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1.　イレイザー・ミスト水の概要

限りなく“水”に近いイレイザー・ミスト水は、人と環境に優しい空

間除菌・消臭効果を有します。

イレイザー・ミスト水の原料である次亜塩素酸の除菌・消臭効果は、

従前から農林水産業・水道水の塩素消毒剤等において業務用として評

価されていましたが、ミストによる空気清浄装置「イレイザー・ミス

ト噴霧器」の開発により、ご家庭・オフィス・店舗、また車内空間等

においても、手軽にご利用いただけるようになりました。

ライフネットワーク株式会社は、10数年に及ぶ次亜塩素酸水の研

究・開発実績を有する株式会社テクノマックスとの技術提携によって、

この除菌・消臭水を安全に安定的に、しかも超低コストで供給できる

イレイザー・ミスト水生成装置と周辺機器の製造・販売を推進してい

ます。

イレイザー・ミスト水は、除菌対象物はもとより、人体や装置、施設

設備、排水施設、環境に影響を及ぼさない、極めて有効な除菌方法を

求めた結果生まれた、理想的な除菌・消臭水です。

人と環境に優しいイレイザー・ミスト水が安心、安全な除菌・消臭水

として、さまざまな用途に利用されることを願っております。

■イレイザー・ミスト水の概要

Eraser Mist

人と環境に優しい空間除菌・消臭
限りなく“水”に近いイレイザー・ミスト水
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■イレイザー・ミスト水の生成

＋ ＋

希釈混合

A）希釈による化学変化

B）有効除菌力と作業負担

＊除菌は次亜塩素酸（HClO）の働き90～100％＝除菌力
＊90～100％が有効で洗浄不要 洗浄作業無し（節水）
＊洗い流された物に残留が無い為中和処理不要 処理負担無し
＊残留が無い為蓄積汚染が無い ヌメリ無し（使用した分浄化）
＊環境汚染が無い為 清掃負担軽減

次亜塩素酸ソーダ
NaClO

水
H2O

塩酸
HCl

次亜塩素酸
HClO

90～100%（次亜塩素酸の成分が多く含まれている除菌水がイレイザー・ミスト水）

水
H2OClO-

2.　イレイザー・ミスト水の生成

特殊なpH制御技術で次亜塩素酸ソーダ水を弱酸性にコントロールす

ることで、強力な除菌力を持ったイレイザー・ミスト水が生成されま

す。

イレイザー・ミスト水は、低濃度のpH調整剤を、極微量に次亜塩素

酸ソーダに混合し生成します。pH5.5±0.5にすることにより、有

効除菌成分である次亜塩素酸分子（HOCL）を大量に含んだ除菌・

消臭水となります。

このようにして生成したイレイザー・ミスト水は、原液である次亜塩

素酸ソーダの約8倍の除菌力があります。
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■イレイザー・ミスト水の特長

3.　イレイザー・ミスト水の特長

驚異的な空間除菌・消臭力

インフルエンザ、ノロウィルスにも有効

タバコ等の臭いを強力消臭

赤ちゃん・ペットにも安心

ノンアルコール（弱酸性）

花粉対策に効果的

ダニ・アレルギー／カビの抑制

除菌効果

消臭効果

抑制効果

相乗効果

安心・安全

エアコン・空気清浄器のフィルタ除菌

風邪やインフルエンザ、人のノロウィルスにも極めて有効。感染不安を取り除きます。

厨房設備や什器・備品などの除菌にも効果的
空気拡散によって、掃除が困難な厨房設備の裏側などの除菌にも効果的です。

アトピー性皮膚炎や喘息の原因となるダニの抗原（アレルゲン）を不活性化するので、
ダニのアレルギーから守ることができます。また、カビの繁殖も抑制します。

空気拡散によって、掃除が困難な冷蔵庫等、厨房設備の裏側の除菌にも効果的

悪臭のもとをイレイザー・ミスト水が直接分解。
気になるニオイに有効です。

スギ花粉等の持っている抗原（アレルゲン）を不活性化します。

哺乳瓶などのベビー食器や、介護用品などの洗浄にも安心してご利用いただけます。
イレイザー・ミストの原料は、厚生労働省が認定する「食品添加物」を使用しています。

手肌についても安心です。

混合悪臭

タバコ臭

アンモニア酢酸

アルデヒド

※イレイザー・ミストは、混合悪臭（タバコ臭）を
直接的に除菌・消臭、強力な威力を発揮します。

Eraser Mist
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■イレイザー・ミスト水の除菌原理

