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SUISANZOSHOKU 48（3），559－564（2000）

殺菌作用を有する電解水3種の
物理化学的性質と保存性＊1

柏木正章・佐藤亜紀子・坂東英太郎・吉岡　基
上野隆二・中村雅昭・出野　裕

（2000年 4 月24日受理）

Physical-Chemical and Preservative Properties of Electrolyzed
NaCl Solutions with Bactericidal Activities＊1

Masaaki KASHIWAGI＊2, Akiko SATO＊2, Eitaro BANDO＊2, Motoi YOSHIOKA＊2, 
Ryuji UENO＊2, Masaaki NAKAMURA＊3, and Hiroshi DENO＊3

Abstract: Among several electrolyzed NaCl solutions, there are three types such as strong acid (<
pH 2.7), weak acid (pH 5-7), and weak alkaline (pH 7-9), which have strong bactericidal activities.
We examined physicalchemical and preservative properties of the three type solutions and com-
pared each other to seek for possible candidates for application in aquaculture fields. All solutions
were prepared with an electrolyzed water generator without a diaphragm. Characteristics of the
solutions just after preparation are: strong acidic type (pH: 2.4, oxidation-reduction potential: +1170
mV, residual chlorine: 15.0 mg/l), weak acidic type (5.6, +995 mV, 12.5 mg/l), and weak alkaline
type (8.2, +730 mV, 17.0 mg/l).  In preservative test, the solutions in stoppered bottles were kept in
a dark room at 20℃ and 5℃, respectively.  The bactericidal activities were measured by a commer-
cial test paper for living bacteria.  As time passed, the bactericidal activities of the all three types
dropped remarkably at both 20℃ and 5℃ , corresponding to decrease in residual chlorine.
However, the activity decline was slower in the alkaline type than in other types. From our results,
we concluded that the weak alkaline solution is suitable for application in aquaculture fields. 
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＊1電解機能水の水産増殖への応用に関する研究- I．（Studies on Application of Electrolyzed Solutions for Aquaculture
Fields- I）．

＊2三重大学生物資源学部（Faculty of Bioresources, Mie University, Tsu, Mie 514-8507,  Japan）．
＊3富士電機株式会社（Fuji Electric Co. Ltd., 1-27 Fuji-cho, Yokkaichi, Mie 510-0013,  Japan）．
＊4吉水　守・石川麻美・堀　友花・吉仲桃子・絵面良男・渡辺研一・上西敏夫（1998）：海水電解装置による魚類飼育用水
および排水の殺菌．第 5回機能水シンポジウム予稿集，pp. 82-83．

