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報告内容

2022年度SIAA委員会活動報告会

１．活動背景とニーズ、バイオフィルムとは

２．2015年度から2021年度までの取り組み

３．活動体制

４．2022年度の当初計画と活動成果概要

５．抗バイオフィルム性能の評価試験法の開発

５ー１ 評価試験法の検討

５ー２ ISO/TC６１/SC６/WG７での活動

５ー３ ISO提案中の試験方法（静置系）

６．抗バイオフィルム加工製品マークの認証制度構築に向けての検討



【活動背景①】
・SIAAマーク（JIS抗菌適合）」の運用開始（2001年8月）、抗菌試験方法の国際規格「ISO 22196」発行（2007年10月）
を受けての「SIAAマーク（ISO 22196）」の運用開始（2007年12月）、「防カビSIAAマーク」の登録開始（2014年4月）、
抗ウイルス試験方法の国際規格「ISO 21702」発行（2019年5月）を受けての「抗ウイルスSIAAマーク」の運用開始
（2019年7月）等に続く、「新機能SIAAマークの開発と検討（活動分野の拡大に向けたい活動）」として、抗バイオフィルム、
抗アレル物質をターゲットとした委員会活動を行って検討中

【バイオフィルムとは】 (2021年7月、2022年3月の兼松先生報告資料等から引用)

・異相(固液界面、液液界面、固気界面、気液界面)が接する界面に細菌によって形成される水、微生物由来の

重合物質(EPS)、微生物そのものからなる構造体(主にEPSはタンパク質、核酸、脂質、多糖などで構成される

•バイオフィルムは多くの生活/産業上の問題の原因（排水管内部のつまり、材料劣化、水回りのぬめり等）

１．活動背景とニーズ、バイオフィルムとは ①

バイオフィルム形成

付着によるマイクロコロニー形成

コンディショニン
グフィルム形成

炭素化合物

実用材料表面

細胞外重合物質(EPS)

微生物細胞

水(80%以上)

タンパク質
多糖
脂質
核酸



【活動背景②】
・微生物が産生の物質と菌体からなる集合体であるバイオフィルム（水回りに発生する“ぬめり”や“スライム”
等と呼ばれているもの）は、住環境等での台所、浴室、トイレ等でみられる「目に見える不衛生な状態」や、
空調・冷熱機器の熱交換器やクーリングタワー周りの配管の詰まりや閉塞による「循環・排水不良による
熱効率の低下」等を発生させる
⇒住環境や生活環境の場面や省エネルギーの見地等から問題となることが多いのが現状

・具体事例１；
エアコンのドレン水を受けるドレンパンや関連配管等にバイオフィルムが発生すると、ドレン水を抜く排水口や
排水ポンプが閉塞して排水できなくなり異常運転となる。１）またエアコンの熱交換器そのものにバイオフィルムが
付着すると熱交換効率が低下し省エネが図れなくなり、さらには生活環境に微生物を飛散させてしまう懸念もある
⇒これらを抗バイオフィルム仕様とすることにより、ドレン水の排水性の確保による安定した正常運転や
熱交換効率の改善が期待され、結果として省エネルギーに繋がり、また不衛生状態の改善にもつながる

1)：小沼ルミら、空調機ドレンパンにおける微生物汚染状況の確認方法に関する検討；2019年度日本防菌防黴学会年次大会講演要旨集 p46 (2019)

・具体事例２：
伝熱管の管路内における下水熱の直接利用時の熱交換量及びバイオフィルムの生成と影響表面に付着した
バイオフィルムを研究した例では、バイオフィルムの付着の影響を SUS 管で調べてみると、約半年で熱交換量が
初期状態の 70％から80％程度まで低下することを確認され、この傾向はその後ほぼ横ばいで推移することから、
バイオフィルム表層部が剥離と生成繰り返していることによるものと推察されている2）

2):麻生正、管路内における下水熱の直接利用時の熱交換量及びバイオフィルムの生成と影響；東京都下水道局 技術調査年報 -2016-,40 p180-184(2016)