 

4. 　イレイザー・ミスト水の除菌原理

ライフネットワークでは、理想の除菌水を作るヒントを、人体の除菌

システムに見出しました。

人体の除菌システムこそ「人体に安全で除菌にのみ有効な除菌方法」

です。

4-1．　人体の除菌システム

細菌や酵母などは、食胞という膜に囲まれていますが、このような異

物が体内に侵入すると、図１に示すように、好中球がその異物を取り

囲み、異物の食胞に向かって、顆粒から除菌性のペプチドや加水分解

酵素を放出します。

一方、好中球の膜では、スーパーオキシド生産系が活性化しＯ2 を多

量のＯ2-に変えます。

Ｏ2-は非酵素的にＨ2Ｏ2 に変わり、顆粒から放出されたミエロペル

オキシターゼ酵素（ＭＰＯ）により体内のＣｌ-イオンと反応して、

次亜塩素酸（ＨＯＣｌ）を合成します。この次亜塩素酸（ＨＯＣｌ）

が菌を攻撃して死滅させます。

図１ 人体の除菌システム
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■イレイザー・ミスト水の除菌原理

 

4-2．　イレイザー・ミスト水の除菌システム

イレイザー・ミスト水は、人体の除菌成分である、次亜塩素酸を高濃度
に含んだ水です。その次亜塩素酸（ＨＯＣｌ）は、次亜塩素酸ソーダ
（ＮａＣｌＯ）を原料にして、生成しています。以下に、次亜塩素酸生成の
原理を説明します。次亜塩素酸ソーダは、ｐＨ変化によってその成分の構
成比が変ります。（図２）

次亜塩素酸ソーダは、そのままでも水で薄めて除菌剤として使われてい
て、その使用濃度は、一般的には２００ｐｐｍ以下です。２００ｐｐｍ
次亜塩素酸ソーダのｐＨは8.6位になりますが、ｐＨ8.6付近では図に
示すように、次亜塩素酸（ＨＯＣｌ）の構成比が約１０％で、残りの９
０％が次亜塩素酸イオン（ＯＣｌ-）になっています。ｐＨ値が低くなる
（酸性側に変化する）につれて、ＨＯＣｌの比率が高くなり、ｐＨ4.5 
付近で１００％になりますが、それを過ぎる（ｐＨ4.5 以下になる）と
再び比率が下がり始めます。

次亜塩素酸（ＨＯＣｌ）も次亜塩素酸イオン（ＯＣｌ-）も除菌力を持っ
ていますが、次亜塩素酸イオンは次亜塩素酸に比べ、除菌力が１／８０
位しかありません。（米国環境保護局のデータ）
イレイザー・ミスト水生成装置は、次亜塩素酸ソーダのこの性質を利用
し、除菌力が高い次亜塩素酸成分を上げることにより、強酸性水や電解
酸性水が狙って、果たしえなかった前述の諸問題を一挙に解決できる除
菌水、即ちイレイザー・ミスト水を作れるように致しました。

図２ 次亜塩素酸ソーダの除菌成分の変化
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■イレイザー・ミスト水の除菌効果①

 

イレイザー・ミスト水は、グルタラールや次亜塩素酸ソーダと同様の抗菌スペクトル
をもち、しかも人体に対して非常に安全な除菌水です。

酵母菌真菌
一般細菌

  大腸菌（O157）
黄色ブドウ球菌
（MRSAを含む）

細菌

緑膿菌
レジオネラ菌

糸状菌

白癬菌
（水虫、シラクモ等）

結核菌
ウイルス

ノロウイルス
インフルエンザ
トリインフルエンザ

細菌芽胞

枯草菌
セレウス菌
ボツリヌス菌

イレイザー・ミスト水

塩化ベンザルコニウム

クレゾール石鹸・フェノール

ボビドンヨード・アルコール

グルタラール・次亜塩素酸ソーダ

表１ 芽胞菌（枯草菌）に対する除菌力の比較

5. 　イレイザー・ミスト水の除菌効果

5-1．　抗菌スペクトルと除菌力

微生物や細菌には、図3 に示すように、弱い種から強い種までいろ

いろあります。強い菌に対して、医療機関などでは、主としてグル

タールアルデヒドを使っています。

イレイザー・ミスト水の抗菌スペクトルは、そのグルタールアルデ

ヒドに匹敵する幅の広がりを持っていて、しかも、除菌力ははるか

に強力で、表１に示すように、抵抗力が一番強い芽胞菌をも短時間

に死滅させる力を有しています。

　  図３ 代表的消毒剤の除菌に対する抗菌スペクトルの比較

 

