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技術論文

浮遊微生物 と浮遊微粒子の濃度相関に関する考察

松 長 正 見1†,角 田智 良2,城 斗 志 夫3,伊 東 章3,渡 辺 敦 夫3

1大 和製罐株式会社
,2リ オン株式会社,3新 潟大学大学院

A Correlation Study of Concentration between Airborne 

Microorganisms and Airborne Particles

Masami MATSUNAGA1•õ ChirYo TSUNODA2' Toshio JO3, 

Akira ITO3 and Atsuo WATANABE3

1C
entral Lab., Daiwa Can Company 5-5-1, Nishihashimoto, Sagamihara, Kanagawa 229-1183, Japan 

2Rion Company LTD. 3-20-41, Higashimotomachi, Kokubunji, Tokyo185-8533, Japan 
3Nii

gata University 2 no-cho 8050, Igarasi, Niigata, Niigata 950-2181, Japan

As a method for monitoring biological cleanliness of environmental air, measurement of total 

airborne particles, consisting of both viable and nonviable particles, is often employed for the following 
reasons: (1) it is simple, easy, and does not require long incubation time or tedious procedures 
associated with direct viable count methods, (2) it allows real-time monitoring, and (3) it provides 
results that can be compared with the data in NASA standard applicable to a broad range of air 
cleanliness. In recent years, however, it is becoming clear that the relation between the measured 
concentration of microorganisms and that of total particles in the air does not always agree well with 
the NASA standard. In this study, we compared concentrations of microorganisms and total particles 
in the packaging area and the office building of a beverage plant, paying attention to particle size 
distribution characteristics. It was found that the size distribution of airborne microorganisms could 
be described by logarithmic normal distribution better than by the Junge distribution commonly used 
for characterizing size distributions of fine particles. Our results also suggested that, by establishing 
correlations between viable counts and the total particles for each specific environment, monitoring 

of total airborne particles would be an effective means for biological cleanliness management of 
environmental air.
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1.緒 言

バイオ クリーンル ームなどの,微 生物 を含む空気の

清浄度管理の方法は,従 来か らNASA規 格 に従 う以下

の3方 法等で実施 されてきている.そ の内容は,1)落

下菌数を測定す る方法,2)空 中浮遊菌濃度 を測定す る

方法,3)浮 遊微粒子濃度 を測定す る方法,で ある.3)

は浮遊微粒子濃度 を測定 し,浮 遊微粒子濃度 と浮遊菌

濃度の相関関係か ら,清 浄度の指標 として使用する方

法である.

これ らいくつ かの方法の うち,浮 遊微粒子濃度 を指

標 として使用す る方法は,測 定が簡便 なこと,リ アル

タイムの測定 が可能な ことなどの理 由ばか りでなく,

NASA規 格に記載されたデータ[1]が,広 範な空気の清

浄度 を管理する環境に適用できると考えられて きたこ

と,現 状で これ らに対応する資料 が他 にないこと等に

よって利用 されて きた.た だ し,上 述データは,浮 遊

微粒子濃度が0.5μm以 上,お よび5μm以 上の微粒子

総計 とそれぞれの範囲での浮遊微生物総計 との濃度相

関を提示す るものの,デ ータの明確 な測定条件 は示 さ

れていない.

しか しなが ら,実 際に浮遊微粒子濃度 と浮遊微生物

濃度をNASA規 格 と同様の方法で比較 してみ ると,必

ず しも同規格 と同様 の結果 になるとは限 らないことが

近年明 らかにな りつつ ある.と くに,四 季が明瞭で,

空気に関する環境条件(特 に温度 ・湿度)が それぞれ

大 きく異なる日本国内においては,そ の傾向が顕著に
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なると考えられる.

クリーンル ーム環境中の浮遊微粒子 と浮遊微生物 と

の濃度関係に関する最近の調査には,Simoesら[2]の

研究報告 がある.ま た,日 本において も病院内での院

内感染,手 術室環境等の病原菌感染の問題か ら山崎 ら

[3]が 再調査を行っている.

