
 SIAA防カビの取り組みと化学物質管理の動向
 SIAA 防カビ剤・加工製品の登録のしくみ
 SIAA防カビ登録の目指すところ、委員会活動

平成28年1月27日
防カビ委員会 渡辺 茂樹



登録のフレームワークとは？

登録のために何が要るか？

誰が登録できるのか？

 SIAAマーク（防カビ加工）とは？

申請のプロセスは？

 SIAAの紹介

Q&Aコーナー で、「SIAA防カビ加
工」わかりやすく解説



1992年 国連環境開発会議 Agenda2
第19章化学物質管理に関する6項目（リスク評価、GHS他）

2002年環境開発サミット（ヨハネスブルグ）
化学品の悪影響最小化する2020年までに

2005年SAICAMの策定

2006年国際化学物質管理会議（ICCM-1)
SICAM（国際的な化学物質管理の戦略的アプローチ）採択

採択目標 2020年

規制当局

欧州では、 改正 REACH/BPR
日本では、 改正 化審法
米国 改正 TSCA/FIFRA

韓国では、K-REACH

SICAM 実現に向け規制の強化、
積極的な自主管理の取り組み
―> 規制・自主管理共にリスク

に基づく化学物質管理が求めら
れることとなる（リスク評価システ

ム）



 全ての物質には毒性がある。例えば、食品でさえ、濃度に
よっては危険性がある？

 物質の有害性特性はなくすことはできない。しかし、その有
害性により引き起こされるリスクを低減することは可能であ
るか？

 急性毒性・変異原性・魚毒性などのハザード評価で、化学物
質の管理は充分であろうか？

 使用用途情報・用途制限などの、リスク評価を踏まえた化学
物質管理が望ましいとは？



物質 LD 50 (mg/kg)

Sugar > 5000

Salt 3000

Vitamin C 390

Naphthalene 350

Caffeine 174

Nicotine 24

Potassium cyanide 10

TCDD Dioxin 0.1

Tetrodotoxin (fugu
poison)

