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「医薬品製造向けなどクリーンルームの微粒子清浄度のクラス分類の基準が“0.5μm 以上” と “5μm 以上” の粒

子個数濃度になった経緯と根拠は何か？」という点を含め、クリーンルームの清浄度の測定粒径に関わる歴史的経緯の

調査結果を下記に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

１．製薬業界のクリーンルームの測定粒子径の変遷 

 

今日のクリーンルーム技術は、良く知られているように 1942 年に始まる米国のマンハッタン計画が出発点である。

すなわち、原子力開発において発生する最も有害な放射能性同位元素のヨウ素を濃縮する技術の開発が必要と

なったことが、HEAP フィルタ（High Efficiency Particulate Air Filter）の開発となって結実した。今日のクリ

ーンルーム技術は、この HEAP フィルタや ULPA フィルタ（Ultra Low Penetration Air Filter）なくしては成り

立たない。 

 

原子力開発では、放射能性同位元素となっているヨウ素のガス体および液体のエアロゾールが固体に変化する

際に、固形物が生成する。上記のマンハッタン計画では、この固形物の除去に莫大な予算と人員が投入された。そ

の「有害性の懸念される固形物粒子の粒径サイズ」として、そして「最もフィルタを通過しやすい代表的粒径サイズ」

として、0.3μm が特定された。このような背景をもって、フィルタの効率を測定するための粒子径分画として 0.3μm

という粒径が制定された。その高い有効性のために、当初は、そのフィルタは、"absolute filter"と称された。今日

一般的に用いられる HEPA フィルタという略称は、HEPA フィルタの商業的利用が行われた 1950 年以降であり、

やがて HEPA がオリジナルの名称となった（注１）。 

 

注１：上記の段落は、次からの引用による：History of the HEPA Filter 

http://www.c-vac.com/history.html  2018 年 5 月 23 日アクセス 

本書は"クリーンルームの清浄度の測定粒径に関わる歴史的経緯"

をニッタ株式会社が調査し参考技術情報として提供するものです。 

http://www.c-vac.com/history.html
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直接的な確認は出来ていないが、既に 1950 年代当時に、現在のクリーンルーム技術での粒子径のキーワード

である「0.3μm、0.5μｍ、および 5μｍ」という数値は確立されていたと思われる。1950 年代当時の資料はインタ

ーネット上では殆ど確認できない。我々が当時の状況の推測が可能な年代は 1965 年頃から 1975 年頃までの

間であり、それは今日の NASA（米国）で行われた宇宙船開発に関わるクリーン化技術の記録が公開された恩

恵である。 

 

製薬業界での無菌医薬品製造へのクリーンルーム技術の導入は、1970 年代末において無菌操作法により製

造する粉末注射剤の製造であると推測する。それは当時の国内最大手の某製薬企業で海外輸出を主目的とす

る製品であった。しかし、当時の製薬業界では「クリーンルーム」という名称が使用されることは無く、無菌医薬品の

製造室には、伝統的な「無菌室」の名称が使用されていた。この無菌室の名称は 2000 年代の初め頃までは多

用されていた。 

 

「無菌室」の英語表記は、一般的に「aseptic processing room」が用いられていた。国内の製薬業界にお

いて「クリーンルーム」の名称が定着するのは 21 世紀に入ってからのことである。 

 

しかし日本の製薬業界がクリーンルームの管理を学んだのは、上記よりも少し早く、1970 年代の中頃以降に

NASA の bio-clean room の微生物規格（1967 年制定と推測される）を、「無菌室」の管理規格として利用

する試みが行われた時であろう。この NASA の bio-clean room の微生物規格は、後述の表１の記載しか、イン

ターネット上でヒットがなく、もはやその詳細を確認出来ない。しかし、この微生物規格は、「（HEPA フィルタを使用

しない）非クリーンルーム」技術で構築された当時の「無菌室」であっても、達成は可能であった。 

 

1980 年代に入っての国内製薬企業のクリーンルームの清浄度（気中微粒子）の規格と測定法は、米国連

邦規格 209（FED－STD-209）に基づいて行われていた。FED－STD-209 は、次のような変遷を辿り、最終

的には ISO 14644 へと統合される。 

 

