に実施

すれば非常に有効な手段となるが，そのためには適切

な限界設定 CCriticallimit)をする必要がある。 Critical

limitの設定はこれまでの実験データなどを基に行われ

るが，より根拠を明確にするために微生物の各種環境条

件下での挙動を定量化し，何らかの法則性を導き出し，

それをもとに微生物制御に必要な条件を決定する。この

一連の流れこそが，予測徴生物学的な取組みの一つであ

る。

すなわち予測微生物学とは，食品における微生物(特

に病原菌，腐敗菌)の増殖や死滅挙動を数理モデルとし

て記述し，食品における微生物学的な安全性を定量的に

評価・確保するための手段として発達してきた研究分野

である。予測徴生物学の究極的な目標・理念は，食品中

の微生物数を実測せずに，おかれている環境条件(温

度，水分活性， pH)値から，予測可能とすることであ

る。このような予測を実現するために環境条件をパラ

メータとして，微生物挙動を説明するための各種の数理

モデルが提案されている。具体例としては，保存流通中

の温度履歴から，対象とする微生物数の変化を予測す

る，あるいは加熱加工処理条件から，処理後の微生物数

を予測するといった，経時的な変化を推定するモデルが

多く提案されている。また，一方で微生物がある環境条

件下で増殖する，あるいは増殖しない，といった事象の

発生確率として捉えて，確率論的に微生物挙動をモデル

化する手法が近年増加している。両方のアプローチを組

み合わせることで，より現実的な予測が可能となる。具

体的には， 1"ある食品を冷蔵保存しておいた場合，どの

くらいの期間で，どの位の確率で，どの程度の菌数にま

で増加するのか ?Jといった問いかけに答えることがで

きるようになる。
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増殖速度と温度との関係を表す Ratkowskyの平方
根モデルの例

図 2

培養温度の違いが増殖に及ぼす影響図 1

複合的な影響を考慮したモデルが様々に提案されてい

る4)。最近の報告では温度， pHをはじめとする12もの

環境要因を含んだ増殖速度モデルが提案され，大規模な

検証も行われている5ー7)。他にも様々な環境要因を組み

込んだ予測モデルが開発されており，ユーザーの選択肢

は多岐にわたる。詳しくは成書を参照していただき4)， 

目的に応じて使い分けていくことが重要である。このよ

うに，各種の環境要因を変数としてモデルに組み込むと

いった手法でモデル開発が行われてきているが，実際の

食品の組成は多岐にわたり，抽象化した環境要因だけで

的確に予測できるとは限らない。そのため，実際の適用

に際しては検証が不可欠である。さらには，実際の対象

となる食品でのモデル構築もまた実用的には有効な手法

である。

ここでは増殖モデルを例にして解説したが，死滅曲線

においても同様に 'Primary'モデルから係数を抽出 して

環境条件の依存性を表す 'Secondary'モデルを構築する

ことが可能である8)。最後に‘Primary'モデルに環境の

影響を反映した 'Secondary'モデルを統合することで，

変動する環境条件下においても微生物数の変化をシミュ

レー ト可能する‘Tertiarymodel'が作られ，各種の予測

ソフトウェアへと発展する。

2013年 9月にパリにて開催された第 8回国際予測微

生物学会 (The8th International Conference on Predic-

tive Modelling in Food)において，各種予測モデルを

核として開発された多様な予測ソフトウェア，上述の

予測ソフ卜ウェアの展開4. 

増殖/死滅モデルの基本概念

微生物の時間変化に伴う増殖あるいは死滅を表現する

ための数理モデルの構築はいくつかの段階に分けられ

る。はじめに，増殖曲線あるいは死滅曲線を表現するた

めの 'Primary'モデルが適用される。‘Primary'モデル

は増殖曲線あるいは死滅曲線のパターンを記述するため

のモデルである。代表的な 'Primary'モデルとしては古

くはロジスティック式やゴンペルツ式，その後，微分方

程式を基盤とした Baranyiモデル1)やFujikawaモデル2)