0.0085

Botulinus poison 0.00000032

ここだけ見るのは
ハザード評価



Substances CAS LD 50 mg/kg 

1 Cypermethrin 52315-07-8 25 

2 Permethrin 52645-53-1 424

3 Cyproconazole 94361-06-5 352

4 Zinc Pyrithion 13463-41-7 160

5 OIT 26530-20-1 550

6 Carbendazim 10605-21-7 7700

7 Isoproturon 34123-59-6 1826

8 Triclosan 3380-34-5 4530

9 Tebconazole 107534-96-3 3352

10 Bipheny-2-ol 90-43-7 1050

11 Sodium 2-biphenylate 132-27-4 656

12 Thaiabenazole 148-79-8 2080

13 Tolyfluanid 731-27-1 1000

14 Proopiconazole 60207-90-1 1517

15 Folpet 133-07-3 1546

16 DCOIT 64359-81-5 1585

17 Sodium Pyrithione 3811-73-2 870

18 Silver chloride 7783-90-6 10000

19 Terbutryn 886-50-0 3884

20 Dichlofluanid 1085-98-9 1250

21 TCMTB 21564-17-0 445

22 Silver 7440-22-4 10000

23 Thiabendazole 148-79-8 1300

24 OPP 90-43-7 1050



 Risk = f（Hazard) x(Exposure)
危険の度合い＝（有害性）ｘ（暴露量・使用形態）

 どれほど毒性が弱くても暴露量が極大ならば、リスク大

 どれほど毒性が強くても暴露量が極小ならは、リスク小

ハザード

定性的評価

定量的評価
バランス（ハザードレベルvs.暴露レベル）

高 中 低

高 高リスク

中

低 低リスク

暴
露



 防カビ剤には何らかのレベルで毒性がある。有害性特性をゼロにす
ることはできない。いかし、引き起こされるリスクを低減・最小化するこ
とは可能である

 防カビ剤・防カビ加工製品 利用時の事故・リスク低減を目指す！

 そのために、SIAA防カビが始めた事とは？：
ハザード評価データ（急性毒性・変異原性・魚毒性等）を整備させる

リスク評価データ（使用用途情報・用途制限等）を審査する

防カビ剤メーカー（毒性情報）と防カビ加工製品メーカー（使用形態情報）の
コミュニケーションを活性化させるしくみ

原料、中間体、製品レベルでの情報交換・共有（SIAA HPでの情報公開）
と通じて、消費者とのつながりが可能になる



安全性情報の明示（企業名と共に開示、説明責任）
エントリーシート申請書情報（毒性・使用制限・防カビ効果等）HPに公開

情報開示の最大化（企業ノウハウを考慮しつつ）

リスク評価もベースにした自主登録（ハザード評価のみならず）

防カビ剤使用濃度、用途、使用形態の定性的評価

原料、中間体、製品の製品特徴を定義づけ

リスク管理・安全設計への道筋（より事故のない製品へ）
防カビ製品開発に応じる、剤情報の提供

暴露低減・代替材料・新規用途への展開



1. SIAA防カビ・防カビ加工製品とは
2. 防カビ剤ポジティブリスト（HP)

3. 防カビ剤・加工製品の情報公開・登録要領
4. 登録・審査のプロセス
5. メーカーの自主管理体制
6. SIAA防カビマーク、抗菌・防カビマークについて
7. 防カビ剤・防カビ加工製品と現況
8. SIAA防カビ加工の目指すところ



剤のデータが揃っている。（安全情報・用途/濃度などのリ
スクアセスメント実施・効果情報など）

SIAA規定する試験方法・安全基準を満たす

製造メーカーが登録され、製品名と共に公開される

SIAA防カビ加工製品とは?
⇒ SIAAマーク・防カビ加工が付けられます

SIAA防カビ剤を利用し加工製品登録を行っている

SIAA防カビマークを使用することが出来る

製造メーカーが登録され、製品名と共に公開される



公開情報を閲覧できます（一般への情報開示例）

防かび剤ポジティブリスト ＜一般公開項目＞

登録
番号

登録者情報 製品内容

申請会社 所在地 担当部署 電話番号 Fax番号 製品名
効力成分名（分類名でも可）

化学名（or中分類、非
開示） 一般名（or大分類）

JP0501003
A0001L

ロンザ・ジャ
パン株式会

社

〒104-6591
東京都中央区
明石町8-1 聖
路加タワー 39F

スペシャ
ル・ビジネ

ス

03－
6260－
0600

03－
6260－
0601

ＤＥＮＳIＬ ＤN
N-n-butyl-1,2-benzi
isothiazolin-3-one

N-ブチルＢＴ、
BuBIT、BBIT

JP0501047
A0009H

株式会社エ
ム・アイ・
シー

〒236-0033
神奈川県横浜
市金沢区東朝
比奈２-２-１５

環境
事業部

045－
３83－
8931

045－
３83－
8931

PacificBeam
MOLD /PBM-

W200
非開示 有機合成防カビ剤

PL 収載防かび剤 (2014年： 5社 18 製剤）

PL 収載防かび剤 (2015年： 8社 26 製剤）



防カビ剤ポジティブリスト（会員限定開示項目）
登録番号
申請会社

製品名

製品内容

濃度
CAS番号

化審法番号
国内外の適用法令

防カビ効果
最少発育阻止

濃度 MIC

菌種

菌株 No.

試験結果 PPM

防品使用制限情報

I 推奨添加量 最大配合量

II 各使用条件に応じた最大配合量
使用条件
条件添加量（最大配合量）

III 使用禁止用途

安全性・環境影響情報
＊：（必須）

急性経口毒性 ＊
急皮膚一次刺激 ＊
変異原性 ＊ Ames試験
皮膚感作性 ＊
高次発がん毒性 遺伝毒性
魚毒性 ＊
オクタノール/水 分配係数
BOD/COD



1. 申請企業プロフィール

2. 加工製品の内容

3. 製品名・品番

4. 防カビ加工部位（本体・
部分）

5. 防カビ効力実施機関名

6. 防カビ効力サマリー

7. 使用防カビ剤（ポジティ
ブリスト番号）と添加量

8. 防カビSIAA 表示する・
しない

同等防カビ加工製品群の

内容

製 品

用途

防カビ加工製品名・品番

防カビ加工部位 本体、

部分の場合は具体的な部位：

（ ）

防カビ加工方法 練り込み、塗装、印刷、焼成、その他

（ ）

製・販等の区分 製造販売、販売専業、流通業、輸入販売、

その他（ ）

防カビ効力試験実施

機関名

報告

年月日

報告書

No.