209 ： 1963 年 12 月 

209A ： 1966 年 8 月 

209B ： 1974 年 4 月 

209B ： 1976 年 5 月  Class 1000 の名称が加わる （改版記号は同じ） 

209C ： 1987 年 10 月  

209D ： 1988 年 6 月 209C の表記上の修正 

209E ： 1992 年 11 月  

廃 止：  2001 年 11 月 29 日 ISO 14644-1 Part1 および Part2 に統合 

 

すなわち、日本の製薬企業のクリーンルーム清浄度測定は、FED－STD-209 によっていたために、測定すべき

粒径は 0.5μm 以上であった。しかし、FED－STD-209 が廃止されたため、評価の拠り所となる基準文書を失っ

た。当時、日米の製薬業界での ISO に対する認識は低く、ISO 14644-1 に基準を直ちに切り替える動きは見ら

http://www.iest.org/Standards-RPs/ISO-Standards/FED-STD-209E
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れなかった。しばらくは従来通り、0.5μm 以上の粒子を測定し、評価する時期が続いた。 

このような日米の混乱の中で、2002 年 11 月 20 日に、欧州（EU）は EU GMP Annex 1 （無菌医薬

品の製造）の改定案を公表する（注２）。このことは重要な意味をもつので、その部分を次に引用する： 

 

注２：Good Manufacturing Practices - Major developments の 2002 年 11 月 20 日の項 

https://ec.europa.eu/health/human-

use/good_manufacturing_distribution_practices/gmp_developements_en  

改定案は、次のアドレスである：

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/pharmacos/docs/doc2002/nov/propo

sal_revision_annex1_en.pdf 

いずれも、2018.05.23 アクセス。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この改定案には、次の表が掲載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この５μm の欄の注である(e)は、次のように記載されている。 

(e) It is expected to get these areas completely free from particles sized equal or greater 

than 5μm. As it is impossible to demonstrate absence of particles with any statistical 

20/11/2002 

Consultation on a new proposal for a revision of Annex 1 (Manufacture of sterile medicinal 

products) to the EU GMP Guide (Volume 4) Search for available translations of the preceding  

link••• . 

The new proposal for a revision of Annex 1 to the EU GMP Guide has been adopted by GMP 

inspectors at their meeting on 23 October 2002. The amendments have primarily been 

introduced to harmonise the environmental standards for clean rooms laid down in the GMP 

Guide with those laid down in international standards (e.g. EN/ISO 14644-1). The 

Pharmaceutical Committee has endorsed the proposal at its meeting on 13 November 2002. 

The document is released for a consultation period until 10 January 2003. Comments should be 

sent in parallel to GMP@emea.eu.intand to Karin.Krauss@ec.europa.eu. 

https://ec.europa.eu/health/human-use/good_manufacturing_distribution_practices/gmp_developements_en
https://ec.europa.eu/health/human-use/good_manufacturing_distribution_practices/gmp_developements_en
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/pharmacos/docs/doc2002/nov/proposal_revision_annex1_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/pharmacos/docs/doc2002/nov/proposal_revision_annex1_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/pharmacos/docs/doc2002/nov/proposal_revision_annex1_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/pharmacos/docs/doc2002/nov/proposal_revision_annex1_en.pdf
javascript:void(0)
javascript:void(0)
mailto:GMP@emea.eu.int
mailto:Karin.Krauss@ec.europa.eu
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significance the limits are set to 1 particle / m3. During the clean room qualification, 

it should be shown that the areas could be maintained within the defined limits. 

