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微酸性電解水の有効塩素濃度と pHに及ぼす電解電圧の影響

飯塚泰弘各務正樹，安藤泰二，菊地朝日

株式会社トーワテクノ

Effect of Cell Voltages on Available Chlorine Concentration 
and pH in Slightly Acidic Electrolyzed Water 

Yasuhiro IIZUKA， Masaki KAKAMU， Taiji ANDO and Motokazu KIKUCHI 

TOWA TECHNO co・，Ltd.26-19 Nakanohig，αshi 7-chome， Akiku， Hiroshimαciち1，Hiroshima 739-0323， Japαn 

Slightly acidic electrolyzed water， prepared by electrolyzing di1ute hydrochloric acid， has a 
strong anti-microbial effect， and is widely used for various washing and disinfecting purposes. To 
obtain the desired effect， it is important to understand quantitatively how operating parameters 
affect avai1able chlorine concentrations and pH in slightly acidic electrolyzed water. In this paper， the 
effect of the cell voltages， which was considered as one of the most important factors that controlled 
the electrochemical reactions， was examined. The previous model was modified to consider the 
existence of the leakage current and the vo1tage balance in the electrolysis cells. The calculated 
results represented well the tendency of the experimental data， which showed a remarkable increase 
in the current efficiency with a rise of voltages unti1 1.7 V. The calculated resu1ts also described the 
tendency of experimental data， which showed a decrease in pH with a drop of voltages.τbe modified 
model enabled us to predict the consumption rate of a hydrochloric acid in various conditions. With 
the model modified in this study， the operation conditions for adjusting pH， in which the addition 
of slight1y acidic electrolyzed water to foods was permitted， were proposed in a very high or low 
hardness. 
Keywords: Slightly acidic electrolyzed water， effect of cell voltages， available chlorine 

concentrations， pH， calculated 

1.緒 官昔
Eヨ

微生物汚染を原因とする食中毒事故を防止するため

に，様々な薬剤による殺菌が行われている.これらの

中で，水に塩酸を加えて電気分解することにより生成

する微酸性電解水(次亜塩素酸水)は一般細菌，真菌，

ウィルスから細菌芽胞に至るまで殺菌効果を有するこ

とが報告されている [1-3]. 微酸性電解水の殺菌力はそ

の有効塩素濃度や pHの影響を受けることが知られてお

り[4]，洗j争や殺菌で所定の効果を得るためには，有効

塩素濃度や pHの調整が重要となる. しかし，これらは

製造条件や原料として用いた水の水質によって大きく

変化する. したがって，所望の有効塩素濃度と pHを備
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えた微酸性電解水を製造するためには，これらに及ぼ

す操作因子の影響を定量的に把握することが重要とな

る.前報 [5]では，電解槽内の電気化学反応に加えて，

微酸性電解水中の各成分に関する解離平衡を考慮する

ことにより，製造される微酸性電解水の有効塩素濃度

とpHを予測可能なモデルを構築した.そして構築した

モデルを用い，電解電圧固定のもとで電解電流および

希釈水供給流量などの操作因子や原水硬度の影響を検

討した.前報 [5]ではモデルを簡略化するため，理論

分解電圧および陽極陰極の過電圧に関する項を溶液抵

抗によるオーム損の中に含めて一括して取り扱った.

しかし本報では，電解電圧の影響を検討するため，電

気分解に関与しない短絡電流の存在を仮定するととも

に電解槽内の電圧収支を詳細に考慮してモデルを取り

扱う.そして，ファラデーの電流効率および生成する

微酸性電解水の有効塩素濃度や pHに及ぼす電解電圧の

影響を検討する.装置の納入先毎に原水の水質は大き
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有効塩素濃度と pHの測定を行ったく異なり，硬度が極端に高いあるいは低い場合がある.