   生 菌 数   

 水温 開始時 １分後 
 

３分後 ５分後 

イレイザー・ミスト水 
pH7.3 100ppm 

37℃ 3.0 ×106 2.0×103 ＜10 ＜10 

イレイザー・ミスト水 
pH7.3 100ppm 

60℃ 4.4 ×106 ＜10 ＜10 ＜10 

次亜塩素酸ソーダ 
pH8.7 100ppm 

37℃ 3.0 ×106 4.4×106 2.7×106 6.9×104 
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■イレイザー・ミスト水の除菌効果②

*塩酸は極微量で、50ppm イレイザー・ミスト水で0.5 ㎎／Ｌ程度です。

5-2．　環境に優しく無公害です。

イレイザー・ミスト水は除菌処理の際に、菌や有機物と接触して普

通の水に戻るため、食品に付着、残留しません。多少残留すること

があったとしても、次亜塩素酸ソーダのように粘着しませんので、

簡単な水洗で落ちます。加えて、次亜塩素酸ソーダと比べ、はるか

に低濃度、短時間に除菌できますので、食品の味や食感を大きく損

なうようなことはありません。排水に多少次亜塩素酸が残留してい

たとしても、排水溝の有機物と反応して水に戻りますので、浄化槽

の有用微生物にダメージを与えることもありません。

これを化学式にしますと次のようになります。

　R-O　＋　HOCl　＋　H2O　→　R-OH　＋　HCl　＋　H2O

  

有機物（菌も有機物）　　　   分解された有機物   塩酸*

＜トリハロメタンの心配はありません＞

近年、塩素系の除菌剤は、トリハロメタンを生成しやすいというこ

とで、敬遠される傾向にあります。

イレイザー・ミスト水もその原料は次亜塩素酸ソーダですので、係

累としては、塩素除菌法に属しています。しかし、トリハロメタン

はpH9～10位のアルカリ状態の時に最も強く発生し、酸性状態で

は、発生しません。イレイザー・ミスト水は、そのほとんどが次亜

塩素酸という酸で構成されていますので、原理的に心配ありません。

※詳細はP.25に記述



10

■イレイザー・ミスト水の除菌効果③

5-3．　除菌力と安全性

５０ppmのイレイザー・ミスト水の除菌力は、次亜塩素酸ソーダの

４００ppm に匹敵します。

またイレイザー・ミスト水は、温度を１０℃上げると除菌力は2.5倍

になります。手足の洗浄、果物や機器洗浄、パレット洗浄など、イ

レイザー・ミスト水の使用温度を上げて使用することが出来るなら

大変効果的で薬剤の使用量を大幅に減らすことができます。コスト

と環境保護に大いに役立ちます。

※イレイザー・ミストは最も安全な除菌剤です。
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■イレイザー・ミスト水の除菌効果④

5-4．　除菌効果試験データ

■検体 1）イレイザー・ミスト水（塩素濃度50ppm、pH5.5）
 2）イレイザー・ミスト水（塩素濃度200ppm、pH5.5）

　　試験菌
 　

対象  
生菌数（mL）

 開始時＊ 1分後 5分後

 枯草菌 検体2） 4.0×105 ＜10 ＜10

 
（芽胞） 対照6 4.0×105 － 5.3×105

 大腸菌

 検体1） 6.0×1056 ＜10 ＜10 

  検体2） 6.0×1056 ＜10 － 

  対照 6.0×1056 5.0×105 6.7×105 

 緑膿菌

 検体1） 6.0×105 ＜10 ＜10 

  検体2） 6.0×105 ＜10 － 

  対照 6.0×105 5.3×105 6.5×105 

 

