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〔要 約〕 

１．事業の目的と背景 

わが国においては「食」の信頼を損なう事故が相次いだことから「食品衛生法」の

見直しや「食品安全基本法」の制定が行われ、食の安全性確保が国の重要課題の一

つに掲げられている。食品機械業界は、今後行政や顧客要求の動向を踏まえ、安全

性を考慮した高度な食品機械の開発に取り組むことが必須であると考えられており、

食品加工機械による安全に対する技術力の向上が喫緊の課題となっている。 

 食品機械製造業が抱える「食」の安全性確保・向上といった問題に対応する方策

として、ロボットやインテリジェント制御、各種計測器を組み合わせた「自動化技

術」、個々の食品を生産した機械を特定するための「製造ライントレーサビリティ・

システム」、問題が生じるリスクを判断する「自己診断システム」などに関する開発

が重要と考えられる。 

 しかし、食品機械業界の９割が中小企業で占められていることから、以上の新技

術開発を独自に取り組むためには経営資源が不足しており困難である。また、これ

らの新技術開発は、「実用化に向けた研究・開発には多額の経営資源が必要」、「柔ら

かさや形が不定形な食品を正しく判断し、制御するのが困難」などの理由により、

実用化されず未だ研究レベルにとどまっているものが多い。そこで当該事業では、

個々の食品加工機械製造業である中小企業に安全性確保の自動化技術の開発を促す

ため、食品製造機械の安全に関する技術等について調査研究を行い、これらの成果

を広く関係業界に告知することとする。 

 

２．事業の内容 

 食品加工機械の安全性確保・向上のためには、機械の安全構造による対策だけで

なく、人間工学に基づいた機械の操作性や、汚染リスクを低減するための「自動化

技術｣､異常な機械設備を特定する「トレーサビリティ・システム」、問題が生じるリ

スクを判断する「自己診断システム」などの開発が不可欠であるが、未だこれらの

技術は実用化されていない。さらに食品は不定形であることから自動化に必要とな
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る多くの要素は、均一な数値として表すことが困難であるため自動化が困難となっ

ている。 

従って当事業では、安全化技術を最も必要とする食品製造の「業種」を特定し、

課題などの現状を把握、そのラインの安全化を促進するために必要な、安全化技術

について個別の調査グループを複数設け調査研究を行うと共に、工作機械等の他産

業において実用化されているインテリジェント制御システムをはじめとした自動化

技術の機能や特性、操作性、コストといった重要事項を明らかにし、熟練作業者の

代替、作業者不足の解消、衛生性の確保、といった課題に対応しうる技術モデルの

作成、及び応用可能と思われる新技術の評価試験を行った。これらのモデルは、今

後このような安全設計開発に取り組む企業に対し、課題に対応する適切な技術、ま

た、その応用事例等について具体的に提案するものであり、各企業が今後の開発指

針として広く参考にして頂けるものと期待される。また、当事業で得られた成果は、

業界において新技術開発への取り組みの更なる活性化をはかるため、報告書を作成

し広く業界へ告知する。 

 

３．期待される効果 

 当事業により「食」の安全を確保するための技術について調査研究を行い、食品

メーカーにおける自動化ニーズ、並びにそれらのニーズに対し、現在の技術を考慮

した実用化の可否、並びに実用化が可能と思われる機械装置のうち幾つかについて、

モデル事例や試験結果を提案している。 

 当調査研究により明らかとした顧客ニーズとモデルは、今後このような機械装置

の高度化を各メーカーが各々取り組む際の指針として活用して頂ける資料となるも

のと考えている。ただし当報告書において取りまとめたこれらの市場ニーズ、並び

に実用化の可否は現時点におけるもので、環境の変化により数年後に大きく変化す

ることを考慮する必要がある。 

 

４．調査・研究過程 

 本調査研究を実施するに当たり「安全化技術調査研究委員会」を親委員会とし、

その下部に調査グループを設け、作業に取り組んだ。親委員会は活動方針の決定、

報告書の評価を担当し、調査グループは資料の収集、各種調査並びにデータの解析、

調査研究事項の取りまとめなどを行った。 
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５．各章の概要 

(1) 第１章 事業の概要と成果 

この章では、本資料の「１．事業の目的と背景」「２．事業の内容」「３．期待さ

れる効果」「４．調査・研究過程」に記載している通り、当該事業に取り組む必要性

から事業の実施過程、得られた成果までの概略を記載している。 

 

