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主な内容

1．安全と衛生に関する設計の課題

2．安全と衛生を考慮した設計の考え方

(一社) 日本食品機械工業会
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1．安全と衛生に関する
設計の課題

参考：
－機械の包括的な安全基準に関する指針.
－食品衛生法施行規則 第66条の7 「施設基準」.
－GFSIベンチマーキング, scope JⅠ.
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「対象とするリスク」によってリスク低減の考え方は異なる

ポンプ

(B)(A)

1． 安全と衛生に関する設計の課題

(一社) 日本食品機械工業会



加工部に手指が容易に届く構造

加工部に手指が届かない構造
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相反することがある安全と衛生のリスク低減の例

食
品
加
工
部

安全面の代表的な
保護方策

衛生面の代表的な
保護方策

－安全な状態でない時は停止

－ガードは強固に締結

－ハザードは手が届かない距離

－滞留させない
－手で分解可能なガード
－アクセスしやすい加工部

停止の間に細菌増殖

目視しにくい
分解し難い
手指が届き難い
洗浄し難い

ハザードへの高頻度のアク
セス
頻繁に生じる「危険状態」

他方のリスクへの影響

×

1． 安全と衛生に関する設計の課題

(一社) 日本食品機械工業会



6(一社) 日本食品機械工業会

1． 安全と衛生に関する設計の課題

衛
生
面

－適性に洗浄可能
－適性に保守・点検可能
－洗浄が容易
－組立式：分解、清掃し易い

など

食品衛生法 第54条 施設基準
（施工規則：施設基準＿別表第19）

衛生設計の性能要求を示す。

どのような構造にすれば要求を満たすの
か読み取れない。

安
全
面

労働安全衛生法 第3条第2項/第28条の2
(包括指針※)

安全設計は機械安全JISを参考とする。

世界標準の「リスクベースド・アプローチ」
に基づく

－リスクアセスメントの実施
－3ステップメソッドに従ってリスク低減
－適切に低減されたリスクを安全と見なす
－残留リスク情報をユーザへ提供

など

米包括指針：機械の包括的な安全基準に関する指針

2つの安全はアプローチが異なる

安
全
面

労働安全衛生法 第3条第2項/第28条の2
(包括指針※)

安全設計は機械安全JISを参考とする。

世界標準の「リスクベースド・アプローチ」
に基づく

－リスクアセスメントの実施
－3ステップメソッドに従ってリスク低減
－適切に低減されたリスクを安全と見なす
－残留リスク情報をユーザへ提供

など

米包括指針：機械の包括的な安全基準に関する指針

衛
生
面

－適性に洗浄可能
－適性に保守・点検可能
－洗浄が容易
－組立式：分解、清掃し易い

など

食品衛生法 第54条 施設基準
（施工規則：施設基準＿別表第19）

衛生設計の性能要求を示す。

どのような構造にすれば要求を満たすの
か読み取れない。

世界標準の『食品安全マネジメントシステム』は､リスクベースド･アプローチを採用

食品機械JIS/ISO

食品機械の安全・衛生設計を定める主な要求



(一社) 日本食品機械工業会 7

2．安全面と衛生面を考慮した
設計の考え方

（“食品機械JIS”のリスクベースド・アプローチに基づく）

（参考：JIS B 9650 ～ B 9658）



8

ポイント1－「使用上の制限」で設定する『衛生区域』

① 食品接触部
② 食品非接触部－飛散部
③ 食品非接触部

①

②

③

機械に附属するホッパへの食材投入リフタ

“容器リフタ”の「アーム」「固定具」「容器外装」等がホッ
パ直上に位置する。

食品加工エリア（ホッパ）直上に位置するか所は、すべ
て「食品接触部」となる。

2． 安全面と衛生面を考慮した設計の考え方

（出典：JIS B 9650-2）

参 考 例

(一社) 日本食品機械工業会



加工エリアの「安全面のハザード」例
（危害のひどさ：重症/死亡）

－回転ブレードへの巻き込まれ
－清掃、保守、点検時の偶発起動＿巻き込まれ

加工エリアの「衛生面のハザード」例
（危害のひどさ：リコールによる1憶円以上の経済的損失）

－清掃・洗浄不良（容易に接近できない、複雑）
－状態監視のミス（目視確認しにくい）
－異物混入(食品残渣、ねじ等の部品)