が挙げられる。当然のことながら各種の条件が異なれば

増殖/死滅パターンは異なってくるが，‘Primary'モデル

はその数式中の係数を変化させることによって種々の条

件での曲線を描くことになる。ここでは異なる培養温度

における増殖曲線を例に解説する(図 1)。培養温度の

上昇に伴い，最大増殖速度 (対数増殖期の直線性を示す

部分の傾きに相当)が大きくなってくることが分かる。

このように，環境条件の違いによって描く曲線の形は異

なるが，基本となるパターンは‘Primary'モデルとして

記述され，その数式中の係数が変化することになる。

次に， 'Primary'モデルから得られた条件毎の係数と

その環境条件 との関係を伺らかの関係式で表すことにな

る(‘Secondary'モデル)。一例 として図 1から得られ

た最大増殖速度と温度との関係を図 21こ示す。この関

係を記述するモデル式としては様々なモデルが提案され

ているが，ここでは Ratkowskyの平方根モデルを適用

する3)。一例として温度のみの影響をモデル化している

が，当然のことながら微生物の増殖には他の環境要因，

例えばpHや食塩濃度(水分活性)，有機酸濃度など，

が影響するが，これらの影響についても各々 ，さらに

3. 
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‘Tertiary model'に相当するものである，が一同に介す

るイベントが行われた。そこでは16種類にも及ぶ様々

な予測徴生物学ソフトウェアが紹介された。各種微生物

の増殖/死滅を，いくつかの環境条件を入力することで

予測するといったソフトウェアから，微生物学的なリス

ク評価を支援するためのツール，さらには食品における

微生物挙動に関するデータを検索可能とするデータベー

スに至る幅広い開発成果が紹介された。これらのソフト

ウェアの利用は予測微生物学の成果を効率的に活用する

うえで，極めて有用である。多くのものはインターネッ

ト上で無料で利用することができるので，関心に応じて

色々と検討してみることをお勧めする。詳細な情報につ

いては Tenenhaus-Azizaらの論文9)に記述されているの

で，そちらを参照いただきたい。

5. 最近のモデル開発の傾向

従来，徴生物の増殖/死滅の予測モデルといえば，時

間変化にともなう微生物数の変化を記述するものを示し

ていた。従来の時間変化に伴う予測モデルは比較的短い

時間内での予測は高精度で行うことができるが，生育環

境が至適条件から離れて，増殖速度が小さくなってくる

と，微生物集団内における個々の細胞の挙動の違いが顕

著に現れるようになり，結果としてバラツキが大きくな

り予測精度が低下する。このようなバラツキは微生物の

特性に由来するもので， Variability (変動性)として捉

えられる。変動性はいくら実験を繰り返しても減じるこ

とはできないが，データ取得のための実験に伴うバラツ

キは，実験を繰り返すことによって，あるいは測定機器

の性能向上などによって減じることが可能である10)。

このようなバラツキは Uncertainty (不確実性)として

認識され，変動性と不確実性とは区別して議論すること

がリスク評価の分野では特に強調されている11，12)。変動

性は減じることができないので，従来の決定論的なモデ

ル化手法では対応は困難であり，必然的にモデル開発む

確率論的な手法へと移行しつつある。その一例が増殖/

非増殖境界モデルである(図 3)。温度， pH，水分活性

などの環境要因をパラメータとして，それらの組み合わ

せ条件において対象とする微生物が増殖するのか，増殖

しないのかといった確率事象として捉え，モデル化する

手法である13)。このモデル化手法はハードル理論とし

て知られる徴生物増殖を制御するための環境条件の組み

合わせ14)を直接的に，かっ確率として提示することが

でき， HACCPのCCP条件設定に対して科学的な根拠

を与えることを可能とする。この増殖/非増殖モデデ、lルレは

最近では SeafoodSpoilage and S臼afた加etけyP恥re吋dictoぽr(SSSP止: 

ht託tt句p://s鉛ss叩p.d白tuaq午伊ua

(印MRV:h恥lttゆp://mrvcla出ss討ic.azurewebsi抗te白s.net/η)とLい、つた
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図3 温度と pHとの関係における細菌の増殖/非増殖境
界モデルの一例 (0増殖..非増殖，一境界線)

