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はじめに1

　近年、ISO22000『食品安全マネジメントシステムに関
する国際規格』の改定やHACCP『原材料受入から製品出
荷までの各工程の中で、食中毒などの健康被害を引き起こ
す可能性のある危害要因を科学的根拠に基づき管理する
手法』の制度化など、食品安全に関する規格は国際基準に
沿った改定が加えられており、厳しさを増している。
　食品工場の中では酸化防止用の窒素ガス充填、搬送
や異物除去のためのエアブローなどで圧縮空気（ガス）
を使用している。しかし、今までの規格では圧縮空気

（ガス）に対する規定がないため、その清浄度について
は管理していない食品製造メーカが多かった。
　ところが、ISO22000:2018の改定内容には食品に
直接、もしくは間接的に接触するガス類についても、
埃・水・油・菌を管理する旨の記載が追加されたため、
使用する圧縮空気（ガス）の清浄度測定が求められるよ
うになった。その要求に応えるために当社でも圧縮空
気（ガス）の清浄度測定業務「クリーンガスサポート」を
2020年より開始した。

JIS による圧縮空気の清浄等級2

　ISO/TS22002 『食品安全ための前提条件プログラ
ム』において食品に関する圧縮空気の管理が必要にな

る旨が追加されたが、測定方法や規格値については具
体的に示されていない。食品関連の規格ではないが、
これらを明確に規定しているのがJIS B 8392-1『圧
縮空気－第１部：汚染物質及び清浄等級』であり、この
規格を目安としているメーカが多い。圧縮空気中の汚
染物質測定方法が規定されており、汚染物質の濃度で
清浄等級を分類している。
　Table 1に示すように等級が規定されているのは個
体粒子、水、オイルのみでガスおよび菌の汚染物質は
等級が規定されていない。菌数の規格値については各
メーカが必要な値を決める必要がある。

Table 1 JIS B 8392-1:2012による圧縮空気清浄等級

等級

固体粒子 湿度及び水分 オイル
粒子径d(µm)に対応した1m3

当たりの最大粒子数 質量濃度Cp
mg/m3

圧力露点
℃

水分濃度Cw
g/m3

オイル総濃度
mg/m3

0.1＜d≦0.5 0.5＜d≦1.0 1.0＜d≦5.0

0 等級1より厳しい条件で、使用者又は納入業者が指定する。

1 ≦20,000 ≦400 ≦10 - ≦-70 - ≦0.01

2 ≦400,000 ≦6,000 ≦100 - ≦-40 - ≦0.1

3 - ≦90,000 ≦1,000 - ≦-20 - ≦1

4 - - ≦10,000 - ≦+3 - ≦5

5 - - ≦100,000 - ≦+7 - -

6 - - - 0＜Cp≦5 ≦+10 - -

7 - - - 5＜Cp≦10 - Cw≦0.5 -

8 - - - - - 0.5＜Cw≦5 -

9 - - - - - 5＜Cw≦10 -

X - - - Cp＞10 - Cw＞10 ＞5
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　近年、食品安全に関する法改正、規格改定が行われており、食品関連製造会社にとってその対策が大きな課題となっている。
　特に、今まで管理対象となっていなかった食品に直接、もしくは間接的に接触するガス類についても、科学的根拠

（数値）に基づいて管理が必要になる。しかし、多くの食品工場では圧縮空気（ガス）の測定方法や測定器具が分から
ず、測定の経験があるスタッフもいないため、頭を悩ませている企業も多い。
　そこで空気圧機器・流体制御機器・自動機械装置の総合メーカである当社では、JISに準拠した方法での圧縮空気
の測定サービス「クリーンガスサポート」の提供を開始し、その測定結果に基づいて当社のHACCPコーディネータ
が空気圧回路のアドバイスを行っている。
　本稿ではクリーンガスサポートの内容について紹介する。

Food-related manufacturing companies have been facing a major challenge in dealing with recent revisions to 
food safety laws and standards.
In particular, gases that come into direct or indirect contact with foodstuffs, which have not been subject to 
control until now, need to be controlled based on scientific evidence (numerical values). This has become a 
headache for many companies since many food factories do not know how to measure compressed air (gas), do 
not know how to choose proper measurement equipment, and do not have staff with experience in measurement.
To address this issue, CKD, as a comprehensive manufacturer of pneumatic components, fluid control 
components, and automatic machinery, has started a service called "Clean Gas Support". In this service, the 
compressed air is measured in accordance with JIS standards, and our HACCP coordinator provides advice on 
pneumatic circuits based on the measurement results.
This paper introduces the services available in "Clean Gas Support".

