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実践飼料学の失敗と成功 (2) 

一品質管理半世紀の軌跡から一

本津 j青1台 *

5. 品質管理のための簡易検査法の

開発と実践

1)飼料工場の検査は実用第一 (Speedy• Easy ・

Effective) 

工場用の検査マニュアルが「絵に描いた餅」に

なっていて，折角の検査データが試験担当者の引き

出しに埋もれていることが多い。一方，安全安心の

志向が高まって品質保証の時代にあって，実践的な

品質検査システムの構築が望まれる。

飼料工場はコストダウンのための生産性向上や

物流合理化に伴って，分単位・秒単位で答えがでる

Speedy検査，生産現場で実行可能な Easy検査，コ

ストパフォーマンスが高い E民 ctive検査を必要と

している。これらの Speedy• Easy • E妊ectiveをキー

ワードとし，その手段として五感，特に目視 (SEE)

を大切にした実用第一の検査法について提案する。

本章は品質管理の手法としての検査について，筆者

の見解および筆者開発の検査法について記述する

もので，常法による検査法は割愛するなど教科書的

総説ではない。各々の飼料工場に適した実践的な検査

マニュアルの見直しのヒントになれば幸いである。

2)サンプリングの重要性

サンプリングは飼料の検査の中で，最も重要な部

分である。しかし，その重要性を理解して，その重

要な作業を実践している例は少ない。ずさんなサン

プリングによる試料は， I検査するな!Jである。

それ以降の検査作業をどんなに正確に行っても間

違った情報を生み，経営判断を誤りかねない。間

違った情報は無い方がよい。

といっても工場現場において，教科書通りのサン

プリング法を実行するというのではない。農林水産

省の「飼料等検査実施要領」を熟読して基本を理解

した上で，その主旨を活かした簡便法を検査目的に

*日本技術士会畜産技術土センター

飼料・ペットフードコンサルタント (SeリiHonzawa)

沿って，ケースパイケースで設定したい。検査用サ

ンプルは，その検査目的に沿った合目性が確保され

ているかどうかを，常に意識しながらサンプリング

したい。

例えば，次項の「生産オペレーターによる工程内

検査」においては，工程を流れるスポット的なサン

プルを検査するので，そのサンプルは必ずしもロッ

ト(連続製造単位)を代表しなくても仕方ない。一

方，次号 (69巻 11号)に掲載予定の「試験・分析

係による検査」においては，そのロットを代表する

サンプル，すなわち複数の採取サンプルを混合した

ものを縮分したサンプノレについて検査・分析する。

特に自他社製品の比較を目的にする場合，理想的に

は数ロットのサンプノレを縮分して検査・分析するこ

とが望ましい。

3)生産オペレーターによる工程内検査

(1)オペレーターが検査官

本項の「生産オベレーターによる工程内検査」で

は，飼料工場のオンライン管理，すなわち生産品質

の間違い(異常品)の発見と調整・修正するための

検査が主な対象である(その原因究明と再発予防対

策のオフライン管理の検査は次項以降)。このオン

ライン管理において「オベレーターが検査官」は，

最も強調したいことであり，筆者は NS社の福岡飼

料工場で実践した (1985~1990 年)。

飼料工場は2~3交代勤務体制が主流であるから，

半分以上の製品は夜間の生産になり，通常昼勤の試

験・分析係や品質管理係による夜間生産の製品検査

は翌日になる。その結果，品質管理係が異常品と判

断した時は，異常品の「出荷後」になりかねない。

また，生産オペレーターから見れば，品質管理係は

「ケチ付け屋」と思われがちである。一所懸命に

作った製品が品質管理係の一言で出荷停止や配合

やり直しに度々なれば，その気持ちも分かるが品質

管理体制に支障をきたす基になるであろう。
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これらを解決する方法が「オペレーターが検査

