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概要
このガイドラインは、食品製造を意図した機器及び工場の衛生設計原則について説明する。衛生設計原則を適用
する理由は、食品の汚染を未然に防ぐことにある。衛生設計のレベルが低い機器及び工場は、クリーニングが困難
である。
このガイドラインは、食品製造向けの機器及び工場の設計及び製造を行う際に従うべき衛生設計原則を詳述する。
設計、製造及び設置が食品の安全性及び品質に悪影響を及ぼさないよう、これらに関する指針を示すものである。
これらの原則は、ウエット又はドライのいずれかの方法でクリーニングを行う開放系及び閉鎖系の製造作業、及び周
辺の施設に適用する。
本書は、EHEDG 機器認証プログラムにおける衛生設計評価の基礎として使用する。
本書の内容は、機能要求事項、意図する使用、構造材料、衛生設計と構造及び評価手法を含む。

緒言
このガイドラインは、食品製造向けの機器及び工場の衛生設計の原則について説明する。衛生設計原則を適用
する理由は、食品の汚染を防止することにある。衛生的でない設計の機器及び工場は、クリーニングが困難である。
残留物（汚れ）が隙間及びデッドエリアに保持される可能性がある。製品由来の残留物が、製品にもともと存在した
微生物の生存及び増殖を許す。クリーニング及び消毒・殺菌用の化学薬品の残留物は、腐食リスクを高め、後続製
品ロットの交差汚染を引き起こす可能性がある。さらに、異物、アレルゲン、潤滑剤、洗剤及び消毒・殺菌剤などの汚
染物が、加工及び包装中に製品と共に運ばれてゆく可能性がある。
機器及び工場設計の主な目的は、工学的機能を満たすことにある。時として、衛生設計の要求事項が機能面と相
反することがある。許容可能な妥協案は、食品の安全性をリスクにさらすものであってはならない。
既存の設計を後に改修することは極めて高額となる可能性が高く、更にこれが上手く機能しない可能性もある。そ
のため、初期設計に衛生要求事項を組み込むことがより効果的である。得られるメリットは製品の安全性だけではな
い。機器の平均寿命を延ばし、メンテナンス措置の削減、持続可能性を高め、運用コスト削減などのメリットが得られ
る可能性がある。
このガイドラインは、欧州機械指令（1）の衛生要求事項に関する更なる詳細を説明することを目的に、1993 年に
初版が発行された。その後、その抜粋した内容が規格 EN 1672-2 （2）及び EN ISO 14159 （3）に記述された。こ
の改訂版は、近年の科学的進歩、法規及び現行 EHEDG ガイドラインの強化を考慮して作成された。

1

目的及び適用範囲

このガイドラインは、食品製造用機器及び工場の設計、構造を行う際に従うべき衛生設計原則を詳述している。設
計、構造及び設置が食品の安全性及び品質に悪影響を及ぼさないよう、これらに関する指針を示す。これらの原則
は、ウエット又はドライのいずれかの方法でクリーニングを行う、開放系及び閉鎖系の製造、及び周囲の施設に適用
される。
本書は、EHEDG 機器認証プログラムにおける衛生設計評価のベースとして使用する。
本書の内容には、機能要求事項、意図する使用、構造材料、衛生設計と構造、及び評価手法を含む。
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2

参考基準

次にあげる文書は、引用されることにより、本 EHEDG ガイドラインの規定を構成する。本ガイドライン作成時には、
次の版が有効であった。全ての文書は改訂の対象であり、当事者は以下にあげる文書の最新版の適用の可能性に
ついて検討することを推奨する。
EN 1672-2：2005+A1：2009, Food processing machinery – Basic concepts – Part 2: Hygienic Requirements
ISO 14159：2002, Safety of machinery – Hygiene requirements for the design of machinery