試験片サンプリング部位

防カビ効力試験 耐水性区

分：

耐光性区分： 対象物

レベル：

報告書

内容

区分 試験結果. 試験法名

耐水 無処理品

加工製品

耐光 無処理品

加工製品





 ＜抗菌と同様の自主管理体制＞：入会規定の一部変更（2014年）

防カビ剤管理責任者・防カビ試験管理士（防カビ剤メーカー）、防カビ加工製品管
理責任者（防カビ加工製品メーカー）の設置が義務つけました。SIAA講習会も実
施されています。

 ＜企業知財の保護＞：防カビ剤申請シート一部改訂（2014年）

申請者の知的資産情報(剤の処方比率等は非開示選択）、化学名は分類名表記
も選択できる。また、防カビ剤は、単剤に加えて、複合剤の登録申請もされます。



 ＳＩＡＡマーク（防カビ加工）は、防カビ加工製品に付与します。

 防カビマークは、マーク下に加工製品登録番号。登録番号から、実際に使用され
た防カビ剤が検索（HP)できる。

 抗菌・防カビのそれぞれの基準を満たした製品には、ＳＩＡAマーク（抗菌・防カビ

加工）というマークが使用可。



ＪＰ０５０○○○○Ａ○○○○○

登録情報
•防カビ加工製品番号：マーク下に表示
•防カビ剤ポジティブリスト第ｘｘｘｘｘｘ号使用
•防カビ加工部位・方法：

！注意事項

•防カビ試験は、SIAA試験法にて実施しています
•防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません
•使用条件によってはカビが発生する場合があります
•SIAAの安全基準に適合しています

•特定のカビの生育を抑制します
•防カビ加工製品でも、高温・多湿の状況で放置すると、
カビが発生しやすくなります

マーク下への添え字はオプション
（加工製品番号の下への記入例）

•使用条件によってはカビが発生する場合があります

•特定のカビの生育を抑制します
•このマークはカビが発生しないことを保証するもので
はありません



登録情報
• 抗菌・防カビ加工製品番号：マーク下に表示
• 防カビ剤ポジティブリスト第ｘｘｘｘｘｘｘ号使用
• 抗菌・防カビ加工部位・方法：

！注意事項

• 防カビ試験は、SIAA試験法にて実施しています
• 防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません
• 使用条件によってはカビが発生する場合があります
• SIAAの安全基準に適合しています

• 特定のカビの生育を抑制します
• 防カビ加工製品でも、高温・多湿の状況で放置すると、

カビが発生しやすくなります

マーク下への添え字はオプション：
（加工製品番号の下への記入例）

•特定のカビの生育を抑制します
•使用条件によってはカビが発生する場合があります
•このマークはカビが発生しないことを保証するもの
ではありません

ＪＰ０５０○○○○Ａ○○○○○

１）マークには抗菌・防カビ加工製品番号（統一番号）を併記することとする
２）それ以外の防カビ加工に掛かる部分は、防カビ加工マークと同じ



 防カビポジテイブリスト（平成28年1月現在）
登録済企業8社 (順不同)：

 ロンザ・ジャパン(株)
 (株)エム・アイ・シー
 シナネンゼオミック(株)
 ナガセケムテックス(株)
 ローム・アンド・ハース・ジャパン(株)
 大和化学工業（株）
 富士ケミカル（株）
 （株）ジオテクト