 

（参考訳） 

それらの区域は、5μm 以上の大きさの粒子から、完全に切り離されていることが期待されている。何らかの

統計的意味合いを以って粒子の存在しないことを証明することが出来ないので、（訳注：5μm 以上の

大きさの粒子の）限度値は、1 個/m3 に設定されている。クリーンルームの適格性評価を通して、その区

域が規定された限度値範囲内に維持されているであろうことが、証明されること。 

 

これらの記載で直ちに気が付くことは、その時点で EU GMP Annex 1 が、ISO 14644-1 をグローバル規格

であることを、前面に押し出していないことである。当時の日米製薬業界の ISO への認識は、欧州および旧植民地

諸国（旧欧州諸国の）が参画するローカルな団体であった。 

 

EU GMP Annex 1 が ISO 14644-1 の規定を前面に押し出すのは、次の 2008 年の改定時である。その

後、PIC/S は、2010 年にその Annex 1 の技術的解釈を公表する。現在の PIC/S のサイトに掲載されている技

術的解釈はその後差し替えられているが、最初の時点の文書の対訳文がファルマソリューションズ㈱の技術資料とし

て掲載されている。この技術的解釈の文書では、関連する国際基準として 14644-1 から 14644-6 を明確に掲

げている。PIC/S の事務局はスイスにあり、その後は EU GMP の内容と完全に一致させる動きが強まる。事実、そ

の技術的解釈の文書では、作成は Swiss Medic が行ったことが記載されている。 

 

微粒子径に、従来の 0.5μm に加えて 5μｍが加わることは、気中微粒子のサンプリング・システムの大幅な更

新が必要となることを意味している。この 5μｍの問題と落下菌平板の連続曝露の問題に対する日米の製薬企業

の反発はかなり強いものであり、欧州の査察官は日米の製薬企業を査察する時に、それらの実施を強く要請し続

けた。 

 

欧州は EU GMP Annex 1 を遵守していない限り、欧州への製品出荷を認めないという強い態度をとり続けた

ため、次第に 5μｍ粒子の測定を行う企業が増え続け、今日に至っている。しかし、落下菌試験（連続的に曝露

測定を実施する）に関しては日米での反発は、なお続いている。 

 

今般の 2017 年 11 月に公表された EU GMP Annex 1 の改定案では、Qualification （Classification

を含む）では、5μｍ以上の粒子測定要求を取り下げたが、Monitoring においてはその要求を持続している。今

回の EU GMP Annex 1 の改定案の作成にあたっては、日米はもとより PIC/S 諸国および WHO も参画してい

る。 

 

この案の最終化は 2019 年にズレ込むと予測されているが、1987 年の US-FDA の無菌操作法のガイダンス

の公表から、約 30 年間を経て、ようやくグロバーバルスアンダードが出現しようとしている。  

http://www.ph-s.com/uploads/technical_documents/2010/02/tech20100223_10.pdf
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２．なぜ 「0.5μm 以上」なのか？ 

 

HEPA フィルタが最も通過し易い 0.3μm の粒子を捕捉することを目的として開発され、その捕集効率のチャレ

ンジ粒子径を 0.3μm としている。それにも関わらず、清浄度を 0.5μm 以上の粒径を測定ターゲットとするのは、

論理的に矛盾している。 

 

結論を先に述べれば、その理由は大きく２つの理由が推定される： 

① HEPA フィルタの用途が原子力産業以外にも広がり、0.3μm という放射性同位元素のヨウ素粒子を考慮

しなくても良い用途が大部分を占めること 

② 計測上の問題（0.3μmという粒子に対するデータの信頼性の不足）。当時の捕集効率の計測に使用す

るための粒子数計測器は、正確に測定し得る粒径の限界が 0.5μm であった。 

 

この 0.5μm の大きさに対する当時の認識は、資料１（1971 年）の 10 頁の中程に、次のような記載があ

る： 

「Federal Standard 209, “Clean Room and Work Station Requirement,” was issued in 

December 1963 and revised in August 1966. It established three classes of air cleanliness 

for clean rooms – class 100, class 10,000 and class 100,000. The numbers refer to the 

maximum number of particles allowable per cubic foot of air that are larger than 0.5 microns 

(a speck invisible to the naked eye, and smaller than nearly all microbes and bacteria).」 

 

上記を要約すれば、1963 年頃の考え方は、0.5μm という粒子は、「裸眼では見えない非常に小さな値であ

り、かつ殆ど全ての「微生物および細菌より小さい」ものであるから、これを最小基準として、それ以上の１立方フ

ィート中の粒子数を数えるという考え方である。 

 