3

定義及び用語

EHEDG 用語集（4）の定義を本ガイドラインに適用する。衛生設計原則に固有の最も関連の深い定義を次にあげ
る。
（直接又は間接）製品接触面（Product contact surfaces （direct or indirect））
意図する（直接）又は意図しない（間接、例えば飛散によって）を問わず、製品と接触、或いは製品、結露又は汚れ
が、主製品、包装材又は製品容器へ流入、滴下、又は引き込まれるような現象を発生させる全ての表面。これには
製品接触面又は容器を間接的に交差汚染させる可能性のある表面（例えば、非滅菌包装）が含まれる。リスク分析
は、交差汚染区域を決定（開放系加工工場の全露出面等）するのに役立つ。
製品非接触面（Non-product contact surface）
製品に影響を及ぼさない全ての表面（例えば閉鎖系加工設備の外面、又は開放系加工区域に設置した電気キャ
ビネットの内部区域）。
無毒性構成材（Non-toxic construction materials）
意図する使用条件下で、消費者に有害となる量の物質を放出しない材料。
非吸収性材（Non-absorbent materials）
意図する使用条件下で、接触する物質を内部に保持しない材料。
意図する使用条件（機器について）（Conditions of intended use （for the equipment））
クリーニング条件も含む、全ての通常又は合理的に予見可能な運転条件。これらにより、時間、温度及び化学薬
品濃度等の変動値の規制値を設定する。
衛生設備クラスⅠ（Hygienic equipment class I）
定置洗浄が可能で、分解せずに関連微生物を取り除くことができる設備。
衛生設備クラスⅡ（Hygienic equipment class II）
分解後に洗浄が可能で、再組立後に関連微生物が取り除かれている設備。

4

機能的衛生要求事項

衛生的な食品加工設備及び工場は、これらが食品の安全性及び品質に関する問題を防止するために期待通りに
機能することを保証するため、保守・保全が容易でなければならない。また、設備及び工場はクリーニングが容易で、
製品を汚染から保護するものでなければならない。無菌設備の場合、設備は滅菌が可能で、微生物の侵入を防が
なければならない（即ち、細菌の不透過性を備えねばならない）。食品の安全性に重要な全ての機能のモニタリング
及び制御が可能でなければならない。
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4.1

クリーナビリティ（消毒の必須条件）

クリーナビリティは、自動又は手動（非定置洗浄（COP）も含む）等のクリーニング手段とは関係なく、非常に重要な
衛生要求事項である。クリーニングが不適切又は不十分な機器では、効果的な消毒・殺菌を行うことはできない。
クリーニングが困難な機器及び工場には、より強い化学薬品、そしてより長時間に渡るクリーニング及び除染サイ
クルを用いた、一層厳格な手順が必要になる。これにより、コストの上昇、生産時間の減少、機器寿命の短縮及び排
水の増加が生じることになる。
機器のアイテムはクリーナビリティに関する設計原則に準拠して設計されるものの、これがあらゆる種類の食品で
の使用に適するわけではない（例えば、液体に使用するポンプはクリーニングが容易にできるかもしれないが、粒子
を含む液体に使用するものはクリーニングが不可能な場合がある）。衛生的に設計された機器及び工場を統合する
ことで、事前に定めたレベルの清浄度（例えば、アレルゲン及び DNA 制限値に関して許容可能なレベル）の達成が
保証されるわけではない。食品（例えばべたつきや粘度のある製品）によっては、良好なクリーニングを行うために、
時間、温度、化学的性質及び機械的作用等の重要なクリーニングパラメータを増やすことが必要な場合もある。意
図する使用を考慮しなければならない。

4.2

微生物侵入の防止

食品生産に使用する衛生的機器及び工場は、微生物の侵入を制限するよう設計する。無菌機器は、微生物に対
し不透過性を有さねばならない。

4.3

微生物成長の防止

衛生的な設備及び工場は、微生物が潜み成長する可能性のあるあらゆる区域、例えばデッドエリア、ギャップ及
び隙間がないように設計する。これは、微生物が好ましい条件下で非常に速い速度で成長可能な食品の生産時に
おいても、重要な要件となる。

