
1

セラミック系抗菌抗ウイルスコーティング
FOC No.3500 Type:ABV
製品説明資料

特許第6792896号
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抗菌の必要性①

抗菌/抗ウイルスとは・・・

⚫抗菌とは、細菌/かび/ウイルスを含めた生活環境中の悪玉微生
物（細菌・かび）の増殖抑制やウイルス数を減少する機能を付与
することと定義している。

⚫殺菌や除菌のように、殺滅したり取り除く効果ではなくて、ウイル
スの数を減少することで細菌やかびの増殖を阻害し、ウイルスや
微生物が住みづらい、快適な生活環境を構築することを目的とし
ます。

⚫特にウイルスは宿主細胞内でのみ増殖し、一般的な環境下では
比較的長時間活性を維持することが確認されています。
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抗菌の必要性②

新型コロナウィルスの環境下での生存期間

・空気中 (咳の飛沫で空気中に拡散した場合) : 3時間

・銅の表面 : 4時間

・段ボールの表面 : 24時間

・プラスチックの表面 : 2〜3日間

・ステンレスの表面 : 2〜3日間

[ 3/20 AFP ] : 米疾病対策センター (CDC) とカリフォルニア大学ロサンゼルス校、プリンストン大学の研究
チームが米医学雑誌「ニューイングランド医学ジャーナル」に発表したデータより転用。

事前に「抗菌・抗かび・抗ウイルス」加工を行い、衛生的な生活環境を
準備する事は非常に有効な方法である。
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アルコール等での除菌作業の課題点

●除菌の手間
使う毎に除菌をしなければならず、その都度労力が
かかる

●効果は除菌した瞬間だけ
一度除菌しても、誰かが触ればまた細菌やウイルス
が付着する可能性がある

「瞬間的な除菌」から「継続的な抗菌」が必要
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抗菌抗ウイルス塗料「FOC No.3500 Type:ABV」

⚫ 無機系ガラスコーティング剤をベースに、細菌・かび・ウイ
ルスに対し、増殖抑制、増殖阻害、不活性化させる特殊
なアンモニウム塩化合物を配合した、抗ウイルス/抗細菌
の機能を有するコーティング剤です。

⚫ 従来のスプレー式抗菌薬剤製品やウェットティシュ・タイプな
どの抗菌製品とは異なり、既存の物に対しその施工面に極め
て長い持続性能を有する強靭な抗菌塗膜を任意で付与する
事が可能です。

⚫ 硬化塗膜は、撥水撥油性 / 離型性 / 屋外使用時の耐候性
/ エタノール等の対各種耐薬品性能を有します。

塗装タイプ / 拭き上げタイプ の2種類ラインナップしています。
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特殊アンモニウム塩抗菌剤

特殊アンモニウム塩抗菌剤について

弊社技術顧問である 髙麗寛紀博士（徳島大学名誉

教授）が監修のもと開発されたコーティング剤。

安全性が高く、ウィルスや細菌 / 真菌に対して増殖を

阻害し、ウイルス数を減少

します。
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セラミック塗膜中に、特殊アンモニウム塩化合物が配列させた構造

抗菌抗ウイルスのメカニズム ①

特殊アンモニウム塩化合物

セラミック塗膜
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新型コロナウィルスはインフルエン
ザウィルスと同じくエンベロープ膜を
有します。

左図は当該塗料に含まれる特殊ア
ンモニウム塩化合物がインフルエン
ザウィルスを不活性化させる図です。

特殊アンモニウム塩化合物がエンベ
ロープ膜やカプシドを破壊し不活性
化 (ウイルス数を減少) させます。

新型コロナウィルスにも有効である
データを取得しています。

抗菌抗ウイルスのメカニズム ②

ウイルスの構造

エンベロープウイルス
・インフルエンザウイルス
・新型コロナウイルス など

ノンエンベロープウイルス
・ノロウイルス など

エンベロープ膜

核酸

カプシド
（タンパク質の殻）

特殊アンモニウム塩抗菌剤が エンベロープ膜、
カプシドを破壊し、不活性化させる。
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積極的な感染予防策

まずはドアノブから! 積極的な予防策を!!