Simoesら,お よび山崎 らは,NASAデ ータの検証対

象として,ピ ンホールサンプラ(以 後PSに 略)と 光学

式微粒子測定器(以 後OPCに 略)を 用い,各 設定粒径

以上において浮遊微粒子 と浮遊微生物のそれぞれを総

計 し,濃 度相関を比較評価 してい る.し か し,い ずれ

の報告 もそれ らの相関は,な い もしくは低 いとい う結

果 となっている.一 方,こ れ らの調査は,測 定時の人数,

気流 についての記載はない.こ れ らの結果は,測 定時

の気中環境への人数,動 作等の作用,お よび空気の流

れの乱れ等が低い相関性 を引 き起 こした[4]と 考えられ

る.

こうした状況 を踏 まえ,筆 者 らは,で きるだけ上記

要因が影響 しない条件下での測定 を行 った.な お調査

に先立ち,ク ラス1万 の クリーンル ームで予備調査を

行った.し か し,清 浄区域の短時間の調査では,菌 数

が少 なく評価 できないことが分か った.し たがって本

研究は,空 調である程度制御 された飲料工場環境下に

おいて,調 査を試みた.

上述 した浮遊微粒子 と浮遊微生物の濃度関係の研究

は,NASAデ ータ同様,設 定粒径以上における微粒子,

微生物の総計比較 であり,粒 径分布か らの調査結果 は

ない.ま た,微 生物 の粒径分布は微粒子 と異な り,通

常0.3μm以 下では存在 しない.筆 者 らは,浮 遊微粒子

と浮遊微生物の濃度 関係をより明確にする手段として,

OPC計 測 と同時にア ンダーセ ン ・サ ンプラ(以 後AS

に略;本 報2.1で 説明)を 利用 した.OPCに よる浮遊

微粒子濃度 とASに よる浮遊微生物数を段階的な粒径で

分類 し,そ れ らの分布特性 を比較 した.こ れより,浮

遊微粒子濃度測定か ら浮遊微生物濃度 を推定する方法

を検討 した.

2.実 験 方 法

2.1測 定装置

浮遊微生物 を段階的な粒径単位 に分類で きる装置 と

して,AS(AV-100の 改良型,東 京ダイレック社製)が

ある.ASは もともと大気中の微粒子観測用として利用

されてきたが,微 生物調査の対応可能な機種 として製

作 された.Fig.1に 粒径分離段数6段 仕様の構造概要図

を示す.構 成は,各 段に捕捉対象粒径 に対応 した口径

の孔が数百個開いた多孔板 が培地面か ら設定 された位

置に段階式に配置 されてい る.調 査対象空気 は,上 方

から一定流量で入 り込み,孔 口径 によって決 まる風速

により空気中の微生物が寒天平板培地に衝突捕集され,

大 きい粒径か ら小 さい粒径の方 に段階式 にふるい分け

られる.そ の後,本 報2.4項 で説明す る培地にて設定

条件下で培養す ることで微生物数を測定 し,基 準容量

大気の濃度に換算する.ASの 粒径区分は,0.43～0.65,

0.65～1.1,1.1～2.1,2.1～3.3,3.3～4.7,4.7～7,

7～11,お よび11μm以 上の8段 階で構成 されている.

また気 中環境の浮遊微粒子濃度の測定 としては,前

報[5]同 様,OPC(KC-03A1,リ オ ン社製)を 用いた.

OPCで の粒径 区分は,0.3,0.5,1.0,2.0,5.0μmの5

粒径区分以上の総数計測から0.3～0.5,0.5～1.0,1.0

～2 .0,2.0～5.0μmの 差分濃度 を求めた.

これ らの測定器を同空間内で同時に駆動 させ,測 定

された浮遊微粒子濃度 と浮遊微生物濃度が対比できる

ようにした.

2.2測 定上の注意点

測定環境 は,ク リー ンルームのような清浄環境では

な く,一 般環境下 とした.測 定 は,静 岡県の飲料製造

工場の製品梱包箇所 と事務棟内箇所の異なる各2箇 所

で実施 した.今 回の調査 目的から,浮 遊微粒子 と浮遊

微生物の濃度関係を明確化するために,測 定環境内に

いる工場従事者,お よび測定者等の ヒ トか らの要 因,

および測定環境の空調,製 造装置 からの排出空気等の

気流が測定対象気 中環境 にできるだけ直接的に影響 し

ないような設定条件 となるように配慮 した.

