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要　　旨

　学校や病院、事業所給食等で使用された食器等を、洗浄した後に熱風による加熱で消毒・乾燥し、

次回使用時まで清潔に保管する消毒保管機がすでに開発されている。しかし、その消毒性能を確認

するための試験方法が確立されておらず、全ての食器が濡れている状態での消毒効果の検証も行わ

れていない。そこで、本研究においては、消毒保管機の庫内温度および消毒対象となる食器表面温

度が測定可能な試験装置を用い、大腸菌浮遊液を注入した PCRチューブを消毒効果確認のための

食器間に設置し、熱風による加熱乾燥による消毒処理を行った後、大腸菌液を培養し、発育した集

落を常法により測定することにより、消毒性能の評価を行える試験方法を確立した。本方法により、

大腸菌液を PCRチューブに封入していることにより、菌液塗布法の欠点である水滴移動に伴う食

器表面からの大腸菌の損失を防ぐことが可能となった。また、PCRチューブ内の大腸菌液温度と

食器表面温度と同等であることにより、加熱による殺菌効果を確実に検証することが可能となった。

本試験装置はすでに市販されている機器（株式会社中西製作所製）消毒保管機と同等の性能を持つ

ため、本研究により得られたデータに基づく確実な装置運転条件を当該機器使用時に提示すること

が可能となった。

キーワード：消毒保管機、給食、大腸菌、消毒

Ⅰ．は じ め に

　学校給食において、食器の消毒・保管についての基

本的な考え方は、「原則として、熱風消毒保管庫（85

～90℃、30～50分程度）で乾燥保管する。」1 )となって

いる。その中で、熱風消毒保管庫は「熱のかけ過ぎに

よる食器の劣化を防ぐため、機器メーカーや食器メー

カーの取扱い説明書に従って温度や時間の設定を行う

こと。」1 )とあり、プラスチック食器に関しては「庫

内温度が85～90℃に上昇後、この温度で40～50分程度

保持する」1 )という条件が提示されている。ここには

熱風消毒保管庫という名称が使われているが、㈱中西
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製作所は消毒保管機という名称で製品を販売している。

