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はじめに 

 

本標準は、GB 8955-1988『食用植物油工場衛生規範』を代替する。 
本標準と GB 8955-1988 を比較した場合の主な変更点は、以下のとおり。 
――標準名称を『食品安全国家標準 食用植物油及びその製品の生産衛生規範』に変更した。 
――適用範囲を変更した。 
――記録と文書に関する条項を追加した。 
――製品リコールに関する条項を追加した。 
――管理制度と人員に関する条項を追加した。 
――包装材に関する条項を追加した。 
――附則 A「食用植物油及びその製品の加工プロセスモニタリング手順の手引き」を追加した。 

 

 



 

 

食品安全国家標準 

食用植物油及びその製品の生産衛生規範 

1 範囲 
 

本標準は、食用植物油及びその製品の生産プロセスにおける原料調達、加工、包装、保存と輸

送等、各工程の場所、施設･設備、人員に関する基本要求と管理規則について規定している。 
本標準は、食用植物油とその製品の生産に適用する。 

 

2 用語と定義 
 

GB 14881-2013 に記載されている用語と定義は本標準に適用する。 

2.1 植物原油 

食用植物油料を原料として採取された食用植物油の加工に用いる原料油で、直接の食用とはし

ない。 

2.2 食用油脂製品 

精製、水素添加、エステル交換、分別のうち 1 つまたは複数の加工を施した植物油脂の単一品

または混合物で、水及びその他の補助材料を添加し（または添加せず）、乳化によって（または乳

化せずに）急冷、混練して製造された固形状、半固形状または流動状の油脂製品で、何らかの性能

を具える。これには、食用水素添加油、マーガリン、ショートニング、ココアバター代替脂（ココ

アバター類似脂）、植物性クリーム、粉末油脂等がある。 
 

3 用地選定及び工場区の環境 
 

3.1 GB 14881-2013 の第 3 章の関連規定に適合するものとする。 

3.2 食用植物油の原油料の積み上げ、日干しに使用する地面は、アスファルト地面等、食物植物油

料に汚染をもたらすものであってはならない。 

 

4 工場建屋と作業場 
 
4.1 一般要件 

GB 14881-2013 の第 4 章の関連規定に適合するものとする。 

4.2 設計とレイアウト 

食用植物油及びその製品の充填を行うエリアは、ほかの作業エリアと区切って、交差汚染を防

止するものとする。 

4.3 建築物の内部構造と材料 

4.3.1 完全に封鎖された精製、水素添加等の加工プロセスについては、開放式作業場を使用するこ

とができる。開放式作業場の資材搬入口には完璧な防護措置を施して、食品の安全リスクが生じな

いよう確保するものとする。 
4.3.2油脂の採取、精製を行う作業場の床面には、排水溝と油脂分離用のオイルトラップを設置して、

積水を防止するものとする。  



 

 

4.3.3 食用植物油及びその製品の充填用作業場の屋根や天井は、白または淡色の防水材を使用して

建造し、埃塵の堆積を防止するとともに、脱落等の状況が発生するのを回避するものとする。 
 
5 施設と設備 
 
5.1 GB 14881-2013 の第 5 章の関連規定に適合するものとする。 
5.2 食用植物油の加工プロセスで使用される、製品と直接接触する蒸気凝縮水は、GB 5749 の規定

に適合するものとする。 
5.3 充填用作業場の入口には作業場を使用する人数に見合った更衣室を設け、作業服は個人の衣服

及びその他の物品と分けて置くものとする。充填用作業場には、人口通風の措置を施すとともに、

その吸排気システムは、汚染の低減、周辺異臭の制御が可能であるものとする。 
5.4 生産経営を行う製品の品種、数量に適した貯蔵タンク、倉庫または荷物置き場を備え、原料、

半製品、製品、包装材等をその性質ごとに分けて置き、必要な場合は冷蔵（凍）庫及び保温用タン

クを設けるものとする。食用植物油の貯蔵タンクは、堅牢、無毒で密閉されており、関連規定に従

って設計、製造されるものとする。 
5.5 原料油、半製品、製品と直接接触する設備、工具と容器は、食用植物油と反応が生じない、

食用植物油との接触に適した不活性材料を使用して製造するものとし、銅及びその合金等の材料を

使用してはならない。製品と接触する面の材質は、食品安全の関連要件に適合するものとする。 
5.6 正常な状況下では、少なくとも毎年 1 回、設備の全面的なメンテナンスと保守を実施し、問