ごのようなケースにおいては，所望の有効塩素濃度と

pHを備えた微酸性電解水を得ることが困難となる場合

がある.本報では，構築したモデルを用いて種々の条

件で製造される微酸性電解水の有効塩素濃度や pHの推

算を行い，操作因子の制御あるいは薬剤の添加による

pH調整法を検討する.

2. 実験方法

2.1 微酸性電解水の製造

微酸性電解水 の 製 造 に は ， 製 造 装 置として

PURESTER Mp.白寸白.

水には貯水槽に汲み上げて常温に保持した井戸水 (pH

7.1η7， M アルカリ度 52.5ppm) を用いた. Fig. 1に用

いた微酸性電解水製造装置の簡単なフロー図を示す.

微酸性電解水は，複極式電極を備えた無隔膜電解槽(厚

さt[cml，面積 So[cm2]の正方形の電極板が間隔 d[cm] 

で枚数N 卜]設置)で希塩酸を電気分解し，電解生成

物の全量を一定流量 V[dm3/sec]で供給される原水(約

20
0

C) に混合することにより製造した.電解槽には所

定の流量で希釈水と 21%塩酸を供給し，所定の電圧を

印可した電解電流は塩酸の供給流量を変化させるこ

とにより制御した.実験は室温(約 20
0

C) の自社工場

内で行い，電解電圧E [V]および電解電流 i[A]，希釈

水の供給流量 VHzO [dm
3
/sec]を変化させて微酸性電解

水(約 20
0

C) の製造を行った Table1に運転条件を示

す.運転開始から 5分経過後に微酸性電解水を採取し，

flowvalve 

Water Slightly acidic 
巴lectrolyzedwater 

口問
HCI tank 

Fig. 1 Flow diagram of th巴 SlightlyAcidic Electrolyzed Water 

Generator，“PURESTER". 

Table 1 Operating conditions of the Slightly Acidic Electrolyzed 

Water Generator in our factory before shipping. M alkalinity 

ofsource wat巴rwas 52.5 ppm and its pH was 7.17. 

N 26 d 0.3 cm 

So 400 cm2 t 0.1 cm 
vH200.8XlO-3，5.7XlO-3dm3/sec V 2.68dm3/se氾 (constant)

6-25 A E 37.3，41.5，47.9， 53.0 V 

2.2測定

有効塩素濃度はヨウ素滴定法 [6]により， pH はpH

メータ(横河電機側製)を用いて測定した.

3. モデルの修正

Fig.2に電解槽の模式図を示す.複極式の電解槽にお

いて両端の電極聞には大きな電位差が生じている.こ

のため，一部の電流は中間電極を 1つずつ経て流れずに，

ADBのように短絡して流れる電気分解に関与しない電

流となることが知られている [7]. したがって，電解槽

は Fig.3に示すように電解電流れ [A]と短絡電流ら [A]

が流れる並列回路とみなすことができる.電解槽を流

れる総電流 i[A]は電解電流と短絡電流の和として次式

で表される.

1=/¥+/2 (1) 

また，電解槽内での電圧収支を考えると，槽電圧E[V] 

と電解電流 i1および短絡電流らの聞にはそれぞれ次の

関係式が成立する [8]. この際，金属導体部の抵抗を無

干見できるものとした.

E={Rso川 +Ed+ηA一(-ηc)}'(N-l) (2) 

E=Rso，・i2 (3) 

ここで，R叫 [D]は電極聞に存在する溶液による抵抗，

+ 

Fig. 2 Scheme of electrolytic cell. 

E
 

RSOl1、i1

Rsol2、ら

Fig. 3 Imitated circuit diagram of elec廿olyticcel1. 
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Ed [V]は塩酸の電気分解反応の理論分解電圧， TJA [V] 

はアノードの過電圧， ηclV]はカソードの過電圧，N卜]

は電極板の枚数，R副，[0]は電解槽内の部分的な短絡に

よって生じた経路の抵抗である.本モデルではアノー

ドとカソードの電極に挟まれたセル聞から塩酸が漏れ

出ることにより，部分的な短絡が生じると仮定した.