この様に、バイオフィルムは我々の住環境や生活環境の場面や省エネルギーの見地からも問題になるこ
とが多く、目に見える効果 (表面へのぬめりの付着抑制・防止)により、清潔で衛生的な環境を提供する
抗バイオフィルム加工製品と、その評価試験方法の確立と標準化が望まれている

１．活動背景とニーズ、バイオフィルムとは ②



【2015年度】
•中期計画戦略委員会からの提言を受け、抗菌・防カビ・抗ウイルスに続く将来テーマとして
『バイオフィルム』に取り組むことに決定

•評価技術委員会に『バイオフィルム分科会』を設置し、有識者として鈴鹿高専の兼松教授，
生貝教授 との共同研究をスタートするとともに各種情報を収集

【2016年度】
・抗バイオフィルム性能の評価試験法を作成するための『バイオフィルム標準化委員会』発足
•バイオフィルム形成法及びバイオフィルム定量試験法の開発について，鈴鹿高専との共同研
究も併せ、基本検討を実施

【2017年度】
・『バイオフィルム標準化委員会』の中に『検討試験分科会』を設置、試験データ収集を加速
•基本条件（菌種，培養条件，接触条件，定量法）を検討
•日本防菌防黴学会年次大会で発表 （バイオフィルム形成評価に用いる試験菌の選定)
•IBRG Autumn Meeting 2017 & Biofilm Symposiumで取り組みを紹介

【2018年度】
•検討試験分科会による検討の継続（加工サンプルの評価に着手）
•静置法の基本条件（菌種，培養条件，接触条件，定量法）確定を目標
•ISO/TC61/SC6/WG7の国際会議（9/24大宮）にて①SIAAが抗バイオフィルム試験法を作成して
いること、②2019年のISO会議でWorking Draft（WD）を含めて新規提案（NP）することをプレゼン

２．2015年度から2021年度の取り組み ①



【2019年度】
・試験法の基本原理（菌種・バイオフィルム形成法/定量法等）確定
・抗バイオフィルム加工サンプルによる検討試験実施で試験条件について検討
・ISO/TC61の国際会議（9/23-27 中国）でプレゼン（日本から新規提案する試験法について紹介、

PWI（preliminary work item = NP登録期限3年）として登録された
積極参加国（エキスパート選出）としての参加を促すためのロビー活動を実施

【2020年度】・・・『バイオフィルム標準化委員会』から『バイオフィルム委員会』としての活動をスタート
・①試験法開発： ・静置系：ISO新規提案(NP)に伴うWD作成でNP提案 、ISO提案後、各国コメント

対応の試験データ収集、ISO/TC 61/SC 6/WG 7会議(10/8) でNP提案に伴うWDを説明、その後
のCD移行への投票結果も反対無し、 2021年度中のCDのDISとしての登録承認を目指し活動、

・流水系：検討試験分科会でモデル実験スタート
・②認証制度構築に向けた検討：流水系に加え、基材の違い等も考慮した試験法の検討もスタート

【2021年度】
・①試験法開発；2021年のWG7会議が延期となり先にSC6会議が2021年9月9日が開催され、

WG7会議で問題が無ければDIS投票に進むことが決定、2021年11月4日開催のWG7会議でも
異論等は無く、CDからDIS（国際規格原案）ステージに進むことが決定され、DIS投票結果への
対応を行い、2022年度にFDIS(最終国際規格案)登録を目指すことを想定

