
Z2801 では抗菌活性を数値化した抗菌活性値が 2.0 以上であれば抗菌

効果があると規定されております。基準となる抗菌活性値 2.0 以上とは、抗

菌処理のなされていない無加工品の菌数と、抗菌処理されている加工品の菌

数をそれぞれ測定し、抗菌処理されている加工品の菌数が抗菌処理されてい

ない無加工品の菌数より 2桁以上減少したことを意味しています。

（＊）JIS 日本工業規格　Z2801

Z2801 は、抗菌性試験方法で定められている試験法です。

試験に用いる細菌は、大腸菌と黄色ブドウ球菌を使いデータを取得いたしました。

培養時間 試験片
試験片 1㎠
当たりの生菌数 抗菌活性値

接種直後 対照

対照

1.7ｘ10⁴

1.9ｘ10⁵24 時間

試料 <0.63 4.4

－

－

培養時間 試験片
試験片 1㎠
当たりの生菌数 抗菌活性値

接種直後 対照

対照

1.1ｘ10⁴

1.3x10⁵24 時間

試料 <0.63 4.2

J IS Z 2801: 2010 「抗菌加工製品一抗菌性試験方法・抗菌効果」に準拠し以下の条件で試験を行った。
試験菌： Staphylococcus aureus NBRC 12732
試験菌液の接種量： 0. 4mL
試 験 菌 液 の 生 菌 数 ：3. 9X 10 5 / mL
被膜フィルムの種類： ポリプロヒ°レン
被膜フィルムの大きさと形状：4 0mm角の正方形
被膜フィルムの厚み： 6 Oμm

－

－

■黄色ブドウ球菌

■大腸菌

JIS Z 2801:2010 「抗菌加工製品ー抗菌性試験方法・抗菌効果」に準拠し以下の条件で試験を行った。
試験菌： Escherichia coli NBRC3972

試験菌液の接種抵： 0. 4mL
試 験 菌 液 の 生 菌 数 ： 7. 2X 105/ mL
被膜フィルムの種類： ポリプロピレン
被膜フィルムの大きさと形状：4 0mm角の正方形
被膜フィルムの厚み：6 Oμm

JIS 日本工業規格　Z2801 について



BA-CLEAN の特徴　

検査機関：（財）日本食品分析センター

ノロウィルス
BA-CLEAN のウィルス感染 測定結果

試験ウィルス

ネコカリシ

ウィルス

対照

検体

1 og TDID50/mL

開始時 15 秒後

5.7 〈1.5

検査機関：（財）日本食品分析センター

検査機関：（株）環境科学研究所

一般食中毒菌

消臭効果

試験菌

カンピロバクター

O-157･大腸菌類

サルモネラ

黄色ブドウ球菌

腸炎ビブリオ

対照

検体

生菌数（/mL）

開始時 15分後

3.7x10⁷

9.7ｘ10⁵

7.5ｘ10⁵

6.7ｘ10⁵

4.1ｘ10ｘ⁵

〈100

〈10

〈10

〈10

10

BA-CLEAN の生菌数 測定結果

ウィルス感染価測定により、ノロウィルス

が 15秒以内に死活し、99.9％除菌効果が

認められました。インフルエンザウィルス

やコロナウィルス等にも同様の効果が認め

られました。

ウィルス感染価測定により、カンピロバク

ター、腸炎ビブリオ、サルモネラ、大腸菌

（O-157）、黄色ブドウ球菌などの食中毒菌

に対して、99.9％の除菌効果が認められま

した。

99.9％除菌

99.9％除菌

消臭剤効果検証により、悪臭物質に対し

て非常に高い消臭効果が認められました。
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■BA-CLEAN 皮膚一次刺激性試験
検体について， OECDGuideline for the Testing of Chemicals 404(2002)に準拠しウサギを
用いる皮膚一次刺激性試験を行った。

その結果，除去後1時間に全例で非常に軽度～はっきりした紅斑が見られたが， 48時間まで
に消失した。

ISO 10993-10 Biological Evaluation of Medical Devices-Part 10(2010)に従って求めた
一次刺激性インデックス(P.I. I.)は0.1となった。