ポイント2 (1/5)－安全面と衛生面のバランスの考慮 (参考例 開口部のみ)

使用上の制限仕様 （仮定）

－機械稼働中、内部状態が確認できる
－停止時は、全ての内部に容易にアクセス可能
－加工部上部に食品残差が付着する構造不可
－可能な限り高い洗浄性能

9(一社) 日本食品機械工業会

2． 安全面と衛生面を考慮した設計の考え方
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ポイント2 （2/5）－食品接触部のガード表面、ガードスイッチの例

ガードの表面

ガードの位置検出スイッチ

(一社) 日本食品機械工業会

2． 安全面と衛生面を考慮した設計の考え方

非ポジティブ

ポジティブ

施錠式スイッチ 遅延機構+非接触式スイッチ
ローラ・プランジャ式スイッチ

目の細かい格子 交差がない格子開口部のない一枚板
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ポイント2 （3/5）－食品接触部のガード材質、ガード締結部の例

ガードの材質

ファスナ締結 ねじ不使用

ねじの数を最小化した締結

ガードの締結部 (設置部)

(一社) 日本食品機械工業会

ステンレス鋼 高分子材

2． 安全面と衛生面を考慮した設計の考え方



ポイント2 （4/5）－安全面、衛生面を考慮した安全防護物の検討例 ①

インターロック
付き扉

例1.高さを使い、加工エリアにガードを使用しない(食品接触部にガードなし)
新たに考慮すべきリスク

【安全面】

－階段昇降時に分解洗浄パーツの
落下

－階段昇降時の転落
－内部に人存在時の偶発起動
－扉の意図しない閉鎖
【衛生面】
－視認性の極度の低下
－分解洗浄作業の煩雑化（運搬）
－食材飛散によるエリア汚染

新たに考慮すべきリスク

【安全面】
－ガードを外した際の偶発起動
－ガード脱着時の筋骨格障害
－経年劣化による隙間の発生

【衛生面】
－ガード設置部の洗浄性
－ガードパネルの洗浄性

－パネルの経年劣化(くもり/破片)
－ポジティブリスト適合材

透明パネルを用いた
インターロック付きガード

（食品接触部）
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例2.透明パネル（1枚板）のガードを食品接触部として設置

「食品接触部」の増加

(一社) 日本食品機械工業会

食品非接触部

2． 安全面と衛生面を考慮した設計の考え方
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例3. 透明パネルを距離ガードに用いる（ガードは食品非接触部）

インターロック
付きドアガード

（意図しない閉鎖なし）

距離ガード
（透明パネル）

2． 安全面と衛生面を考慮した設計の考え方

ポイント2 （5/5）－安全面、衛生面を考慮した安全防護物の検討例 ②

事業所によって「適切な構造」は、変わる可能性がある

新たに考慮すべきリスク

【安全面】
－扉の意図しない閉鎖
－扉閉鎖時の偶発起動

【衛生面】
－ガードパネルの洗浄性

リスク低減目標を決定する要因

－ライフサイクルの安全性 －機能遂行能力

－機械の使用性 －機械の製造・運転コスト
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おわりに

○ご静聴ありがとうございました。

○ご不明のか所がございましたら、いつでもご連絡下さい。

(一社) 日本食品機械工業会

大村 宏之 博士(工学)

日本機械学会 フェロー
EHEDG 公認トレーナ

長岡技術科学大学 工学部 非常勤講師

TEL：03-5484-0981 E-mail：ohmura@fooma.or.jp