この条件を満足させるために、㈱中西製作所の消毒保

管機はデフォルト運転として庫内目標温度を90℃、庫

内目標温度保持時間を90分と設定している。しかしな

がら、一般的に学校給食で多く用いられているポリエ

チレンナフタレート（PEN）樹脂製の食器を隙間なく

重ねてカゴへ収めた場合、食器の重なった箇所には熱

風が直接触れない箇所が存在し、その箇所における食

器表面温度は庫内温度よりも低くなっている。ボール

型の PEN樹脂製の食器を重ねた場合、熱の伝わり方

は一つの円柱状の樹脂の塊に相当すると考えられる。

この状態で食器を消毒保管機でデフォルト運転した場

合、我々が事前に庫内温度と庫内に設置した食器を重

ねた円柱中心部（最も熱が伝わりにくいと考えられる

箇所）の温度を測定したところ、円柱中心部の温度は

設定した温度保持時間終了60分以上経過後に最大値を

示した。これは、熱風に直接触れていたことにより温

度が高くなった側面部分からの熱伝導により、中心部

分を加熱しているためであると考える。この時の円柱

中心部温度は集団給食施設等における食中毒を予防す

るための条件とされている加熱調理時の食材中心温度

75℃で 1分間以上の加熱 2 )という条件を満たしていな

い。しかしながら、これまでに食器に付着していた微

生物によって食中毒が発生した事例は挙がっておらず、

運営コスト削減を狙うべく、庫内目標温度低減もしく

は庫内目標温度保持時間短縮を行うユーザーが増加す

ることも考えられる。これらにより、消毒が不十分と

なり、食器由来の食中毒が発生する可能性が出てくる

為、消毒保管機における消毒条件を明らかにし、推奨

運転条件を提示することが学校給食の安全性を維持す

るために必須であると考える。

　そこで、本研究では、食中毒原因菌制御のための試

験実施時に使用する代表的な菌である大腸菌を用いて、

消毒保管機の一般的な使用方法に即した微生物消毒確

認試験方法を確立し、大腸菌が増殖できなくなる消毒

保管機の運転条件を明確にした。

Ⅱ．材料・機器および方法

１．消毒保管機の概要

　消毒保管機（型式：MCSK-5-e ㈱中西製作所製）は

図 1に示す形状で、ロッカー大のサイズ（幅550㎜×

奥行550㎜×高さ1900㎜）である。内部には棚を 5つ

設けており、食器を格納したカゴを 5つ収容できる。

　庫内の加熱は、図 2に示すように、消毒保管機上部

に設けられたヒーター（2.0㎾）を作動させて周辺空

気を加熱し、同じく上部に設けられた送風機（0.1㎾）

によって加熱された空気を庫内全体に循環させた。食

器等は洗浄後に濡れた状態で格納されるため、庫内は

常温時に湿度の高い状態になるが、加熱によって水分

を空気に含ませ、排気ダンパーから排出し、庫内の水

分量を減少させる。これにより、本消毒試験機は食器

等の消毒効果と共に乾燥効果も期待している。

図１　消毒保管機外形

図２　加熱温風循環状態
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２．消毒保管機の動作条件（図３）