官J，すなわち「全員による品質管理」である。品

質管理は試験・分析係と品質管理係だけでなく，一

人ひとり全員が携わっていることを気付かせたい。

NS社は，その風土作りの一環として，全工場の生

産オペレーター300名を対象に泊り込みの技能研修

を実施した (1978~1983 年)。生産オペレーター自身

が工程の中で検査すれば， Speedy対応が可能になっ

て，他人から指摘される前に自分自身で異常を発見

できるので納得性がある。

課題は，その実行と継続である。実行の仕方は，

工場長・生産課長・職長などの管理・監督者が一枚

岩になって，その決意と主旨を全員に直接伝えるこ

とである。その継続の決め手は，同じく管理・監督

者が現場を廻り，日常的に検査結果に興味を示し続

けることである。さらには，生産現場で過重な負担

にならず， Speedyで Easy，かつ Effective検査シス

テムの開発および苦情報告や検査結果の定期的な

発表などによって検査効果を共有することである。

(2)生産オペレータ}による検査の項目と方法

i .生産オペレーダーの五感による検査

[なぜ五感か]五感による検査とはユーザー感覚に

よる検査である。検査というと理化学的な検査やそ

の数値を重視しがちであるが，飼料工場の生産現場

においては，視覚・臭覚・触覚・味覚・聴覚の五感

による検査が実践的に有効である。なぜなら飼料

ユーザーは，動物経由は勿論であるが，飼料品質に

対する疑問は理化学的でなく五感によって知るの

で，ユーザーと同じ方法で検査できるからである。

生産オベレーターは常時飼料に接しているので，五

感による検査能力は品質管理係よりもプロフェッ

ショナノレになるであろう。さらに第六感というかセ

ンスを磨けば鬼に金棒である。

【検査の場所と項目】五感の中では視覚による飼料

の表見(表面的な見た目)検査が主体になるが，臭

覚・触覚などによる検査も大切である。そのサンプ

リング場所と検査項目は飼料生産システムによって

異なるが，次の理化学的検査の場合も含めて例示する。

しかし，近年の大型工場は自動化が進んで工程も密閉

化されサンプノレの採取が難しくなり，また人員合理

化によって生産オペレーターによる検査の余地が

少なくなっているが，できる限り実践したし、(表 1)。

【検査頻度]五感による検査の頻度は，製造ロット

(連続製造単位)の大小にもよるが lロット当り

1~3 回が適当であろう。例えば，ロットの前半と最

終パッチ(ミキサー単位)の 2サンフ。ル。頻度は多

いにこしたことはないが，生産オペレーターにとっ

て最初は余分な仕事と思いがちであり，数量重視の

生産ラインにおいてはサンプリングそのものを敬

遠する例もみられる。しかし，工程内検査は，粉砕・

計量・混合・受渡などと同様に生産工程のーっと捉

えれば負担感も軽減するであろう。製造翌日になっ

てから異常品と気付いた時には数十トンの半製品

発生やリコーノレ品として農場タンクからの抜き取

り回収などを防ぐことになれば，きめ細かな生産オ

ベレーターによる工程内検査は，生産と営業の生産

性を高めて経営効率を高めることになる。

【表見]リコール品の多くは表見に関するもので，

生産オペレーターによる視覚検査は最も有効な手

段である。表見といっても単に表面を見るのでなく，

色は?ボリューム感は?粒度は?異物は?虫は?

などと具体的に意識して目視する。

【粒度]一般的にトウモロコシは，粗挽きしてから

シフターで簡い分けるが，そのシフター網目の破れ

などで粒度が不揃いになることがある。その粒度

チェックにおいて，自聞き 1mmあるいは2mmで直径

表1 生産オペレーターによる工程内検査のサンプリング場所と項目(例)

サンプリング場所

原料受入れ

粉砕
加熱圧扇クーラー
配合ミキサー
液体添加

ペレットミル
ペレットクーラー
ノ号ッカー・パラ出荷

a炭酸カノレンウム

五感による検査項目

表見(異物などを含む)，臭い
粒度，臭い，粉砕音
圧扇性状，品温，歯応え
表見，臭い
表見，しっとり具合
成形状態，ミル回転音
成形状態，品温，乾き具合
品温，表見

理化学的検査項目

水分
硫酸鉄，食塩，成鶏用の炭酸Ca'

