ノバスコシア州
農務省
食品保護及び基準部門
食品安全課
寿司・刺身の調理方針
背景：
本方針が対象とする寿司または刺身とは、生で食す魚、生の状態でマリネした魚、部分的に加熱調理した魚、
部分的に加熱調理した状態でマリネした魚のすべてを指します。刺身とは通常、生の魚・魚介類のみを指しま
す。寿司とは一般に、酸性化した寿司飯の上に乗せた、あるいは寿司飯と海苔で巻いた生の魚・魚介類（加熱
調理済み、または生）または野菜を指します。
問題：
生の魚を食することにより、通常加熱調理で死滅する寄生虫による病気のリスクが増大します。病原性の回虫は、
タラ、コダラ、アンコウ、オヒョウ、サバ、ニシン、スケトウダラ、スズキ、マグロ、サケ、ヒラメなどの海水魚に見られま
す。病原性の条虫は、カワカマス、パーチ、マス、サケなど、ほとんどの淡水魚に見られます。
寿司に必ずしも生や半生の魚が使われるとは限りませんが、米、刻み野菜、豆腐及び／または加熱調理された
魚・魚介類を使うため、潜在的危害性食品とみなされます。
注： 本方針に記載された寿司・刺身製品の冷蔵庫を使わない保存や陳列に関するいかなる記述も、開催地外
で営業する公設市場の販売業者に適用することはできません。
要件：
魚の冷凍

1. 下記に挙げる魚は寄生虫のリスクが低いため、冷凍の要件が免除されます。鮮魚業者が提供する未冷凍で
使用する魚種に関する情報は、食品安全スペシャリストがいつでも点検できるようにしておく必要があります。







ビンナガマグロ
メバチマグロ
タイセイヨウマグロ
クロマグロ
ブルーフィッシュ
ウナギ
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マヒマヒ
マカジキ
コバンアジ
カマスサワラ
キハラマグロ（アヒ）
ハマチ

2. 魚は、寿司や刺身として調理する前に、ノバスコシア州食品小売業及び食品サービス基準（NS Food Retail
and Foodservices Code） 第 3.3.12 (b)項目に定められた冷凍に関する下記の要件に従って冷凍しなければ
なりません。
「魚は、下記のどちらかの条件で冷凍しなければならない。
i.
-20℃ (-4F)以下の温度で 7 日間、または、
ii.
-35℃ (-31F) 以下の温度及びブラストフリーザーで 15 時間」

3. 施設の運営者は、鮮魚業者が上記の冷凍方法に準拠して魚を冷凍したことを証明する書類を提出しなけ
ればなりません。
4. 施設の運営者が寄生虫の駆除を目的に自らの施設内で魚を冷凍する場合、以下の情報を提出しなければ
なりません。

i.

ii.

iii.

冷凍庫が寄生虫の駆除に必要な低温を保つ機能を備えていること、また、施設の運営者がどのよう
にして上記の規定冷凍時間以内に誤って使用されることがないように製品を管理しているかを示す
書類を食品安全スペシャリストに提出する。
この書類は、製品の使用前に食品安全スペシャリストに提出し、承認を受けなければならない。この
ため、承認が下りるまでの期間、施設の運営者に冷凍条件に準拠する供給業者から魚を購入する
必要が暫定的に生じる場合がある。
施設内での冷凍がいったん承認されても、認可された方法に定められている要件が満たされていな
い場合、食品安全スペシャリストは承認を取り消すことができる。

5. 上記第 1 項に記載された魚種以外の魚を調理せずに生で食する場合、ノバスコシア州農務省（NSDA）食品
安全課にその旨を製品の使用前に書面にて報告する必要があります。この規定は、製品に寄生虫が存在
しないことが確認された場合（例えば、養殖魚介類）のみ適用されます。