　① 庫内目標温度、庫内目標温度保持時間（デフォル

ト設定：90℃・90分）を設定する。

　② 庫内に食器等の消毒対象物を格納し、運転 ON/

OFFキーを押す（運転 ON）。

　③消毒運転が開始される。ヒーターと送風機を作動。
　④ 設定した庫内目標温度に到達すると、庫内目標温

度保持時間のカウントを開始。庫内目標温度を保

持するためにヒーターが ON─OFFを繰り返す。

　⑤ 設定した庫内目標温度保持経過後、ヒーターは

OFFとなり、その５分後に送風機は静止する。

　⑥ 全ての運転工程が完了すると自動的に停止し、操

作パネルの表示部は「End」を示す。

　⑦食器等の消毒対象物を使用時に取り出す。

３．使用食器・カゴ

　学校給食で多く使われている食器・カゴを使用した。

食器には PEN樹脂製のボール型食器（PNB-31E：三

信化工㈱製、直径：口辺140㎜、底67㎜、高さ：64㎜）

を用い、カゴはステンレス製390㎜×360㎜×200㎜サ

イズの物を用いた。食器を隙間なく重ね、横向きにカ

ゴへ納めた場合、48枚× 2 列＝96枚 / 1カゴとした。

消毒保管機には棚が 5段あるため、合計480枚の食器

を格納した。

４．測定機器

　経時的な温度の測定は、データロガー（NR─1000㈱：

キーエンス製）にＫ熱電対（KT─HTf：㈱竹田特殊電

線製造所製）を接続して実施した。

５．試験機

　消毒保管機（MCSK-5-e：㈱中西製作所製）に庫内

及び食器表面温度が測定できる改造を施した試験機を

用いた。性能としては同等であるため、試験機で得ら

れた消毒効果は消毒保管機でも同様に得られると考え

る。

６．試験機内の庫内温度および食器表面温度測定方法

　試験機内の上部や下部などの部位による庫内温度の

測定を、下述の食器表面温度測定の際に実施した。熱

電対は各棚の中央部に設置した（図 4）。

　食器の表面温度は、以下の手順で測定した（図 5）。

　①食器底面に熱電対を貼り付ける。
　② カゴと共に表面温度測定用以外の食器を水に浸漬

させる。

　③ ①の食器表面を濡らした後、浸漬が完了した②の
食器をカゴから取り出し、温度測定箇所に①を組

図３　消毒保管機の動作条件と庫内温度変動イメージ

図４　試験機庫内温度測定箇所
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込む。

　④③をカゴに収納し、試験機に格納する。
　　※ 温度を測定していない場合も、食器およびカゴ

は試験機に格納している。

　⑤ 消毒保管機の動作条件に準じて試験機を運転し、

同時に温度測定を開始する。

７．消毒保管機の殺菌効果

１）統計学的処理

　本試験において、温度（℃）および菌数（Log cfu/

ml）については平均値±標準偏差で求めた。統計処

理には Excel 2019（Microsoft社製）を使用し、マン・

ホイットニーのＵ検定で有意差を求めた。

２）供試菌液と供試菌液の調整

　供試菌はEscherichia coli  K─12を用いた。本供試菌

をトリプトソーヤブイヨン培地（日水製薬㈱製）に接

種し、36± 1℃、24時間培養後、約109cfu/mlとなる

ようにトリプトソーヤブイヨン培地で希釈し、1.5ml

容量のチューブ（Safe-Lock Tube 1.5ml: Eppendorf製）

に1.0mlずつ分注した後、試験開始まで－80℃で冷凍

した。試験直前に、この冷凍菌液は40℃の流水で急速

解凍を実施した。急速解凍した菌液は、PBS（リン酸

緩衝生理食塩水：ダルベッコ製）で100倍希釈（約

107cfu/ml）した後、0.2ml容量の PCRチューブ（PCR 

Tubes Forensic DNA Grade: Eppendorf製） に0.18ml

ずつ分注した。

３）殺菌方法および殺菌条件

　菌液を注入した PCRチューブは食器間に設置し、

試験機に格納して加熱殺菌処理を施した。食器間に設

置する際に PCRチューブにより、大きな隙間を生じ

ることは、実際の加熱殺菌処理状況と大きく異なる恐

れがあるため、図 6に示すように食器底面に穴を開け、

その穴に PCRチューブを貼り付けた。これにより、

食器を重ねる際に生じる隙間は PCRチューブの有無

に関わらず同程度となった。また、PCRチューブ内

の液体温度については、隣接する食器表面温度を測定

することにより、判断した。図 7に示すように、PCR

チューブに穴を開け、液体（水）を注入し、熱電対を

挿入し、穴の開いた食器に貼り付け、熱電対のついた

表面温度測定用食器と重ね、試験機の上から 3段目の

左側中央部に格納した。試験機の庫内目標温度は90℃

に設定し、PCRチューブ内液体温度及び食器表面温

度を経時的に測定し、庫内目標温度保持時間90分後、

240分後、270分後の温度における平均値±標準偏差を

求めた。ここで試行回数は各 3回とし、統計学的処理

を行ったところ、図 8に示すように、PCRチューブ

内液体温度と隣接する食器表面温度には有意差が認め

られなかった（p＞0.05）。よって PCRチューブ内液

体温度は隣接する食器表面温度と同等であることが確

認できた。

　本試験で使用する全ての食器（PCRチューブを取

図５　表面温度測定用食器の試験機への格納方法
図６　PCRチューブ設置方法

図７　PCRチューブ内液体温度確認手順
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り付ける為に穴を開けた食器や熱電対を付け表面温度

測定用の食器を含む）は水に濡らしたものを用いた。

図 9のように、菌液を入れて密閉した PCRチューブ

を底面に穴を開けた食器の穴に貼り付け、PCRチュー

ブ付の食器を 2枚重ね、その上下部に熱電対のついた

表面温度測定用の食器を重ねた。この PCRチューブ

付き食器および表面温度測定用食器のセットを、図10

に示すような低温実験系（上から 3段目および 4段目

左列中央部）、中温実験系（上から２段目左列扉側部）、

高温実験系（上から 5段目右列扉側部）に設置した。

これらの設置個所は前述した試験機内の庫内温度及び

食器表面温度測定方法に準じて、事前に試験機内の食

器温度測定試験を行い、決定した。その際の試験機の

運転条件は、庫内目標温度90℃、庫内目標温度保持時

間90分間で実施し、表面温度計測食器枚数は30枚、試

行回数は 3回とした。食器表面温度が最大値となる温

度保持終了後60分経過時の各測定点における食器表面

温度平均値の順位で決めた。高温実験系は測定点内で

1番温度の高い箇所（60.5±0.8℃）、中温実験系は15

番目に温度が高い箇所（59.4±0.9℃）、低温実験系は

1番温度の低かった箇所（57.5±0.8℃）と 2番目に温

度の低かった箇所（58.0±0.8℃）とした。

　殺菌効果確認時の試験機の運転条件は、庫内目標温

度90℃、庫内目標温度保持時間90分間に設定した。庫

内目標温度90℃に到達時（庫内目標温度保持時間 0分）、

庫内目標温度保持時間30分、60分、90分後、および温

度保持終了後30分、60分、90分経過時に菌液の入った

PCRチューブを取り出し、PCRチューブ内の菌液を

図８　PCRチューブ内水温および食器表面温度比較結果

図９　�PCRチューブ付食器および表面温度測定用食器設

置状態
図10　�PCRチューブ付食器および表面温度測定用食器の

試験機格納場所
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測定した。なお、殺菌試験は同一条件で 3回ずつ実施