4.4

有害生物の侵入及び増殖の防止

衛生的な設備及び工場は、昆虫や鳥類などの有害生物が、生産区域内に侵入できないよう設計する。また、この
設備は、完全に閉鎖されていないエンクロージャなど、有害生物が潜んで増殖できるようなあらゆる区域がないよう
設計しなければならない。

4.5

異物粒子汚染の防止

衛生的な設備及び工場は、異物となる粒子が食品に混入しないよう、部品の摩耗及び破損を防止するよう設計す
る。衛生設計には、異物粒子の侵入を防ぐための対策、及びこれら異物を検知し除去する機能を含める。
主な要素は次の通り
 亀裂、欠け、剥離及び摩耗に耐えるよう選定した構造材料。
 緩むことで製品、又は蓋のない容器の中に落下する可能性のある全てのファスナの除去。
 保護されていない製品及び蓋のない容器上に、衛生的な遮蔽物を使用する。
 主製品へ通じる機能的な開口部を密閉する、又はこれに衛生的に設計したカバー又はキャップを備える。
 効果的な予防保全プログラムの実施（例えば、ガスケット及びシールの交換等）。
 納入前に全ての新規設備のクリーニング及び点検を行うための、適正製造基準(GMP)を備える。
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4.6

化学薬品汚染の防止

衛生的な機器は、クリーニング用の化学薬品、潤滑剤、信号伝達液、加熱及び冷却用流体などによる汚染を防止
する設計とする。

4.7

他の要求事項との両立

非常に優れた衛生特性を有する一方で、ATEX（防爆）、EU 機械指令（労働安全）（1）、圧力容器指令、産業規格
等で課される要求事項を遂行する能力に欠けた設計では役に立たない。従って、設計者はこれら衛生面以外の要
求事項を満たすための妥協をしなければならない場合がある。

構造材料

5
5.1

概要

食品加工機械類及び工場に使用する構造材料は、特定の固有要件を満たさねばならない。意図する使用条件の
下で、これらの材料は以下を満たさねばならない。
 製品に対し不活性であり、
 洗剤及び消毒剤に対し不活性であり、
 耐腐食性であり、
 非毒性であり、
 非汚染性であり、
 機械的な安定性を有し、
かつ、表面仕上げが悪影響を受けないものでなければならない。
食品中に有毒要素が存在することは許容できない。設計者は、意図する使用条件下で食品と直接的又は間接的
に接触する材料が、消費者に有害となる量の物質を放出しないことを確認しなければならない。多くの国には食品と
接触可能な材料の組成を扱った行動基準や指令（法令）があり、現行又は施行予定の法規（5）の下で特定の材料
の使用が許可されていることを確認することが必須である。トレーサビリティは、前述法規の基本的要求事項の 1 つ
となっている。
食品産業の材料及び製品の新規開発動向を意識し、また必要に応じて、材料サプライヤに助言を求めることには
価値がある。
製品接触材料又は製品非接触材料にコーティングが施されている場合、このコーティングは意図する使用条件に
対し耐性を有するものでなければならない。
構造材料に関する追加及び詳細情報は、EHEDG Doc.32（6）が言及する。

5.2

金属

製品接触、非接触のいずれかに適用される機器を製造するために利用される金属は多岐にわたる。これらの選
択は、当該金属が受ける応力の値、及びその耐腐食性、機械加工性、成形性、溶接性、硬度及びコストの要因によ
る。最終的な選択は、意図する使用に応じ決定される。
ステンレス鋼は、ウエット洗浄プロセスプラントに使用される金属構築材料として、論理的な優先選択肢となるが、
特定の合金の選択はその用途に依存する。
ドライ環境では、他の金属（例えば軟鋼及び陽極酸アルミ）の使用が適切な場合がある（7）。
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5.3
5.3.1