・②認証制度構築に向けた検討：流水系モデル実験に加え基材の違い等も考慮したデータ蓄積、
データばらつき低減のに向けた検討も継続

２．2015年度から2021年度の取り組み ②



2021年度SIAA委員会活動報告会

３．活動体制 ①

1．バイオフィルム委員会のメンバー
・2023年1月現在、SIAA会員の試験機関、剤メーカー、加工製品メーカーからの37名の委員、

アドバイザー2名(SIAAと共同研究を実施中の鈴鹿工業高等専門学校・名誉教授兼松秀行先生、

同名誉教授・生貝初先生)、事務局2名の計41名で活動を推進中

・委員会の中には「検討試験分科会」があり、2022年度からは「認証制度検討分科会」 も新規設置

・SIAA 技術・制度委員会の中の「国際標準化分科会」等とも連携中

２．経済産業省の国際標準化事業
・事業提案し『プラスチック製品の抗バイオフィルム評価試験方法』に採択され、 国際標準化を

目指し2020年度から3ヶ年の開発計画でFDIS(最終国際規格案) 登録を目標とし活動中

・この中には「抗バイオフィルム試験方法国際標準開発委員会」（委員長：鈴鹿工業高等専門

学校・名誉教授 兼松秀行先生）があり、経産省原課メンバー、消費者団体メンバー、バイオフィルム

委員会メンバー等、十数名の委員で規格案や各国への対応等を審議し、標準化に反映も検討中



2022年度SIAA委員会活動報告会

３．活動体制 ②

【SIAA バイオフィルム委員会のメンバー：2023年1月現在】
No. 氏名 所属

1
井須紀文
(管掌役員)

株式会社LIXIL

2

中津川 直樹
(委員長、認証制度検討分科会長)
SIAA特別会員

三菱電機株式会社

3
太田知克
(副委員長、検討試験分科会長)

一般財団法人日本食品分析センター

4
土屋 禎
(技術・制度委員会
国際標準化分科会長)

一般財団法人日本食品分析センター

5 射本 康夫 一般財団法人日本繊維製品品質技術センター (QTEC)

6 吉田 育弘 三菱電機株式会社

7 中嶋 絵里 一般財団法人日本繊維製品品質技術センター (QTEC)

8 中村 直樹 興亜硝子株式会社

9 室巻 良彦 一般財団法人ボーケン品質評価機構

10 山森 貴弘 株式会社シナネンゼオミック

11 中曽根 寿明 一般財団法人カケンテストセンター

12 水口 裕之 富士ケミカル株式会社

13 久保田 夏実 三菱電機株式会社

14 守川 彰 三菱電機株式会社

15 飯田 恵 東亞合成株式会社

16 (後任を選定中) 一般財団法人日本食品分析センター

No. 氏名 所属

17 村田 貴洋 一般財団法人ニッセンケン品質評価センター

18 梅谷 奈緒 石塚硝子株式会社

19 木村 由和 住友化学株式会社

20 石黒 斉 地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所 (KISTEC)

21 内田 眞志 株式会社タイキ

22 小俣 智子 大和化学工業株式会社

23 山内 章裕 株式会社 タイショーテクノス

24 宮崎 裕樹 大建工業株式会社

25 高原 範久 パナソニック株式会社

26 毛利 馨 株式会社LIXIL

27 中 美紗登 株式会社LIXIL

28 風見 直 三愛オブリ株式会社

29 淵上 和久 株式会社タイコー

30 江幡 一朗 住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社

31 星山 晃大 大和化学工業株式会社

32 三浦 孝博 富士ケミカル株式会社

33 佐竹 俊彦 一般財団法人カケンテストセンター

34 木原 誠一 株式会社三洋化成

35 中 雄志 株式会社総合水研究所

36 栗原 啓 株式会社LIXIL

37 中村 勤 積水化学工業株式会社

38 平沼 進 一般社団法人抗菌製品技術協議会(専務理事)

39 永田 敏幸 一般社団法人抗菌製品技術協議会(事務局長)