題が見つかった場合は、速やかに点検修理を行うものとする。 
5.7 自社で製造、使用する窒素ガスを生産するための設備には、適切な防護施設･設備を設けると

ともに、窒素ガス用の純度インジケーターを設置して、その純度を定期的に検査、記録するものと

する。 
 
6 衛生管理 
 
6.1 GB 14881-2013 の第 6 章の関連規定に適合するものとする。 
6.2 充填用作業場、倉庫等、密閉式の生産、保存場所には、有効な措置（例えば、網戸、ラット

ガード、エアカーテン等）を採用して、ネズミ類を含めた害虫の侵入を防止するものとする。 
6.3 充填用作業場等、高い清潔度要件のエリアに入るときには、専用の作業服を着用するものと

する。 
 
7 原料、食品添加物と食品関連製品 
 
7.1 GB 14881-2013 の第 7 章の関連規定に適合するものとする。 
7.2 原料、食品添加物等の特徴や要求事項に基づき、必要に応じて保温、冷蔵等の施設を配備す

るとともに、温度等に対し、コントロールと記録を行う。 
7.3 個別梱包されていない原料を保存するためのサイロ、貯蔵タンクは、品種、品質クラスの別

に応じて、倉庫やタンクを分けて保存するものとする。食用植物油料については、貯蔵期間中、温

度、水分、虫害の状況について検査を行い、きちんと記録を取るものとし、カビによる変質、虫に

よる侵蝕等の状況が見つかった場合は、速やかに相応の処理対策を採用する。 
7.4 食用植物油及びその製品に直接接触する包装容器及び関連の包装材には、フタル酸エステル

系の物質を使用してはならない。 
 
8 生産プロセスにおける食品安全コントロール 
 
8.1 一般要件 
 

GB 14881-2013 の第 8 章の関連規定に適合するものとする。  



 

 

8.2 製品汚染リスクのコントロール 

8.2.1製造技術の要求に厳格に従い、加熱温度、脱色及び脱臭工程の温度や真空度等の重要製造技術

パラメータをコントロールするものとする。 
8.2.2製造技術上の必要性から、酸、アルカリ、活性炭、活性白土、珪藻土、ニッケル等の加工助剤

を使用しなければならない場合は、所期の目的を達成することを前提として、出来る限り使用量を

低減させるものとする。 
8.2.3国家の関連法規に従って、熱媒体、冷媒体への管理を強化し、漏洩を防止するものとする。 
8.2.4浸漬抽出工程で使用する溶剤は、取り扱い規則に厳格に従って回収するものとする。パラフィ

ン（冷媒）を使用して排気中の溶剤を吸収するときは、パラフィンが原油に混入するのを防止する

ものとする。 
8.2.5設備用の潤滑油（グリス）が製品を汚染しないようにする。 

8.3 微生物汚染のコントロール 

8.3.1食用油脂製品の特徴に基づいて、微生物モニタリングの重要なコントロール段階を確定させる

ものとする。具体的には、附則 A の表 A.1 を参照することができる。 
8.3.2生産ライン末端でマーガリン（水分を含む）のモニタリング指標に異常が出現したときは、周

囲の微生物モニタリングのサンプリング頻度を増加させるとともに、状況に基づきサンプリング地

点を適切に増やして、適切な是正措置を採用するものとする。 

8.4 化学汚染のコントロール 

8.4.1原油浸漬抽出に使用する溶剤の残留量及び水素添加油脂のニッケル含有量は、関連食品の安全

国家標準に適合するものとする。 
8.4.2食用植物油及びその製品の加工プロセスにおける重要な製造技術パラメータをモニタリング

するものとする。具体的には附則 A の表 A.2 を参照することができる。 

8.5 物理汚染のコントロール 

スクリーン、フィルタ、金属探知機等を設置して、異物を制御するとともに、操作規範を制定

して確実にモニタリングを行うものとする。発見された異物については、速やかにその混入源を分

析するとともに、相応の管理措置を採用するものとする。 

9 検査 

GB 14881-2013 の第 9 章の関連規定に適合するものとする。 

10 保存と輸送 

10.1 GB 14881-2013 の第 10 章の関連規定に適合するものとする。 
10.2 個別梱包されていない状態の食用植物油及びその製品は、品種、クラスごとに異なる貯蔵タン

クの中に入れ、それぞれ保存するものとする。 
10.3食用植物油及びその製品は、特徴と要求事項に基づいて保温、冷蔵等の施設を配備するととも

に、温度等をモニタリングするものとする。 
10.4食用植物油及びその製品の輸送に用いる車両、船舶等の交通手段、容器は、国家の関連法規・

標準の要件に適合するものとする。特殊な要件がある製品は、その特性に基づいて相応の措置を採

用するものとする。 

11 製品リコールの管理 

GB 14881-2013 の第 11 章の関連規定に適合するものとする。 

12 訓練 

GB 14881-2013 の第 12 章の関連規定に適合するものとする。  



 