高分子材料
プラスチック

一部のプラスチック材は、低コスト、軽量、耐摩耗性又はより優れた耐薬品性などが、ステンレス鋼よりも優れてい
る場合がある。ただし、プラスチック材の使用は法規で規制されている（例えば、EU（8）、FDA（9））。考慮すべき主な
基準は次の通り。
 意図する使用、特に温度範囲及び耐摩耗性
 応力亀裂への耐性及び脆弱性、
 疎水性／表面の反応性、
 熱膨張係数、
 クリーナビリティ、表面形状及び粗さの影響、製造技術の影響を受ける残留物の蓄積。
焼結プラスチック材（例えば、何らかのタイプの PTEF 又は PEEK）の使用を検討する場合、これらが多孔性で、ク
リーニングが困難である点を考慮する必要がある。
ポリマー及びそれから製造されるパーツの耐熱性及び耐薬品性に関する情報及び詳細については、特定の製品
データシートの参照や、直接当該部品サプライヤ、又は高分子材料メーカーへ問い合わせる必要がある。
5.3.2

エラストマー

上述の「プラスチック」の項に記載する同一のパラメータが、エラストマーの選定でも適用される。EU 内では、現在
エラストマーに関する固有規則はない（EU 1935/2004（5）の法的文書は一つもない）。代わりに、FDA 規則への適
合性は、食品接触通知（FCN）認証、並びに 21 CFR 177.2600 又は他の国内規則への適合性供述書を通じ、取り
扱うことができる。
以上に加え、エラストマーには以下が要求される。
 弾性、
 経年劣化耐性、
 低熱膨張係数。
エラストマー及びそれから製造されるパーツの適性に関する情報及び詳細については、特定の製品データシート
の参照や、直接自社部品サプライヤ又はエラストマーメーカーへ問い合わせる必要がある。

5.4

その他の材料

機器の製造に、ガラス、エナメル又はセラミックなど、その他の材料も使用される。食品と接触する鉛及びカドミウ
ムの移行を対象とした、セラミックにのみ EU 法規が存在する（10）。
クリーナビリティ要求事項については、これらの材料は無孔性でなければならない。
制約（多孔性、耐久性）のあることが知られている木材の使用は、微生物及び異物の汚染リスクを招く恐れがある。
食品の安全性及び意図する使用条件に、これらの制約事項を考慮事項として含める。

5.5

接着剤及びシーラント

接着剤及びシーラントは、使用地の規則（EU、USA、FDA 等）に適合し、これらの化合物のサプライヤの推奨事
項の範囲内で使用する。
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これは、接着剤によって、機器の局所的な腐食、或いは意図する使用条件下において当該製品が消費に不適切
となる量の有害物質の放出が生じないようにするために必須である。全ての接合個所は、接着剤が接着先の基材
から分離しないように、連続しており、隙間がなく機械的に強固でなければならない。
シーラント（例えば RTV（室温加硫）型材料）の使用は、衛生的ガスケットの代用品として推奨しない。

5.6

潤滑剤

設備は、潤滑剤が製品と接触しないように設計しなければならない。偶発的に接触が起こる可能性がある場所に
用いる潤滑剤は、適切な仕様、成分及びラベリングに関する FDA 21 CFR（11）を含めた法規要求事項に準拠する、
NSF（米国）、又は InS サービス会社（英国）の非食品化合物登録プログラム（H1 分類）に適合しなければならない。
加えて、製造については ISO 21469 の認証取得を推奨する。潤滑剤の生産及び使用に関する指針は、EHEDG
Doc.23 Part1 及び EHEDG Doc.23 Part2（12）が言及する。
これらのガイドラインは、防錆防食フィルム、ガスケット及びタンク蓋シールの剥離剤、及び被潤滑部分が食品又
は食品原料に触れる機械部品及び機械・装置の潤滑剤として、潤滑目的で使用される油及びグリスに使用が許され
る成分を示す。

