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はじめに 

 

本標準は GB 12695—2003『飲料企業適正製造規範』に代わるものである。 

本標準と GB 12695—2003を比べると、主な変更点は以下のとおりである。 

――標準の名称を『食品安全国家標準 飲料製造衛生規範』に変更した。 

――標準の構造を変更した。 

――用語と定義を変更した。 

――工場建屋と作業場の要件を変更した。 

――施設と設備の要件を変更した。 

――食品原料、食品添加物と食品関連製品の要件を変更した。 

――製造過程における食品安全管理要件を強調し、生物学的・化学的・物理的汚染をコントロー

ルするための主要措置を制定した。 

――検査の要件を変更した。 

――製品リコール、人員、訓練の要件を追加した。 

――記録と文書管理の要件を追加した。 

――附則 A『飲料加工工程の微生物モニタリング手順ガイドライン』を追加した。 
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食品安全国家標準 

飲料製造衛生規範 
 

 

1 範囲 

本標準は、飲料の製造過程中の原料調達、加工、包装、保管及び輸送などの段階における場所、

施設・設備、人員に関する基本要件と管理準則を規定する。 

本標準は容器入り飲用水以外の飲料の製造に適用する。現場で調理・販売される飲料には適用

しない。 

2 用語と定義 

GB 14881-2013に記載の用語と定義を本標準に適用する。 

3 用地選定及び工場敷地の環境 

GB 14881-2013の第 3章の関連規定に適合しなければならない。 

4 工場建屋と作業場 

4.1 GB 14881-2013の第 4章の関連規定に適合しなければならない。 

4.2 工場建屋と作業場の設計は通常、一般作業エリア、準クリーン作業エリア、クリーン作業エリ

アに区分する。各エリア間は有効に隔てて交差汚染を防止しなければならない。一般作業エリアに

は通常、原料処理エリア、倉庫、外包装エリアなどが含まれる。準クリーン作業エリアには通常、殺

菌エリア、原料配合エリア、包装容器の洗浄・消毒エリアなどが含まれる。クリーン作業エリアに

は通常、液体飲料の充填防御エリア又は固体飲料の内包装エリアなどが含まれる。実際に区分する

際には、製品の特性、製造工程及び製造過程のクリーンレベル要件に応じて設定する。 

4.3 液体飲料企業は通常、水処理エリア、原料配合エリア、充填防御エリア、包装エリア、原材料・

補助材料・包装材料倉庫、検査・試験室などを設置しなければならない。食品工業用濃縮液（ジュー

ス、ペースト）を製造する企業については、原料洗浄エリアも設置しなければならない（後続の工

程と有効に隔てる）。固体飲料企業は通常、原料配合エリア、乾燥脱水エリア/混合エリア、包装エリ

ア、原材料・補助材料・包装材料倉庫、検査・試験室などを設置しなければならない。通い容器を使

用して製造する場合には、独立した通い容器用検査・洗浄室も設置しなければならない。 

4.4 クリーン作業エリアは、様々な種類の飲料特性及び工程要件に応じて、それぞれに異なる空気

洗浄度要件を定めなければならない。 

4.5 クリーン作業エリアを出入りする原料、包装容器又は材料、廃棄物、装置などには、専用の物

流通路を設置するなど、交差汚染の防止措置がなければならない。 

4.6 作業中に排水又は廃水が通る地面、及び作業環境が常に湿っているか又は水洗い方法で洗浄す

るなどのエリアの地面は、耐酸・耐アルカリでなければならない。 

5 施設と設備 

5.1 一般要件 

GB 14881-2013の第 5章の関連規定に適合しなければならない。  
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5.2 施設 

5.2.1 給水施設 

5.2.1.1 必要な場合には、貯水設備（例えば貯水槽、貯水塔、貯水池など）を設置しなければなら
ない。貯水設備は、国家の関連標準又は規定に適合しなければならず、無毒で、異臭がなく、水質を
汚染しない材料で構築し、汚染防止措置を設け、定期的に洗浄・消毒しなければならない。 