寿司飯の調理
通常、寿司に使われる米は、炊飯後、食用酢で酸性化されます。pH 値の確認を要件とすることの理由は、寿司
を作る前と作った寿司を陳列する前（ほとんどの場合）に寿司飯を冷蔵しないのが一般的なやり方だからです。
低い pH 値は細菌発生を妨げる役割を果たしますが、酢が寿司飯の中に不均一に分布している可能性もこれら
の要件を設定する際に考慮されています。

1. pH が確認されていない室温保存の寿司飯は、3 時間以内に使用しなければなりません。室温で 60 分間陳
列された寿司（「寿司または刺身の陳列」参照）は、室温下最長 4 時間で潜在的危害性食品とみなされます。
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2. 炊飯後 3 時間室温で保存されていた未使用の寿司飯は廃棄するか、または 4℃（40F）以下の温度で冷蔵
してください。寿司飯を冷却するのは一回のみに限ります。
3. 未使用の寿司飯（冷蔵庫に保管したもの）は、新しく調理した寿司飯と混ぜてはなりません。

4. 潜在的危害性のない寿司飯として認可されるためには（すなわち、上記 1 と 2 に記載された 3 時間の保存
時間制限を超過するには）、施設の運営者は以下の条件を満たす必要があります。
a. 食品の配合（レシピ）及び調理方法に関する書面による証明を NSDA 食品安全スペシャリストに提出
する。
b. NSDA 食品安全スペシャリストによって承認された検査機関による寿司飯の初期／最初の pH 値測
定結果を提出する。
c. 付録 1「白米の寿司飯の調理」に定められた要件を一貫して満たしている。
d. 付録 2「寿司飯の pH 値の測定と記録」に定められた要件を一貫して満たしている。（校正済み pH
計で pH 値を頻繁に測ることを含む。）
NSDA 食品安全課が書面によって承認した場合のみ、当該調理方法を使用することができます。
5. 施設の運営者は、これに代わる実証された調理方法を提出して NSDA 食品安全課の審査を受けることがで
きます。代替調理方法は、NSDA 食品安全課が書面によって承認した場合のみ使用することができます。

寿司または刺身の陳列

1. 寿司または刺身は、これに代わる温度を NSDA 食品安全課が承認しない限り、4℃（40F）以下の温度で陳列
しなければなりません。

2. これに代わる方法として、寿司または刺身を室温で最長 60 分間保存し、60 分の保存期間が過ぎたら未使
用の製品は廃棄するというやり方もあります。室温で 3 時間保存された制限付きの寿司飯（「寿司飯の調理」
参照）は結果的に、室温下最長 4 時間で潜在的危害性食品とみなされます。
この方法は、以下の要件をすべて満たす場合に承認されます。
i.

食品安全スペシャリストに計画書が提出されている。

ii.

食品安全スペシャリストによって計画書が承認されている。

iii.

寿司または刺身は、今までに 4℃（40F）を上回る温度で保存されたことがない。

iv.

陳列される寿司または刺身にはカバーをかけなければならない。または、別の方法で汚染から保護
されなければならない。

v.

保存容器には寿司・刺身を冷蔵庫から取り出す時間、及び廃棄すべき時間を表示しなければなら
ない。

vi.

この方法の採用がいったん承認されても、認可された方法に定められている要件が満たされていな
い場合、食品安全スペシャリストは承認を取り消すことができる。
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付録 1 – 白米の寿司飯の調理
（食品医薬品検査官協会（Association of Food and Drug Officials） による『 小売経営における寿司の製造ガイダンス（Guidance for Processing Sushi in
Retail Operations）』からの応用）

注：本付録の使用は、施設の運営者が寿司飯を潜在的危害性のない食品とみなすこと（すなわち、室温で 3 時
間の保存時間制限を超過すること）を要請する場合にのみ必要となります。
細菌の発生を防止しながら寿司飯を使って握り寿司や巻寿司を作るためには、細かい気配りが必要です。寿司
飯を保存加工あるいは冷蔵しない限り、調理による熱はある種の有毒な細菌の増殖を活性化します。
炊き上がった米を酢で酸性化することは、4℃（40F）を上回る温度で寿司飯を取り扱う際に細菌発生の防止に
役立ち、また、冷えた寿司飯から握り寿司や巻寿司を作る難しさを解消します。寿司飯の酸性化を正しく行って
食品安全性へのリスクを低減させるためには、特定の基準で pH 値をモニターする必要があります。
寿司・刺身の製造場所は、以下の条件を満たさなければなりません。

