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・タリーンルームの気流・清浄

・オフィス内温熱環境設計

。大空間の自然換気設計

・居室の換気

・住宅の自然換気

無料体験セミナー実施中 ! 予測検討、コンペ資料、VE提案などに、受託解析サービスもこ利用ください
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熊本県を中′かに発生した地震の被害に遷われた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
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特集 :食品製造の技術革新～安全性と効率性を求めて～

食品工場における維持管理|の要
‐
点
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け はじめに
日本の食品産業は世界に誇る安全性

と品質の高さが特徴である。だが、一

部の企業に問題が残る。そこで、今回、

」MAで多くの企業と共に研究会で展開

してきた内容を基に、「食品工場におけ

る維持管理の要点Jと いうテーマを設

ヤナ、

① 犯罪を起こさない職場環境づく

り

② 髪の毛混入対策を例にした物理

現象対策

③ 規定順守～徹底訓練

について紹介させていただくことにし

た。

中 食品企業が起こした
残念な社会問題

表 1に示したように2000年に入つて

から、食品関連企業による信難い事件

(CSR問題)が報じられてきた。この問

題は一時姿を隠したかに見えた。だが、

極めて残念ながら今日も続く。ここに

記載した問題を区分すると、 1つは犯

罪防止の局面と物理現象に対して手が

及んでいない内容、そして、現場管理

面のレベル向上対策や法と規制や社内

ルールの徹底という局面に分けられる。

さらに、表 1の下方に記載した例が示

すように、IT化の時代にあっては、企

業が対応を間違えると風評に近い対応

が炎上して、企業の信頼を大きく失墜

する危険性も高まっている。そこで、

以下、」MAのTZD(不良・クレームゼ

ロ対策)研究会で整理・実践効果を挙
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一月
一

一年

一
不具合発生～社会問題l_な った事件 (企業名は頭文字)

2014年 1月 MHNと子会社製造の冷凍食品に農薬混入。社長引責辞任

7月 MHNカルビスゼリー容器にカビ。67万個回収

2014年 9月 日本CKカ ビ混入で67万本自主回収

2014年 11月 日本MDの チキンナゲットに使用期限切れ鶏肉使用。販売中止へ

12月 異物混入続々。ゴム、歯、金属片、発布スチロール、ビニール片など毎週のように報道される

2014年 12月 MK食品「ソース焼ソバJに虫混入騒動。検査後混入で間違いないとされ全品回収。
「写真付きツイート」が大きな波紋を呼び顧客対応にも批判集まる

2014年 12月 F」家ケーキにカビの報告受け調査

2014年 12月 NS食品冷凍、冷凍パスタに虫混入。74万 6,000食 回収

2015年 1月 和光堂のベビーフードに昆虫混入で自主回収発表

2015年 1月 コンビニ大手のRの弁当にビニール片混入

2016年 1月 米国産豚肉など「北海道産Jと偽装。○地のスーパーが販売

2016年 1月 食品廃棄業者が、食品加工会社が廃棄を委託した賞味期限切れビーフかつなどを横流し
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げてきた対策法を再整理することにし

た。

け TZD研究会による
人的問題対策

(1)犯罪の防止について

失敗学で有名な畑村洋太郎先生の著

書 「決定版失敗学の法則」(文芸春秋)

によると、「どのように厳格で漏れが無

いと思われるような規定を定めても

3%の方は破る。逆に、交通信号で体

験する通り、道路に全く走る車が無い

ことが判つていても赤信号が青に変わ

るまで待つ方が3%い る」とされてい

る。しかし、食品業界に関与する者が

(有)QCD革新研究所 中村 茂弘

理由不明の犯罪行為に至る例があった。

ちなみに、表 1の 上の表の下端の廃品

業者の例では、カレー店が異物混入で

廃棄を依頼した業者が廃棄すべき肉を

販売していた。この業者は廃棄費用を

食品企業から取り廃棄料を取る。これ

を売ることで儲ける。しかも廃棄の手

間もコストはかからないという一石三

鳥もどき ?を狙った行為だった。しか

し、今、この企業は倒産、「この種の犯

罪行為が発覚すれば何もメリットがな

いのになぜこのような行為に及んだの

であろうあろうか ?J、 加えて、本年の

6月 、廃棄物の悪臭で悩む実態と共に、

愛知県は4,000万 円もの費用を投じる

表 1 食品異物問題を起こした損金と影響の例

2014年 1月 ～2016年 の主要 。社会問題を起こした事例と企業への影響

2013年 ～ 今回の対象ではないがWeb時代に炎上した事件

P社 即席ラーメン食品ゴキブリ混入 746万個回収 (21014年 12月 )

NS社 即席焼きそばゴキブリ混入 4万 6千個 (2014年 12月 )


