
１．はじめに

食にかかわる事故が多発するなか「食の安
全」は社会の関心事であり，この中でも食物ア
レルギーへの注目が高まっている。この理由と
して食物アレルギーは死に至る事例があること，
先進国では食物アレルギーの患者（特に子供）
が増えていることからである。そこで食品によ
る食物アレルギー患者の健康危害を防ぐべく，
食物アレルギーの原因となる食物アレルゲンを
食品に表示する制度が世界的に導入されている
（CODEX STAN１―１９８５Amended２０１０）。食
品企業にとり食物アレルギーは消費者に安全な
食品を提供するという倫理の点と，製造物責任
の点から重要な問題となった。
食品製造において食物アレルゲンを管理する
ことは簡単ではない。それは原材料や製造工程
中に意図せず混入してくる食物アレルゲンがあ
るからである。最も確実な管理方法は，最終製

品にて食物アレルゲンを検査し，製品の安全を
確認することである。当社は，２００２年からこの
目的の食物アレルゲン検査用測定試薬の製造販
売を始め，２００５年新しい食物アレルゲン測定法
（Watanabe et al．，２００５；村岡他特許第３６００２３１
号）を開発した。新測定法は，その高い検出能
から日本の食物アレルゲン測定の公定法として
採用され，当社はこの優れた測定法を日本のみ
ならず海外にも普及しようと，２００７年農林水産
省の東アジア食品産業海外展開支援事業の補助
を受け，図１のような体制でタイへの事業展開
プロジェクトに着手した。

２．タイにおける食物アレルゲン管理とそ
の測定の市場性

１）タイ食品企業の食物アレルゲン管理につい
ての調査

２００７年，日米欧では食物アレルギーが既に大
きな問題となっていたが，我々の調査ではタイ
の一般消費者は「食物アレルギー」についてほ
とんど認識がなかった（食物アレルゲン表示法
も未整備）。そこで，食品産業に焦点を絞り食
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２００７年「食物アレルギー」という言葉がまだ一般に認知されていないタイへ，食物アレルゲ
ン管理・測定を導入するプロジェクトに着手した。市場調査・市場開拓を進め，６年の時を経
て食物アレルゲン測定試薬を製造・販売する，合弁会社をタイに設立するに至った。プロジェ
クトをつうじ，グローバル化において現地の役に立つWin―Win の関係を築くことの重要性を
改めて認識した。
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物アレルゲン管理に関する調査を行った。とい
うのは，食品輸出大国であるタイは食品輸出に
おいて，貿易の国際基準であるCODEX規格
による食物アレルゲン表示が求められる，さら
に世界で最も食物アレルゲン表示規制が進んで
いる日本への食品輸出が多い，そこで食物アレ
ルゲン管理が必要と推測されたからである。調
査はHACCP認証企業７２社の品質保証担当に
対して行った。調査食品業種としては，冷凍食
品，水産，飲料，製油，果実，シリアル，スナ
ック，肉加工，乳製品等，合計１４業種であった。
その結果；
ａ．調査対象企業の約９割が製品を輸出してい
た。

ｂ．製品輸出先は，欧州，日本・韓国，北米，
中国，オーストラリア・ニュージーランド，
そしてその他のアジア諸国であった。

ｃ．欧州，北米，日本・韓国，オーストラリ
ア・ニュージーランドといった食物アレル
ゲン表示制度がある国に輸出している企業
は全体の７割強を占めていた。

ｄ．食物アレルゲン表示制度がある国に輸出し
ている企業の７割近くが既に何らかの食物
アレルゲン管理を行っていた。

ｅ．食物アレルゲン管理として，多くの企業が
製品設計，原材料，包装，清掃，表示の各
段階で管理を行っていた。その一方，製造
ラインのバリデーション，最終製品の食物
アレルゲン検査については実行頻度が低か
った。

ｆ．顧客からの問い合わせの１４％が食物アレル
ゲンの問い合わせであった。因みに問い合
わせの多い順番は微生物汚染，食品添加物，
農薬汚染，化学物質汚染，食物アレルゲン，
遺伝子組換え作物の順で，食物アレルゲン
は遺伝子組換え作物より大きな関心事であ
った。