コンデ、イショナーの品温
品温，耐久度・硬度，水分
正味重量，リッタ一重
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20cmくらいの手簡を使う。サンプルは簡い分けして

から目視すれば，格段に粒度の異常を発見し易くなる。

手で簡う時間は 10秒である。

[臭気]原料の粉砕直後は，品温が摩擦熱で上昇し

臭気を感じ易くなるので，トウモロコシなどの発酵

臭や異臭を発見し易い。穀類の発酵臭や肉粉などの

脂肪の酸敗臭は，臭覚が優れた動物にとって発育以

前に食下量が減少するので，大切な検査項目である。

[品温]ペレット工程におけるクーラー出口での触

手による品温検査は，特に大型ミルによる太いベ

レット(直径 7mm以上)を連続製造する場合に有効

であるが，ベレットの品温検査の重要性については，

次項の五.理化学的な検査の中で記述する。

【注意点]五感による検査は，数字でなく感覚での

判定なので甘くなりがちである。「生産オペレー

ターが検査官J故に身びいきになるということよりも，

常時検査して知り過ぎると，通常品のバラツキの範

囲を自分なりに持っていて，ユーザーの物差しとの

ギャップが生じ易いためと思われる。また，多少の

変動があっても，その理由(例えば，磁の表見の変

化は小麦品種が替わったためとか，マイロの色の変

化は産地が替わったため)を知っていれば，それは

異常品でなく通常品と判定する。しかし，理由を知

らないユーザーは異常品と思うかも知れない。営業

を通してのユーザーへの事前説明が大切である。

ii.生産オベレータ}の理化学的な検査

[硫酸鉄の 1分間検査】育種や飼育管理の改良によ

る畜水産動物の性能向上によって，飼料添加物の役

割はますます重要になり，万が一添加漏れがあれば，

ビタミン・ミネラノレの欠乏による発育や産卵の低下

に直結する。ミスしない人はいないし，機械に故障

は付き物であるから，飼料中の添加物検査は非常に

重要である。しかしながら飼料工場で，ビタミン・

ミネラノレの全成分を毎ロット検査することは不可

能に近い。そこで，次善の策というか実践的対策を

提案する。

数十種類の飼料添加物(ビタミン・ミネラノレ・ア

ミノ酸その他)は，本配合する前に少量の穀類など

と予備配合する。その希釈プレミックスを本配合で

は一般原料と共に添加混合するが，希釈プレミック

ス中の代表的な成分を検査して異常がなければ，他

の飼料添加物も配合飼料に正常に添加されたもの

と判断できる。その代表的な指標成分として最適な

硫酸鉄の超簡易検査法を紹介する。

この検査法は，高校の化学で赤血カリ(または黄

血カリ)と鉄イオンが結合すれば，インキの青に発

色すると教わったのを思い出して，筆者が 1965年

に開発し実用新案を取得したが，その権利は消滅し

ている。検査時間はほぼ l分であり， Speedyかっ

EasyでEffectiveである。筆者は 2000年に USカン

ザス大学の飼料品質検査講習会に参加した折に，当

該検査法を紹介したが，この検査法は国内外でも余

り知られていないと思う(表 2)。

表 2 飼料に添加した硫酸鉄の 1分間検査法

赤血カリ(または黄血刃)10/.京落設を充分浸み込ませ
た癒紙を新聞紙の上に置く

癒紙上に約2gの飼料を目開きO.3~O.5mmの小型筋を
通して落下

落下した飼料をティースプーンの裏で櫨紙に塗り付ける
ように撫でる

数十秒後に癒紙裏面の硫酸鉄の青い斑点の多少を目測

(本海作成)