以上のことから，ウサギを用いる皮膚一次刺激性試験において，検体は「無刺激性」の範疇
に入るものと評価された。

検査機関：（財）日本食品分析センター

無刺激性

上記の皮膚一次刺激性試験の結果、BA-CLEAN は「無刺激性」

と診断されました。

■ウサギにおける一次刺激反応のカテゴリー

反応カテゴリー　  P.I.I

無刺激性     0 ～ 0.4

弱い刺激性    0.5 ～ 1.9

中等度の刺激性   2 ～ 4.9

強い刺激性    5 ～ 8

皮膚一次刺激性試験



■試験目的

BA-CLEAN 原液 (0.2% 相当）の抗鳥インフルエンザウイルス効果を有するか否か検討を加える。

■研究機関

京都産業大学　インフルエンザ研究センター

■試験材料

1、被験サンプル

・BA-CLEAN 原液 (0.2% 相当）

2、使用ウイルス

低病原性鳥インフルエンザウイルス AJ コハクチョウ／島根 /499/83(H5N3) 株を用いた。

このウイルス株はヒナに継代することによって高病原性を獲得することを確かめている。

このウイルスを 10日齢の発育鶏卵の尿膜腔内に接種し 35℃で 48時間培養した後、漿尿

液を採取し、ウイルス液とした。本試験に供したウイルスは、50%鶏卵感染価 (EID50) 

を算出後試験に用いた。

3、使用鶏卵

10日齢の SPF 発育鶏卵を用いた。栃木県那須郡の青木種鶏場から有精卵を導入し、本研

究センターで孵卵させ、10日齢に達した時点で実験に供した。

【試験内容】

1、BA-CLEAN の H5亜型鳥インフルエンザウイルスに対する不活化効果を調べる。

2、有機物存在下における BA-CLEAN の H5亜型鳥インフルエンザウイルスに対する不活化

効果を調べる。

抗鳥インフルエンザ活性に関する検証実験
BA-CLEAN の抗鳥インフルエンザウィルス効果



■試験目的
BA-CLEANについて抗コロナウイルス効果を有するか検討を加える。

■試験材料
1．被験サンプル
BA-CLEAN原液(0.2%相当）

２．使用ウイルス
鶏伝染性気管支炎ウイルスKU株を使用した。
このウイルス株を10日齢の発育鶏卵の尿膜腔内に接種し、35℃で6日間培養した後、漿尿液を採取
し、ウイルス液とした。本試験に供したウイルスは、50%鶏卵感染価(EID50) を算出後試験に用いた。

3．使用鶏卵
栃木県那須郡の青木種鶏場からSPF発育鶏卵を導入し、本研究センターで孵卵させ、8日齢に達した
時点で実験に供した。

■試験内容
BA-CLEANのコロナウイルスに対する不活化効果を調べる。

抗コロナウィルスに関する不活化効果 検証実験



■試験方法

BA-CLEAN原液および原液をリン酸緩衝生理食塩水(PBS)にて10倍に希釈した液を被検液とした。

4．被験液のそれぞれに等量のウイルス液を混合し、10分間室温で静置し反応させた。

被験液の代わりにPBSとウイルス液を混合し同様に反応させた液を陰性対照とした。

5．反応後、PBSにて反応液を10倍段階希釈し、希釈毎に4個の8日齢発育鶏卵の尿膜腔内に段階希

釈液をO.lmLずつ接種した。

35℃で9日間、または鶏胚が死亡するまで培養した後、開卵し鶏胚の矮小化の有無によってウイル

ス増殖を判定した。残存ウイルスカ価はReedand Muenchの方法によりElD50を算出した。

【試験結果】

初めに原液被駿液と10倍希釈被験液のコロナウイルスに対する不活化効果を調べた。

その結果、原液においてウイルスカ価を約200分の1に減少させる効果が一部で観察された。一方、

10倍希釈液では陰性対照と差が無く、不活化効果は認められなかった。この結果から原液について

はさらに試験を繰り返し、以下の結果を得た（表1)。これらの結果より被験液は、原液においてウイル

スカ価を約1000分の1に減少させることが確認された。

■(表1)BA-CLEANのコロナウイルスに対する不活化効果

試険サンプル       第1回  第2回

BA-CLEAN原液      2.7*   2.5

試験ウイルス陰性対照     6.0   5.3

＊：残存ウイルスカ価(log10EID5o/O.lmL)

■結論

BA-CLEANが、原液においてコロナウイルスに対し、不活化効果を有することが判明した。

抗コロナウィルスに関する不活化効果 検証実験



･ノロウィルス、一般食中毒菌に対して高い除菌作用が認められた。

･皮膚一次性刺激試験によりBA-CLEANは「無刺激」と認められた。

･抗鳥インフルエンザ検証実験、コロナウィルス不活化検証実験
の結果からウィルスに対する高い除菌作用が認められた。

・次亜塩素酸ナトリウムは有機物(NB培地）により抗菌作用が
損なわれるのに対し、BA-CLEAN水溶液は有機物(NB培地）を
加えても抗菌作用が維持された。

ここまでの研究データからみる BA-CLEAN　まとめ

pH1 pH7 pH14

酸性 中性 アルカリ性

■BA-CLEAN　pH（ペーハー）テスト

 BA-CLEAN の pH値を実際に下の試験紙にてご確認ください。

右の pH試験紙を取り外し BA-CLEAN を

吹き付けてください。

アルカリ性をご確認いただけます。