 

13 管理制度と人員 

GB 14881-2013 の第 13 章の関連規定に適合するものとする。 

14 記録と文書管理 

GB 14881-2013 の第 14 章の関連規定に適合するものとする。 
  



 

 

 

附則 A 

食用植物油及びその製品の加工プロセスのモニタリング手順 

A.1 マーガリン（水分を含む）加工プロセスにおける微生物モニタリングについては、表 A.1 を

参照のこと。 

表 A.1 マーガリン（水分を含む）加工プロセスにおける微生物モニタリングの要件 
 

モニタリング項目 推奨サンプリング地点 
推奨モニタリング対象微

生物 
推奨モニタリング

頻度 
推奨モニタリング指標限度値 

周囲の微

生物モニ

タリング 

マーガリン（水分

を含む）の接触表

面 

マーガリン（水分を含む）

加工人員の手部、設備表面 
大腸菌群、一般生菌数 

月、四半期また

は年毎 
生産の実情に合わせてモニタリング

指標の限度値を確定する。 

マーガリン（水分

を含む）またはマ

ーガリン（水を含

む）接触表面と隣

接する表面 

設備の外表面、コントロー

ルパネル 
一般生菌数 

月、四半期また

は年毎 
生産の実情に合わせてモニタリング

指標の限度値を確定する。 

加工エリア内の周

辺空気 
むき出しの予冷製品に近

い位置 b 
一般生菌数 

月、四半期また

は年毎 
生産の実情に合わせてモニタリング

指標の限度値を確定する。 

マーガリン（水分を含む）の微

生物モニタリング a 
生産ライン末端の食用油

脂製品完成品 
大腸菌群、真菌 ロット毎 

食用油脂製品の食品安全国家標準に

従って実施する。 

a サンプルの採集と処理については、GB 4789.1 に従って実施する。 
b 水分を含むマーガリンに限る。 

 

A.2 食用植物油及びその製品の加工プロセスにおける製造技術パラメータのモニタリングについ

ては、表 A.2 を参照のこと。 

表 A.2 食用植物油及びその製品の加工プロセスにおける製造技術パラメータのモニタリング要件 
 

サンプリング地点 モニタリング項目と指標 モニタリング頻度 モニタリング指標の限度値 

加熱（クッキング）セクシ

ョン 
温度 シフト、ロット毎 

生産の実情に合わせてモニタリング指標の限

度値を確定する。 

ストリッピングセクショ

ン 
原油中の溶剤残留量 ロット毎 

生産の実情に合わせてモニタリング指標の限

度値を確定する。 

アルカリ精製セクション 酸価、石鹸分含有量 シフト、ロット毎 
生産の実情に合わせてモニタリング指標の限

度値を確定する。 

脱臭セクション 
色あい、酸価、

真空度、温度 
シフト、ロット毎 

製品基準を下回らないこと 
生産の実情に合わせてモニタリング指標の限

度値を確定する。 

充填セクション 
酸価、過酸化物価、その他製品の要

求事項に合わせて設定した項目 
ロット毎 製品基準を下回らないこと 

食用植物油製品のパッケ

ージング 

酸価、過酸化物価 ロット毎 
製品基準を下回らないこと 

残留溶剤 製品油のロットまたはタンクごと 

  



 

 

 

表 A.2（続き） 

 

サンプリング地点 モニタリング項目と指標 モニタリング頻度 モニタリング指標の限度値 

食用油脂製品完成品

のパッケージング 
酸価、過酸化物価 ロット毎 製品基準を下回らないこと 

個別梱包されていない

食用植物油製品完成品 

（貯蔵タンク） 

酸価、過酸化物価 
毎日、及び毎月またはその他

必要時 
製品基準を下回らないこと 

残留溶剤 
製品油のロットまたはタンク

ごと 

個別梱包されていない

食用油脂製品完成品

（貯蔵タンク） 

酸価、過酸化物価 
毎日、及び毎月またはその他

必要時 
製品基準を下回らないこと 

A.3 微生物モニタリング指標が適合しない状況のときの処理要求：各モニタリング点のモニタリ

ング結果は、モニタリング指標の限度値に適合するとともに、安定を保持しなければならない。軽

微な不適合が出現したときは、サンプリング頻度を増加する等の措置によってモニタリングを強化

することができる。重大な不適合が出現したときは、直ちに是正すると同時に問題の原因を調査、

究明して、微生物モニタリング手順に相応の是正措置を講じる必要があるかどうか確定しなければ

ならない。 

 


