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PEACE WATERとの比較
2016/8/2

次亜塩素酸ナトリウム 次亜塩素酸水 一般の電解水 PEACE WATER
主成分 次亜塩素酸イオン 次亜塩素酸 次亜塩素酸
ｐＨ pH12～（強アルカリ性） pH5.0～6.5（弱酸性） pH2.0～3.5（強酸性） pH2.0～3.5（強酸性）
希釈 100～10000倍に希釈 なし なし なし
臭い 強烈な塩素臭 濃度により塩素臭あり 濃度により塩素臭あり 濃度により塩素臭あり

安全性 ×（酸との混合で有毒ガス発生） △ △ ○
刺激性・毒性 刺激性あり なし なし なし

殺菌力 高濃度（100ppm以上）にすれば○ ○ ○
消臭力 △（塩素臭が残る） ○（臭いそのものを分解） ○（臭いそのものを分解） ○（臭いそのものを分解）
漂白 ○ ○ ○ ○
殺菌 ○ ○ ○ ○

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成 あり なし なし なし
長期使用 × ×（肌荒れあり） ×（肌荒れあり） ○

農業への使用 × ×（塩害あり） ×（塩害あり） ○
人体への影響 あり あり あり なし

環境負荷 多い（金属を腐食する） 少ない 少ない なし
一般用途 家庭用の塩素系漂白、殺菌剤



【 殺菌料・消毒剤等の比較 】 2020.11.1
PEACE WATER 次亜塩素酸水 次亜塩素酸Na 消毒用エタノール 疑似次亜塩素酸水

認可状況 食品添加物殺菌料 食品添加物殺菌料 食品添加物殺菌料 消毒剤･食品添加物 なし
安 全 性 高安全性 高安全性 原液は危険物 引火性注意 不明(高濃度要注意)
製造方法 HCL又はNaClの HCL又はNaClの 飽和食塩の電気分解 エタノールに 次亜塩素酸Naに

電気分解 電気分解 NaOHにCl2注入 精製水を混和 酸を混和・希釈
原液濃度 10〜80ppm 10〜80ppm 4〜12％ 76.9〜81.4% 規格なし
使用濃度 10〜80ppm 10〜80ppm 100〜5,000ppm 76.9〜81.4% 規格なし

pH 6.5以下(酸性) 6.5以下(酸性) >7.5 (ｱﾙｶﾘ性) 中性 酸性(規格なし)
主 成 分 次亜塩素酸 次亜塩素酸 次亜塩素酸ｲｵﾝ エタノール 次亜塩素
使 用 法 流水洗浄 流水洗浄 希釈・浸漬 噴霧・擦拭 浸漬

使用対象： 食材 〇 〇 △ × ×
金属 〇 腐食あり 腐食あり 〇 低濃度で使用可

非金属 〇 〇 〇 〇 低濃度で使用可
環境 〇 〇 △ 〇 低濃度で使用可
皮膚 〇 〇 × 手荒れあり 低濃度で使用可
粘膜 〇 〇 × × 低濃度で使用可

抗細菌・真菌活性 広範囲 広範囲 広範囲 広範囲(芽胞菌を除く) 広範囲
抗ｳｲﾙｽ活性

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｨﾙｽ 〇 〇 〇 〇 〇
ﾉﾛｳｨﾙｽ 〇 〇 〇 有効性低い 〇

肌への影響 〇 ⻑期使用は× × × ×
電解方法 ３室型電解槽 2室型電解槽 - - -







強酸性電解水の殺菌水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初発菌数、約2万から800万の細菌が殺菌されるまでの時間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（財）食品安全センターでのシャーレ試験結果

強酸性電解水 酸性水 次亜塩素酸 塩化ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳ
pH2.6  1,100ｍｖ ＨＣＬ　ｐＨ2.6 ｿｰﾀﾞ10ｐｐｍ ﾑ100ｐｐｍ

Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｉｌ
大腸菌

Salmonella typhimurium
サルモネラ菌

Ｐseudomonas aeruginosa 院内感染
緑膿菌 眼疾患、下痢

Ｂacillus cereus
セレウス菌

Ｓｔａhylococcus aureus
黄色ブドウ球菌

Ｓｔａhylococcus aureus
（ＭＲＳＡ）

Vibrio parahaemolitica
腸炎ビブリオ菌
Rhodotorula sp. 水まわりの

赤色酵母 赤色着色菌
Candida albicans カンジダ症

カンジダ菌 粘膜に炎症
Cladosporium 風呂場の黒カビ

黒カビ菌 アレルギー性
Trichophy mentagrophytes

水虫菌の一種
Mycobacterium tuberculosis

結核菌
hepatitis B virus
B型肝炎ウイルス

human immunodeficiency v.
エイズウイルス

Escherichia coil(O-157)
大腸菌Ｏ-157

　　＝＝　引用　＝＝
　　日本大学歯学部保存学教室歯周学口座　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学歯学部付属病院中央検査部　　中央手術部
　　東北大学歯学部口腔菌学口座　清水義信　　　　　　　　　　　　　　　　　衛生試験報告書９８．６２（）吉川　弓
　　東北大学歯学部歯科保存学第二口座　奥田豊一　　　　　　　　　　　　　大阪医科大学衛生物学教室

30秒以内

試験菌種 菌による作用

食中毒 30秒以内 24時間 30秒以内

食中毒 30秒以内 24時間 30秒以内 30秒以内

30秒以内 24時間 30秒以内 殺菌されず

食中毒 2分 殺菌されず 殺菌されず 30秒以内

食中毒 30秒以内 24時間 30秒以内 30秒以内

院内感染 30秒以内 25時間 30秒以内 30秒以内

食中毒 30秒以内 30秒以内 30秒以内 30秒以内

30秒以内 殺菌されず 2分 ----

30秒以内 殺菌されず 5分 10分

30秒以内 殺菌されず 5分 ----

水虫 30秒以内 殺菌されず 5分 ----

院内感染 2分 殺菌されず 殺菌されず 殺菌されず

殺菌されず 殺菌されず 殺菌されず30秒以内院内感染

院内感染 30秒以内 ---- ---- ----

食中毒 30秒以内 ---- ---- ----



強酸性電解水の殺菌効果のある菌

菌　　　　種 菌　　　　種 菌　　　　種
Escherichia  coil Candida albicans Herpes simplex virus

大腸菌 カンジダ菌 ヘルパスウィルス
Salmonella typhimurium Cladosporium Influenza virus

サルモネラ菌 黒カビ菌 インフルエンザウィルス
ＰｓｅｕＤｏｍｏｎａｓ　ａｅｒｕｇｉｎｏｓａ Ｔｒｉｃｈｏｐｈｙ　ｍｅｎｔａｇｒｏｐｈｙｔｅｓ Ｔｒｉｃｈｏｐｈｙｔｏｎ　ｒｕｂｒｕｍ

緑膿菌 水虫菌の一種 トリコフィトン
Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃｅｒｅｕｓ Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｔｕｂｅｒｃｕｌｏｓｉｓ Ｓerratia marcescens

セレウス菌 結核菌 霊菌
Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ａｕｒｅｕｓ hepatitis B virus Ｅnterococcus faecalis

黄色ブドウ球菌 B型肝炎ウィルス エンテロコッカス・フェカーリス
Ｓtaphylococcus aureus human immunodeficiency v. Ｂbacillus subtilis

(MRSA) エイズウィルス 枯草菌
Ｖｉｂｒｉｏ　ｐａｒａｈａｅｍｏｌｉｔｉｃａ Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｉｌ（Ｏ-157） Ｓｏｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ

腸炎ビブリオ菌 大腸菌Ｏ-157 出芽酵母
Ｒｈｏｄｏｔｏｒｕｌａ　ｓｐ． Ｅｎｔｅｒｒｏｖｉｒｕｓ Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ　Ｔｙｐｈｉｍｕｒｉｕｍ

赤色酵母 エンテロウィルス ネズミチフス菌





強酸化水 強還元水 備考
1.農業 ○ ○ 交互に葉面散布　根元に還元水
2.医療 ◎ ○ 消毒及び治療
3.工業 ○ ○ フロン・エタンの代替、電子部品・精密機

器部品の洗浄用、液晶や半導体の製造
工程の洗浄など

4.食品 ○ ○ 食品自体の消毒、食品製造工程や製造
5.美容 ○ ◎ 美容還元水
6.その他
風呂 ○ ○ 美容還元風呂、治療酸化風呂
洗濯機 ○ 洗剤未使用又は低減
洗剤 ○ 界面活性剤を使わない洗剤　　　ＯＡ機器

