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本日の内容

１．準備委員会発足の背景と概要

２．抗アレル物質に関する各業界の動きについて

３．抗アレル物質加工製品の市場性について

４．抗アレル物質評価試験法の検討状況について

５．まとめと今後の活動について



１．準備委員会発足の背景と概要



１-１．準備委員会発足の背景
i. スギ花粉等による花粉症や、ダニ等が原因のアレルギー性

疾患に悩む人が近年急増し深刻な問題となっている。厚生
労働省の調べでは日本国民に2人に1人が何らかのアレル
ギー症状を罹患している。家電メーカー各社も空気清浄機
や掃除機等アレルギー対策品を製品化している。

ii. SIAA会員である薬剤メーカー数社も抗アレル物質剤を開発し、
市場に投入している。

iii. 現時点で規格化された試験方法及び評価基準もなく各社ま
ちまちである。

➢ この状況に鑑み、SIAAにて新たに標準化試験方法を策定し、
SIAAの社会的プレゼンスの向上となるべく検討を行う。



１-２．準備委員会の概要
（１）委員会のメンバー

製品メーカー 9社 10名

薬剤メーカー 5社 8名

試験機関 4社 6名

SIAA事務局 2名

18社 26名

（２）活動内容

抗アレル物質試験方法の検討

抗アレル物質加工製品の市場性調査検討



２．抗アレル物質に関する
各業界の動きについて



２．抗アレル物質に関する各業界の動き
i. 一般社団法人 繊維評価技術協議会（SEK）

⚫ 2019年度より経産省産業標準化推進事業委託費テーマ

「繊維製品上の花粉由来タンパク質等の測定方法に関する国際標準化」

i. 花粉問題対策事業者協議会（JAPOC）

⚫ JAPOCが制定した規格を満たした製品・用品に付与される認証マー
クを運用

ii. NPO法人 日本アトピー協会

⚫ 日本アトピー協会推薦品マーク認証制度を運用

※それぞれのマークはそれぞれの団体のHPより引用

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5ut_m_LDiAhUyyosBHZctDXkQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.sengikyo.or.jp/cmsdesigner/dlfile.php?entryname%3Dsek%26entryid%3D00004%26fileid%3D00000017%26/JEC301%20SEK%A5%DE%A1%BC%A5%AF%C1%A1%B0%DD%C0%BD%C9%CA%C7%A7%BE%DA%B4%F0%BD%E0%20190401.pdf&psig=AOvVaw1W8WqPVvOTkEr8hXW8p1Og&ust=1558677621230845


３．抗アレル物質加工製品の
市場性について



それぞれの製品に対しては独自の試験方法が用いられ、統一した試験方法が求めれている。

３-１．抗アレル物質加工製品の市場（マップ）

株式会社LIXIL

アレルピュア タイル
出典：LIXILHP HP

ニトリ株式会社
カーテン

出典：ニトリHP

パナソニック株式会社
フローリング

出典：パナソニックHP

株式会社サンゲツ
壁紙

出典：サンゲツHP

フマキラー株式会社
アレルシャット

出典：フマキラーHP



生活の中で花粉由来タンパク質に対応した様々な製品

それぞれの製品に対しては独自の試験方法が用いられ、統一した試験方法が求めれている。

現在、想定される市場規模 7000億円以上（潜在市場含む）



３-２．抗アレル物質加工製品の市場性
（アンケート結果集計）

◼調査目的 ：「抗菌」「SIAAマーク」の認知度・認知経路・ニーズ及び、
アレルギーの有無や、アレルギー抑制商品への要望を調査することで、
今後の訴求に向けた基礎資料とする。

◼調査対象 ：マクロミルモニタ 20-69歳の男女

◼調査地域 ：全国

◼調査方法 ：インターネットリサーチ

◼調査時期 ：2022年3月22日～3月23日

◼有効回答数 ：2,062サンプル

20代 30代 40代 50代 60代

163 203 239 199 228

20代 30代 40代 50代 60代

157 199 235 200 239

男性

女性

アンケート 調査概要



３-２．抗アレル物質加工製品の市場性
（アンケート結果集計）

Q11 あなたご自身もしくは同居しているご家族のうち、アレルギー※(花粉・ダニ・ネコ・ハ
ウスダスト)にお困りの方はいらっしゃいますか。
※ここでは、食品アレルギー・金属アレルギーは含まずにお答えください。

• アレルギー保有者：約58% そのうち困っている方は約30%
• 厚生労働省の調べでは国民の二人に一人がアレルギー様症状を有していることを同等の回

答を得た。



３-２．抗アレル物質加工製品の市場性
（アンケート結果集計）

Q13 以下の商品のうち、アレルギー反応の原因になる物質を抑制する機能を持っている場合に
あなたが欲しい・必要と感じる商品をすべてお選びください。

• この設問を基に抗アレル物質機能製品の要・不要を

集計すると74.5%が何らかの抗アレル物質機能製
品を『欲しい・必要』と考えていることがわかる。

• 過半数が『欲しい・必要』と感じていることから抗
アレル物質機能製品のニーズは非常に高いものと考
えられる。

必要（75.5％）

不要（25.5%）



３-２．抗アレル物質加工製品の市場性
（アンケート結果集計）

Q13 以下の商品のうち、アレルギー反応の原因になる物質を抑制する機能を持っている場合に
あなたが欲しい・必要と感じる商品をすべてお選びください。

⚫ 抗アレル物質機能製品の要否をアレルギー保有の有無での比較

• アレルギー保有者では80%以上、
アレルギー非保有者では60%以上
が抗アレル物質機能製品を必要としている。

• アレルギーの保有に関わらず、

過半数が抗アレル物質機能製品を
『必要・ほしい』ことがわかる。



３-２．抗アレル物質加工製品の市場性
（アンケート結果集計）

Q15 あなたは、アレルギー反応の原因になる物質を抑制する機能を持った商品がある場合、国
際的あるいは国内で統一された試験規格や効果の有無を判定できる基準が必要だと感じま
すか。