5.7

信号伝達液

信号伝達に使用される液体は無毒性でなければならない。信号伝達用の液体とプロセス流体との間の障壁に欠
陥が生じた場合、信号伝達液がプロセス流に混入する可能性がある。

5.8

断熱材

ステンレス鋼と接触する断熱材には、塩素を含有してはならない。水の侵入によって塩素が隣接するステンレス表
面に蓄積し、孔食を発生させ、最終的に破損につながる欠陥を招く恐れがある。水の侵入は、断熱性能の喪失、及
び微生物学的汚染を促進する可能性がある。

衛生設計及び構造

6
6.1

概要

設備の設計、製造及び設置について、次の基本的な基準を考慮しなければならない。

6.2

表面及び形態

直接及び間接的製品接触面は、クリーニングが容易で、非吸収性で、物質が食品中へ浸出することによる毒物学
的なハザードとなってはならない。全ての表面は運転条件の全範囲（意図する使用条件）において、製品、並びに全
ての洗剤及び消毒・殺菌剤に対する耐性がなければならない。
微生物及びその他の残留物の滞留を防ぐために、クリーニングが容易な表面はすべて滑らかで欠陥（隙間や亀
裂等）があってはならない。そのため、以下の事項を満たさなければならない。
 容易にクリーニングできない表面の微細構造（表面形状又は欠陥）（孔、尖った頂点、深い谷間、隙間及び亀裂）
を避ける。
表面仕上げは、クリーニングに必要な時間に影響を及ぼす。
ステンレス鋼の表面は、機械的研磨又は機械加工により、Ra で 0.8μm 以下を推奨する。他の EHEDG ガイ
ドラインが参照する特殊な機器のタイプ又は特殊な機能的要件においては、これより高い Ra 値を認める場合
がある。
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 直接的な金属同士の結合は溶接を除いて、行ってはならない（金属同士の接触面では、汚れや液体が入り込
み、腐食を起こす可能性がある）。


機器が EHEDG 認証を受ける場合、金属同士の結合部はタイプ EL の等級Ⅱ及びタイプ ED の等級Ⅰ
及びⅡでのみ許容される。

 機器及び配管接続の芯ずれによる段差をなくす。
 静的シールは取り付けた状態で、食品接触面が平滑になければならない。食品と接触する O リングの使用は、
メカニカルシールなどの特殊用途において他の EHEDG ガイドラインで別途記載する場合を除き、静的な接続
に限定する（13）。
シール又はガスケットを使用する場合、それらの設計は、汚れの残留物を保持し、細菌が蓄積、増殖する可能
性がある隙間が存在しないように設計しなければならない。
適切なシール及び O リングの設計に関しては、EHEDG Doc.16（14）及び今後発行されるエラストマーシール
に関するガイドラインを参照する。隙間のない設計及び優れたクリーナビリティは、テストによって実証しなけれ
ばならない。
 露出したネジ山、ファスナの金属同士の結合部、くぼみ（例えばキャップヘッドネジ及びポップリベットにあるも
の）、ヒンジの隙間などをなくす。
 135°以下の内角は全て、最小半径は 3mm とする。鋭角（≤90°）は避ける。
 製品区域を潜在的なデッドスペースから分離するためにガスケット又はメンブレンを使用する場合、視覚的な漏
洩検知手段を備え、これを可能な限り低い地点に配置する必要がある。
センサー等の特殊なタイプの機器については、水分が侵入した場合、この視覚的漏洩検知要件を、機器のセン
サー検知及び故障アラームに置き換えることができる。
 溶接によりできる中空構造（中空体）は、溶接シーム（継目）の亀裂による微生物学的汚染のリスクを避けるよう
に製造する。
技術的及び/又は機能的な理由によりこれらのいずれかの基準を満たすことができない場合、クリーナビリティの
悪化を別の手段で補う必要があり、その効果を試験により実証しなければならない。
製品と接触する全ての表面は、目視検査及び手によるクリーニングのための接近を容易とするか、或いは定期的
なクリーニングによって全ての汚れが完全に除去されることを実証するかのいずれかを行う必要がある。定置洗浄
（CIP）技術を用いる場合、分解せずに得られる結果が満足の行くものであることを実証しなければならない（7、衛生
設計評価を参照）。