した。

４）菌数測定

　実験に用いた菌液、殺菌試験後に取り出した PCR

チューブ内の菌液、殺菌試験実施時間と同じ時間だけ

室温で放置した後の PCRチューブ内の菌液は、適宜

PBSで希釈後、1検体あたり、1枚の普通寒天倍内（栄

研化学㈱製）に0.1mlずつ接種し、コンラージ棒で培

地表面全体に塗抹した。36± 1℃、24時間培養後、培

地上に発育した 1～300個の集落を測定した。なお、

取り出した PCRチューブ内の菌液を希釈せずに塗布

した際に、検出限界は100cfu/ml（2.0 Log cfu/ml）とし、

集落が認められない検体は陰性とした。

Ⅲ．結　　　　　果

１．試験機庫内温度及び食器表面温度

　試験機庫内温度結果を図11に示す。試験機庫内温度

は運転 ONから約30分程度で庫内目標温度90℃に到達

し、庫内目標温度を90分間保持し、温度保持終了後か

ら徐々に温度が低下していた。上から 5段目は庫内目

標温度保持時間内では最も高温であったが、温度保持

終了後は最も早く低温となった。温度保持終了後90分

経過した際には、上から 1段目が一番高温（54.3±0.7℃）

で下の棚に行くにつれて低温（上から 5段目： 32.7±

1.5℃）となっていた。

　試験機内の食器表面温度を図12に示す。全ての測定

部において、温度保持時間終了後60分間経過時に食器

表面温度は最大値を示した。その際の食器表面温度は

高温実験系で60.5±0.8℃、中温実験系で59.9±0.9℃、

低温実験系で57.7±0.8℃であった。

２．試験機の殺菌効果

　各食器表面温度測定部における大腸菌数を図13に示

す。運転開始時の大腸菌数は7.1±0.4Log cfu/mlであっ

た。ここでコントロールは菌試験実施時間と同じ時間

だけ室温で放置した後の PCRチューブ内の大腸菌液

である。庫内目標温度保持30分後では全ての測定点で

大腸菌数に変化は認められなかった。低温実験系では

庫内目標温度保持時間90分後（デフォルト運転終了時）

に大腸菌数が6.7±0.5Log cfu/ml、食器表面温度48.7±

1.7℃であったが、その後、大腸菌が減少し、温度保

持時間30分経過時には4.2±1.8Log cfu/ml、食器表面

55.2±1.2℃、温度保持終了60分経過時に陰性、庫内温

度57.7±0.8℃であった。高温実験系は温度保持時間終

了後30分経過時、中温実験系は低温実験系と同様に、

温度保持時間終了後60分経過時に陰性となった（図

12、図13）。

３．食器表面の達成温度と保持時間に対する殺菌効果

　図14に本試験機を用いて食器を加熱殺菌した際の、

食器表面の達成温度と保持時間に対する殺菌効果を示

図11　試験機庫内温度

図12　食器表面温度

図13　�試験時間における各食器表面温度測定点での大腸菌

数
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す。今回実施した試験において、各検体の大腸菌数と

対応する食器表面の達成温度とその保持時間でまとめ

た。食器表面温度が50℃に満たない点は最初から除外

している。食器表面温度が60℃に達した場合、60℃に

は達していないが55℃は達した場合、55℃には達して

いないが50℃には達した場合で区分した。ここで、図

12より、本試験機を用いた加熱では、食器表面温度が

60℃に達した場合、55℃以上である程度の時間保持で

きていると判断できる。食器表面温度が60℃に達した

場合、全ての検体において陰性であった。60℃に達し

ていなくても55℃に達した場合、保持時間が15分を越

えると陰性であった。55℃に達していない場合は保持

時間が50分であったとしても大腸菌が検出された。

Ⅳ．考　　　　　察

　本研究では学校給食・病院給食で使用されている消

毒保管機について、同等の性能を持つ試験機を用いた

試験方法を確立し、その手法を用いて大腸菌の消毒効

果を評価した。

　前述した通り、食器の消毒・保管については、基本

的な考え方が「原則として、熱風消毒保管庫（85～

90℃、30～50分程度）で乾燥保管する。」1 )であるため、

それを満足する消毒保管機の製作が進められている。

しかしながら、本研究結果において、試験機の庫内目

標温度90℃、庫内目標温度保持時間90分で大腸菌を注

入した PCRチューブを取り出すと、低温実験系の食

器表面温度48.7±1.7℃であり、大腸菌は6.7±0.5Log 

cfu/ml認められた。庫内温度は基本的な考え方の条

件を満足しているものの、食器表面温度が十分に上昇

しておらず、大腸菌に対する十分な加熱が行われてい

ないことが原因であると考える。本研究で用いた試験

方法において、大腸菌の増殖を抑制するためには、庫

内目標温度90℃、庫内目標温度保持時間90分間の上、

温度保持時間終了後60分経過後まで扉を開けずに庫内

に保管することにより、食器表面温度を上昇させる必

要があることがわかった。そうすることで、低温実験

系であっても、食器表面温度が57.7±0.8℃に達し、大

腸菌は陰性となった。本試験では熱伝導率の低い

PEN樹脂製食器を用い、格納最大数で運転を実施し

ているため、最悪条件を想定しており、「庫内目標温

度90℃・目標温度保持時間90分＋保持時間終了後60分

経過時の取り出し」は広範囲をカバーできる消毒条件

であると考える。

　一方、消毒保管機を使用する際の条件は様々であり、

我々の想定する消毒対象物の材質・格納量・格納方法

を凌駕してしまう可能性がある。そのため、庫内目標

温度 /保持時間の設定だけでは十分な消毒条件を提示

したことにはならない。この場合、消毒条件設定に有

益であるのは、食器表面達成温度とその保持時間にな

ると考える。本研究では、その消毒条件が「食器表面

温度55℃達成後15分以上の保持」であり、約107cfu/

ml存在した大腸菌は陰性となることが確認できた。

　本研究では PCRチューブに大腸菌液を注入してい

るため、乾燥の影響は考慮しておらず、加熱による消

毒条件のみを検討している。そのため、たとえ消毒処

理後に庫内の食器が濡れていたとしても、食器表面温

度55℃達成後15分以上保持されていれば、約107cfu/