2.3測 定条件

測定器 は,い ずれ も床面か ら800mmの 高 さに全て

の測定器 を合わせ設置 した.設 置後の測定は,工 場従

事者 が測定中に半径5m以 内に近づかない,ま た操作

員は無塵衣を装着 し,1名 でかつ急激な動作の少ない操

Fig. 1 Cross-sectional view of Andersen sampler 

A figure shows structure specification consisting of six 

steps, but we carried out the experiment by eight steps of 

constitution.
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作 とし,測 定器設定後,測 定位置から直ちにル ーム内

気流風下方向に5m程 度移動 し,測 定 を行 った.ま た,

室内空調給排気口から7m程 度で十分離れた,か つ工

場梱包箇所 については,製 造装置排気エアが十分影響

しない位置とした.

測定個所は,工 場梱包箇所(a位 置,b位 置),お よ

び事務棟内箇所(c位 置,d位 置)の 各2箇 所の2位 置

とした.

1回 当 た りの捕 集 時間 は,ASの 場 合,28.3L/min

(1ft3/min)で30分 間の吸引測定を1箇 所で計3回 行っ

た.OPCは,ASの サ ン プ リ ン グ 中 ほ ぼ 同 時 に,

3L/minの5分 間の吸引測定 を1箇 所で計5回 行った.

梱包箇所は,排 熱のため一部窓 を開放 し,屋 外環境

空気 が流入す る状態での測定 となった.事 務棟 内箇所

では,1箇 所は,窓 を開放 して外気混入環境での測定 も

実施 した.調 査時期は,い ずれ も4月 の晴天時同日に

実施 し,温 度,湿 度共に測定 した.

2.4培 養条件

ASの 捕 集培地 には,細 菌類用 と して,直 径90mm

シャー レの標準寒天培地(日 水社製),黴,酵 母等の真

菌類用 として,同 径 シャーレの0.01%ク ロラムフェニ

コール入 りポテ トデキシ トロース寒天培地(DIFCO社

製)を 使用 した.培 養条件 は,前 者 は25℃ で3日 間,

後者は30℃ で5日 間のいずれ も好気培養 を行った.

2.5浮 遊微生物濃度分布の粒径別データの処理

微生物 を含め,浮 遊微粒子 を拡大 し観察すれば,必

ず しも球形 ではな く,ま た微粒子同士 が結合 し塊状に

なったもの等,さ まざまである.し か し,一 般に気中

の微粒子 を捕集 ・測定す る装置では,空 気動力学的 な

扱い を行 う.言 い換 えれば,慣 性衝突 を利 用 した浮遊

微粒子の捕集 には,比 重1の 真球微粒子 と同等の空気

動力学径を有す る微粒子 として測定す る.同 様にOPC

では,光 散乱相当径で測定 していることになり,2つ の

粒径の定義は異なるが,本 報の主要課題ではな く,測

定 誤差 の検討 は行 わな い.実 際,仲 田 らの芽 胞菌,

Micyococcusを 使 った エ ア ロゾル スペ ク トロ メー タ

(LAS-XCRT;PMS社 製),お よびPSに よる調査か ら,

両者による粒径の扱いは,ほ ぼ同様に扱 えると考 えら

れる[6].

評価方法 として,浮 遊微粒子の分布が 一般 的に粒径

の対数の関数で あるJunge則[7]と して表現 されるの

で,微 生物 もそれに合 わせて横軸の粒径 を対数軸 とし

て比較 した.以 下にJunge分 布の式を示す.

dn/d(logD)=CD-β ……(1)

(Cは 定数)

(指数値 βは通常3前 後とされる)

分布の特性 を明確 にす るため,粒 度分布 関数 を利用

してデータの標準化を行った.

手順 として,ASに より粒径別に測定 された工場内梱

包箇所,お よび事務棟 内箇所,そ れぞれの環境微生物

濃度の各平均粒径 における濃度 平均値 を算出 ・グ ラフ

化し,デ ータの傾向を把握する.そ の際ASの 最大粒径

区分である11μm以 上のデータは,区 分範囲がないので

グラフよ り外 した.粒 径別微生物粒子濃度か ら,浮 遊

微生物濃度の対数平均径,お よび幾何標準偏差の対数

値 を計算 した[8].