• 統一された試験方法のニーズとして
は68%と過半数を占めている。

• 過半数の方が統一試験方法は必要で
あるとの認識であり、



３-２．抗アレル物質加工製品の市場性
（アンケート結果集計）

Q15 あなたは、アレルギー反応の原因になる物質を抑制する機能を持った商品がある場合、国
際的あるいは国内で統一された試験規格や効果の有無を判定できる基準が必要だと感じま
すか。

⚫ 統一された試験方法が要否のうち、アレルギー保有の有無での比較

• アレルギー保有者では70%以上、
アレルギー非保有者では60%以上が
統一試験方法を必要と考えている。

• アレルギーの保有に関わらず、

過半数が統一した試験方法を必要
としていた。



３-２．抗アレル物質加工製品の市場性
（アンケート結果集計）

◆ アレルギー保有者は約58%と半数以上で、その中で困っているのは約30%程度

◆ 抗アレル物質加工製品のニーズ
➢ アレルギー保有者では80%以上、アレルギー非保有者では60%以上が抗アレル物質

機能製品を必要としている。
➢ アレルギーの保有に関わらず、 過半数が抗アレル物質加工製品を『必要・ほしい』で

あった。

◆ 統一試験方法のニーズ
➢ アレルギー保有者では70%以上、アレルギー非保有者では60%以上が統一試験方法

を必要と考えている。
➢ アレルギーの保有に関わらず、 過半数が統一した試験方法を必要としていた。

◆ 抗アレル物質加工製品及び統一試験方法のニーズはアレルギーの有無に関わらず、高い
ニーズがあることが確認できた。

◆ 抗アレル物質加工製品の市場規模について調査継続中（想定では7000億円以上）。



４．抗アレル物質評価試験法の
検討状況について

（複数の評価方法についての検証）



４．抗アレル物質評価試験法の検討状況
◆ 手合わせ試験概要
⚫ 目的

✓ 抗菌試験や抗ウイルス試験に使用されているフィルム密着法が抗アレル物質の評価方法でも
適用できるかを検証

✓ 準備委員会で協議し、立案された各種試験方法の検証（対象：フィルム密着法）
✓ 各種評価方法についての測定値のバラツキやアレル物質の回収率を確認
✓ 薬剤加工品の効力を各種評価方法で確認

⚫ 評価試料
ポリエチレン製の樹脂板（ブランク、薬剤加工品）

⚫ 実施機関
抗アレル物質準備委員のうち、実施可能な機関

製品メーカー 1社
薬剤メーカー 4社
試験機関 3社 合計8社

⚫ 測定対象：スギ花粉アレル物質 Cry j 1



４．抗アレル物質評価試験法の検討状況

◆ 手合わせ試験 検証した試験方法
✓ フィルム密着法：評価試料の上にアレル物質液を滴下し、

さらにフィルムをかぶせる

✓ サンドイッチ法：評価試料の上にアレル物質液を滴下し、
さらに評価試料をかぶせる

✓ 保持枠法：評価試料の上にＯリングを置き、
その中にアレル物質液を滴下する

✓ 浸漬法：チャック付きポリ袋に評価試料を入れ、
さらにアレル物質液を滴下する



４．抗アレル物質評価試験法の検討状況

◆ 手合わせ試験 結果
⚫ 4種類の試験方法での検証

✓ 各種試験方法ともに大きなバラツキもなく、回収率も高い結果で
あった。

✓ 加工品の効力も十分に評価できた。

✓ 評価試料とアレル物質液の接触状況や作業面など各試験に合った
試験条件設定が必要である。

◆上記の結果よりいずれの試験方法でも統一試験方法
の制定は可能と判断された。



５．まとめと今後の活動について



５-１．まとめ

◆ 抗アレル物質加工製品の市場性について
⚫ 製品マップとアンケート調査より抗アレル物質加工製品
のニーズが高いと判断できた。

◆ 抗アレル物質評価試験法の検討状況について
⚫ 4種類の試験方法にて検証を進めた結果、各試験方法に
あった条件設定を行うことで統一試験方法の制定が可能
と判断した。



５-２．今後について

◆ 抗アレル物質加工製品の市場性について
⚫ 抗アレル物質加工製品の市場規模について調査し、マーク制度
の必要性について最終判断し、委員会として活動開始。

◆ 抗アレル物質評価試験法の検討状況について
⚫ 検証した4種類の試験方法の絞り込み
⚫ マーク制度に必要な試験方法とその条件について検証
➢ 対象アレル物質の範囲
➢ 合格基準

◆ その他
⚫ マーク制度制定に向けた協議（規格やメーク表示の名称）



ご清聴ありがとうございました
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