40 兼松 秀行 先生 鈴鹿工業高等専門学校 名誉教授

41 池貝 初 先生 鈴鹿工業高等専門学校 名誉教授



2022年度SIAA委員会活動報告会

３．活動体制 ③

【経産省国際標準化事業：バイオフィルム試験方法国際標準開発委員会委員】

氏 名 所属・役職

委員長 (中立) 兼松 秀行 鈴鹿工業高等専門学校

関係者 内藤 智男 経済産業省 国際標準課
関係者 大谷 知世 経済産業省 国際標準課
関係者 菊地 拓哉 経済産業省 クールジャパン政策課
関係者 兼松 秀行 鈴鹿工業高等専門学校
関係者 栢 英則 日本プラスチック工業連盟
消費者 佐藤 寿美 （公社）日本消費生活アドバイザー・コンサルント・相談員協会
中立 土屋 禎 （一財）日本食品分析センター
中立 太田 知克 （一財）日本食品分析センター
中立 射本 康夫 （一財）日本繊維製品品質技術センター神戸試験センター
生産者 中津川 直樹 三菱電機株式会社
生産者 大野 康晴 東亞合成株式会社
生産者 古川 誠 大和化学工業株式会社
事務局 平沼 進 （一社）抗菌製品技術協議会
事務局 永田 敏幸 （一社）抗菌製品技術協議会



2022年度SIAA委員会活動報告会

４．2022年度の当初計画と活動成果概要 ①

当初計画：達成レベル 達成成果（見込み）と計画との対比

活動内容 1．「抗バイオフィルム評価試験法」の開発
①静置系：ISO/TC 61/SC 6/WG 7)での活動継続、DIS(国際規格原案)
ステージからFDIS(最終国際機関案)登録(2023-3-31:ステージ50.00)
を目指す
1) DIS投票結果、各国コメントへの対応
2) DIS移行時の変更部の再現性リングテスト検証
3)ISO/TC 61/SC 6国際会議に出席、ロビー活動
②静置系以外：認証制度で望まれる試験法を認証制度検討分科会で抽出
し検討、検討試験分科会と連携で詳細検討の要否見極め (2022-3-31)

「計画通り」
①DIS投票終了(コメントもEditorialのみ)で全
て合意として9月の国際会議でFDISへの移行が承認され順調、
Annex掲載のRepeatability &Reproducibility用データを取得中
(最大2023年3月まで猶予有り)

②認証制度の中で望まれる試験法(静置系以外)を認証制度検討分
科会で抽出し検討中、検討試験分科会とも連携中、下記ステッ
プ１以降の中期的な検討課題として取り組む方向

2.「抗バイオフィルム加工製品の認証制度」の構築
①認証制度検討分科会を新規設置、ISO化の試験法(静置系)をベースに
新認証制度の確実な立上げに向け検討推進(2023-3-31)
1)加工製品の定義、解り易い説明等を検討/決定
2)性能の認証基準の検討/決定
3)新認証マーク管理/運用マニュアル等の基本検討
4)新認証マークとして求められる課題(安全性や寿命/性能持続性)への
対応を検討

②新認証制度で望まれる試験法(静置系以外)に関する基本検討の推進
(2023-3-31)
(検討パラメータ：基材材質、剥がし易さ、基材表面加工(防汚/撥水/平
滑性処理等)、流水系、剤徐放等との複数対策の組合せ等)

「計画通り」(認証制度検討分科会も新規設置済)
①ISO化(静置系)を受け「ステップ１(付き難さ性能からの評価
)」としてタイトだが2023年7月に認証制度スタートを想定、
2023年5月の理事会承認を目指すことを事務局とも相談し決定
1)ISOベースで形成/付着制御をベースに検討中
2)ODの減少率での基準値(〇％以下)、数段階評価等の複数案か
ら検討中
3)K08、K14，M03等、事務局と連携し改定予定
4)安全性はK7-2に加え、剤添加以外のケース等は厚生省告示第
370号等をベースに検討中

②剤添加ではなく基材材質/表面加工で除去し易くしているケー
スは無加工品や比較品、成立条件等も併せ「ステップ２」とし
て検討中
その他の流水系や合わせ技対応等は中期課題として「ステップ
３」として検討予定