対数平均径

lo gDg=Σ(nlogD)/Σn… …(2)

幾何標準偏差

lo gσg={Σ[n(logD-logDg)2]/Σn}1/2… …(3)

上 記 よ り,f(lnD)を 計 算 す る.

f(lnD)は,対 数 正 規 分 布 のlnDを 独 立 変 数 と して,

〓(4)

表す ことができ,こ れより実測データは,f(lnD)に

より標準化 された形になる.

また,ASで 捕捉 された粒径別浮遊微生物濃度の分布

と,同 環境 を同時に測定するOPCに よる浮遊微粒子濃

度の分布との比較検討 を行つた.

3.結 果および考察

3.1測 定条件の設定

気中環境の浮遊微生物測定方法 として,PS,AS等,

い くつかの方法がある.こ れ らの方法 はいずれ も原理

的には,慣 性衝突 を利用 し,気 流の流れにある微生物

を物理的に捕捉するものである.

AS等 のエアサンプラ捕集による微生物の確認は,そ

の捕集数が少ない場合,評 価の信頼性 が低 くなるとの

報告がある[9].し たがってISO規 格Class7(JISB9920

規格対応 でClass7,Fed.Std.でClass10000に 相当)

の環境,い わゆるクリーンル ーム等の清浄環境 レベル

での測定 ・評価 は困難で あると判断 し,室 内の空気の

流れが著 しくない一般環境下 を選定 した.

測定器の設置高 さは,気 流撹拌 による床面か らの直

接的な影響を排除す るために十分な高 さとした.ま た

設置場所は室内空調のエアの流れが直接影響 しない設

置位置 とした.

今 回利用 したASは,市 販の培地入 りプ ラスチ ック

シャーレがそのまま利用できるよう改良を行っている.

それは,従 来型 では専用 ガラスシャーレしか利用でき

なく,培地作成 も含め作業性が悪いためである.改 良は,
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使用シャーレに合わせ,慣 性衝突の原理 に従 い,ノ ズ

ルロ径 とノズル先端か ら培地捕集面 まで距離 を理論値

に合 うよう設計されている[10].ま たASの バキューム

ポンプによ り吸引 されたエアが,測 定箇所の環境 に影

響を与えないよう十分な距離での排出とした.

3.2浮 遊微生物の微粒子的扱いについて

空気中に浮遊する微粒子の発生形態 は,非 常に多種

多様で ある.こ れ らの発生 した微粒子 は,空 気中で互

いに凝集,凝 縮,拡 散,付 着 などの物理化学的過程 を

経て,大 部分は,最 終的に地表面に沈着 されていくと

考えられている[11].

ところで,浮 遊微粒子の動力学的特性は,お よそ0.1μm

以上と0.1μm以 下では大きく異なってくる.即 ち,0.1μ

以下では粒子の拡散係数が大 きくなり,凝 集作用な ど

は大 きく寄与す るのに対 して,0.1μm以 上では慣性力

の方が大 きく寄与する.そ れに対 して粒子 と粒子の相

互作用は0.1μm以 上ではそれほど寄与 しないと考 えら

れてい る.そ して,重 力の影響による粒径別の沈降速

度の違いは,0.1μm以 上の気中浮遊粒子がJunge分 布

を形成する大 きな理由の1つ として考えられている.

一方 ,微 生物 と微粒子 との大 きな違いは,生 き物 で

あるとい う点である.屋 外気中の微生物は,光,あ る

いは乾燥 などの影響 を受け,特 に栄養型細菌,あ るい

は細胞壁の構造上,グ ラム陰性菌等は,損 傷 し,死 滅

しやすい.ま た,屋 内においては,人 の活動によるヒ

ト由来の菌の発生,あ るいは空調機等に由来す る菌の

発生等により屋外 と異なる菌叢になる場合 もある[12].

しか し,一 方で,微 生物 もある重量を持った微粒子

と考 えれば,拡 散速度,沈 降速度等の物理的な支配を

受けることも事実である.黴 胞子,ま たは細菌の最小

単位である生菌単体,あ るいは胞子 もその大 きさが数

μm程 度以上 ある.し たがって,一 般的な空気力学的

微粒子 として扱い,粒 径分布に関する式 を適用 した.