サルモネラ

 検体1） 4.5×105 ＜10 ＜10 

  検体2） 4.5×105 ＜10 － 

  対照 4.5×105 4.7×105 5.6×105 

 黄色ブドウ球菌

 検体1） 5.6×105 ＜10 ＜10 

  検体2） 5.6×105 ＜10 － 

  対照 5.6×105 4.5×105 4.9×105 

 MRSA

 検体1） 4.9×105 ＜10 ＜10 

  検体2） 4.9×105 ＜10 － 

  対照 4.9×105 3.9×105 4.7×105 

 化膿性連鎖球菌

 検体1） 6.3×105 ＜10 ＜10 

  検体2） 6.3×105 ＜10 － 

  対照 6.3×105 8.2×105 6.8×105 

 カンジダ

 検体1） 5.1×105 ＜10 ＜10 

  検体2） 5.1×105 ＜10 － 

  対照 5.1×105 3.6×105 4.8×105

 クロコウジカビ

 検体1） 1.9×105 90 ＜10 

  検体2） 1.9×105 ＜10 － 

  対照 1.9×105 1.5×105 3.3×105

<10：検出せず　　　－：実施せず

＊菌液接種直後の対照の生菌数を測定し、開始時とした。

対照・精製水（黄色ブドウ球菌及びMRSAは生理食塩水）

保存温度：室温

試験先：財団法人 日本食品分析センター
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■イレイザー・ミスト水の除菌効果⑤