水道水に少量の食塩を添加して生成する電解水は，

院内感染菌のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）

や食中毒菌の腸管出血性大腸菌（O157）など多くの細

菌に対して強い殺菌効果を示すことが知られており，医

療，食品産業および農業の分野では，その低毒性や低

残留性の面から従来の化学薬品に代わる殺菌・消毒剤

として積極的に利用されている1-6)。しかし水産増殖分

野では，殺菌効果への関心は示されているものの7),＊4，

まだ実用段階には達していない。魚貝類の飼育において

は，飼育水や設備・器具などのいたる所に病原因菌を

含む多くの種類の細菌などが存在している。したがっ

て，電解水がこれらに対する殺菌・消毒効果を有する

ならば，それの水産増殖分野への利用を図ることが望ま

れる。

電解水は，pHの違いにより，強酸性水（pH 2.7以下），

弱酸性水（pH 5～ 7），弱アルカリ性水（pH 7～ 9）

および強アルカリ性水（pH 10以上）の 4種類に分けら

れるが，殺菌効果を有するのは前 3者である。このう

ち，強酸性水は最も早くから多くの分野で利用されて

いるが，これには使用器具の腐食や塩素ガスの発生など

の大きな欠点がある。他方，弱酸性水と弱アルカリ性

水は強酸性水のような大きな欠点はないが，まだ利用実

績は少なく，これらの長所短所を判断する基礎データも

少ない。そこで本報では，今後，我々が利用する電解



水の種類を決めるために，強アルカリ性水を除く電解水

3種の一般細菌に対する殺菌効果ならびに電解水関係の

研究において一般的に測定されている pH，酸化還元電

位，残留塩素量および溶存酸素量を測定し，これらの

性質と電解水の保存条件との関係を比較した。

材料および方法

電解水は無隔膜式の電解装置（富士電機（株）試作）を

用いて作製した。この装置では，電極の陽極側と陰極

側にそれぞれ強酸性の陽極水と強アルカリ性の陰極水が

生成されるので，本研究の強酸性水としてはその陽極

水を使用した（Fig.1-A, 通水量の1/2）。弱酸性水は通

水量の1/4の陰極水を排水して得られる残り3/4の電解

水であった（Fig.1-B）。弱アルカリ性水は両極水を分離

せずにすべてを混合したものであった（Fig.1-C）。した

がって，強酸および弱酸性水では，使用されない陰極

水は利用されずに排水されたが，弱アルカリ性水ではそ

のような無駄がなかった。作製した電解水は容量 1 lの

褐色ポリ瓶に小分けし，密栓して暗所に保存し，以後，

0（生成直後），1，3，7，14，30，および60日目に下記

項目を測定した。保存温度は20℃と 5℃の 2段階とし，

測定は毎回 2本の瓶について行い，両データの差がほ
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Fig. 1. A schematic diagram of the electrolyzed water generator without a diaphragm.  ○A shows the generator for the strong
acidic solution.  ○B and ○C show the outlet parts of the generator adjusted for the weak acidic and weak alkaline solutions,
respectively.  Basic chemical reactions at the anode and cathode were described in A.