6.3

溶接

製品と接触する、恒久的な金属同士の結合部は、連続的に溶接され、溶接欠陥があってはならない。製品非接触
部の溶接もまた、連続溶接としなければならない。全ての溶接は、適切なクリーニングができる位置とし、十分に滑ら
かでなければならない。
衛生要求事項を満たす溶接に関する詳細な推奨事項を、EHEDG Doc.9（15）及び Doc.35（16）に示す。

6.4

排水性

全ての設備及び配管の外部及び内部は、自己排水可能（傾斜を設けた配管等）又は排水可能（バルブ開放又は
ガスの充填）でなければならない。自己排水を可能とするため水平面を避け、代わりに表面には常に片側に 3°以上
の勾配を設ける。外部表面の場合は、あらゆる液体は主要な食品加工エリアから離れるように勾配を設ける。

6.5

断熱

設備及び配管に適用可能な断熱方法の選択肢を次に示す。
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 シール被覆
断熱材は、耐腐食性材料で構成され、微生物の成長を回避するために、空気又は湿気が一切侵入できないよ
うに完全に密閉する。製造を終えた構築物内に過度の湿気が残ることを避けるために、シール被膜を適用した
製造環境は適切に管理しなければならない。密閉された内部に閉じ込められた水分は、被覆材及び機器の腐
食リスクを高める。
 真空
配管及び容器は、外部シェル又はジャケットの空気を抜くことで断熱を行うことができる。これは、上述するあら
ゆる問題を防止する非常に効果的な手段である。

6.6

設置、支持材及びレイアウト

設備、設置した配管及び建物内面での結露が製品接触面に落下するリスクを回避すべきである。結露を製品接
触面から離れた場所へ迂回させるような措置を設計、レイアウト及び設置の段階で講じる。
設備及び支持材の構造は、くぼみ又は隙間がないように、設置面（床、壁、柱、天井）を密封しなければならない。
床に接触する部分の数及び面積は最小とする。設備と工場の構造物（床、壁及び天井）との間は、クリーニング及び
点検のために十分な距離を設ける（17）（18）。
配管又は設備の支持材は、支持材の表面や内部に水が滞留したり、汚れが残らないように製作及び設置しなけ
ればならない。異種金属間で生じる可能性のある有害な電位差反応（ガルバニック反応）を、考慮する。さらに、残留
物及び湿気の蓄積をさけるため、支持材を密閉する。
中空の素材にサービスライン、取付具(bracket)等を取り付ける場合は、この支持材を貫通して中空構造内に水分
が入らないようにしなければならない。
プロセスラインのレイアウトは、交差汚染のリスクが最小限となるように配置する（18）。

6.7

機器の統合

サービス及びユーティリティ（水・光熱）の供給を含む機器の統合も衛生設計の原則に適合する必要がある（18）
（19）。

衛生設計のアセスメント

7
7.1

EHEDG 試験及び認証のスキーム

機器の衛生性及び無菌特性を評価するため、次の EHEDG 試験方法が発行されている。
 食品加工機器の定置洗浄性の評価法、EHEDG Doc.2（20）
 食品加工機器のインライン滅菌能力の評価法、EHEDG Doc.5（21）
 食品加工機器のバクテリア不透性の評価法、EHEDG Doc.7（22）
衛生設計基準及び適用可能な試験法に適合する機器は、適切なクラスのタイプについて認証を受けることができ
る。詳細は www.ehedg.org.で公開している。

7.2

機器の適格性確認のステージ

EHEDG 衛生設計原則への適合は、ユーザー要求仕様（URS：User Requirements Specification）及び適用さ
れる法規への適合性確認の裏付けとなる可能性がある。
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