マスクを付ける事。咳エチケット。まめに手洗いをする事。そして時々
アルコールで手を消毒する。これらが今まで出来る予防対策ですが、
抗ウィルス / 抗菌コーティング剤で積極的な予防策を取る事が可能で
す。

まずは、身の回りのドアノブに塗布して抗菌環境の構築を!!
その後、屋内の不特定多数の人が触れる場所 ( エレベーターのボタ
ン / 電気のスイッチ / 各タッチパネル / 水道周り / トイレ周辺 / テー
ブルや椅子の座面 / 各種手すりや吊革等々 ) に是非抗菌環境を付
与し、接触時のリスクを低減して頂きたく思います。
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施工事例① ドアノブ、手すり
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施工事例② スイッチボタンなど
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抗菌抗ウイルス性データ ①

試験項目 試験条件 試験結果

抗菌性試験

JIS Z 2801（フィルム密着法）に準拠
緑膿菌 抗菌活性値

5.8

JIS Z 2801（フィルム密着法）に準拠
大腸菌（O157：H7） 抗菌活性値

≧5.0

抗かび性試験
JIS Z 2801（フィルム密着法）に準拠
クロカビ 抗かび活性値

2.7

抗ウイルス性試験

ISO 21702に準拠
A型インフルエンザウイルス 抗ウイルス活性値

≧4.0

ISO 21702に準拠
ネコカリシウイルス 抗ウイルス活性値

4.0

ISO 21702に準拠
新型コロナウイルス（SARS-Cov-2） 抗ウイルス活性値

≧3.2

上記試験結果より、新型コロナウイルスは「99.9％以上」減少させている
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抗菌抗ウイルス性データ ②
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インフルエンザウイルス ネコカリシウイルス

10分後に、インフルエンザウイルス感染量を約1/6000以下、
ネコカリシウイルスの感染量を約1/5000に減少した

抗菌抗ウイルス剤での試験データ



FOC3500ABV抗菌剤の抗菌活性 Antimicrobial activity

Bacteria MIC (μM)

使用抗菌剤 塩化ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ

Bacillus cereus NBRC 3001（セレウス菌） 2.1 6.5 ー

Bacillus subtilis ATCC 23857（枯草菌） 0.71 2.2 ー

Micrococcus luteus NBRC 12708（ルテウス菌） 0.55 6.8 ー

Staphylococcus aureus ATCC 12600（黄色ブドウ球菌） 1.1 7.4 ー

Staphylococcus aureus ATCC 700699 (MRSA) （黄色ブドウ球菌） 2.2 9.7 ー

Escherichia coli NBRC 12713（大腸菌） 2.1 12.5 ー

Klebsiella pneumoniae ATCC 4352（クレブシエラ属） 2.8 10.6 ー

Proteus mirabilis NBRC 3849（ミラビリス変形菌） 2.2 206 ー

Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145（緑膿菌） 8.8 53.8 ー

Serratia marcescens ATCC 13880（セラチア菌） 4.3 22.5 ー

Aspergillus niger NBRC 4414（クロコウジカビ） 2.5 16.6 13.3

Penicillium funiculosum NBRC 6345（ペニシリウムフニクロサム） 1.0 8.3 6.7

Rhizopus stolonifer NBRC 4781（クモノスカビ） 2.5 10 20

Trichophyton mentagrophytes NBRC 2412（白癬菌） 2.5 40 20

Saccharomyces cerevisiae NBRC 10217（出芽酵母） 4.1 7.5 >400



CW；Cell Wall

CM；Cell membrane

V；Vacuole

N；Nucleus

M；Mitochondria

ER； Endoplasmic 

Reticulum

抗菌剤 6μM/1 min

Control

CW CW

CW

CM

V

M

FOC3500ABV抗菌剤処理前後の S. cerevisiaeのTEM写真
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FOC3500ABV 塗膜性能