2022年度SIAA委員会活動報告会

４．2022年度の当初計画と活動成果概要 ②

当初計画：達成レベル 達成成果（見込み）と計画との対比

活動内容 3．関連委員会との連携、経産省事業の活用
・ISO化関係は技術・制度委員会の国際標準化分科
会と連携、認証制度構築は安全性委員会と連携

・経産省・国際標準開発事業(プラスチック製品の
抗バイオフィルム評価試験方法に関する国際標準
化)を活用 (同「抗バイオフィルム試験方法国際標
準化開発委員会」の意見反映等)

「計画通り」
・下記活動明細等の中で、鋭意実践中

活動明細(
会議の開
催状況)

・22年度 本委員会：第1回を7/27、第2回を11/21に開催、第3回を3/6に開催予定
・22年度 検討試験分科会：第1回を5/13、第2回10/21に開催、第3回を2/3に開催予定
・22年度 認証制度検討分科会：第1回を7/19、第2回を8/22、第3回を9/22、第4回を11/7に開催
・22年度 抗バイオフィルム試験方法国際標準化委員会：第1回を8/17、第2回を12/23に開催

経 費 （ 千
円）

予算額：7,750
・研究委託: 500、・先生への交通費・謝金:
100
・会議費: 150、 ・検討試験: 7,000
(検討試験費は経産省国際標準化事業試験費
とは別、
検討試験分科会と認証制度検討分科会の検
討試験費の合計額)

決算額（見込み）
・認証制度構築検討の加速に伴う依頼増加に伴い研究委
託費は500から2000に増額予定

・他費目は「計画通り」



５．抗バイオフィルム性能の評価試験法の開発
５ー１ 評価試験法の検討 ①

１ 国内外の試験規格
・バイオフィルムに関する様々な試験規格はASTM（American Society for Testing and Materials）の
試験規格をはじめ国内外に存在するが、これらは薬剤によるバイオフィルムの除去等に関するもの
・ASTMにはバイオフィルムの形成試験法（Standard Test Method for Pseudomonas aeruginosa
Biofilm Grown、下記）として、E2647-13（Shear and Continuous Flow)、E2196-12(Medium Shear and
Flow)、E2562-12（High Shear and Continuous Flow）もあり



５．抗バイオフィルム性能の評価試験法の開発
５ー１ 評価試験法の検討 ②

１ 国内外の試験規格 (続き①)

１）ASTM E3151
・規格タイトルは「Standard Test Method for Determining Antimicrobial Activity and Biofilm

Resistance Properties of Tube, Yarn, or Fiber Specimens」で、表皮ぶどう球菌(Staphylococcus
epidermidis ATCC35984)を用いた試験規格、試験管での弱い振とう培養により、糸やチューブの
微小サンプルを対象とした抗菌効果とバイオフィルム抵抗性を同時に評価する試験方法

２）ASTM E3161
・規格タイトルは「Standard Practice for Preparing a Pseudomonas aeruginosa or 

Staphylococcus aureus Biofilm using the CDC Biofilm Reactor」5で、CDCバイオフィルムリアクタ
を用いた緑膿菌(Pseudomonas aeruginosa ATCC15422)または黄色ぶどう球菌(Staphylococcus  
aureus ATCC6538) の調製の実施手順

３）JIS T5111
・規格タイトルは、歯科－歯科用ユニット給水管路内バイオフィルム処理の試験方法で、ISO 16954
の同等和訳版

2022年度SIAA委員会活動報告会



５．抗バイオフィルム性能の評価試験法の開発
５ー１ 評価試験法の検討 ③

１ 国内外の試験規格 (続き)

・試験規格そのものではないが、厚生労働省健康局の
2015年3月31日付の通知（健衛発0331第9号）「特定建
築物に係る個別管理方式の空気調和設備の加湿装置
及び排水受け点検等について」の中では『加湿装置及
び排水受けについレジオネラ属菌等を含むスライム、
カビ等の汚れを検知するセンサーがついている場合に
は、常時センサーが汚れを確認していることから、
このことをもって、月１回の点検を実施しているとみなす
こととする。』と記されており、バイオフィルム等を検知
するセンサーについて厚生労働省からの通知として明確
に言及