5-5．　除ウィルス効果試験データ　（in vitro: 試験管内）　

■用いた除菌剤 1)  イレイザー・ミスト（80ppm、pH5.6）

■TCID50/mlとは？  ある濃度のウィルス液を希釈して培養したときに、培養細胞を

50%細胞変性を起こす希釈倍率の逆数を示しています。

■“̶”は　細胞変性なし、ウィルス完全に不活性を意味する

        試験ウィルス  TCID50 /ml  5 sec  15 sec  30 sec  60 sec

 HSV
 HF 108.5 ー ー ー ー

  UW  108.3 ー ー ー ー

 Inf

 A/PR/8 106.6 ー ー ー ー

  A/Tokyo/2/75 105.9  ー ー ー ー

  AA/FM/1/47 105.7 ー ー ー ー

  A/USSR/92/97 106.6 ー ー ー ー

 
CoxA

 9 103.5 ー ー   ー ー

  16 104.9  ー ー ー ー

 CoxB

 1 105.0  ー ー ー ー

  2 106.3  ー ー ー ー

  3 106.4  ー ー ー ー

  4 106.4 ー ー ー ー

  5 106.9 ー ー ー ー

 Echo 

 7 104.4 ー ー ー ー

  18  ー ー ー ー

  27  ー ー ー ー

 En  71 104.5 ー ー ー ー

昭和大学藤ヶ丘病院
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■イレイザー・ミスト水の消臭効果

6. 　イレイザー・ミスト水の消臭効果

消臭（脱臭）に最も多く使用されているのが次亜塩素酸ソーダ

（NaClO）です。次亜塩素酸ソーダは、その酸化力を利用して臭

いの元を酸化し、無臭の物質に変化させます。

混合悪臭（タバコ臭等）におけるアンモニア臭を消臭する過程で

は、次亜塩素酸ソーダの酸化力により、悪臭のアンモニア分子を

無臭なモノクロラミンに変えていきます。

NH3｠（アンモニア）＋HClO（イレイザー・ミスト）
　　→NH2Cl（モノクロラミン）＋H2O

イレイザー・ミスト（HClO）は、次亜塩素酸ソーダの酸化力を

さらに高めたため、除菌力と同様に消臭効果も数倍～数十倍に高

められ、より低い濃度で強力な消臭効果を発揮します。

イレイザー・ミストは、タバコ臭を構成する混合悪臭の約90%を

占めるアンモニア臭を直接的に除菌・消臭、強力な威力を発揮し

ます。

混合悪臭

タバコ臭

アンモニア酢酸

アルデヒド



14

■イレイザー・ミスト水の安全性

水道水の消毒は、水道法の規定により塩素によるものとなっています

が、その塩素消毒剤として、現在は次亜塩素酸ナトリウム（ソーダ）

が主として使用されています。

次亜塩素酸ナトリウムは、液化塩素に比べ安全性が高く、取扱いが容

易であり、水道水の消毒に使用されていますが、人が飲用する水に添

加するものであることから、適切な取扱いとその性状を保持するため

に適した水道維持管理指針等によって厚生労働省、社団法人日本水道

協会が指導しています。

※参考文献：
　　次亜塩素酸ナトリウムの取扱い等の手引き（平成20年3月編集）
　　日本水道協会　水道用薬品等基準に関する調査委員会

■次亜塩素酸ナトリウム（次亜塩素酸ソーダ）は、水道水の消毒としても
　使用されています。

次亜塩素酸ソーダ（NaClO）・水（H2O）・希塩酸（HCl）を希釈

混合して生成される次亜塩素酸（HClO）の成分が多く含まれている

イレイザー・ミスト水は、厚生労働省が認定する食品添加物を原料と

して使用しています。

従って、赤ちゃんやペットにも安心してご使用いただけます。

■イレイザー・ミスト水の原料は、厚生労働省が認定する食品添加物を
　使用しています。

7. 　イレイザー・ミスト水の安全性
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■イレイザー・ミスト噴霧器①

8. 　イレイザー・ミスト噴霧器

イレイザー・ミスト水の原料である次亜塩素酸の除菌・消臭効
果は、従前から農林水産業等において業務用として評価されて
いましたが、「イレイザー・ミスト噴霧器」の開発によって、
ご家庭・オフィス・店舗等においても、手軽にご利用いただけ
るようになりました。

イレイザー・ミスト噴霧器は、室内空間の細菌・ウィルスなど
を直接除菌し、爽やか・快適な空間にします。
また、生活臭やペットの臭いなどを瞬時に消臭する効果もあり
ます。

（適用スペース：約15坪）
超音波噴霧／ドライミスト
室内の空間除菌・消臭に

ドライミストによる
マイナスイオン効果

専用ミスト噴霧器から出てくる
「ドライミスト」（飛沫粒子
5m未満）は、マイナスイオン
効果によってお部屋全体を爽や
か・快適な空間にします。

●ミスト噴霧器で室内空間を爽やか・快適に

室内空間の細菌・ウィルス等を死滅させ、花粉対策等
にも効果的です。また、タバコの臭いなどの消臭にも
強力な効果を発揮します。

※専用ミスト噴霧器に原液（1L）を入れ、水道水約4Lで希
釈してご使用ください。

（専用ミスト噴霧器に原液500mlを入れ、水道水約2Lで希
釈し、タンク重量を軽減してご使用いただくことも可能
です）
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■イレイザー・ミスト噴霧器②