ｇ．輸出向け製品の約６割は食物アレルゲンが
認識できる表示をしていたが，タイ国内向
け製品ではそのような表示は約２割に留ま
り，同じ商品が国内外で二重表示となって
いる事例が見られた。

図１ 事業協力機関関係図
カセサート大学：タイで農業・食品分野において権威のある国立大学
チュラロンコン大学：タイで最も権威のある国立大学
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ｈ．調査企業の７割の品質保証担当者は，会社
の負担となるが食物アレルゲン管理が必要
と考えていた。
以上のように，タイの食品企業は食品輸出に
おいて食物アレルゲン管理に取り組まざるを得
ず，既に多くの企業が食物アレルゲン管理を行
っていた。そこで食物アレルゲン管理に必要な
食物アレルゲン測定の必要性が示された。

２）タイの食物アレルギーについての調査
�１ タイの食物アレルギーに関する文献調査
（Santadusit et al．，２００５；Wananukul et
al．，２００５；Poachanukoon and Paopairo-
chanakorn，２００６）
食物アレルゲン管理が，輸出向け食品のみな
らず，タイ国内向け食品でも必要か確認するた
め，そもそもタイに食物アレルギー患者がいる
のか文献調査をおこなった。するとタイにも食
物アレルギー患者が存在し，その数は増加傾向
にあること，子供では牛乳・卵，大人ではシー
フード（エビ・カニ・イカ）が問題であること
が分かった。
�２ タイの食物アレルギー患者に関する実態調
査
�１の結果は限られた施設でのレトロスペクテ
ィブな調査なため，事業化を考えるデータとし
てより信頼性の高い多施設でのプロスペクティ
ブな調査を行った。調査は，タイ・アレル
ギー・ネットワーク（チュラロンコン大学医学
部をリーダーとする，９カ所の拠点病院のアレ
ルギーを担当する小児科医グループ）と共同で，
食物アレルギー患者の疫学調査と食物アレル
ギー患者（もしくは患者の親）がタイの食品表
示についてどのように考えているかについて，
医師が患者（もしくは患者の親）に直接インタ
ビューして行った。
その結果，
ａ．２００８年の４ヶ月の調査期間中に医学的に食
物アレルギーと診断された患者が１７２例確

認された。男女比は５５対４５で，生後２ヶ月
で食物アレルギーを発症した事例が見られ
た。

ｂ．症状としては蕁麻疹のような皮膚症状，嘔
吐・下痢といった消化器症状，鼻水・鼻づ
まりといった呼吸器・粘膜症状が見られた。
また重篤なアナフィラキシー症状も報告さ
れ，食物アレルギーによる健康危害が確認
された。

ｃ．食物アレルギーの原因食物としては，子供
では牛乳・卵，大人ではエビ・カニ・イカ
であった。

ｄ．注目すべき点として，文献調査では報告が
なかった落花生アレルギーの子供が発見さ
れた。落花生アレルギーは死に至る場合が
あるため将来的にタイでも問題となる可能
性が考えられる。
食物アレルギー患者がタイの食品表示につい
てどう認識しているかについては（２０１４年３月
現在，タイでは食物アレルゲンを食品に表示す
ることは法制化されていない）；
ｅ．ほぼ全ての食物アレルギー患者が自らの安
全のため食品表示を確認していた。

ｆ．食物アレルギー患者の約６割が，危害とな
る食物アレルゲンが表示されていない食品
を食べたにも関わらずアレルギー症状が出
た経験を持っていた。

ｇ．食物アレルギー患者の９割が，食物アレル
ゲンを食品に表示することを希望し，ほぼ
全てが安全な食品を選択するため食物アレ
ルゲン表示が有用と考えていた。

ｈ．タイの食物アレルギー患者の９割が日米欧
で食物アレルゲン表示制度があることを知
らなかった。
以上より先進国の疾患と思われた食物アレル
ギーがタイにも存在し，医療現場で問題化しつ
つあることが分かり，タイ国内の食物アレル
ギー患者のためにも食物アレルゲン管理が必要
であることが分かった。

JATAFFジャーナル ２（５）２０１４
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測定項目
非表示あり（≧ 10ppm）非表示なし