2022年度SIAA委員会活動報告会



５．抗バイオフィルム性能の評価試験法の開発
５ー１ 評価試験法の検討 ④

２ バイオフィルム形成評価試験に供する菌の検討

･本委員会では、実際のエアコンのドレンパン汚染サンプルの菌相解析で確認された菌種やASTM
の試験規格で用いられている菌種の中から、バイオフィルム関係の既往研究文献4)等の情報も
参考に、バイオフィルム形成評価に用いる試験菌の選定に向け検討5)

４）：GORDON D. CHRISTENSEN et al. ; Journal of Clinical Microbiology, Dec 1985, 996-1006
５）：堀内智博、生貝初ら、バイオフィルム形成評価に用いる試験菌の選定；平成29年度第44回 日本防菌防黴学会年次大会講演要旨集 p89 (2017)

３ バイオフィルム形成評価に用いる試験法の検討

・本委員会では、バイオフィルム形成評価に用いる試験菌を絞り込みつつ、まずは密閉系にて
単一菌種で静置法での試験法の確立に向けスタート
・試験菌を用いて静置法での培養で試験片へバイオフィルム形成させ、クリスタルバイオレットによる
染色6)を行い、水溶性不織布を用いて試験面を拭き取り、完全溶解させた後、吸光度（波長 570nm）
を測定しバイオフィルムを定量する方法を基本として、精度や再現性等も含め詳細な検討実施

６）：兼松秀行ら、材料表面上に形成されるバイオフィルムのクリスタルバイオレット染色とその定量化について；表面技術強化 第142回講演大会要旨集
p114（2020）

2022年度SIAA委員会活動報告会



５．抗バイオフィルム性能の評価試験法の開発
５ー２ ISO/TC６１/SC６/WG７での活動 ①

・「ISO化を目指した試験法の開発」として委員会で検討中の静置系での試験については、
本委員会の太田副委員長がリーダー、射本管掌役員がエキスパートとなり、2020年5月に、
ISO/ TC61/ SC6/（プラスチックの老化、耐薬品性、耐環境性に係るプラスチック共通の
試験方法に関する規格を担当）/ WG7（一般的標準分野：プラスチックへの微生物作用の
試験法他）へのNP(新作業項目)提案を行い、併せてWD(作業原案)も提出
・投票の結果、賛成12ヶ国、反対0となり、積極的参加5ヶ国も確保でき、新規プロジェクトと
して登録されました。2020年10月の国際会議(Web)では、WG Consultationを行いCD（委員
会原案）段階に進むことが承認され WG Consultationの結果、賛成16、反対0、WD に
対するコメント無しとなり、CD投票へ移行
・CD投票時のドイツからのコメントに対して検討試験も実施、試験片の設置方法や染色後
の洗浄方法等を変更し、DIS案に反映（ドイツからのコメントへは全て「Agree」）
・2021年のWG7会議が延期となり先にSC6会議が2021年9月9日が開催され、WG7会議で
問題が無ければDIS投票に進むが決定

・2021年11月4日開催のWG7会議でも異論等は無く、CDからDIS（国際規格原案）
ステージに進むことが決定され、DIS投票結果への対応を実施
・DIS投票終了(コメントもEditorialのみ)で全て合意として2022年9月の国際会議でFDISへ
の移行が承認され順調、Annex掲載のRepeatability &Reproducibility用データを取得中

(最大2023年3月まで猶予有り) 2022年度中にFDIS(最終国際規格案)登録を目指します



５．抗バイオフィルム性能の評価試験法の開発
５ー２ ISO/TC６１/SC６/WG７での活動 ②

期限
2023/8/11



【試験菌の調整（前培養）】
・Staphylococcus epidermidis ATCC 35984
・培地：1/5TSB(BBL又はBacto)、培養時間：48時間