8-1．　イレイザー・ミスト器とエアコン&空気清浄器の相乗効果

エアコン内の集じんフィル
ター・熱交換器等の除菌・
消臭に効果的です。

除菌・消臭 超音波噴霧器

エアコン・空気清浄器のフィルター除菌に効果的

「イレイザー・ミスト」の加湿効果で、のどやお肌の潤いをキープ

イレイザー・ミスト器

イレイザー・ミスト
効果

空 気 清 浄 器

エ ア コ ン

ハウスダスト
カビ菌
花粉
ニオイ

空気清浄器内の集じ
ん・脱臭・加湿・気化
フィルター等の除菌・消
臭効果を補助します。

イレイザー・ミストは、室内
空間の細菌・ウィルスなどを
直接除菌、爽やかな空間に。
また、生活臭（タバコ・ペット
臭など）を瞬時に消臭します。

除菌

空気拡散によって、掃除が困難な冷蔵庫・書庫の裏側などの除菌に効果的除菌

加湿

イレイザー・ミスト効果

イレイザー・ミスト効果

イレイザー・ミスト効果

（イメージ図）

適用床面積：約15坪（30畳）

ノロウィルス

花粉症
原因物質

混合悪臭
ニオイ

ダニ
アレルギー物質

カビ菌

食中毒

インフルエンザ
ウィルス
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■イレイザー・ミスト噴霧器③

8-2．　イレイザー・ミスト器の分煙効果

イレイザー・ミストは空間分煙の効果を最大限に高め、喫煙者も周

囲の人にも爽やか・快適な環境を提供します。

エアコン内の集じんフィル
ター・熱交換器等の除
菌・消臭に効果的です。

空気清浄器内の
①集じんフィルター
②脱臭フィルター
③加湿・気化フィルター

除菌・消臭 超音波噴霧器

エアコン・空気清浄器・分煙器のフィルター除菌に効果的

加湿に「イレイザー・ミスト」をプラスして、のどやお肌の潤いをキープ

イレイザー・ミスト器

イレイザー・ミスト効果

空 気 清 浄 器

分煙器内の
①プレフィルター
②集塵フィルター
③消臭フィルター

分 煙 器

エ ア コ ン

ハウスダスト
カビ菌
花粉
ニオイ

空気清浄器内の集じ
ん・脱臭・加湿・気化
フィルター等の除菌・消
臭効果を補助します。

イレイザー・ミストは、室内空間の
細菌・ウィルスなどを直接的に除
菌、爽やか・快適な空間にします。

また、タバコ臭などを瞬時に消臭
する効果もあります。

除菌

加湿

赤ちゃんにも安心／ノンアルコール（弱酸性）安全

イレイザー・ミスト効果

イレイザー・ミスト効果

分煙器内の集じん・消
臭フィルター等の除菌・
消臭効果を高めます。

イレイザー・ミスト効果

（イメージ図）

人と環境に優しい空間除菌・消臭

限りなく“水”に近いイレイザー・ミスト水

Eraser Mist

適用床面積：約15坪（30畳）

店舗空間の分煙効果に貢献します。

混合悪臭

タバコ臭

アンモニア酢酸

アルデヒド

混合悪臭

タバコ臭

アンモニア酢酸

アルデヒド

タバコの煙
タバコの臭い

イレイザー・ミストは、
混合悪臭（タバコ臭）を直接に除菌・消臭、

強力な威力を発揮します。

喫煙コーナー禁煙エリア

混合悪臭

タバコ臭

アンモニア酢酸

アルデヒド

空気拡散によって、掃除が困難な冷蔵庫・ダストボックスの裏側などの除菌に除菌
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■イレイザー・ミスト利用例

 

9. 　イレイザー・ミスト利用例

9-1．　家庭／室内空間での利用

エアコン内の集じんフィル
ター・熱交換器等の除菌・
消臭に効果的です。

除菌・消臭 超音波噴霧器

エアコン・空気清浄器のフィルター除菌に効果的

「イレイザー・ミスト」の加湿効果で、のどやお肌の潤いをキープ

イレイザー・ミスト器

イレイザー・ミスト
効果

空 気 清 浄 器

エ ア コ ン

ハウスダスト
カビ菌
花粉
ニオイ

空気清浄器内の集じ
ん・脱臭・加湿・気化
フィルター等の除菌・消
臭効果を補助します。

イレイザー・ミストは、室内
空間の細菌・ウィルスなどを
直接除菌、爽やかな空間に。
また、生活臭（タバコ・ペット
臭など）を瞬時に消臭します。

除菌

空気拡散によって、掃除が困難な冷蔵庫・書庫の裏側などの除菌に効果的除菌

加湿

イレイザー・ミスト効果

イレイザー・ミスト効果

イレイザー・ミスト効果

（イメージ図）

適用床面積：約15坪（30畳）

ノロウィルス

花粉症
原因物質

混合悪臭
ニオイ

ダニ
アレルギー物質

カビ菌

食中毒

インフルエンザ
ウィルス

イレイザー・ミスト器とエアコン＆空気清浄機の相乗効果

お部屋の除菌・消臭に キッチンの除菌に

スプレータイプ
500ml

トイレの除菌・消臭に バスルームの除菌に 洗濯機の除菌に

イレイザー・ミスト・スプレーでお手軽に除菌・消臭！
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■イレイザー・ミスト利用例

9-2．　オフィス・店舗での利用

切り花の鮮度保持に

オフィスの除菌・消臭に

飲食料工場の衛生管理に 教室の除菌・消臭に

店舗内の除菌・消臭に

■除菌・消毒・清掃など幅広いシーンでご利用いただけます。

厨房（流し）洗浄除菌食材の除菌店内空間噴霧 店内トイレの除菌・消臭食器・備品の除菌

事例：飲食店利用

（適用スペース：約15坪）

超音波噴霧／ドライミスト
室内の空間除菌・消臭に

イレイザー・ミストは、
店内空間の細菌・ウィルスなどを直接除菌し、

爽やか・快適な空間にします。

また、消臭や分煙効果にも
貢献します。

（500ml）
スプレータイプ

Eraser Mist
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■イレイザー・ミスト水生成／関連データ①