   巻内特集　テーマ「サービスビジネス」
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【巻内特集】 クリーンガスサポート

クリーンガスサポートとは３

　圧縮空気使用状況のイメージをFig. 1に示す。
　圧縮空気を使用する際には、それを使用する機器や製品

（食品・医薬品など）に合わせた清浄等級の空気が求められる。
　当社ではJISに準拠した方法だけでなく、独自の方法
でも測定を行い、圧縮空気の清浄等級確認を行ってい
る。また、その結果を基にエア質改善のための機器の提
案も併せて行っている。これは数多くの空気圧機器を展
開している当社の強みである。
　これらの業務を当社ではクリーンガスサポートと呼
称している。

Fig. 1 　圧縮空気使用状況のイメージ

クリーンガスサポートでの測定内容４

　当社が実施している圧縮空気清浄度の測定内容を
Table 2に示す。
　当社では個体粒子、露点、油分、菌の4項目の測定を実施
している。JISに規定された測定方法だけでなく、独自の測
定方法も実施しており、迅速な測定にも対応可能である。
　この測定方法であれば、1ヶ所当たりの作業時間が短
いため、測定箇所が多い場合などは効率良く測定でき
るメリットがある。

Table 2 圧縮空気清浄度の測定内容
測定対象 標準的な測定方法 独自の測定方法

個体
粒子

測定方法
等流速管にてエアをサンプリン
グし、レーザーパーティクルカ
ウンタで個体粒子数を測定する

ディフューザーを使用してエア
を等速サンプリングし、レーザー
パーティクルカウンタで個体粒

子数を測定する
結果が分かる
までの時間 1〜2時間 30分

露点

測定方法
測定対象に合わせた露点計に
て測定する（ミラー式、または

静電容量式）

結果が分かる
までの時間

30分〜2時間
（ただし、低露点の場合は

1〜2日必要）

油分
測定方法 ろ紙にて油分を補足し、

FT/IR分析で油分量を算出する
光散乱式のセンサにてオイル

ミスト量を測定する
結果が分かる
までの時間

2〜3日
（持帰っての分析が必要）

30分

菌
測定方法

エアーサンプラーにて培地に
エアーを吹きかけ、その後に

培地の菌を培養する

フィルターに捕集した菌を蛍
光染色し、その数を測定する

結果が分かる
までの時間

3〜7日
（培養に数日必要）

1〜2時間

食品業界での圧縮空気管理5

 ５－１ 　現状での主な測定内容
　食品業界で圧縮空気の清浄等級をしっかり管理して
いるところはあまり多くない。食品製造工程で最も注意
していることは菌の有無になるが、最終製品で菌がいな
いことを確認しており、途中工程である圧縮空気中の菌
は気にしていない（認識していない）のが現状である。
　JIS B 8392-7『圧縮空気－第７部：微生物汚染物質
含有量の試験方法』による測定方法としてエアーサンプ
ラーを使用した方法があるが、検体を培地にブローした
後に菌の培養を2〜3日間行う必要があるため、結果が
分かるまでに時間が掛かるという難点もある。
　そのため、すでに圧縮空気の清浄度管理を実施して
いる業者の一部では、代用測定として菌の代わりに微粒
子（パーティクル）を測定している。Fig. 2に示すように
菌のサイズは0.3μm以上の大きさであり、0.3μm以
上の粒子が測定できるパーティクルカウンタで菌も測
定できるからである。ただし、この測定方法は菌かパー
ティクルかの判断ができないため注意が必要である。
　当社独自の測定方法である蛍光染色式の測定であれ
ば短時間で菌のみを測定できる。初めに菌を含むパー
ティクルをフィルタに捕集し、蛍光染色液で染色する。
この染色液は菌の細胞と反応するものであり、パーティ
クルは染色しないため菌のみを測定することができる。
次に検出装置にてフィルタ上の光点の数を検出し、これ
が菌の数となる。（検出装置で撮影した写真をFig. 3に
示す。）培養法と違って培養時間が不要なため、短時間
での測定が可能である。

大腸菌 ブドウ球菌

1μm

Fig. 2 細菌の大きさ※1

Fig. 3 蛍光染色での検出写真

細菌の種類 大きさ（μm）
結核菌 0.3～ 0.6×0.5～ 0.4

ジフテリア菌 0.3～ 0.8×1.0～ 8.0

赤痢菌 0.4～ 0.6×1.0～ 3.0

大腸菌 0.5×1.0～ 3.0

チフス菌 0.6～ 0.7×2.0～ 3.0

百日咳菌 0.2×0.3～ 1.0

ブドウ球菌 0.8×1.0

コレラ菌 0.3～ 0.6×1.0～ 5.0
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 ５－2 　今後増加する測定内容
　菌測定の代用として、多くの箇所の測定結果が速くわ
かることから圧縮粒子測定が圧倒的に多いが、今後は
別の対象を測定することが多くなると考える。
　 食 品 安 全 の た め の 前 提 条 件 プ ロ グ ラ ム I S O /
TS22002-1『食品製造』、ISO/TS22002-4『食品容器
包装の製造』において直接、偶発的に製品に接触するガ
ス類は、埃・油・水が取り除かれている供給源でなけれ
ばならないと記載された。これにより、菌以外にも埃（個
体粒子）・油分・露点の管理が必要になるため、それらの
測定需要が増えると予想でき、当社も一層協力できると
考える。

おわりに6

　食品業界では圧縮空気の清浄度測定需要は今後も高
まってくると考える。当社は食品工場向けの機器開発だ
けでなく、複数のHACCPコーディネータが在籍し、食
品関係のお客様にも安心してご相談いただける体制を
整えている。今後も機器開発で培ったノウハウを測定
サービスにも活かしていき、FAトータルサプライヤー
として産業の発展に貢献したいと考えている。

※1　神奈川県衛生研究所：細菌の構造と大きさ
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