(2) 第２章 食品製造工程における危害の発生及び、その原因の調査並びに食中

毒の実態調査 

この章では、食品製造工程において発生する恐れのある危害の発生原因、並びに、

食中毒の実態調査を基にＡＢＣ分析を行うことで、食品製造工程において発生する

危害の要因とその原因を機能系統図として表した。さらに、食品製造工程において、

ＣＣＰ(重点管理)工程に設定された工程、危害の発生する恐れのある工程（Ｂ(生物

的)、Ｃ(化学的)、Ｐ(物理的)）、並びに加工食品中での食中毒の発生状況を把握し、

製造段階におけるトレーサビリティに必要になる危害の情報を明確にする。 

2.1 項においては、製パン、製菓、製麺、水産加工、肉類加工におけるＣＣＰ工

程で発生する恐れのある危害について行った調査の結果を解説している。 

2.2 項においては、食品製造工程において発生する恐れのある、危害の原因別集

計表を基に行った、食品製造工程における危害発生原因別の ABC 分析結果を解説し

ている。さらに、製造段階におけるトレーサビリティに必要な危害情報を把握する

ため、前記の結果に基づいた危害の要因とその原因の機能系統図を作成した。 

2.3 項においては、食中毒の実態調査として、厚生労働省の「全国食中毒事件録」

のデータを基に、食中毒の発生状況についてＡＢＣ分析を行った結果を解説する。 

2.4 項においては、食品製造工程において発生する恐れのある、危害のＡＢＣ分

析と、厚生労働省の食中毒統計を基に作成したＡＢＣ分析を基に作成した、危害の

要因とその原因に関する機能系統図を解説する。 

 

(3) 第３章 食品のトレーサビリティに関する基礎的研究 

この章では、食品加工機械の安全化技術の１つとして注目されている、食トレー

サビリティ・システムを構築する為に、その背景、規定、各種団体や、企業の導入

状況を調査・研究し、機能体系図としてまとめたものである。 
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3.1 項においては、食品のトレーサビリティが注目されている背景を調査し、そ

の結果を鳥瞰図を用いて表した。 

3.2 項では、食品に関連するトレーサビリティについて規定する。食品のトレー

サビリティは、近年注目され始めた新しい概念である。従って、各種団体や企業、

個人により、その捉え方が、さまざまである。ここでは、各々がトレーサビリティ

について、どのように捉えているのかを明らかにし、それらを考慮した上で、本項

において、トレーサビリティの概念を明確にした。 

3.3 項においては、食品のトレーサビリティと HACCP との関連性について調査し

た結果を解説する。食品のトレーサビリティと、品質管理手法であるＨＡＣＣＰと

を混同して扱われる恐れがあることから、ここでは食品のトレーサビリティと、Ｈ

ＡＣＣＰの役割を明らかにし、お互いの関連性を明確にしている。さらに、近年の

食品に関する事件や、事故を踏まえ、食の安全・安心を確保する為には、どのよう

な仕組みが必要かをまとめている。 

3.4 項においては、各種団体や企業の食品のトレーサビリティ導入状況について

行われた調査結果の比較表を紹介する。さらに、比較表を基に食品のトレーサビリ

ティの概要図を作成した。 

3.5 項においては、前項(3.4 項)において、作成した食品のトレーサビリティ導入

状況の比較表から、要素をピックアップし、それを機能で捉えることで、食品のト

レーサビリティについて体系化を図った結果を紹介している。 

 

(4) 第４章 自動化、食品のトレーサビリティ・システムに活用されるツールの

調査、並びにその機能による体系化 

この章では、自動化、食品のトレーサビリティ・システムに活用されるツールと

して、食品業界において注目されている、インテリジェント制御技術を中心に、Ｉ

Ｔや、ネットワーク技術を調査し、体系的にまとめた結果を解説する。 

4.1 項においては、対象物の状態の検出を行う為に必要な、センサについて、そ

の機能を明らかにし、体系的にまとめている 

4.2 項においては、遠隔地でのデータ処理を行うことができるテレメータについ

て、その機能を明らかにし、体系的にまとめている。 

4.3 項においては、工場内やオフィス内といったある限定された範囲内で、コン

ピュータや、周辺機器の間をネットワーク接続するＬＡＮについて、その機能を明
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らかにし、体系的にまとめている。 