希釈混合

　従来の塩素希釈水の除菌力と作業負担

A）希釈による化学変化

B）有効除菌力と作業負担

＊除菌は次亜塩素酸（HClO）の働き5～10%＝除菌力
＊5～10%が有効で90～95%は洗浄により対応  洗浄作業
＊洗浄により洗い流された塩素の大半は中和槽に排水 中和槽処理負担
＊排水の一部が残留し汚染の要因となってる ヌメリ（環境汚染）
＊環境汚染を軽減する為清掃により対応 清掃作業負担

次亜塩素酸ソーダ
NaClO

水
H2O

次亜塩素酸
HClO

5～10%

＋

＋ ＋

90～95%

水
H2O

次亜塩素酸イオン
ClO-

希釈混合

これからの塩素除菌は？

A）希釈による化学変化

B）有効除菌力と作業負担

＊除菌は次亜塩素酸（HClO）の働き90～100％＝除菌力
＊90～100％が有効で洗浄不要 洗浄作業無し（節水）
＊洗い流された物に残留が無い為中和処理不要 処理負担無し
＊残留が無い為蓄積汚染が無い ヌメリ無し（使用した分浄化）
＊環境汚染が無い為 清掃負担軽減

次亜塩素酸ソーダ
NaClO

水
H2O

塩酸
HCl

次亜塩素酸
HClO

90～100%（次亜塩素酸の成分が多く含まれている除菌水がイレイザー・ミスト水）

水
H2OClO-
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■イレイザー・ミスト水生成／関連データ②

pHの違いによる有効塩素存在率

次亜塩素酸（HClO）と次亜塩素酸イオン（ClO-）の除菌力の違い
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■イレイザー・ミスト水生成／関連データ③

pH値コントロール

高精度な除菌水
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■イレイザー・ミスト水生成／関連データ④

残留性と除菌力の比較

除菌力のパワーとは？
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■イレイザー・ミスト水生成／関連データ⑤

pH値コントロール

高精度な除菌水

・細胞破壊により耐性菌が出来ない結果、
芽胞菌などにも有効となる。

・熱耐性（熱水除菌では難しい）も同様。

岡山工業技術センター
食品工学研究室　室長　福崎 智司

図3に、HOClの膜透過性と除菌機構のモデ
ル図を示す。イオン化したOCl-は、微生物の
形質膜（細胞膜）にある脂質二重層（疎水性
膜）を透過することができないため、細胞壁
や形質膜の外側から酸化作用を及ぼし損傷を
与えることになる。一方、非解離型のHOCl
は、適度の分子サイズ（低分子量）と電気的
中性の性質から、受動拡散により容易に細胞
壁と形質膜を透過するため、細胞の外部と内
部の両面から酸化作用を及ぼすことになる。
その結果、OCl-と比較して、HOClによる細
菌細胞や芽胞の除菌速度および除菌効果は著
しく大きくなる。

※食品工業掲載記事参考

図3　HOClの膜透過性と除菌機構の概念図
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■イレイザー・ミスト水生成／関連データ⑥

トリハロメタン発生への心配について

トリハロメタンの心配はありません

近年、塩素系の除菌剤は、トリハロメタンを生成しやすいということで、敬遠され
る傾向にあります。イレイザー・ミスト水もその原料は次亜塩素酸ソーダですので、
係累としては、塩素除菌法に属しています。しかし、トリハロメタンはｐＨ９～１
０位のアルカリ状態の時に最も強く発生し、酸性状態では、発生しません。イレイ
ザー・ミスト水は、そのほとんどが次亜塩素酸という酸で構成されていますので、
原理的に心配ありません。
このことについて、少し詳しく記述します。

トリハロメタン生成のプロセス

塩素除菌によるトリハロメタン生成については、メタンのH（水素）がハロゲンの
Cl と入れ替わることによって、生成されるメタン化合物のことを言います。
この反応を起こすことをハロホルム反応と言います。これは、ｐＨ9～10 位で、最
も強く反応します。
RCOCH3 + 4NaOH + 3X3 RCOCX3 … X はハロゲン（Cl 化合物）です。

この反応が、更に進んで、RCOONa + CHX3 + 3NaX +3H2O となり、
ハロホルムを生じます。この反応が、ハロホルム反応です。
Cl(塩素)はこのように、H(水素)と置換し易い性質を持っています。