５．抗バイオフィルム性能の評価試験法の開発
５ー３ ISO提案中の試験方法（静置系） ①

①試験片(3 ×3 cm)を試験菌液(1/5TSB)の入った容器に設置

→②35℃で48時間培養→③精製水で洗浄後、0.1%クリスタルバイオレット水溶液で染色

→④クリスタルバイオレット水溶液を取除き、再度精製水で洗浄

【試験片へのバイオフィルム形成及びクリスタルバイオレットによる染色】

2022年度SIAA委員会活動報告会



５．抗バイオフィルム性能の評価試験法の開発
５ー３ ISO提案中の試験方法（静置系） ②

【バイオフィルムの定量】

⑤～⑧: 水溶性不織布を用いて試験面を拭き取り、1%SDS水溶液に溶解

完全に溶解させた後、吸光度(波長590nm)を測定

無加工試験片の吸光度と加工試験片の吸光度から次式で抗バイオフィルム活性値(%)求め評価

R = (1 − Wtreated/Wuntreated) ×100

R : 抗バイオフィルム活性値、Wtreated : 48時間後の加工試験片の570nmでの吸光度の平均値、

Wuntreated : 48時間後の無加工試験片の570nmでの吸光度の平均値

【評価】

2022年度SIAA委員会活動報告会



５．抗バイオフィルム性能の評価試験法の開発
５ー３ ISO提案中の試験方法（静置系） ③

【CD→DISでの変更点②：試験片の設置】

・試験片の設置方法を試験容器に直接貼り付ける操作から、ガラス板に張り付けた後、
容器に設置する操作に変更

【CD→DISでの変更点①：試験菌の調整(前培養) 】

・ISO20743 (8.1.1.2)を参考に試験菌の前培養法を変更

1/5 TSB に試験菌を接種し、35℃，18～24 時間、静置培養

1/5 TSB を100ｍL 容量の三角フラスコに20ｍL 入れ，試験菌を接種し、
35℃、18～24 時間振盪培養(振盪速度110rpm、振幅3 cm(水平振盪)) 

2022年度SIAA委員会活動報告会



５．抗バイオフィルム性能の評価試験法の開発
５ー３ ISO提案中の試験方法（静置系） ④

【CD→DISでの変更点③：染色後の洗浄方法 】
・試験片の染色後の洗浄方法を静置状態で精製水を入れ替える操作から、
精製水に漬け込み手動で振盪する操作に変更

培養液又はクリスタルバイオレット水溶液をピペットで
取り除いた後、精製水20mL を静かに入れ 60rpm で
1 分洗浄後精製水をピペットで抜く操作を3 回繰り返す ガラス部分をピンセットで固定し、200mL 容量の精製水へ垂直

(縦)に入れ、過剰な菌体又は染色液を除くため、2 秒 1 往復
（3 ㎝）で 5 回程度手動にて揺らし引き上げる。この操作は 1 回
とし、水は試験片毎に新しいものを用いる

【CD→DISでの変更点④：吸光度の測定波長 】

・吸光度の測定波長を 570nm からクリスタルバイオレットの極大吸収波長の 590nm へ変更

2022年度SIAA委員会活動報告会



１．認証制度の目標スタート時期と機能範囲拡大の仕方
・ISO化(静置系)の期限（2023-8-11）を鑑みて、まずはステップ１として迅速にスタートさせ確実に立上げ
・ステップ１の後はステップ２等、望まれる適用範囲について拡大を検討、マークの普及/展開推進を目指す

【目標スケジュール(ステップ１)】
・2023年5～6月頃：経済産業省国際標準課へ説明

(関連団体(学協会)や関連省庁/自治体等への示し/インプットは、上記原課の見解次第)

２．ステップ１

１）抗バイオフィルム加工/加工製品の定義、バイオフィルムの解り易い説明等の検討/決定
・対象製品等、まずはISO化(静置系)に合わせ「バイオフィルムが付き難い」から検討、