各種のソフトウェア内でも利用可能となりつつある。

40 

また，上述の経時変化モデルや確率論的なモデルと

は異なるものとして，調理機器表面への付着汚染，さ

らには二次汚染に関する予測モデル開発も行われてい

る 15~l7)。食中毒の原因調査，さらにはリスク評価にお

いては，機器表面からの二次汚染を推定することは極め

て重要であり，今後この種の予測モデルの開発も活発化

していくものとみられる。

予測モデルの開発には基礎となるデータが必要不可欠

である。データの収集には新たに実験を行う，あるいは

過去の文献からデータを抽出するといった方法がある。

前述したように，微生物の挙動において変動性は不可避

であることから，単一の実験からのデータだけからのモ

デル開発では不十分である。実用に耐えうる予測モデル

の開発には種々の異なる実験データを用いて十分な検証

を施す必要があるが，その際に文献データは重要な役割

を果たすことになる。最近では大規模なモデルの検証が

行われるようになり，予測モデルの妥当性がより客観的

に評価されるようになってきている6)。また，特に医学

分野で発達してきた文献データの活用手法として，メタ

アナリシスがあるが，最近ではメタアナリシスの手法を

導入した体系的かっ客観的な解析手法が導入されるよう

になり，これまで以上に文献データの果たす役目は大き

くなると考えられる18~20)。このように，文献データの

重要性が高まってくると，データの収集をいかに効率的

に実施するかが鍵となるが，その際に大いにその威力を

発揮するのが Web上のデータベースである。その中で

も，徴生物挙動データに特化した ComBase(コンペー

スhttp://www.combase.cc)やそれに付随する MRVは

今後その役割が大きくなるものと予想される。



く問題〉ある加工食品の殺菌処理条件を決定する。

通常， FSOを示す(1)式は，常用対数値(lOg10CFU/ 

g or ml)を用いて計算する。

• FSO ある病原性細菌について FSO< 1 CFU /100 g 

が疫学的に示されている。

→FSO<O.Ol CFU/g→FSO<一2lOg10 CFU / g 

・原料となる食材の細菌数は過去の統計データから概ね

100 CFU/g→Ho=21og10 CFU/g 

・流通中に菌数が出荷時点の10倍にまで増加しうるo

~ 1= 11og1o CFU/g 

・殺菌処理条件は上記の値を(1)式に代入して求める O

Ho -~ R + ~ 1:$; FSO→2 -~R+1豆 一 2→~R二三 5

したがって，殺菌処理において 5lOg10 CFU / g以上の殺

菌効果が必要であることが示される。この殺菌条件を求

めるために，各種の殺菌予測モデルが活用されることに

なる。

以上のように， FSOの概念を用いることで，論理的

に殺菌条件や消費期限を設定することが可能となる。近

年， FSOの概念が用いられるようになってから，予測

モデルの活用の仕方が明確になってきており，予測モデ

ルの種類と精度に対する要求は今後ますます高まってい

くことが予想される。
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現状の課題と今後の展望

現在，論文等で提案されている予測モデルは必ずしも

全ての食品へ適応できるわけではない。食品の種類は多

岐にわたり，さ らにその組成も製造業者毎に異なる。し

たがって，モデルを使うユーザー側での必要に応じた補

正努力が必要不可欠である。食品における競合菌叢によ

る病原菌などの特定の細菌の増殖挙動への影響について

も明確なモデルは示されていない。これらの課題は現在

進行形で世界各地で研究が進められている。今後の進展

に期待するところである。

日本国内においては研究面の課題に加えて，社会的な

側面にも課題が残る。すなわち，国内で予測微生物学研

究に取り組む研究者が非常に少なく，予測微生物学研究

について議論する場がないこと。さらに，予測微生物学

に関する 日本語での情報が少ないことから，予測微生物

学を始めようとした場合のきっかけがないことが挙げら

れる。大学等における食品微生物学や食品工学といった

講義等において，少しでも予測微生物学に関する情報が

提供されるようになっていくことが今後の日本国内にお

ける発展には必要不可欠であろう。
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近年，食品の安全性を確保するために，フードチェー

ン全体を管理する手法が主流になりつつある。このよ

うな管理手法において重要な役割を果たすのが， Food 

Safety Objectivesである。 Food Safety Objectives 
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ある。具体的には，摂食時点の食品中の危害要因の汚染

頻度と濃度で，公衆衛生上の観点から許容可能な最大値

のことを意味する。 例を挙げると， I FSO = L. mono-

cytogenesは調理済み食品摂食時に100CFU/gを超えな

いことJ，といった具体的な許容限界を数値として示す

ものである。近年この FSOに基づいた食品の安全性確

保のための取組が本格化してきている。

一般的に FSOを満たすための加工 ・流通プロセスに

おける各種の管理目標は以下の式をもとに導かれる(図

4)。

ここで，

Ho:危害要因の初期レベル (例:初発菌数)

~R: 危害要因の総減少量(例:加工プロセスにおける

殺菌効果)

~1 :危害要因の総増加量(例 消費に至るまでの流通

中に増加する菌数)

ある食品の特定の細菌に関するFSOが決定され， それ

を満たすために加工プロセスでどの程度の殺菌効果が必

要なのか，また加工後の流通中にどの程度食品中で細菌

数が増加するのかを推定評価する際に殺菌予測モデル

あるいは増殖予測モデルは必要不可欠である。

ここでは例と して，殺菌処理条件と消費期限の設定方

法について解説する。
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