硫酸鉄以外の水溶性ミネラノレは青以外に発色す

るが，硫酸鉄は添加量も多く呈色反応が最も鮮明で

ある。検査した糠紙は軽く水洗・風乾してから，飼

料名や日付などを記入して 1ヵ月保管する。

なお，一般的に硫酸鉄の添加量が多い子豚飼料は，

青の斑点が多くなるので他の飼料と容易に判別で

きる。飼料中に混在する機械摩耗などによる鉄粉は

発色しないが，赤血カリなどの 1%水溶液に塩酸を

少し加えれば鉄粉も発色するので，機械摩耗などに

よる鉄粉が知何に多いかが分かる。また，この鉄粉

は，磁石で飼料を掻き混ぜれば，磁石に付着するこ

とからも分かる。

【家庭用塩分計による検査]前記の通り本配合する

前に予備配合する希釈プレミックスには，食塩が通

常添加されているので，食塩は希釈プレミックスの

指標成分にもなる。近年は家庭用の塩分計が市販さ

れているので， r飼料に一定量の水を加えて撹搾=宇

塩分計で測定」する検査は，簡便で効果的である。

【石灰岩の 1分間検査] 10 日間に 8~9 個の卵を産

み続ける産卵鶏にとって，卵殻主成分の炭酸カルシ

ウム(石灰岩やカキガラ)の入らない飼料を摂取す

れば，直ちに軟卵や破卵が続出する。したがって，

成鶏飼料の炭酸カノレシウムの検査は大切である。
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しかし，飼料中カル、ンウムの常法による検査は時間

と機器を必要とするので，生産オベレーターによる

工程内検査は負担が大きい。検査結果が異常と判明

した時には，軟卵発生ということになりかねない。

それを防ぐ手段として，生産オペレーターに過重

な負担を掛けずに的確な検査ができる， I石灰岩の

1分間検査Jを提案する。 Easyすぎて信頼性に不安

を感じるかも知れないが，飼料中石灰岩の6%と8%

の違いを判別できる。これこそが，工場における

実用第一の品質検査である(表 3)。

表 3 飼料に添加した石灰岩の 1分間検査法

飼料をガラスのコップにティースプーンで5匙採取

コップに水を八分目まで注入

ティースプーンを使って砂糖を溶かす要領で約10秒撹枠

コップの下方に沈殿した石灰岩の量を目測

(本海作成)

石灰岩，特に成鶏用の粗目のものは，濡れた砂の

ように灰色なので，その多少を容易に判断できるが，

上澄みを捨てて再注水当撹#すれば，より鮮明にな

るので判断し易くなる。余談ながら，通常の成鶏用

炭酸カルシウムは石灰岩を組砕したものであるが，

「宣司料に小石が混ざっている」とクレームを受けた。

飼料中の石灰岩を小皿に取り，希塩酸(塩酸 1:1水)

を滴下すれば石灰岩は発泡して溶けるので，一般の

小石と区別説明できる。ただし，同じ酸でも硫酸は，

石灰岩の表面に不溶性の硫酸カルシウム(石膏)を

生成して，その石膏が硫酸と石灰岩を遮断するので，

塩酸とは違って余り発泡せずにほとんど溶けない。

【ベレットの耐久度(砕け度)・木屋式硬度・簡易水分]