4.4 項においては、人間の視覚機能をコンピュータによって支援、又は代行させ

ることを目的とする画像処理技術について、その機能を明らかにし、体系的にまと

めている。 

4.5 項においては、作業や、管理活動等の様々な事象を、科学的に解析する為に、

必要な手法である計測について、その機能を明らかにし、体系的にまとめている。 

4.6 項においては、大量の情報を体系的に蓄積し、複数の利用者が必要に応じて

特定の情報を検索し、提供できるデータベースについて、その機能を明らかにし、

体系的にまとめている。 

4.7 項においては、自動制御の手法の１つである、ファジィ制御について、その

機能を明らかにし、体系的にまとめている。 

4.8 項においては、自動制御の手法の１つである、ニューロ制御について、その

機能を明らかにし、体系的にまとめている。 

4.9 項においては、人工知能のひとつである、エキスパートシステムを取り上げ、

その機能を明らかにし、体系的にまとめている。 

4.10 項においては、生産現場で自動化を行う際の要素の１つである産業用ロボッ

トについて、その機能を明らかにし、体系的にまとめている。 

4.11 項においては、食品製造業で、活用が期待されている自動認識システムにつ

いて調査し、自動認識システムの識別方法による分類を行い体系的にまとめている。 

4.12 項においては、人間が関わるシステムを構成する際に不可欠となる、ヒュー

マン・インタフェースについて、その機能を明らかにし、体系的にまとめている。 

 

(5) 多展開マトリクスによる危害の要因とその原因から、トレーサビリティ・モ

デルとの対応 

この章では、多展開マトリクスの展開により、食品製造工程において発生する危

害と、その改善措置との対応を示す。 

5.１項では、危害の要因とその原因、並びに危害の発生原因の対応をマトリクス

により展開した結果を報告する。これは、2.1 項の調査を基に、危害の発生要因、

並びに危害の発生原因を整理し、それらを危害の要因とその原因､並びに危害の発生

原因との関係をマトリクスにより整理したものである。 

5.2 項では、さらに、危害の発生原因と、トレーサビリティ・システムの機能の
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関係をマトリクスにより展開した結果を報告する。これは、第 4 章における調査を

基に、自動化、並びにトレーサビリティ・システムに活用できる技術をトレーサビ

リティ・ツールとし、その機能の側面から危害の発生原因との関係を整理したもの

である。 

5.3 項では、トレーサビリティ・システムの機能と、トレーサビリティ・ツール

の対応をマトリクスにより展開した結果を報告する。これは、第４章における調査

を基に、トレーサビリティ・システムの機能とトレーサビリティ・ツールとの関係

を整理したものである。 

5.4 項では、トレーサビリティ・ツールと、第６章で示すモデルとの対応をマト

リクスで表した結果を報告する。これは、トレーサビリティ・ツールの活用に関し

て、具体的な食品のトレーサビリティ・システムへの適用例を視覚的に表したもの

である。 

 

(6) 第６章 自動化ツールを活用したトレーサビリティ・システムのモデル 

この章では、食の安全・安心を確保するための食品のトレーサビリティ・システ

ムに関して、以下のモデルを提案するものである。 

6.1 「サンドイッチ自動成型機の開発モデル」では、コンビニ・スパーなどが販

売するサンドイッチを生産する工場では、多くの製造工程は労働者の手作業にたよ

っている。食品への異物混入や微生物汚染を防止し、おいしい製品を生産するため

の自動化ラインについて実用性に関する試験を行い、その結果をまとめた。 

6.2 「モーション・コントロールによる自動化モデル」では、近年食品包装機に

要求される多軸のサーボモータを用いた同期運転について、対応を検討した結果を

報告する。 

6.3 「食品製造ラインにおける放射温度計、赤外線カメラを活用した検査システ

ムのモデル」では、製品の熱包装シールの欠陥は、微生物汚染などを招くことから

従来より食品産業において重要な課題となっており、数名の作業者により目視検査

が行われていた。当研究では人に代わって赤外線カメラにより、シールの状態をど

こまで精密に検査できるかについて試験を行ったものであり、その過程と結果を報

告する。 

6.4 「食の安全確保のためのトレーサビリティ・システムの開発モデル」トレー

サビリティ・システムの要求が法律により求められているが、有効なシステムをど
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のように構築するかが最大の課題となっている。そこで、ここではＩＴを活用し容

易に構築できるシステムについて検討を行った結果を報告する。 

6.5 「食の安全性確保のための食品製造システムの開発モデル」では、従来トレ

ーサビリティ・システムというと、原料のトレースに主眼が置かれがちだが、工場

内における生産ラインのトレースも重要な課題といえる。そこでここでは、食品工

場内の生産工程をトレースするためのモデルについて検討した結果を報告する。 

 

(7) 第７章 今後の課題と展望 

ここでは、食品機械産業が我が国における「食」の安全・安心を求める一般消費

者のニーズを満たすために、今後一層安全な食品を生産する機械の開発が求められ

ること、また、そのためには機械の「自動化」「省人化」「記録の自動的な収集」「Ｉ

Ｔ化」といった課題に取り組む必要性をまとめている。そしてそのためには、今後

他の産業界との一層積極的な協力関係の構築が必要ではないか等の提案を行う。 
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