とんどないことを確認して平均値を求めた。

電解水の殺菌効果については，一般細菌試験紙（柴

田科学器械工業）を用い，以下の方法で評価した。ま

ず研究室の流しの排水口付近から採集した細菌群を蒸

留水500 ml入りのビーカーに移して細菌懸濁液を作成

し，予め電解水 2 ml を入れておいたバイアル瓶に細菌

懸濁液 1 mlを添加して15分間放置した。次いで，混合

液 1 mlを細菌試験上に塗布して37℃で24時間培養し，

発色したコロニーを計数した。対照として，電解水の

代わりに蒸留水を用いて同様の操作を行い，次式によ

り一般細菌生残率を求めた：

一般細菌生残率（％）＝電解水処理コロニー数／対照

コロニー数×100

対照におけるコロニー数は373～382個であった。

pHおよび酸化還元電位はイオン濃度計（東亜電波工

業 IC-40S），残留塩素量はヨウ素滴定法8)，溶存酸素量

はウインクラ－法8)によって測定した。

結　　果

電解水生成時の一般細菌生残率と物理化学的性質の

測定結果を Table 1に示した。細菌生残率は，強酸性

水，弱酸性水，弱アルカリ性水のいずれも 0％で，これ

らには強い殺菌効果が認められた。

保存期間中の細菌生残率と物理化学的性状の変化を

Fig. 2に示した。いずれの電解水も20℃より 5℃におい

て変化が少なく，後者の保存性が優れていた。とくに

60日目の細菌生残率は20℃では100％と殺菌効果がほぼ

完全に消失していたが，5℃では強酸性水24.7％，弱酸

性水11.3％，弱アルカリ性水8.5％とまだかなりの効果

が保持されていた。なお20℃・30日目の生残率はそれ

ぞれ31.6％，45.1％および15.3％であった。したがって，

電解水 3種の間では，両温度において，弱アルカリ性

水の殺菌効果が最も良好に保持されていた（Fig. 2-A）。

殺菌効果の主成分とされる残留塩素量は，生成直後

の値が強酸性水で15 mg/l，弱酸性水で12.5 mg/l，弱ア

ルカリ性水で17 mg/lと若干異なっていたので，厳密な

比較はできないが，その後の20℃の30日目はそれぞれ 0，

0.68，6.4 mg/l，5℃の60日目はそれぞれ5.5，3.3，12.1

mg/lで，保存期間中の減少量もやはり弱アルカリ性水

において最も少なかった（Fig. 2-D）。以上の結果にお

ける細菌生残率と残留塩素量の間の相関係数は－0.744

～－0.983で，いずれも統計的に有意であった（p＜0.05，

Fig. 3）。

その他の物理化学的性質のうち，pHは，強酸性水で

はほとんど変化しなかったが，弱酸性水では低下し，弱

アルカリ性水では上昇した（Fig. 2-C）。酸化還元電位

は，強酸性水ではほとんど変化しなかったが，弱酸性

水では 7～14日目までやや上昇したのち下降し，弱アル

カリ性水では上昇した（Fig. 2-D）。溶存酸素量はすべ

ての電解水において直線的に減少した（Fig. 2-E）。この

変化は，生成時の飽和度がいずれも過飽和であったの

で，その後は飽和度100％の平衡状態に達するために減

少したと思われる（Fig. 2-F）。

考 察

一般に，強酸性水の特徴は，低 pH（2.7以下）と高

酸化還元電位（+1000mV以上）であること，また明確

に定められた数値はないが，食塩添加によって生成され

る残留塩素（10～50 mg/l）を含有し，強い殺菌効果を

示すことである1-4）。したがって，本研究に使用した強

酸性水もこれらの特徴を有するものであった。弱酸性水

および弱アルカリ性水の特徴として定められた数値はな

いが，前者1),＊5,＊6が pH 5.0～5.5，酸化還元電位+800～

1050 mV，残留塩素量50～80 mg/l，後者＊7が pH 8.17

～8.39，酸化還元電位+759～788 mV，残留塩素量70～
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Table 1.  Bactericidal activity and some physical-chemical properties of three types of electrolyzed solutions just after 
preparation

22.5
(215.6%)＊

13.5
(149.6%)＊

14.5
(163.9%)＊

Electrolyzed
solutions

Survival rate of 
general bacteria
（％）

pH
Oxidation-reduction

potential
（mV）

Residual chlorine
(mg/l)

Dissolved oxygen
(mg/l)

Strong acidic solution

Weak acidic solution 

Weak alkaline solution

0

0

0

2.4

5.6

8.2

1170

995

730

15.0

12.5

17.0

＊The percentage saturation.

＊5 小田　明・佐伯順子・石井　秀・岡崎龍夫（1994）：電解酸化水．第 1回機能水シンポジウム, pp. 1-3．
＊6 大久保憲・大塚和久・河合浩樹（1996）：弱酸性電解生成水溶液の有効性について．第 3回機能水シンポジウム予稿集，

pp. 44-45．



85 mg/lで，ともに強い殺菌効果を示すことが報告され

ている。したがって，残留塩素量の違いを除けば，本

研究の弱酸および弱アルカリ性水もこれらの特徴を有す

るものであった。医療・食品工業分野では，残留塩素

量数10 mg/l 以上のものが普通に使われているが，これ

は水生生物の生存にとって極めて危険な濃度である。

この点，本研究での弱酸および弱アルカリ性水の塩素

量はそれぞれ12.5 mg/l および17 mg/lであり，このよ

うな低濃度でも強い殺菌効果を示していたことから，こ

れらは水生生物への影響を軽減した電解水として評価

できるものと思われる。もちろん今後も，さらに必要最

小限の有効濃度を求め，できるだけ生物や環境への悪

影響を及ぼさない配慮は必要である。

電解水の殺菌機構に関して，強酸性水が利用され始

めた頃は，pHが2.7以下と酸化還元電位が+1000mV以

上という微生物の生活圏（pH 3～10，酸化還元電位

+200～800mV）9)を超える環境条件が，殺菌効果を生む

と考えられていた1-3)。しかし，その後利用された弱酸性
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Fig. 2．Changes of bactericidal activity (survival rate of general bacteria) and physical-chemical properties of three types of
electrolyzed solutions during the preservation at 20℃ and 5℃.  Each number under the bars shows the days after the
beginning of preservation.  Asterisks in A and B show 0 % and 0 mg/l (no detected), respectively.

＊7高井研一・高橋紀美子・有田美和子・金正泰弘（1998）：弱アルカリ電解生成水の細菌殺菌効果の検討．第 5回機能水シ
ンポジウム予稿集，pp. 86-87．



水や弱アルカリ性水では，pHも酸化還元電位も微生物

の生活圏の範囲内にあるにも拘わらず殺菌効果がある10,11)