ブPロイラーに対しては少し砕けたベレットの方が生

理的に適しているようだが，他の動物は不断給餌をし

た時に砕けや粉の部分を食べ残すので無駄になる。特

に養殖魚では食べ残すだけでなく，その残餌が池水を

汚すので耐久度(PelletDurability Index)の良いベレツ

トが要求される。一方，硬度が硬過ぎると噌好性を悪

くし，特に養殖魚では口の周りに炎症を起こしたり，

消化器の中で崩壊し難く消化時聞が長くなるので，食

下量が減少する。これらから，ベレットの耐久度と硬

度(木屋式)を管理したい。検査法については，配合飼

料講座・下巻(チクサン出版社)に記載されている。

飼料原料の過半を占める穀類は，粉砕して通常使

うので摩擦熱などによる水分ロスを生じる。ベレッ

ト製造においても，カピや砕けを意識するあまり過

乾燥になると，製造歩留りが低くなる。製造歩留り

が低過ぎれば，保税原料(トウモロコシや脱脂粉乳

などの輸入原料)の横流し(飼料以外への転用)を

疑われ兼ねない。

また，売上高に対する利益率が 1%あれば上出来

と言われる配合飼料産業にあって，水分 1%の過乾

燥は飼料原料費が 1%高くなり，水と共に利益を放

散することになる。ベレット工程内の水分検査には，

赤外線ランプによる簡易乾燥法(ケット)あるいは

近赤外線分光法が考えられる。

これらのベレットの耐久度・硬度・水分の理化学

的検査は，ベレットオペレーターの守備範囲だが，

その実施順位は水分を最優先したい。

[ベレットの品温]ベレットにカピが生えれば，多

くは水分過剰が原因と推測しがちである。しかし，

ペレットの水分は 12"'13%で正常でも，品温が高い

ためにカピ・砕けが発生する例が多い。ベレットは

径が太くなるほど，その容積重に対する表面積が小

さくなるので乾燥し難くなると思われている。その

通りであるが，直径 8mm前後の太いベレットで乾

燥を優先して熱風ドライヤーをクーラーの前に設

置した工程では，熱風ドライヤーに対してクーラー

の能力が不足する場合，水分は正常で、も品温が低下

しないためにカビ・石~けが発生し易くなる。

下記に例示したように，製品タンク投入ベレット

の品温が高くタンク外側の気温が低い場合，ベレツ

トの品温と水分はタンク内の上段と下段で分離す

る。すなわち，タンク中心部の暖かい空気が上昇す

る一方，タンク側壁に近い低温の空気は下降する。

この対流によってペレットの水分は，暖かい空気中

に蒸発吸収されて上方に移動するので，タンク内ベ

レットの品温と水分は上段と下段で分離する。

特に太いベレットは，ベレット同士の間隙が大き

くタンク内の空気が移動し易いので，この移動分離

現象は細いペレットよりも大きい。焼きたての暖か

いパンをポリ袋で包んだ時と同様，製品タンク天井

に結露し，それが製品ペレット上に滴下するので、水

分が高くなったベレットは砕け易くなり，カピも生

え易くなる。結露・滴下まで進まなくても，タンク

上段は蒸れた状態になる。この場合，暑い時期は砕

けとカピがほとんど同時に発生し，寒い時期は砕け
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のみ発生することが多い。涼しくなる秋口は，昼夜

の気温の差が大きいので油断できない(表 4)。

表 4 製品タンク投入ペレット(品温350C・水分 13%)
の移動モデ、ル

水分

14% 
12% 

(タンク外側の気温250C)

品温と外気温の差はゼロが理想であるが，現実的な

「両者の温度差jの管理目標は，ベレットの太さに

もよるが，夏で 50C前後，冬で 8~100C と経験的に

推測している。正確には今後の調査研究に待ちたい。

製品タンクの天井から空気を排出して，下から上

方へのエアレーション設備と自記温度計の設置は，

ベレットの品温管理を行う上で有効であろう。しかし，

出荷に追われてエアレーションを行う時聞が無く，

ベレット製造=キ即出荷にならざるをえない場合も

ある。基本は，ベレットミノレ・ドライヤー・クーラー

の能力バランスおよび適切な管理である。

また，紙袋は通気性もありカピ・砕けの問題は少な

いが，トランスバッグ(コンテナバッグ)は通気性悪く，

カビ・ベレット砕けが発生し易い物流形態である。

この場合，出荷直前まで、バッグの上蓋を閉じずに開放

して保管すれば，暖かく水分の多い空気が蒸散するの

で効果的である。その場合はバッグを積み上げて保管

しない方が好ましいが，少なくても上蓋の真上に載せ

ることなく二段目はずらして載せ，その蒸散を妨げな

いようにする。

溢.検査結果の野帳記録

検査結果のチェツクシートは検査項目別に用意

して，検査者のサイン，品名，検査日時，検査結果

を記録する(硫酸鉄のチェツクシートは，前記の通

り検査した鴻紙を使用)。結果の記録は例えば，目

測や感覚によるものは0・ム・×で，数値で示せる

ものは数値と0・ム・×で判定結果を記入する。判

定がムあるいは×の対処については，責任と権限の

委譲による処理ルールを決めて置く。

そして工場の管理・監督者は，そのチェツクシート

に関心を持ち続けること，その成果の定期的な発表な

どは生産オペレーターにとって励みになり， ["全員に

よる品質管理」を一歩一歩進めることになる。
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