（<10ppm）測定せず 合計（≧10,000ppm）
卵 17 3 112 13 142
牛乳 21 3 114 7 142
小麦 17 5 107 18 142
落花生 0 0 141 1 142
小計 55 11 474 39 568

非表示あり：表示されていない食物アレルゲンが 10ppm（日本
の表示基準）以上含まれる．
非表示なし：表示されていない食物アレルゲンが 10ppm 未満
である．
測定せず：測定対象項目が表示されているため，測定していな
い．

�３ タイの食品分析現場での食物アレルゲン測
定技術の受容性
タイでの食物アレルゲン管理の市場性が示さ
れたので，食物アレルゲン管理のための測定が
タイで技術的に受け入れられるか調べた。タイ
の食品分析現場のモデルとしてカセサート大学
食品研究所食品品質保証サービスセンターを選
定し，その分析技術者を日本に呼び寄せ食物ア
レルゲン測定の公定法（スクリーニング法とし
てモリナガ特定原材料測定キットを用いた
ELISA法，確認法としてモリナガウエスタン
ブロット測定キットならびに PCR法）の技術
研修を行った。あわせて食品品質保証サービス
センター内に食物アレルゲン分析室を設立し，
研修した技術がタイに定着したか検証した。す
なわち，タイの食物アレルゲン分析室で，日本
で検定されたサンプルを日本・タイ双方の分析
技術者が平行測定を行った。その結果，両技術
者の分析結果はそれぞれ当社基準を満たし，タ
イへの技術移転が適切に行われたことが確認で
きた。以上より，タイの食品分析現場に必要な
設備を備え，教育を行えばタイで日本と同等の
食物アレルゲン測定が行えることが実証された。
�４ タイの市販食品の調査（Surojanametakul
et al．，２０１２）
タイ市販食品の現状を把握するため，カセ
サート大学食物アレルゲン分析室にてタイ市販
食品の表示の妥当性について調べた。即ち，１４２
品の市販食品について，包装に表示されていな
い卵，牛乳，小麦，落花生が含まれるか調べた。
その結果，表１のように表示されていないにも
かかわらず卵，牛乳，小麦，落花生が１０ppm
（日本の規制値）以上含まれる（非表示）食品
が卵で１２９食品中１７食品（１３．１％），牛乳で１３５
食品中２１食品（１５．６％），小麦で１２４食品中１７食
品（１３．７％）あった。また１０，０００ppm（＝１％）
以上非表示の食物アレルゲンを含む食品が卵・
牛乳で各３食品，小麦で５食品見つかった。タ
イでは食物アレルゲン表示法は施行されていな

いが，食物アレルギー患者は表示を頼りに食品
の選択を行っている（２．２．２．e）。しかし市販食
品の１３―１５％で表示されていない食物アレルゲ
ンが１０ppm以上含まれていることから，２．２．２．
f の結果が無理ないことが裏付けられた。タイ
の食物アレルギー患者は食物アレルギーによる
健康危害のリスクに曝されており，食物アレル
ゲン表示の必要性が確認できた。タイ社会がこ
の現状および世界的に食物アレルゲン表示が法
制化されていることを知るにつれ，食物アレル
ゲン表示の法制化が進むと考えられる。
以上より，タイでの食物アレルゲン管理の市
場性と，食物アレルゲン測定の技術的受容性が
示されたことから，当社のタイへの事業展開は
有望であると結論付けた。

３）タイへの事業展開
�１ タイ社会への食物アレルギーと食物アレル
ゲン管理の啓発
食物アレルギーの重要性をタイ社会に広く知
らしめることで，食物アレルギーに関する食品
企業，消費者の意識を高め，最終的に食物アレ
ルゲン管理・測定の導入促進を図ろうと，当社
はカセサート大学とともに継続的に食物アレル
ギーの啓発に取り組んでいる。
ａ．タイ社会へ食物アレルギーの重要性を認知
してもらうため，食物アレルギーに焦点を

表１ タイ市販食品における表示されていない食物ア
レルゲン

小路：森永生科学研究所のタイへの事業展開

― 43 ―



 