などの表面クリーニングほか

強電解水の用途



強酸化水および各種試験水の種々の栄養型細菌に対する殺菌効果 
                   反応 0 時間にけ           試験水中の生残菌数(ＣＦＵ／mℓ)                       
                      る菌数   強酸化  次亜塩素  0.0025Ｎ塩  水道水      0.1 塩化ベン 
                    （ＣＦＵ／ｍℓ） 水 10   酸     酸                ザルコニウム 
                            秒    ナトリウム 10 秒              10 秒  
                                 10 秒           1 分                    

試験菌株 
   黄色ブドウ球菌（通常）       1.6×10⁶   ＜10   ＜10     1.0×10⁶    2.3.×10⁶   ＜10 
   黄色ブドウ球菌（MRSA）      9.5×10⁵   ＜10   ＜10     5.2×10⁶    4.2.×10⁵   ＜10 
      大腸菌               1.7×10⁶   ＜10   ＜10     7.5×10⁶    1.4.×10⁶   ＜10 
   ネズミチフス菌           2.7×10⁶   ＜10   ＜10     1.3×10⁶    3.1.×10⁶   ＜10 
   腸炎ビブリオ菌           9.8×10⁶   ＜10   ＜10    ＜10       8.8.×10³   ＜10 
   緑膿菌               1.9×10⁵   ＜10   ＜10     7.8×10⁶     1.5×10⁵   ＜10 
      緑膿菌(院内感染)消毒液が効かない   2.5×10⁵   ＜10   ＜10     2.6×10⁶     2.6×10⁶   2.6×10⁶ 
   日和見感染             2.2×10⁵   ＜10   60       1.2×10⁶      2.2×10⁶   1.8×10² 
   カビ菌               9.5×10⁵   ＜10   40       7.6×10⁵      9.4×10⁵   80 
   食中毒菌（芽胞がある）       5.2×10⁵   ＜10   ＜10     ＜10         5.0×10⁶   ＜10 
   食中毒菌（環境中に多い・芽胞が複雑）5.5×10⁵   ＜10   ＜10     ＜10         5.2×10⁶   ＜10           
 試験水の性状 
   残留塩素濃度（ｐｐｍ）              10    40     検出されず   0.2       検出されず 
   酸化還元電位（ｍＶ）               1,073-   728-788  721             724              511 
                                                        1,122 
      水素イオン濃度                                    2.13-   6.26-8.02  2.50      6.73        5.87 
                                                        2.28                                                                    
       25℃での反応時間 出典：大西克成（徳島大学医学部細菌学講座）、コロナ工業㈱ ＊反応時間 5 分 

 





電解水の殺菌能力

次亜塩素酸ＨＣＬＯの作用により、電解水は微生物、ウィルスの不活性に強力な効果を発揮します

  微生物・ウィルス    強酸性電解水    次亜塩素酸ナトリウム

Staphylococcus aureus ＜ ５秒   ＜ ５秒

 （黄色ブドウ球菌）

  ＭＲＳＡ   ＜ ５秒   ＜ ５秒

（ﾒﾁｼﾙ酸性黄色ブドウ球菌）

Pseudomonas aeruginosa ＜ ５秒   ＜ ５秒

 (緑膿菌) 
Escherichia coil  ＜ ５秒   ＜ ５秒

   (大腸菌) 
Salmonella sp  ＜ ５秒   ＜ ５秒

(サルモネラ菌)