5.2.1.2 給水施設の出入口には安全・衛生設備を増設して、異物侵入を防止しなければならない。 

5.2.2 排水施設 

5.2.2.1 排水系統内及びその下方に食品加工用の給水配管があってはならない。 

5.2.2.2 排水口は洗浄しやすい場所に設置し、且つ大きさに合ったスクリーンフィルターなどの装

置を設けて、異臭の発生や固体廃棄物による排水管路の閉塞を防止しなければならない。 

5.2.2.3 廃水用の排出管路（下水道を含む）はすべて廃水放出のピーク時の需要に適応できなけれ
ばならず、食品加工用水の汚染を回避する方法で建造しなければならない。 

5.2.3 洗浄消毒設備 

5.2.3.1 工程の必要に応じ、包装容器の洗浄・消毒設備を設置しなければならない。通い容器を使

用して製造する場合には、通い容器の洗浄・消毒設備を設置しなければならない。 

5.2.3.2 製品と接触する設備及び配管の洗浄・消毒には、洗浄システムを配備しなければならない。

定置洗浄システム（CIP）を使用し、洗浄システムの洗浄効果の評価を定期的に実施することを推奨

する。 

5.2.4 個人の衛生設備 

5.2.4.1 製造場所又は製造作業場入口部分には、更衣室、手洗い、ハンドドライヤー及び消毒設備、

靴交換（靴カバー装着）設備又は作業靴・作業用長靴消毒設備を設置しなければならず、必要な場

合にはエアシャワー設備を設置しなければならない。 

5.2.4.2 クリーン作業エリアを出入りする人員には、作業服、作業靴・作業用長靴又は靴カバーの

交換を要求するなど、交差汚染の防止対策がなければならない。ブロー成型、充填、キャッピング

（密封）の一体型設備を採用する場合には、充填防御エリアの入口を実際の必要に応じて調整する

ことができる。 

5.2.4.3 液体飲料のクリーン作業エリアの充填防御エリアの空気洗浄度により高い要求事項がある

場合には、入口に二次更衣室、手洗い及び（又は）消毒設備、靴交換（靴カバー装着）設備又は作業

靴・作業用長靴消毒設備を設置しなければならず、必要な場合にはエアシャワー設備を設置しなけ

ればならない。以下のいずれかの条件に適合する場合には、上述の設備を設置しなくてよい。 

a) クリーンルームやクリーン環境の自動回復機能が搭載された充填設備を使用する場合。 

b) 充填やキャッピング（密封）がいずれも無菌の密閉環境下で行われる充填設備を使用する
場合。 

c) 直接飲用に供されない製品［例えば食品工業用濃縮液（ジュース、ペースト）、食品工業用
飲料濃縮ペーストなど］の充填防御エリア入口。 

5.2.4.4 固体飲料の原料配合エリア、乾燥脱水エリア/混合エリア、内包装エリア入口部分には、手
洗い及び（又は）消毒設備、靴交換（靴カバー装着）設備又は作業靴・作業用長靴消毒設備を設置し
なければならない。 

5.2.4.5 エアシャワー設備を設置する場合には、洗浄及びメンテナンスを定期的に実施しなければ

ならない。 

5.2.5 倉庫施設 

5.2.5.1 製造製品の数量、保管要件、通い容器の回転期間及び製品検査周期に見合った倉庫施設を
有していなければならない。倉庫施設は自社倉庫又は貸倉庫を含む。 

5.2.5.2 同一の倉庫に性質が異なる物品を保管する場合には、適切に分けるか又は仕切るようにし
（例えば分類・棚分け・区画分けして置くなど）、且つ目立つラベルがなければならない。 

5.2.5.3 必要な場合には、冷蔵（冷凍）庫を備えなければならない。冷蔵（冷凍）庫には、庫内温
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度・湿度を正確に表示する装置を設置しなければならない。 

5.3 設備 

5.3.1 生産設備 

製造能力や実際の工程に見合った設備を設置しなければならない。液体飲料の製造には通常、
水処理設備、原料配合装置、ろ過設備（ろ過を要する製品）、殺菌設備（殺菌を要する製品）、自動充
填・キャッピング（密封）設備、製造年月日ラベリング装置、工具・用具の洗浄・消毒設備などが含
まれる。固体飲料の製造には通常、混合・配合設備、ベーキング設備（ベーキング工程を有するも
の）、乾燥脱水設備（湿式法の製造工程を有するもの）、包装設備、製造年月日ラベリング装置など
が含まれる。 