試験項目 試験条件 試験結果

硬度 三菱鉛筆ユニを使用 H

付着性試験 2㎜方眼100個作成、セロテープ剥離テスト 100/100

耐衝撃試験 JIS K 5600-5-3 落球試験 300g×500㎜（直径25.4㎜） 異常なし

耐酸試験 5%硫酸水溶液スポットテスト、23℃×6時間 異常なし

耐溶剤性 1）エタノール ラビングテスト（500g荷重/10往復） 異常なし

2）トルエン ラビングテスト（500g荷重/10往復） 異常なし

3）メチルエチルケトン ラビングテスト（500g荷重/10往復） 異常なし

耐温水性 40℃温水浸漬、100時間 異常なし

耐汚染性 油性マジック（黒、赤）乾布拭取り 異常なし

カーボンブラックにて汚染、汚染面と非汚染面の色差 ⊿E=0.5以下

耐候性 サンシャインウェザオメーター（2000時間） 光沢保持率 80%以上

耐冷熱サイクル 60℃×3hr ⇔ -20℃×3hr （10サイクル） 異常なし

耐塩水噴霧性 35℃、5%食塩水、500時間 異常なし

体積抵抗率 JIS K6249に準拠、Ω・cm 4.0×1015

絶縁耐圧 KV/0.1mm 5.8

素材：ボンデ鋼板 膜厚：6～8μm 硬化条件：80℃×30分乾燥後、室温下で5日間放置
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FOC No.3500ABV拭き上げタイプ 塗膜性能

試験項目 試験条件 試験結果

耐衝撃試験 JIS K 5600-5-3 落球試験 300g×500㎜（直径25.4㎜） 異常なし

耐摩耗試験 JIS L0849 学振摩耗試験に準拠（2N荷重/200往復） 異常なし

耐溶剤性 エタノール ラビングテスト（500g荷重/10往復） 異常なし

耐湿試験 50℃×98％RH×100時間 異常なし

素材：SUS304 膜厚：0.1～0.2μm 硬化条件：常温1日以上放置後試験

〈抗菌抗ウイルス性の可視化〉

専用の指示薬を滴下・拭き取りすることで、
抗菌/抗ウイルス効果が発揮しているかの
可視化が可能。

左試験片は塗装済みで青く変色する。
右は未加工で変色しない
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新型コロナウイルスへの有効性（参考）①

6/19付け日経新聞に掲載。
手軽に使えるスプレータイプも存在。
（ただし、数週間の持続性。）
塗料タイプとの使い分けが可能。

本製品の抗菌/抗ウイルス成分（特殊アンモニウム塩）の
新型コロナウイルスへの有効性が公表。
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NITEによる第4級アンモニウム塩の抗ウイルス試験

＜背景＞
NITE（独立行政法人製品評価技術基盤機構）は経済産業省からの要請を受け、

新型コロナウイルスの感染拡大に対応し、家庭や職場におけるアルコール以外の
消毒方法の選択肢を増やすため、上記検討委員会を4月に設置し、消毒方法の
有効性評価を実施。

＜評価機関＞（特殊アンモニウム塩）
国立感染症研究所、学校法人北里研究所

下記、第4級アンモニウム塩が新型コロナウイルスに有効と判断
・塩化ベンザルコニウム（0.05%以上）
・塩化ベンゼトニウム（0.05%以上）
・塩化ジアルキルジメチルアンモニウム（0.01％以上）

＜評価基準＞
国立感染症研究所：99.99%以上の感染価減少示すこと（室温5分以内）
学校法人北里研究所：約 10,000 個の感染性ウイルスをほぼ完全に消毒

（検出限界以下まで）可能か否か。

新型コロナウイルスへの有効性（参考）②
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国立感染症研究所 評価結果1