  その他の栄養型病原細菌    ＜ ５秒   ＜ ５秒

Bacillus cereus   ＜ ５分   ＜ ５分

(セレウス菌)
Mycobacterium tuberulosis   ＜ 2.5 分 ＜  30 分 

 （結核菌）

  その他の抗酸菌 ＜ 1～2.5 分 ＜ 2.5～30 分 

Candida albicans   ＜ 15 秒  ＜ 15 秒 
  （カンジダ菌）

Trichophyton rubrum     ＜ 1 分 ＜ 5 分 
（トリコフィトン）

その他の真菌 ＜ 5～60 秒 ＜ 5 秒～5 分 
エンテロウィルス ＜ 5 秒 ＜ 5 秒 
ヘルペスウィルス ＜ 5 秒 ＜ 5 秒 

 インフルエンザウィルス  ＜ 5 秒 ＜ 5 秒 
強酸性電解水の殺菌ポテンシャル

105-6 の菌またはウィルスを 0.1ｍl の強酸性電解水（有効塩素 40ppm）と次亜塩素酸ナ

トリウム（有効塩素 1000ppm,ミルトン）が殺菌または不活性化に要する時間

（強電解水企業協議会編「強酸性電解水使用マニュアル」より引用）



電解水の殺菌能力

次亜塩素酸ＨＣＬＯの作用により、電解水は微生物、ウィルスの不活性化に強力な効果を発揮します

  微生物  処理前（ＣＦＵ/ｍｌ） 処理後（ＣＦＵ/ｍｌ） 

 大腸菌 1.6×10⁷   ＜ 1 
（Escherichia coil O-157） 

サルモネラ菌 6.2×10⁶ ＜ 1 
（Salmonella Entenbdis） 

黄色ブドウ球菌  9.9×10⁵ ＜ 1 
（Staphylococcus aureus） 

緑膿菌 1.5×10⁶ ＜ 1 
（Pseudomonas aeruginosa） 

カビ分生子 1.0×10⁴ ＜ 1 
（cladosporium sp.） 

酵母 2.1×10⁵ ＜ 1 
（Soccharomyces sp.） 

 微酸性電解水の抗微生物効果

（20℃、１分処理、有効塩素濃度 10ppm、ph6.0） 
    (強電解水企業協議会編「微酸性電解水使用マニュアル」より引用) 



※安全性試験
　　　　財団法人　化学品検査協会　化学品安全センター日田研究所において行った安全性試験
　　　　よりの抜粋を下に記す。
　　　　適用ＧＬＰ：「医薬品の安全試験の実施に関する基準に付いて」（薬発第313号）
　　　　　　　　　　　「医薬品ＧＬＰ及び査察に関する規定の改正について」（薬発第870号）

ラットにおける単回路口投与毒性試験 一般状態、体重推移、部検
（超酸化水） ※毒性無し

ラットにおける単回路口投与毒性試験 一般状態、体重推移、部検
（超酸化水） ※毒性無し

ウサギにおける眼刺激性試験 ＡＦＮＯＲ（1982）の評価基準にて無刺激物
（超酸化水）

ウサギにおける5日間皮膚累積刺激性試験 非擦過傷部、擦過傷部、とも皮膚反応は認め
（超酸化水） られず、皮膚累積刺激性はないものと推察さ

れた。一方対照物質の注射用蒸留水にも認め
られなかった。

ラットにおける7日間反復経口投与毒性試験 死亡はなく、一般状態、体重推移、摂餌量、剖
（超酸化水） 検においても、影響は見られず、毒性兆候は

何もみられなかった。

試　　　　　　　　験　　　　　　　　名 結　　　　　　　　　　　　果

安 全 性







安全性

※安全性試験

財回法人化学品検査協会化学品安全センター日田研究所において行った安全性試験

よりの抜粋を下に記す。

適用GLP:「医薬品の安全試験の実施に関する基準に付いて」（薬発第313号）

「医薬品GLP及び査察に関する規定の改正について」（薬発第870号）

試 験 名 結 旦ク1‘‘ I 
ラットにおける単回経口投与毒l生試験 一般状態、体重推移、剖検 l （超酸化水） ※毒性無し

ラットにおける単回経口投与毒性試験 一般状態、体重推移、剖検

I （超還元水） ※毒性無し

ウサギにおける眼刺激性試験 AFNOR(1982)の評価基準にて無刺激物 l I （超酸化水）

ウサギにおける5日間皮膚累積刺激性試験 非擦過傷部、擦過傷部、とも皮膚反応は認め

（超酸化水） られず、皮膚累積刺激性はないものと推察さ
れた。一方対照物質の注射用蒸留水にも認め
られなかった。

ラットにおける7日間反復経口投与毒性試験 死亡はなく、一般状態、体重推移、揆餌量、剖

（超酸化水） 検においても、影響は見られず、毒性徴候は
1可もおられなかった。
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