ということから，低 pH・高酸化還元電位主因説は否定

されている。本研究でも，強酸性水の20℃保存の60日

目では，pHも酸還元電位も生成時とほぼ同じ値を維持

していたが，殺菌効果はほとんど消失しており，やはり

否定的な結果が得られている。したがって現在は遊離塩

素主因説が有力視されている。本研究でも，一般細菌

生残率と残留塩素の変化の間には有意な負の相関関係

が認められた。この殺菌の機構について，堀田＊8は

「大腸菌を強酸性水で処理すると，細胞中のDNA, RNA

およびタンパク質が分解され，電子顕微鏡的には細胞

膜の損傷が確認された。同様のことが，次亜塩素酸ナ

トリウム溶液でも観察されたので，次亜塩素酸を主とす

る作用が細胞の生存に必須の構成成分を分解・変性・

損傷させて死滅させた」という実験結果を報告してい

る。

殺菌効果の主成分とされる次亜塩素酸（HOCl）は

pHの違いにより，その存在比率が次式のように変化す

ることが知られている1,12),＊5,＊6：

Cl2＋H2O→←HCl＋HOCl→←HCl＋H＋＋ OCl－

（酸性側）（アルカリ性側）

ここで，pHが酸性側に低下すると，反応は左に進んで

強い殺菌力を持つ次亜塩素酸（HOCl）の比率が増加

し， pH 5付近でほぼ100％，pH 2.7付近で約90％（他

は塩素ガス）になる。反対に pHがアルカリ性側に上昇

すると，反応は右に進んで，殺菌力が著しく劣る次亜

塩素酸イオン（OCl－）の比率が増加し，pH 10付近で

ほぼ100％に達する。このアルカリ域における殺菌力は

強酸および弱酸域のそれの1/80にまで低下するといわれ

ている＊5。しかし，本研究での弱アルカリ性水の場合，

生成時のpH 8.2におけるHClOは約17％（OCl－約83％）

と推定されるが，殺菌効果は強酸および弱酸性水のそ

れと同等またはそれ以上の強さを示し，貯蔵期間中も

その効果が保持されていた。

以上，本研究で使用した弱アルカリ性水には強酸性

水および弱酸性水と比較して，優るとも劣らない殺菌

効果があり，またその効果の保持性も良好であることが

わかった。前述したように，強酸性水には使用器具の

腐食や塩素ガスの発生という大きな欠点がある。弱酸

性水にはガス発生の問題はほとんどないが，多少の腐食

の懸念は避けられない。しかし弱アルカリ性水にはこれ

ら二つの問題はほとんど考えられない。さらに電解水作

製の際は，強酸性水では強アルカリ性水の全部，弱酸

性水ではその一部を利用せずに排水しなければならなか
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Fig. 3. Relationship between residual chlorine and bacte-
ricidal activity (survival rate of general bacteria) in
three types of electrolyzed solutions.

＊8堀田国元（1996）: 酸性電解水の殺菌機構と機能水の利用．第 3回機能水シンポジウム予稿集， pp. 1-5．



ったが，弱アルカリ性水ではそのような無駄がなかっ

た。以上のことから，我々が水産増殖分野において使

用する電解水は弱アルカリ性水が最も望ましいと結論で

きる。したがって今後は，魚類の病原因菌などに対す

る弱アルカリ性電解水の殺菌効果についての検討が必要

である。

要　　約

水道水に少量の食塩を添加して電気分解する電解水

は強い殺菌効果を有するが，これは pHの違いによって

強酸性水，弱酸性水および弱アルカリ性水の 3種類に

分けられる。本研究は電解水の殺菌・消毒力を水産増

殖分野に利用することを最終の目的としているが，本報

では，我々が今後利用する種類を決めるため，電解水 3

種における一般細菌に対する殺菌効果，pH，酸化還元

電位，残留塩素量および溶存酸素量を測定し，これら

の性質と電解水の保存条件との関係を比較した。

電解水は無隔膜式の電解装置を用いて作製した。強

酸性水，弱酸性水および弱アルカリ性水の pHはそれぞ

れ2.4，5.6および8.2であった。作製した電解水は20℃と

5℃において密栓して暗所に60日間保存した。電解水の

殺菌効果については，一般細菌試験紙を用いて評価し

た。

作製直後の電解水の一般細菌生残率はいずれも 0％

で，強い殺菌効果が認められた。保存期間中の殺菌効

果は，弱アルカリ性水において最も良好に保持され，

殺菌効果の主成分とされる残留塩素濃度も最も減少が

少ない傾向にあった。それ以外の物理化学的性質も考

慮すると，今後，使用する電解水としては弱アルカリ

性水が最も望ましいと結論した。
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