5.3.2 設備要件 

5.3.2.1 交差汚染や、人員が包装待ち食品に直接触れるのを回避するために、充填、キャッピング
（密封）設備には全自動設備を採用することを推奨する。 

5.3.2.2 生産設備は稼働状況を明確に表示し、定期的に保守点検と検証を実施しなければならない。
設備の設置・保守点検作業が製品品質に影響を及ぼさないようにしなければならない。設備は検証
又は確認を行い、各項目の性能が工程要件を満たすことを確保しなければならない。正常に使用で
きない設備は明確に表示しなければならない。 

5.3.2.3 製造前に毎回設備が正常な状態かどうかを検査して、製品の安全に影響を及ぼす状況の発
生を防止しなければならない。故障が発生した場合には直ちに排除するとともに、故障の発生時間、
原因及び影響を受けた可能性がある製品ロットを記録しなければならない。 

5.3.2.4 設備の予備部品は専用のエリアに保管し、設備のメンテナンス時にすぐに取得できるよう
にしなければならない。予備部品の保管エリアは、清潔且つ乾燥した状態を維持しなければならな
い。 

6 衛生管理 

6.1 GB 14881-2013の第 6章の関連規定に適合しなければならない。 

6.2 クリーン作業エリアの空調設備及び浄化空気の吹出口は、定期的にメンテナンスしなければな

らない。 

7 食品原料、食品添加物と食品関連製品 

7.1一般要件 

7.1.1 GB 14881-2013の第 7章の関連規定に適合しなければならない。 

7.1.2 企業は原料、食品添加物及び食品関連製品のサプライヤー管理制度を構築し、サプライヤ
ーの選択、審査、評価手順を規定するとともに、交わす契約書中に双方が負う安全責任を明記しな
ければならない。 

7.1.3 サプライヤーが採用する工程と安全措置に対して評価を行い、必要な場合には定期的に現
場の視察評価を実施するか又は工程に対する監視を実施しなければならない。 

7.1.4 開封後の原料を使い切らなかった場合には密封し、相応しい場所に保管して汚染を防止し

なければならない。製品品質を確保するため、賞味・消費期間内に速やかに使用すること。固体原
料を原料投入室に入れる際には、先に外包装を除去するか又は有効な措置を講じて交差汚染を防止
しなければならない。 

7.1.5 食品原料、食品添加物及び食品関連製品の調達、検収、保管及び輸送に関する記録は保存
しなければならず、保存期間は製品の賞味・消費期限満了から 6 カ月を下回ってはならない。明確
な賞味・消費期限がないものの保存期間については、2年を下回ってはならない。 

7.1.6 原料が洗浄を要する場合、洗浄用の原水は GB 5749の関連規定に適合しなければならない。
再利用する洗浄用水は、交差汚染を防止するために、工程・衛生要件に適合しなければならない。 
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7.1.7 原料が吸着性を有する場合、強烈なにおいを持つ原料又は他の物品と一緒に輸送・保管す
ることは避けなければならない。 