あてたタイで初めての国際シンポジウムを
２００８年に，第二回目を２０１０年に開催した。
シンポジウムでは，世界の食物アレルゲン
規制の状況，日本の食物アレルゲン表示制
度，タイの食品安全制度，タイの食物アレ
ルギー患者の状況，タイ食品の食物アレル
ゲン分析事例等，幅広い話題提供を行い，
現地日系企業を含む食品企業，大学・研究
機関，行政機関，患者団体から多数の参加
を頂いた。

ｂ．食物アレルギー啓発のため，２００９年タイで
始めての食物アレルギー専門のウエッブサ
イト「Food Allergy」をカセサート大学と
立ち上げ，食物アレルギーに関する情報を
継続的に発信している（図２）。このサイ
トの特徴は，タイの一般の人でも読み易い
ようコンテンツをタイ語で表示しているこ
とで，「タイ」における「食物アレルギー」
という非常に限定された条件でありながら
月平均７，５００のアクセスがあり，サイトは
タイに定着している。

ｃ．タイの食物アレルギー問題に貢献すべく，
当社がこれまで得た食物アレルギーに関す
る調査結果をタイ公衆衛生省に情報提供し
ている。この働きかけもあり，タイ公衆衛
生省は現在改訂中の「食品法」に食物アレ
ルゲン表示を盛り込むことを決め，改訂作
業を進めている。

�２ 食物アレルゲン受託分析と食物アレルゲン
測定試薬販売
タイでの食物アレルゲン測定の需要に対し，
日本からタイに食物アレルゲン測定試薬を送り，
カセサート大学食品研究所食品品質保証サービ
スセンターにおいて，食物アレルゲン受託分析
を２００８年１１月より開始し，食物アレルゲン測定
の市場開拓を始めた。サービス開始後，受託分
析数は毎年伸びており，食品企業の食物アレル
ゲン管理への意識の高まりが感じられる。その
一方測定試薬販売について食品企業の現場の意
見を調べると，日本からの輸入測定試薬は高額
なため，製造現場のアレルゲン管理のために十
分効果が上がるような使い方が難しいことが分
かった。

４）森永バイオサイエンス（タイランド）株式
会社設立
タイの食品企業に食物アレルゲン測定試薬を
より効果的に使用して頂くため，測定試薬の価
格低減を目的として２０１３年７月測定試薬を現地
製造する「森永バイオサイエンス（タイランド）
株式会社」をカセサート大学と合弁で設立した
（図３）。この会社はタイ国家科学技術開発局
からタイのバイオテクノロジー技術の向上に貢
献するとの推薦を受け，タイ国政府投資委員会

図２ 「Food Allergy」のウエッブサイト
URL http：／／www．ifrpd-foodallergy．com／index．php／en／

図３ 森永バイオサイエンス（タイランド）株式会社
操業式典

左：森永製菓株式会社専務、右：カセサート大学総長、来
賓としてタイ政府投資委員会局長、在タイ日本大使館一等
書記官にご臨席頂いた。
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から投資奨励を受けている。またこの会社はタ
イの国立大学が民間企業と作る初めての合弁会
社であり，さらにその合弁先が海外企業である
森永生科学研究所ということで，タイでは非常
に先駆的な会社と評価されている。森永バイオ
サイエンス（タイランド）株式会社は２０１３年１２
月より測定試薬の生産を開始し，現在順調に稼
働しつつある。

３．おわりに

当社は当社が開発した食物アレルゲン新測定
法を海外に普及しようと，タイへの事業展開プ
ロジェクトに着手した。その事業化調査により，
本プロジェクトで；
・タイは食品輸出において，タイ産食品の安全
性を高めブランド価値を上げることができる，
・タイは，国内の食物アレルギー患者が安全な
食品を食べられる基盤作りができる，
一方，
・日本は，日本の食物アレルゲン管理・測定を
タイが導入することで，輸入タイ産食品の安
全性がより高まる，
すなわち，本プロジェクトは日本・タイ双方に
貢献できる可能性が示された。この可能性を実
現すべく活動を進めたところ，関係者，特にタ

イの人々の心からの協力を得ることができ，結
果的に当社は考えられる最小のリスクでタイへ
の事業展開ができた。本プロジェクトで設立さ
れた森永バイオサイエンス（タイランド）株式
会社が日本―タイ，森永生科学研究所―カセサー
ト大学のWin―Win 関係のシンボルであり続け
るよう，これからも努力を続けていきたい。
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