資料２（1974 年）の「Section III Microbiological Monitoring of the Surgical Clean Room 

Environment」の項の 24 頁目に次のような記載がある： 

「Microbiological aerosols are composed of particulates ranging in size from less than 1 μ

m to approximately 50μm (or in some cases larger) (Wolf et al. 1959) 」。 

 

この記述は、0.5μm の上記の考え方を裏付けるものであろう。 

 

さて、上記の 1963 年という年は、Federal Standard 209 が制定された年である。マンハッタン計画の開始

は 1942 年であるが、３年後の 1945 年にその目標であった原子爆弾が日本に投下される。その後に始まる冷戦

の終結は 1963 年が転換点とされる。この 1963 年から約 20 年間という歳月を経て、HEPA フィルタは軍事技術

の枠を超えて民生用に大きく広がった（図１）。 
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図１ ラミナーフロー機器の主要メーカー４社の合計売上推移（資料１：11 頁目） 

 

しかし、その歴史的背景から HEPA フィルタなどの高性能フィルタにその根本的技術基盤を有する米国が他国

を大きく凌駕していたことはいうまでもない。このような背景を理解することで、今日のクリーン化技術における具体的

数値がメートル法に変換されても、1963 年頃までに確立された数値（ヤードポンド法）に遡れることが、容易に

理解出来るであろう。 

 

３．なぜ 「5.0μm 以上」なのか？ 

 

気中微粒子数の測定の下側の基準である 0.5μm の持つ意味は、それなりの納得の行く理由を持つ数値であ

った。それでは 5.0μm という数値の根拠は何処にあるのだろうか。 

表１は、NASA が 1967 年に用いた数値である。この 1967 年は FED-STD-209A が発効している時期で

ある。したがって、表１は 209A に収載されていた表と同じであると考えて良いであろう。この表には、0.5μm と対

比する形で 5.0μm が掲載されている。なお、この表には空中浮遊菌数や、沈降生菌粒子数（生菌数）も記載

されており、興味深い表である。 

この沈降生菌粒子数は、滅菌したアルミ箔の上に、同じく滅菌したステンレスのクーポンを１フィート平方になる

ように配列し、１週間後にそれを回収して生菌数の測定を行うものである。HEPA フィルタが設置されていない無菌

試験用の部屋でも、殆どのサンプルでは微生物を検出せず、微生物が時折検出されても、それは芽胞菌もしくは好

乾性のカビであった。最大の汚染源であるヒト表皮からの非芽胞グラム陽性球菌は検出されることは無かった。クリ

ーンルームでの検出菌に芽胞菌が多いことは、当時の NASA の技術資料にもみられる。 
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表１ 空気清浄度のクラス（NASA 1967 より） （資料２（1974 年）：９頁目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当初、この 5.0μm という粒径を使用した背景を「0.5μm の対比としての、その 10 倍であるキリの良い数字」

と推測した。しかし、この推測は誤っていた。「macroparticles」の定義は「Particles larger than 5.0 μm」

（5.0 μm 以上の粒子）とされており、5.0 μm がマクロ粒子の下限側の粒径とされていることが、別資料で明ら

かになった。その資料は、現在は ISO 14644 に統合（1970 年 11 月）された米国連邦規格 Fed-Std-

209E であり、Appendix C の項に次のような記載がある： 

Two particle diameters are of particular interest: 0.5 μm and 5 μm. It can be shown that 

anisokinetic sampling is unlikely to have a significant effect on particles 0.5 μm and 

smaller. If the air is being sampled for the total concentration of particles 0.5μm and 

larger, typically the count will be dominated by particles with diameters near 0.5μm; if 

these particles are not much affected by anisokinetic conditions, neither will the total 

count be affected. Thus, anisokinetic sampling in clean zones is likely to be significant 

only when sampling at 5μm and larger. 