ml存在した大腸菌は検出限界である100cfu/ml未満と

なる。つまり、99.999％の殺菌が可能である。日本薬

局方によると、物体表面の消毒効果は99.9％（３

Log10）以上の殺菌あるいは除菌により効果ありとす

ると定められている 6 )。本試験機を用いて食器表面温

度55℃達成後15分以上保持することは、加熱による十

分な消毒効果があると言える。

　本来、消毒保管機には洗浄された後の食器が作業者

の手によって格納される。そのため、大腸菌等の食中

毒原因菌は①洗浄が不十分であった場合と②洗浄機か
ら消毒保管機への食器移動時での付着といった経路で

消毒保管機内へ侵入する可能性がある。食中毒原因菌

侵入リスクは衛生管理が整っていればかなり低く、万

が一侵入していたとしても消毒保管機によって消毒が

可能であるため、食中毒発生リスクの大幅な低減が期

待できる。

　一方、サイズや加熱方式が異なる消毒保管機が多数

図14　�本試験機を用いて食器を加熱殺菌した際の食器表面

温度保持時間における大腸菌数の推移
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販売されているため、それぞれの庫内温度分布・食器

表面温度を確認していく必要がある。

Ⅴ．結　　　　　語

　学校や病院、事業所給食等で使用された食器等を、

洗浄した後に熱風による加熱で消毒・乾燥し、次回使

用時まで保管する消毒保管機の消毒性能を確認するた

めの試験手法を確立し、その手法を用いて消毒保管機

の大腸菌消毒性能を確認し、消毒保管機における消毒

条件を提示することができた。消毒保管機を用いた大

腸菌の消毒条件は対象とする食器表面温度55℃まで昇

温させ15分以上保持しなければならないことがわかっ

た。消毒保管機はこの消毒条件の下で大腸菌に対して

99.999％の消毒効果が期待できることが明らかとなっ

た。
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Abstract

　　To disinfect and dry tableware used in schools, hospitals, and business cafeterias, a disinfection 

and storage device by the hot-air heating has been developed.　However, the examination method to 

confirm the disinfection performance has not only been established but also the disinfection effects 

has not been verified when all the dishes are wet conditions.　In this study, we used this test device 

that can measure the temperature inside the disinfection storage machine and the surface tempera-

ture of the disinfected tableware in PCR tubes filled with Escherichia coli  (E.  coli) suspension be-

tween the tableware to be disinfected, and disinfected them by heating and drying with hot air.　We 

have established a test method to evaluate the disinfection performance by the PCR tubes filled with 

the bacteria suspension between dishes to be disinfected, disinfecting them by heating and drying 

with hot air, and then culturing E.  coli suspension and measuring the growing communities.　Based 

on the method, we could prevent the loss of E.  coli from the surface of the tableware due to the 

movement of water droplets, which was a disadvantage of the bacterial coating method, because the 

E.  coli suspension was sealed in the PCR tube.　In addition, the temperature of the E.  coli suspen-

sion in the PCR tube was nearly equal to the temperature of the surface of the tableware, which made 

it possible to reliably estimate the disinfection effects of heating.　Since this test equipment has the 

same performance as the commercially available equipment (manufactured by Nakanishi Seisakusho 

Co., Ltd.) for disinfection and storage.　Thus, it was possible to recommend reliable equipment op-

eration conditions based on these data obtained in this study.

Key words: hot-air tableware disinfector, providing a meal, Escherichia coli, disinfection