3.3浮 遊微生物濃度分布

ASの 各粒径区分の対数平均径に対 して,そ れぞれの

粒径区分で捕捉 ・培養 された微 生物数 を調査エ ア量

1000Lに 換算 した時の測定濃度平均値 の分布 曲線 を

Figs.2,3に 示す.両 箇所の温度 ・湿度環境は,工 場梱包

箇所で19℃,62%,事 務棟内箇所で22℃,58%で あった.

微生物の通常の生育温度範囲 を考 えれば,温 度 ・湿度

条件は双方の測定に影響 を生 じることはないと考 える.

Fig.2に,工 場梱包箇所の平均浮遊微生物濃度の分布

を示す.細 菌の分布曲線は,粒 子径2～3μmあ たりに

濃度の極大がある.黴 については,細 菌 とはあきらか

に異なり,2μmあ たりを最大菌濃度 とし,そ れ以下の

粒径か らは検 出されなかった.ま た,細 菌類と黴のみ

で酵母類の検出は無かった.

一方,Fig.3に 示す事務棟内箇所の平均浮遊微生物濃

度 は,測 定箇所 が異な り,浮 遊微粒子濃度の水準 も,

工場梱包箇所 よりかなり少ないにもかかわらず,濃 度

極大を示す粒径は同 じく3μm程 度で,ほ ぼ同一の粒径

になった.ま た,窓 を開放 し,外 気導入 を行 った場合

でも検 出菌濃度は増大するが,微 生物濃度 が極大を示

す粒径はほぼ同一であった.

Figs.2,3か ら細菌 と黴の総数である浮遊微生物の濃度

分布 が,浮 遊微粒子濃度 の分布 で一般 的に近似す る

Junge則 と全 く異なる分布 を呈 していることが分かる.

また,粒 子径2～3μmあ たりに菌濃度の極大を持つ対

数正規分布に近似 していることが推測 され る.

黴のみの濃度分布 は,浮 遊微生物濃度の分布 とは明

らかに異 なる.こ れはPenicillium属 に代表 される黴類

の小 さい分生子を形成す る種の形態学的な最小径 とほ

Fig. 2 Concentration and size distribution of airborne 

microorganisms in the packaging area of a beverage plant

Fig. 3 Concentration and size distribution of airborne 

microorganisms in the office building of a beverage plant
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ぼ一致 し[13],最 小粒径 あた りでほぼ最大濃度で分布

している.黴 胞子の場合,1)胞 子その ものが単独で浮遊,

2)数 個 にまとまって浮遊,3)分 生子柄に付着 した状

態で浮遊,ま たは,4)塵 埃等の非微生物粒子に付着 し

て浮遊,し てい る等考えられる.し か し,付 着 してみ

かけ上の粒径 が増大すれば,沈 降速度 も粒径の2乗 に

比例 し増大する.し たがって,生物種上の大きさの限界,

小粒径の高い拡散度,お よび大粒子の重力沈降のバ ラ

ンスにより気中の菌叢として2～3μmあ たりの存在が

多くなると考 えられる.

酵母の場合,粒 径が10μm前 後で大 きく,か つ重量

もあると推測 され,未 検出であったことは,同 様 に物

理的な理由であると考 える.

細菌の場合,そ の大きさは通常1μm前 後である.一

方,浮 遊微粒子は,0.1μm以 上の拡散速度より沈降速

度支配が大 きいJunge則 に従 う粒径領域 において は,

粒径が小 さいほど浮遊濃度 が増大す る.し たがって,

浮遊菌の場合 は,主 な菌サイズである1μm前 後に最大

濃度が計測 されることが推測 されるが,計 測結果から2

～3μmで 最大濃度になる理由は現在明らかでない.し

か し,生 物 としてみた場合,季 節やその他 の環境の生

育要因よって細菌数,黴 の発生濃度が変動する.従 って,

粒径1～3μm,大 きくても5μm程 度 までで変動 して

いると推測 される.

また従来,気 中に浮遊す る微生物は,塵 埃等に付着

し浮遊 しているとされてい るが,細 菌類,黴 類いずれ

も菌単体で浮遊 し,特 に黴 は胞子単独で浮遊 してい る

割合が多いと考えられる.

3.4浮 遊微生物濃度分布の標準化

測定 されたデータを平均化 した各測定粒径に対す る

微生物濃度 の分布 は,求 めた対数平均径,幾 何標準偏

差 より対数正規分布に標準化 された形 と してFig.4に

示す.