（参考訳） 

二つの粒径に、特に関心が持たれる。つまり「0.5 μm と 5 μm」である。非等速サンプリング

（anisokinetic sampling）は、粒径 0.5 μm 以下の大きさの粒子については、重大な影響を持つことは

無いだろうことは立証されている。もし空気を 0.5 μm 以上の合計濃度についてサンプリングするならば、一般

的には、0.5 μm 近くの粒径をもつ粒子が量的に優位となるだろう；もし、それら（訳注：0.5 μm の）粒

子が非等速サンプリングによって大きな影響を受けないのであれば、合計の粒子数もまた影響を受けないであ

ろう。したがって、クリーンゾーンでの非等速サンプリングは、5μm 以上のサンプリングを行う時にのみ、重要なも

のとなる。 
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（中略） 

The analysis indicates that anisokinetic sampling of particles 0.5 pm and smaller is not 

a problem in typical clean zones and will rarely be a problem when sampling at 5 pm 

unless sampling is carried out to detect a point source of particles. 

（参考訳） 

この分析は、0.5 μm 以下の粒子のサプリングが、一般的なクリーンゾーンでは問題を生じることは無く、サンプ

リングを粒子の発生源を検出するために行うのではない限り、5 μm でサンプリングを行う場合の希な問題とな

ることを示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２：Fed-Std-209B:amended と 209D における 

Class 100 の粒子分布の考え方の変化 

 

上記の事項との技術的な関連性は不明であるが、Fed-Std-209 は、209D への改定（1988 年６月）に

あたって、図２に示すような清浄度クラスと粒径分布の変更を行っている。この変更は、クラス 100（現在の ISO

５に相当）およびそれ以上の清浄度の場合は、0.5μm より小さな粒径分布に注目しているのである。 

 

その観点から言えば、現在の ISO Class ５において、5μｍ粒子の測定は不必要のはずである。この点に関し

ては、表１の注に記載されている次の記述が注目される： 

Counts below 10 (0.35) particles/ft3(liter) are unreliable except when a large number 

of samples is taken. 

（参考訳） 

粒子数が 10 個／ft3（0.35 個／L）以下のカウント数は、大きなサンプル量を採取する 

場合を除き、信頼性をもたない。 
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つまり、上記の数値を１m3 当たりの粒子数に単純換算すれば、350 個になる。しかし、現行の ISO 14644-

1：2015 に記載される ISO Class ５の 5μm 以上の粒子数は、具体的な数値を記載せず、次のような３つの

注記を記載している。 

 

d Sampling and statistical limitations for particles in low concentrations make classification 

inappropriate. 

 

e Sample collection limitations for both particles in low concentrations and sizes greater 

than 1 μm make classification at this particle size inappropriate, due to potential particle 

losses in the sampling system. 

 

f In order to specify this particle size in association with ISO Class 5, the macroparticle 

descriptor M may be adapted and used in conjunction with at least one other particle 

size. (See C.7.) 

 

上記の注のうち “d”に関しては、空気清浄度のクラス（NASA 1967 より）（表１参照）と同じ意味を持つ。

また、“ｅ”では１μm 以上の大きなサイズは、「その数が少なく、粒子数も少ない」こと、および「サンプリング時の粒

子の潜在的損失がある」ために、この粒径をクラス確認の基準とすることは不適切なことを述べている。ISO Class 

5（旧 Fed-Std-209 の Class 100 に相当）での 5μm 以上の粒子数の測定は、その清浄度のクラスが設定

されて以降、その測定の是非を巡って、グレーな状況が今日までも続いている。 

 

今般の EU（PIC/S）GMP Annex 1 Draft (2017)は、5μm 以上の粒子数の測定を、クラス確認

（classification）と切り離して、モニタリング時の要求としている。このことは、微生物学的リスクを考慮して、その

モニタリングを要求している可能性が高い。これ以上大きな粒子、例えば、10μm の静止空気中の沈降速度は、

１秒間に３mm である。また 1μm では、0.035mm である。気中での微生物の存在形態は、粒子に付着して

いることが一般的である。 

 

以上の情報を総合的に勘案すると、現在の考え方は、5μm 以上の粒子数の測定は、微生物学的リスクを

考慮しての測定要求である可能性が大きい。 
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