バイオフィルムの解り易い説明も併せ検討

【表示関係】 抗バイオフィルム加工/加工製品⇒定義で詳しく解説する形

【定義関係】 ISOでの定義『抗バイオフィルム：バイオフィルムの形成/付着を制御すること』

（①付着性：バイオフィルムが付き難い、 ②離脱性：バイオフィルムが落ち易い）

をベースに検討

６．抗バイオフィルム加工製品マークの認証制度構築に向けての検討 ①

2022年度SIAA委員会活動報告会



【２．ステップ１の続き】

２）(剤添加だけでなく)基材材質、基材表面加工(防汚/撥水/平滑性等)により、バイオフィルムの
形成/付着を制御しているケースの性能試験の規格化

（その際の「成立条件」、「無加工品」や「比較品」についての考え方も含め）

３）抗バイオフィルム性能の認証基準の検討/決定
・これから市場に出てくるもの等からも検討要が課題、防カビと同じくビジュアル含め見えたらアウトも課題

⇒基材材質(プラスチック)でのばらつき低減も図りつつ、上記視点から総合的な検討予定

【性能基準（下記視点等で複数案から検討）】

・基準値〇％、・色の差異（目視）からは６割位であれば、明らかな差異？、・5～6段階評価

【検討課題等】

①無加工品で一定量付着していることを成立条件にするか

（そもそも無加工品が付着しにくい場合も有り、標準試験片を置くか等・・）

②添加剤の有/無、撥水加工の有/無、表面ツルツル加工、加工は同じでコーティング剤が異なる場合等・・

⇒パターン別に想定要、既に実環境データで用いられている基準等があれば参照し検討予定

６．抗バイオフィルム加工製品マークの認証制度構築に向けての検討 ②
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【２．ステップ１ の３）【検討課題】の続き】

③表面ツルツル加工（表面状態を物理的に変える加工）に関しては、比較を何に設定するのか検討予定
⇒金属なら工業製品の表面粗さを表すパラメータ Ra＊を指標とできそうだが、プラスチックは難しそう

（各メーカーの基準等も参考） ＊Ra:対象物表面からランダムに抜き取った各部分における算術平均粗さ、μm

４)新認証マークとして求められる課題(安全性や寿命/性能持続性)への対応（安全性委員会と連携）

【安全性】
①添加剤添加：『品質と安全性に関する自主規格(K7-2)』の表 7「 抗菌剤、抗ウイルス加工剤または
業務用除菌膜施工剤の安全性基準」の「急性経口毒性、皮膚一次刺激性、変異原性、皮膚感作性」
をベースに検討し決定
②添加剤添加をしない基材表面加工(防汚/撥水/平滑性等)等：厚生省告示第 370 号『食品容器に
関する溶出試験』をベースに検討し決定

【寿命/性能持続性等】

・中期課題の流水系等（後述の４．ステップ３）との絡みもあり、同様に中期課題として追って検討予定

６．抗バイオフィルム加工製品マークの認証制度構築に向けての検討 ③
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４）新認証マークに関係する規定/試験法/運用マニュアル等の策定と規定/規格化

まずは製品 表面での生成抑制を想定し認証スタートまでに決定し、規定/規格/マニュアル化

*【以下、ステップ２以降】

３．ステップ２
・(剤添加だけでなく)基材材質、基材表面加工(防汚/撥水/平滑性等)により、バイオフィルムを
除去(剥がし)易くして対策しているケースの試験法
（その際の「無加工品」や「比較品」についての考え方も含め）

４．ステップ３
・ステップ１、２以外、流水系や複数の対策をしている等、その他のケースの試験法
（その際の「成立条件」、「無加工品」や「比較品」についての考え方も含め）

６．抗バイオフィルム加工製品マークの認証制度構築に向けての検討 ④
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抗バイオフィルム加工

2022年度SIAA委員会活動報告会

COMING SOON！