1. 寿司飯の調理前に清潔に消毒された専用の流し、及び寿司飯が直接触れる調理台（カウンター、テー
ブルなど）。寿司飯の調理が完了するまで、寿司飯の調理に使う流しと調理台は、別の食品の調理には
絶対に使用しないこと。
2. 素手で米を扱わないよう、ラテックス製以外の使い捨て手袋を使用すること。
3. 清潔に保たれた手洗い所が完備されていること。
4. 以下の各項目を特定する書面によるレシピ：

a. 炊飯前の米と水の量、及び調理スケジュール。初期目標 pH 値 4.1 で寿司飯が酸性化するよう
に、炊き上がった米と酢液をまんべんなく混ぜ合わせる。酸性の液体が均等に混合・浸透し、よ
り良い酸性化が達成できるよう、米がまだ温かいうちに混ぜ合わせること。
b. 塩・砂糖・酢の調味液。調味液は必要に応じてその都度作るか、あるいは、酸性化に適切な調
合が得られるよう内容物、濃度、作成日時を表示した専用の容器に保存したものを使う。

c. 調味液を均等にまんべんなく混ぜ合わせることができるよう充分な深さのある、しかしまた寿司
飯を充分に冷ますことができるよう深すぎない清潔なミキシングボウル。寿司飯を適切に冷まし
酢を均等に分布させるため、ボウルに入った寿司飯の深さは 10 センチ（4 インチ）以内とする。
玄米は硬い表皮で覆われており酢液が浸透しないため、酸性化は一般に不可能です。従って、炊飯後の玄米
は、60℃（140F）以上の高温あるいは 4℃（40F）以下の低温で保存されるべき潜在的危害性食品とみなされます。
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付録 2 – 寿司飯の pH 値の測定と記録
（食品医薬品検査官協会（Association of Food and Drug Officials） による『 小売経営における寿司の製造ガイダンス（Guidance for Processing Sushi in
Retail Operations）』からの応用）

注：本付録の使用は、施設の運営者が寿司飯を潜在的危害性のない食品とみなすこと（すなわち、室温で 3 時
間の保存時間制限を超過すること）を要請する場合にのみ必要となります。
pH テストは、目標 pH 値 4.1 と平衡 pH 値 4.6 が達成できるよう、寿司飯の酸性化後 30 分以内に行ってください。

1. 炊飯後酸性化した同一バッチの寿司飯の異なる場所（数箇所）からサンプルを 1/4 カップ分採集し、米
スラリー（懸濁液）を作ります。

2. 3/4 カップの蒸留水を透明プラスチックまたは金属製の混合カップに入れます。スラリーを加えて約 20
秒間混ぜ合わせ、完全な混合物を作ります。
3. pH 計の探針をスラリーの液体部分に挿入します。適切な測定のため、同一バッチの寿司飯を新しいス
ラリーを使って繰り返し測定することが推奨されます。

4. 7 日間にわたって測定を記録します。食品安全スペシャリストが検査できるよう、記録は保管してください。
5. NSDA 食品安全課によって調理方法が承認されたら、炊飯一回分の寿司飯の pH テスト測定値を毎月
記録します。食品安全スペシャリストが検査できるよう、これらの記録は一年間保管してください。
初期 pH 値が 4.6 以上の寿司飯は酢液を加えてさらに酸性化させ、目標 pH 値 4.1 が得られるように、すなわち
測定値が 4.6 を超えないように調整しなければなりません。測定値が常に 4.6 を上回る場合は、調理方法の見
直しと pH 計の再校正が必要になります。
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