反応停止、不要物を除去後の
ｳｲﾙｽを含む上清でTCID50測定。

反応時間0秒のもの：約6.0

（イメージ：ある体積の中に活性ウイルスが106個
（＝100万個） 存在している。）

反応時間15秒緑●のもの：約1.2

（イメージ：0秒の時と同体積に101.2個（＝約16個）
の活性ウイルスが存在している）

特殊ｱﾝﾓﾆｳﾑ塩により
ｳｲﾙｽが不活性化

塩化ベンザルコニウムでは約4.8の低下
99.99%以上低下（＝数値としては4以上）で、効果あり

＜評価手順＞

（ TCID50：イメージは体積あたりのウイルス数）

新型コロナウイルスへの有効性（参考）③
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SIAA（抗菌製品技術協議会）について①
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SIAA 抗ウイルス/人体安全性試験

・抗ウイルス試験

試験対象：抗ｳｲﾙｽ加工済みの試験片 および 未加工試験片
試験規格：ISO 21702に準拠
抗ｳｲﾙｽ効果基準：抗ｳｲﾙｽ活性値 ≧ 2.0 

・人体安全性試験

試験対象：抗ｳｲﾙｽ成分
試験規格：SIAAで独自に規定 項目は下記

①急性経口毒性 ②皮膚一次刺激性
③変異原性 ④皮膚感作性

人体安全性基準：上記全項目が安全性基準の範囲に含まれること

SIAA（抗菌製品技術協議会）について②
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SIAA 抗ウイルス試験（ISO21702）

試験手順

50mm角試験片（加工済、未加工）にｳｲﾙ
ｽ液0.4mLを接種しｶﾊﾞｰﾌｨﾙﾑを被せる

25℃、90%RH以上で24時間静置し
ｳｲﾙｽと試験片を作用させる

ｳｲﾙｽを回収
ﾌﾟﾗｰｸ法にて
ｳｲﾙｽ感染価測定

ﾌﾟﾗｰｸ法
ｳｲﾙｽを含む溶液を細胞に作用させ、37℃、2～3日培養。
培養後のﾌﾟﾗｰｸ数（ｳｲﾙｽ感染箇所 右図白色部分）と溶液の
希釈倍率から基準面積当たりのｳｲﾙｽ感染価を算出する方法。
（イメージ：基準面積当たりの活性ウイルス数を測定している）

抗ｳｲﾙｽ活性値 (R )
U：未加工試料の24時間作用後のｳｲﾙｽ感染価常用対数平均値（N=3）
A：抗ｳｲﾙｽ加工試料の24時間作用後のｳｲﾙｽ感染価常用対数平均値（N=3）

R = U - A

塗料タイプ：≧4．０ 拭き上げタイプ：≧4．６
Rが抗ｳｲﾙｽ基準の2．0を超えており、抗ｳｲﾙｽ効果ありと判定

（イメージ：加工試料と未加工試料での活性ウイルスの減少率を算出）

SIAA（抗菌製品技術協議会）について③
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SIAA 人体安全性試験

試験項目 確認事項 試験法 安全性基準 結果

急性経口毒性 飲み込んだ時
の有害性

ﾗｯﾄ/ﾏｳｽに対する
単回投与試験

LD50が
2,000mg/kg以上

2,000mg/kg

以上

皮膚一次刺激性 長く触れた際
の炎症など

ｳｻｷﾞを用いる皮
膚一次刺激性試
験

P.L.I（一次刺激性
指数）が2.00未満

P.L.I：1.3

変異原性 DNAへの影響 原則、Ames試験 突然変異誘起性
が陰性であること

陰性

皮膚感作性 アレルギー Maximization test 陰性であること 陰性

※Ames試験：自身でｱﾐﾉ酸を作れない細菌が抗ｳｲﾙｽ剤の作用により、
DNA変異し、ｱﾐﾉ酸を作れるようになるか否かを確認する試験

※Maximization test：抗ｳｲﾙｽ剤を含む溶液を皮内注射し、一定期間後の皮膚反応を評価

含有されている第4級アンモニウム塩は人体に安全と判断

SIAA（抗菌製品技術協議会）について④



25

SIAA 抗ウイルス試験結果

「一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター神戸試験センター 微生物ラボ」で実施

SIAA（抗菌製品技術協議会）について⑤