Fig.4は 平均微生物濃度 を(3)式 にて正規分布に基

準化 した分布形状であ り,2～3μmの 粒径中心がより

鮮明になる.こ れから工場,事 務棟の異 なる地域環境

であって も,浮 遊微生物濃度の分布 は上記の粒径 を最

大数 とし,分 布のバ ラツキもほぼ同レベルであること

が分かった.

因みに,ASに よる捕捉粒径範囲は,各 粒径 において

均等ではない.従 って,AS測 定濃度分布 から求めた平

均径 と基準化 した濃度 分布線図上の最大濃度粒径 とは

幾分ズレを生 じる.補 正 を行 うことも可能ではあるが,

先に説明 したAS,OPCの 測定原理上のズレ同様,厳 密

な精度 を必要 としているわけではないので,補 正は行っ

ていない.

また,分 布形状 から先のNASA資 料で示す0.5,お よ

び5μm以 上の計測において,後 者粒径か らの評価では,

浮遊微生物濃度が,2～3μmを 中心に分布するので浮

遊微生物 を捕捉で きない.従 って,微 生物濃度 を把握

するには,少 なくとも0.5μm以 上における評価でなけ

れば,低 い相関精度になると推測 される.

3.5浮 遊微生物濃度分布と浮遊微粒子濃度分布の比較

ASに よる粒径別微生物濃度測定結果 と同時に計測 さ

れ たOPCに よ る微 粒 子 濃 度 測 定 結 果 と の比 較 を

Figs.5-8に 示す.Figs.5,6は 工場梱包箇所,Figs.7,8が

事務棟内箇所毎 にグラフ化 したデータをEXCEL中 の相

関式を用いた結果として示 した.OPCに よる測定値は,

ASの 気中環境空気の換算量1000Lに 合わせた.

これ より,OPCに よる浮遊微粒子濃度の分布は,工

場梱包箇所,事 務棟内箇所のいずれの環境 も,粒 径別

に差分化 された浮遊微粒子濃度において,指 数値 βが,

ほぼ3に 近似 した値 を示 し,Junge則 に従 った分布 を

示す ことが確認 された.浮 遊微生物濃度は,梱 包箇所,

Fig. 4 Logarithmic normal distribution cerves fitted to the 

distributions of airborne microorganisms in the packing area 

and the office building of a beverage plant

Fig. 5 Size distributions of airborne microorganisms and total 

airborne particles measured at position a in the packaging area
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Fig. 6 Size distributions of airborne microorganisms and total 

airborne particles measured at position b in the packaging 

area

Fig. 8 Size distributions of airborne microorganisms and total 

airborne particles measured at position d in the office building

事務棟内箇所のみだけでな く,梱 包箇所で も測定個所

によ り最大浮遊微生物濃度,お よびその分布 巾はやや

異なる.

粒径 に対する微生物濃度分布曲線か ら最大微生物濃

度になる粒径時の浮遊微生物濃度 と粒径に対応 した浮

遊微 粒子 濃度 か ら近 似 したJunge式 との比 較 した.

Fig.4に 示す梱包箇所,事 務棟内箇所 それぞれの基準化

した微生物濃度分布 の最大値か ら推定 された粒径d1,

d2が 決 まる.そ の粒径 を使い,Figs.5-8の 微生物濃度

曲線の最大値 とそれに相当する粒径値に対応 したJunge

式の微粒子濃度との相関関係 をTable1に,こ れをグラ

フ化 したものをFig.9に 示す.Fig.9か ら梱包箇所 と事

務棟内箇所等,測 定箇所別,お よび合わせて処理を行 っ

ても,浮 遊微生物濃度 と浮遊微粒子濃度 は,高 い相関

関係 にある ことが確 認 された.こ れ は緒言 で述 べた

Fig. 7 Size distributions of airborne microorganisms and total 

airborne particles measured at position c in the office building

Fig. 9 Correlations between particle size distributions of 

airborne microorganisms and total airborne particles 

measured in the packaging area and the office building 

x Data A ; only data taken in the office building are averaged 

 Data B ; data taken in the packaging area and in the office 

building are averaged

Simoesの 相関がない,あ るいは山崎 らの相関があって

も0.3程 度とする既往の研究結果と大 きく異なる.高 相

関の理由は,測 定条件 として,ヒ ト,空 調等の影響 を

できるだけ制限したことであると考える.