収載防かび剤 ： 26製剤

 防カビ加工製品登録
登録済企業 ： 4社、21加工製品
パナソニック（株）
三進興産（株）
サシヒロ（株）
シャープ（株）

 防カビポジティブリスト新規申請予定（2月）
• 申請企業数 ： 4～5社



 防カビ加工製品メーカーへの登録の支援

 ＳＩＡＡ防カビブランドの発信

 防カビ加工製品市場への「ＳＩＡＡ」の浸透と発展

 加工製品の信用性・差別化と質の高いブランドの確立

 ＳＩＡＡの社会的貢献・認知（化学物質の安全確認・リスク管理）

 新規会員獲得と協議会のさらなる発展



 PL ポジテジブリスト（参加メーカーシェア>80％目標）業界スタンダード

 防カビ加工製品「ＳＩＡＡ防カビ加工」の浸透と発展

 （高品質＋付加価値＝登録100製品目標）

 リスク評価を主体とした、防カビ製品認証組織としての発展

 質の高い安全情報 と わかりやすいリスク評価結果

 防カビ剤の誤使用による事故を未然に防ぐ情宣

 2020年 東京オリンピックに向け、SIAAブランドを確立

 “SIAA” 高品質ブランドとして認知されてゆく

 さらなるアジア地域への登録が進んでゆく

２０16年 防カビ委員会活動のターゲット（案）：

防カビ剤登録 15社、50製剤 （2016/2018）

防カビ加工製品 30社、100加工製品（20１6/20１８）



 防カビ剤 判定審査会の開催（防カビ剤収載の推進）
 防カビ剤・防カビ加工製品申請者へのアドバイス・支援
 リーフレット「SIAA防カビとは？」の配布し、前へ進む。

 SIAA防カビの解説（リスクアセスメント実施済みの防カビ剤）
 SIAA防カビの情報宣伝・市場へのアピール
 Q&A でわかりやすいSIAA防カビを発信する

 新しいSIAA防カビに向けてヒント・課題を提
案する
 不快なカビと快適な加工製品利用への提案
 より広範なカビへ適用の提案 など
 本自主登録 プログラムの継続的改善
 技術評価委員会防カビ分科会との協力



カビ難い基材の防カビ評価方法の検討
2014-15 2社より材料提供有（硬質プラスチック成型品等）

カケンセンターにてJIS法（変法等）で試験実施、明確な差が出な
い

 １st 防カビ委員会（メールベース検討6-7月）

JIS防カビ性能試験 A法、B法、A+B法の検討

現行方法（A法、B法）の維持

 2nd防カビ委員会（1月）

技術評価委員会の試験方法提案の検討

他業界 防カビ加工製品事故例の検証「何が良くなかったの
か？」



区分 氏名 会社・団体名
管掌役員 土屋 禎 (一財)日本食品分析センター

委員長 渡辺 茂樹 ローム・アンド・ハース・ジャパン㈱

委員 矢辺 茂昭 日本曹達㈱

委員 竹田 道弘 ㈱LIXIL

委員 前田 剛志 ㈱エム・アイ・シー
委員 櫻井 雅人 日本エンバイロケミカルズ㈱

委員 伊藤 万寿男 ㈱タイショーテクノス
委員 田内 貞敏 住化エンバイロメンタルロサイエンス㈱

委員 齊藤 博光 三愛石油㈱
委員 谷口 明男 ㈱シナネンゼオミック
委員 横田 充 大和化学工業㈱
委員 村田 仁志 ロンザ・ジャパン㈱
委員 田原 智美 北興化学工業㈱
委員 小川 美規 ローム・アンド・ハース・ジャパン㈱
委員 佐々木 秀頼 （株）野村事務所

オブザーバー 楮山 真吾 ㈱ケミクレア

オブザーバー 藤本 嘉明 ＳＩＡＡ 専務理事

事務局 平沼 進 ＳＩＡＡ 事務局長

 新しい委員のご参加を
求めています。

 防カビ加工製品メー
カー様の委員会参加
が必要です。

 より良いSIAA防カビ

加工を発信することを
目指します。



防カビ委員会