7.2食品添加物 

包装用ガスは、関連標準又は規定に適合しなければならない。また、特定の保管・使用条件下で
食品の安全及び製品特性に影響を及ぼさないものでなければならない。 

7.3食品関連製品 

7.3.1 連続生産ではない（外注）包装容器、材料は、輸送・保管過程中、清潔且つ衛生的で防水の

材料を用いて包装しなければならない。輸送車両及び保管庫は清潔を維持しなければならない。有

毒・有害物品と混載して輸送・保管してはならない。防塵・汚染防止措置がなければならない。 

7.3.2 包装容器、材料は、関連標準又は規定に適合しなければならない。また、特定の保管・使用

条件下で食品の安全及び製品特性に影響を及ぼさないものでなければならない。食品に接触する包

装容器、材料用添加剤は、GB 9685及び関連法規の要求事項に適合しなければならない。 

7.4菌種 

製品に菌種を使用する場合、菌種は国家の関連標準又は規定に適合しなければならない。菌種

は製造開始前に必ずその特性を厳格に検査し、その活性を確保し、その他の雑菌による汚染を防止

しなければならない。発酵用の菌種は、菌種の特性に応じて適切な温度下で保管し、菌種の活力を

維持しなければならない。 

8 製造過程の食品安全管理 

8.1一般要件 

GB 14881-2013の第 8章の関連規定に適合しなければならない。 

8.2 製品汚染リスクのコントロール 

8.2.1 食品加工用水は水質を定期的に検査しなければならない。飲料用水に脱塩素が必要な場合に

は、定期的に検査し、遊離残留塩素が十分除去されるよう確保しなければならない。 

8.2.2 水処理工程がある場合には、水処理用ろ過装置の洗浄・交換要件を規定し、処理を経た水の

コントロール指標を制定して、記録をモニタリングしなければならない。 

8.2.3 調合工程がある場合には、原料の種類や数量の投入ミスを防止するためにチェックして確認

すること。 

8.2.4 調合して使用する食品工業用濃縮液（ジュース、ペースト）、原液、糖液、水及びその他の

副材料や食品添加物は、使用前に官能的性質に異常がないことを確認しなければならない。 

8.2.5 溶解後のシロップはろ過して不純物を除去しなければならない。調合し終えたシロップは速

やかに使用しなければならない。 

8.2.6 半製品の保管は、温度と時間を厳格に制御しなければならない。調製した半製品は速やかに

使用しなければならない。事情により製造が遅延した場合には、直ちに調製した半製品に対して有

効な処理を施し、汚染又は腐敗・変質を防止しなければならない。製造を再開する際には、それら

の検査を行い、基準に適合しないものは廃棄しなければならない。 

8.2.7 殺菌工程は、対応する殺菌パラメータ（温度、時間、圧力など）の記録又はグラフを作成し

て、規定の要件に達しているかどうかを定時に検査しなければならない。 

8.2.8 製造時には、製品の密封の気密性を確保しなければならない。 
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8.3生物学的汚染のコントロール 

