設立 年を迎えた日本冷凍めん協会のネクストチャレンジ
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開発研究所入社し、
めん類等食品の検査、
基礎研究、
保存性・衛生管理手法の開発に従
事。平成10年シマダヤ
（株）
品質保証部。平成13年生産管理部品質管理グループでは、雪印事件以降、
増加するクレームへの対応と工場対策指導に当たる。平成16年品質保証部長として、関係工場へのＨＡ
ＣＣＰ等の品質管理指導、製品・原材料等検査、原材料資材メーカーへの品質保証の為の要求等実施、
品質保証体制構築を進める。平成22年6月一般社団法人日本冷凍めん協会へ出向し、現在に至る。

皆さんは冷凍めんをどの位召し上がっているだろうか？

22倍近くにまで成長している
（図１）。

日本冷凍めん協会によると冷凍めんの年間生産量は、

市販用と業務用の比率はおよそ5：4

年々増加しており、2013年は約18億5千万食を超えた。

で、業務用冷凍めんも幅広く飲食店

これは国民全員が月に1度は冷凍めんを食べていること

で利用されている。

になる。冷凍めんは、
もはや国民食となった。

協会設立当時の冷凍めん工場はど

今回、那須専務理事を訪ね、同協会の取り組みとこれ

こも小規模生産だった。量産へのきっ

からのチャレンジについてお聞きした。

かけは大手スーパーの創業者が、冷

10月10日は冷凍めんの日
（2000年に制定）

凍めんを全国すべての店舗のフードコートで採用したことだっ
た。
当時は量産体制が整っておらず、
長時間の稼働延長でフ

３０年の振り返り、設立の目的と思い

ル生産した。
その後、
冷凍めんラインの増設・工場新設等により

一般社団法人日本冷凍めん協会は、
冷凍めん業界の発
展をはかるため、
冷凍めんの製造、
流通、
販売、
の各分野か

供給体制が整い需要に対応できるようになった
（図１．
Ａ）
。
当初冷凍めんメーカー各社では、茹で上がった麺の冷

ら参加する会員の円滑な事業の推進を支援するとともに、

凍コストがかかりすぎ、
また冷凍設備の性能も充分とはいえ

生麺類の業界の発展に寄与することを目的として、1983年

なかった。茹で上がった麺を液体窒素に漬けるなど、様々

（昭和58年）11月10日に設立された。
日本冷凍めん協会は、

な冷凍技術の研究・開発を進めていた時代である。

安全・安心、
おいしさを保証するための、
「総合的な品質・衛
生管理向上のための事業」への取り組みを行っている。
冷凍めんの年間生産規模は、協会設立当時は8,520
万食だったが、2013年は18憶5,200万食と
2013年は18憶5,200万食と、
この30年間で
百万食

品質の劇的変化
①生産技術の革新〜急速凍結
これらの課題は1990年代に冷凍技術が進む事で解消して

図1.冷凍めん生産量の推移

いく。
当時は冷却媒体のフロンによるオゾン層破壊や、
代替フ

2,000

ロンの温室効果ガスなどが環境問題であったが、
その後の技
術開発で冷却媒体として二酸化炭素が使われるようになる。

1,800

これにより省エネ化が進み、
設備自体もコンパクトになった。

1,600

そして何よりも、急速凍結が可能になったことが大きい。

1,400

従来の冷凍工程は30〜40分要していたが、急速凍結によ

1,200

り10分程度に大幅短縮された。
これにより凍結状態の品質
が向上した。
これは冷凍めんが追及してきた品質、すなわ

1,000

ちお客様が食べるときにおいしいと感じる、釜ゆでうどんの
様なおいしさの実現に大きく近づいたことを意味する。

800

この技術革新と時を同じくして、量産化開始時点の旧来

600

設備が各社で更新時期を迎え、業界全体で急速凍結が
実現されていく。製造コストも下がり、冷凍めんは品質向上

400

と価格低下により消費者に受け入れられていく。
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②調理技術の革新〜電子レンジ解凍機能の向上
冷凍麺の需要拡大におけるもう一つの要因は、家庭で

調理する際の電子レンジによる解凍機能の向上である。

みを継続してきた。
コストもかかる

当時の電子レンジは加熱が不均一になりやすく、
日本

が、何より冷凍めんでの事故がな

冷凍めん協会ではレンジ解凍には慎重なスタンスだった。

いことが業界にとって一番大事な

その後レンジの加熱技術やセンサーが改善し、簡便でおい

事 、それに尽きる。現 在 の 監 査

しく調理できるようになった。

チェック項目は全部で230項目を超

これら二つの技術革新により冷凍めん市場は劇的に拡
大し、
生産食数を急激に押し上げていった
（図１．
Ｂ）。

え、監査報告は30ページを超える。
前回の監査で指摘された問題は次
回までに改善されていなければなら
ない。
この監査により一定基準をク

安全・安心への取り組み

リアーしたＲＭＫ認定マークの冷凍

日本冷凍めん協会は設立当初から食品の安全・安心に

めんは安全安心の証でもある。

高い意識を持って品質・衛生管理向上のための事業に取
り組んでいる。
従来の生麺類衛生規範をベースに、
やや厳しいルール
として「冷凍めんの品質及び衛生に関する指導基準」
（1984年）
を作り、冷凍めん業界の意識レベルを高く維持し