また浮遊微生物濃度は,設 定粒径 に対す る最大微生

物濃度であり,環 境中の浮遊微生物総数 とは異なるが,

分布 曲線か ら全数 を推測で きるので,NASA資 料に対

応する相関を表現す ることもで きる.以 上,環 境中の

浮遊微粒子濃度 と浮遊微生物濃度 との関係 から浮遊微

粒子濃度の計測 によって,浮 遊微生物濃度 を推測で き

る1つ の手法 としての有効性があると判断 した.
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Table 1 Concentration of airborne microorganisms and airborne particles in standard particle diameter (d1, d2)

4.結 論

食品工場における気中環境浮遊微生物の粒径単位で

の調査 を行った.そ の結果,浮 遊微生物濃度は,微 生

物の生育環境条件 を考慮す る必要はあるだろうが,測

定時のヒ ト,お よび空調エアの影響 をできるだけ排除

し,一 般環境中の浮遊微粒子濃度 がよくJunge分 布 に

近似す る環境条件下であれば,測 定域 が異 なっても,2

～3μm程 度の粒径 を中心にほぼ対数正規分布に近似 し

た分布を呈すると考 えられる.

微生物の うち,黴 のみの分布 は,2μm以 下で検出が

な く,黴 分生子の形態学的径 とほぼ一致 し,塵 埃に付

着す ることな く,大 半が単体で浮遊 していると推測 さ

れる.

酵母が未検出であるのは,形 態学的径 から重量によ

る沈降速度の影響 を受けているためであると推測 され,

浮遊 微生物分布 としての比率は,低 くなると考 えられ

る.

浮遊微生物濃度の粒径別分布状況か ら,最 大微生物

濃度 になる粒径域の浮遊微生物濃度 とそれに対応す る

環境 中の浮遊微粒子濃度 とは同測定域 であれば,強 い

相関関係が得 られた.日 本のよ うに四季等により環境

条件変化が大 きいところは,NASA資 料 に一義 的に依

存するよりは,調 査領域 ごとにAS,お よびOPC両 デー

タを積み上げてい くことにより,最 終的にはOPCに よ

る微粒子の計測のみで環境中の浮遊微生物濃度 をある

程度推測 し,環 境管理す る方法の有効性があると考 え

る.

NOMENCLATURE

D:particle diameter,μm

Dg:geometric mean diameter,μm

σg:standard deviation of geometric mean diameter

n:number of particles
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要 約

環境中に浮遊す る微生物 を含む空気の清浄度管理の

方法 として,そ の直接的な測定は,培 養含めそのハ ン

ドリングに多 くの手間 を要する.一 方,浮 遊微粒子 と

浮遊微生物の濃度関係か ら,浮 遊微粒子濃度 を測定 し
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て,浮 遊微生物濃度のモニターとして使用す る方法は,

1)測 定が簡便なこと,2)リ アル タイムの測定が可能

なこと,さ らに,3)NASA規 格に記載 されたデータが,

広範な空気の清浄度を管理す る環境 に適用で きると考

えられてきたこと等によって利用されてきた.

しか し,浮 遊微粒子濃度 と浮遊微生物濃度 をNASA

規格 と同様の方法で比較 して見ると,必 ず しも同規格

と同様の結果になるとは限 らない ことが近年明 らかに

なりつつある.こ れは四季 によ り,環 境条件が大 きく

異なる日本国内においては,そ の傾向が顕著になると

も言われている.

こうした状況を踏 まえ,浮 遊微粒子濃度 を気中の浮

遊微生物濃度 のモニターとして利用す る場合,浮 遊 微

生物の粒径分布特性上の観点か ら調査 を行い,浮 遊微

生物の濃度分布特性が,気 中に浮遊する一般的な微粒

子濃度分布 として認知 されているJunge分 布 とは大 き

く異な り,あ る粒径域 を中心 に対数正規分布 に近似 し

た分布であることが分かった.

また浮遊微生物濃度 と浮遊微粒子濃度の関係 は,測

定個所域で考 えれば,高 い相関関係が得 られると推測

され,浮 遊微粒子濃度 によ り浮遊微生物濃度 を管理す

る有効性を示唆で きた.