8.3.1 洗浄と消毒 

8.3.1.1 洗浄・消毒の方法は安全・衛生的・効果的でなければならない。 

8.3.1.2 クリーン作業エリアは、製造前に空気浄化システムを起動して、作業場内の空気を浄化し

なければならない。 

8.3.1.3 クリーニング用人員の数を確保し、必要に応じて各人員の責任を明確にしなければなら

ない。すべてのクリーニング用人員が良好な訓練を受け、汚染の危険性と汚染防止の重要性を認識

するようにし、製造作業場が衛生要件を満たすことを確保しなければならない。 

8.3.1.4 各クリーンエリア内で使用する清掃用具は明確に表示し、混用しないようにしなければな

らない。 

8.3.1.5 包装容器、材料は、使用前に洗浄又は消毒しなければならない。ブロー成型、充填、キャ

ッピング（密封）の一体型設備を採用し、設備に空瓶又はプリフォームの塵埃除去及びキャップ消

毒機能が搭載されている場合には、空瓶又はプリフォームの洗浄・消毒を行わなくてよい。 

8.3.2 食品加工工程の微生物モニタリング 

飲料加工工程の微生物モニタリングには、微生物モニタリング指標、サンプリングポイント、

モニタリング頻度、サンプリング・検出方法、判定原則及び不適時の処理などを含めなければなら

ない。詳細は附則 A の要求事項を参照し、製造工程及び製品の特性を加味してモニタリング内容を

定めることができる。 

8.4 化学的汚染のコントロール 

8.4.1 使用する洗浄剤、消毒剤は国家の関連標準又は規定に適合しなければならない。 

8.4.2 製造作業場では、製造過程中に各種殺虫剤を使用してはならない。 

8.4.3 殺虫剤、洗浄剤、消毒剤などの化学品は、外包装に警告を明確に表示して、専用倉庫内に保

管し、専任者を設けて保管しなければならない。 

8.4.4 殺虫剤、洗浄剤、消毒剤などの化学品の調達と使用は詳細に記録しなければならない。記録

には使用者、使用目的、使用エリア、使用量、使用及び購入の日時、調製濃度などを含めること。 

8.5物理的汚染のコントロール 

GB 14881—2013の 8.4項の規定に適合しなければならない。 

9 検査 

9.1 GB 14881-2013の第 9章の関連規定に適合しなければならない。 

9.2 充填・キャッピング（密封）後に製品の外観、充填量、容器の状態、キャッピング（密封）の

気密性及び肉眼で見える物などの検査を実施しなければならない。 

9.3 製造企業は、製造能力に応じて、空瓶、空缶、最終製品のインライン検査人員を相当数配置し

なければならない。検査人員は、配置前に訓練を受けなければならない。色覚異常があってはなら

ず、業務をこなせる程度の視力がなければならない。製造ラインの速度に基づいて検査人員の勤務

時間を設定し、定期的に休憩したり持ち場を調整したりしなければならない。企業においては、人

手による検査の代わりにインライン検査設備（例えば空瓶又は最終製品の検査設備など）を採用す

ることを推奨する。 
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10 製品の保管と輸送 

10.1 GB 14881-2013の第 10章の関連規定に適合しなければならない。 

10.2 倉庫中の製品は保管期間中、定期的に検査して安全と品質を保証しなければならない。必要な

場合には、温度及び（又は）湿度を記録しなければならず、異常があった場合には直ちに処理しな

ければならない。冷蔵（冷凍）保管・輸送が必要な製品は、ラベル表示の温度に従って冷蔵（冷凍）

保管・輸送を行わなければならない。 

10.3 製品の保管と輸送には対応する記録がなければならない。製品の出庫は先入れ先出しの原則を

遵守しなければならず、出入庫の詳細な記録がなければならない。 

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しなければならない。 

12 訓練 

GB 14881-2013の第 12章の関連規定に適合しなければならない。 

13 管理制度と人員 

GB 14881-2013の第 13章の関連規定に適合しなければならない。 

14 記録と文書管理 

GB 14881-2013の第 14章の関連規定に適合しなければならない。 
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附則 A 

飲料加工工程の微生物モニタリング手順ガイドライン 

 

A.1 飲料加工工程における微生物のモニタリングは、表 A.1を参照して実施することができる。 

A.2 試料の採取や処理、検査方法は、製造の実情を加味して決定する。 

A.3 微生物モニタリング指標が適合しない場合の処理要件：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最大許容量に適合するとともに、安定性を維持しなければならない。軽

微な不適があった場合には、サンプリング頻度を増やす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。重大な不適があった場合には、直ちに是正すると同時に問題の原因を究明して、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認しなければならない。 

 

表 A.1 飲料製造工程における微生物モニタリング要件 

 

モニタリング項目 
推奨サンプリングポ

イント a 

推奨モニタリング対

象微生物 b 

推奨モニタリング頻

度 c 

推奨モニタリング指標最

大許容量 d 

環
境
の
微
生
物
モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

食品接触面 

充填設備の充填ヘッ

ド 

（静的） 

コロニー総数、大腸

菌群 

週毎、2 週間毎又は毎

月 

製造の実情を加味して

モニタリング指標の最

大許容量を決定する 

食品又は食品接

触面付近と接触

する面 

—— —— —— —— 

加工エリア内の

環境空気 

クリーン作業エリア

［固体飲料、食品工

業用濃縮液（ジュー

ス、ペースト）、飲料

濃縮ペーストは除

く］ 

落下菌（静的）e 
週毎、2 週間毎又は毎

月 
≤10個/(ϕ90mm·0.5h) 

工程・製品の微生物

モニタリング 

洗浄・消毒後の包装

容器、材料（瓶、缶、

キャップ）［ブロー成

型、充填、キャッピン

グ（密封）の一体型設

備であり、空瓶又は

プリフォームの塵埃

除去及びキャップ消

毒機能、二次殺菌工

程、無菌袋包装が搭

載されているものは

除く］ 

コロニー総数、大腸

菌群 

週毎、2 週間毎又は毎

月 

製造の実情を加味して

モニタリング指標の最

大許容量を決定する 

a 食品の特性及び加工工程の実情に基づきサンプリングポイントを選択できる。 
b 必要に応じて 1 つ以上の指示菌を選択してモニタリングを実施できる。 
c 実際のサンプリングポイントのリスクに応じてモニタリング頻度を決定できる。 
d 製品品種の特性及び製造の実情に応じてモニタリング指標の最大許容量を決定できる。 
e 落下菌は GB/T 18204.3 の自然沈降法によって測定する。 

 

 

 

 