今年の緊急テーマは
フードディフェンス
生活者向け雑誌広告

日本冷凍めん協会は、会員工場や従業員のスキルアッ

てきた。
しかし、食品業界ではその後も食品の安全・安心を

プのために、
タイムリーなテーマでセミナーや勉強会を開催

脅かす事故や事件が発生し、消費者の「食の安全」に対

している。今年はフードディフェンスを緊急テーマとして講習

する不安、
不信は高まる一方である。

会を開催し、
ＲＭＫ認定基準にもフードディフェンスを新たに
加えた。
こうしたフットワークの良い積極的な取組みにより、
冷凍めん業界での食品安全体制がさらに強化されていく。

監査をするという考え方
この中で「食の安全」を担保するアメリカ発のHACCP
の考え方が日本でも検討され始めると、
日本冷凍めん協会

消費者とのつながり

は「HACCP手法の導入」を視野に入れた「施設衛生検

こうしてＲＭＫ認定は安全安心の証になっているが、
日本

査」事業の準備を始めた。そして2004年に「冷凍めんの

冷凍めん協会は消費者に伝えたいことをしっかりまとめる

HACCPマニュアル」
を作成した。導入にあたり全国でＨＡ

ために、
ホームページ
（協会HP）
を完全リニューアルした。

ＣＣＰ講習会を開き、
ＨＡＣＣＰの仕組みや監査の考え方の

冷凍めんの特長を
「急速凍結」
「保存料不使用」
「調理の

啓蒙に努めた。同時にRMKマーク認定制度をつくり、一定

簡便性」等と、
トップページに分かり易く記載した。
また「調

の基準をクリアーすることで認定する格付けを始めた。

理力検定」サイトで「冷凍めん検定」
も立ち上げている。冷

その後、
Ｉ
ＳＯ22000が生まれ、大手メーカーを中心にＩ
ＳＯ

凍めんについて消費者に知っておいてほしい事、
おいしさ

の「品質保証」の考え方を取り入れる気運があった。そこ

の秘密や安全性、
ＲＭＫ認定マーク等を検定方式で答え

で、2009年にＩＳＯ9001とＩＳＯ22000規格ベースの新たな

てもらう。
そのために出題者である協会HPで正しい知識を

「RMK認定制度」
を確立し2012年から本格導入した。
従来の施設衛生検査では主に「ここが汚い」等の指摘
による
「品質管理的」取組みであった。
しかし新しい施設衛
生検査では問題の改善状況の確認や「正しく記録する」
「業務をマニュアル化する」
こと、
トレーサビリティ等、
「品質保
証的」取組みが加わっている。会員各企業が「品質管理」
「品質保証」の両方に取組んでいるかを年1回監査する。
日
本冷凍めん協会が、
業界に即した独自のルールを作り認定

積極的に学んでもらう。昨年は１万５千人もの受検者があ
り、他のメニュー検定と比べて関心度はかなり高い。
この検
定を通じて消費者の冷凍めんの知識レベルが把握でき、
提供すべき情報も分かる。冷凍めんを正しく理解してもら
い、消費拡大につなげていく。
この他にもプレゼントやイベン
ト企画など様々な工夫により、協会HPへのアクセスは従来
と比べて約10倍となり、
消費者との新たなコミュニケーション
ツールになってきた。

する仕組みとした。
この監査以外にも必要に応じて指導を
行ない、
継続的に認定されるフォロー体制も整えている。

那須専務理事は、
こうした数々の取り組みに日々没頭し
ながら、国民食となった冷凍めんを安心して、
そしてもっと
おいしく食べてもらいたいと全国を飛び回っている。
日本冷

ＲＭＫ認定はリスク管理

凍めん協会のネクストチャレンジから目が離せない。

こうして運営されているＲＭＫ認定制

一般社団法人日本冷凍めん協会のホームページ
http://www.reitoumen.gr.jp

度とは「冷凍めん業界でのリスク管理」
だと、那須専務理事は強調する。
日本冷
凍めん協会は30年前に発足し、冷凍め

『RMK認定』
マークは
安全の証

ん業界として食品の安全にきちんと目を向け、地道な取り組

「調理力検定」サイト
http://chouriryoku.jp/
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