次亜塩素酸ソーダとトリハロメタン

通常、次亜塩素酸ソーダを水で薄めて使用する場合は、濃度200ppm位ですが、こ
の領域のｐＨは9～10 になります。これは、塩素が水素と最も置換し易い状態とい
うことになります。NaClO(次亜塩素酸ソーダ)は水中でNa+とClO-の2 つのイオ
ンに分かれます。この溶液は、アルカリ性のｐＨ領域ではClO-イオンの中のCl が、
メタンの外側のH と反応して、わずか、トリハロメタンに変ります。

イレイザー・ミスト水（次亜塩素酸）とトリハロメタン

次亜塩素酸ソーダは、酸性領域では、次亜塩素酸という酸に変ります。（イレイ

ザー・ミスト水はこのプロセスを活用しています。）次亜塩素酸を化学式で示すと、
HOCl ですから、次亜塩素酸ソーダにおけるClO-イオンではありません。
加えて、周りが酸性であるということは、H+イオンがたくさんある状態ですので、
Cl+イオンがメタンのH+イオン（水素）とわざわざ入れ替わる必要がない上に、メ
タンのC と結合しているH（水素）を押しのけて置換するほどの力はありません。
このように次亜塩素酸の状態の時は、Cl+による、H+との置換反応は起こりにくい、
即ちトリハロメタンは発生しない、ということになります。
更に、この状態（酸性領域）では、むしろ、HOCl(次亜塩素酸)のO(酸素イオン)の
方が活発に働いて、菌や除菌対象物のアルキル基（Ｒ基）と結合し、残りは弱い
HCl(希塩酸)になりますので、徐々にｐＨが下がる、即ち、より酸性に傾いていき
ます。この点からしても、トリハロメタンは発生しないということになります。
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■製品安全データシート

11. 　製品安全データシート

【物質の特定】    混合物

含有成分

化学名 次亜塩素酸ナトリウム 塩酸 水

成分及び含有量 有効塩素濃度12％ 8.5％

化学式 NaClO HCl H2O

CAS No.  7681-52-9 7647-01-0 

国連分類及び国連番号 クラス8　　1791 クラス8　　1789

【分類の名称】　　腐食性物質(次亜塩素酸ナトリウム)、急性毒性物質（塩酸）
【危険性・有毒性】　　：人体に対する影響

・誤って飲んだ場合（単回経口投与実験̶急性毒性試験̶異常は認められない）
・皮膚や目に入った場合（皮膚̶時刺激性試験̶刺激性なし）
（皮膚累積刺激性試験̶刺激性なし）
（眼刺激性試験̶刺激性なし）
・アレルギーは（感作性試験̶感作性なし）
・細胞への影響（コロニー形成阻害試験̶細胞毒性試験̶問題はない程度）
・発ガン性（復帰突然変異試験̶変異原生試験̶誘起する作用なし）
    　「50－80ppm, 食品農医薬センターの報告による」

【環境影響】　　： 環境中の残留性：極めて微量

【応急処置】
・眼に入った場合： きれいな水で洗浄する。
・皮膚に付着した場合： きれいな水で洗い流す。
・吸入した場合： 原液を吸入した場合は、空気の新鮮な場所に移動させる。
・飲み込んだ場合： 直ちに口の中を水で洗浄し、多量の水を飲ませる。

【火災時の処置】 不燃性

【漏出時の処置】 不用

【製造者情報】

【製品名】

会 社 名  ライフネットワーク株式会社
住　　所 東京都足立区千住１丁目4-1
電話番号 03-5284-1960
FAX番号 03-5284-2027
作　　成 2011年 9月25日

イレイザー・ミスト水
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■製品安全データシート②

【取扱及び保管上の措置】
・経時変化があるので、製造からの経時により失活があるので、濃度管理を
する必要がある。
・冷暗所にて保管

【物理・化学的性質】
・外観等： 無色透明
・比重： 1.01
・溶解度： 水で任意に希釈される。

【適用法令】
・消防法、労働安全衛生法、有機溶剤中毒予防規則、毒物・劇物取締法、鉛
中毒予防規則、特定化学物質等障害予防規則の何れにも該当せず。

【その他】
注意事項は通常的な取扱を対象としたもので、特殊な取扱の場合には、お問合せ下さ
い。
記載内容のうち、含有量、物理・化学的性質等の数値は保証値ではありません。
危険、有害性の評価は現時点で入手できる資料、情報、データ等に基づいて作成した
もので、すべての資料を網羅したわけではありませんので、取扱には充分注意してく
ださい。