高濃度の塩酸水溶液を低電圧で電気分解した場合，

アノード側での主生成物は塩素となり副生成物はほと

んど生成しないことが知られている [9]. したがって，

電解槽内で塩酸の電気分解以外の副反応が起こってい

ないと仮定すると，電流効率3卜]は以下のように表さ

れる.

s=す (4) 

以上より，

s= E 1EJ+71J+ηc') 、日 ν ノ (5)
RML'+R.n1， ~ (~， ，¥ 

ぉuh叫山"--E-(Ed'+ηA+ηc' ) 

ただし，

丸山九ob.(N-1) (6) 

E/=Ed.(N-1) 

ηA'=ηA' (N-1) 

ηc'=ηc.(N-1) 

(7) 

(8) 

(9) 

また，アノードとカソードの過電圧はターフェルの

経験式を用いて次のように表せる [10].

ηA一(-ηc)={b1+b2'log(i1)} (10) 

ここで，b1および b2は過電圧に関する定数である.

また，電極聞の溶液抵抗は次式で与えられる.

1000.d 
so11 =一一一一 (11) 

1 L1.Z.C.S 

ここで，d [cm]は電極間隔， LI [S・cm2jmol]は塩酸水

溶液の当量導電率，Z卜]は塩酸のイオン価， C [mol/ 

dm3]は電解槽内における電解液の塩酸濃度， S [cm2] 

は有効電極面積である.当量導電率Aは電解液の塩酸濃

度 Cの関数として次式で与えられる [10].

L1=L10' (1-0.37'.JC + 0.38. C) ロ)

L10 [S・cm2jmol]は塩酸水溶液の極限当量導電率であ

る.

こごで (10)一(12)式を (2)式に代入すると，以下の電

解液の塩酸濃度 Cに関する方程式が得られる.

E= ~ Ed + (b1+b2 .1og (il)) 

に 1000・d . I (>T ，¥ (13) 
+ --，ー、 .i1~ .(N-1) 
，10・(1-0.37・、 C+0.38・C).z.C.S J 

前報と同様に電解槽内での塩酸の電気分解反応およ

び微酸性電解水中での各成分の解離平衡を考慮するこ

とにより，以下の微酸性電解水中の水素イオン濃度 CH+

に関する方程式が得られる [5].

引 Cr}++Crn. K3 Cr，2+ +Crn命

2C~.Z++Cu+= 凶 山h-+2・一一 -"a しυ2
山 町 C}:l++1+主三 CH+ ~I!+ +1+五三

Kz '.' CH+ Kz ，.' CH+ 
(14) 

K. 今 月 f 、C日目ハ↓CrlCl

+云工+土万三，{CHC10+CClO'f+一旦出7 ギ巴ム
しH+ 、 U 、 LH+

1+玄

ここで， Ci [mol/ dm3]は微酸性電解水中の成分iの濃

度であり，Kjは各反応の平衡定数， α卜]は塩酸の電気

分解反応の反応効率である. (14)式中の反応効率 αは

消費された塩酸量と供給された塩酸量の比として次式

で与えられる.

α2・s.i.(N-1) j(F-n) 
6.33・VHα

(15) 

ここでに F[Cjmol]はファラデ一定数 n卜]は 1分子

の C12が生成する際の電荷移動数，VHCl [dm3jsec]は

21% (6.33 mol/dm3) 塩酸の供給流量である.

また，電解槽に関する塩酸の物質収支式は以下のよ

うに与えられる.

( 0 i.(N-l)i 
6.33'VHC1-C. (VH2内山トP7:γ)=0(日)

ここで，VH20 [dm
3jsec]は希釈水の供給流量である.

4 モデルの適用方法

前報 [5]と同様の手順で(13)一(16)式を連立して解く

ことにより，各条件において製造される微酸性電解水

のpH値を求めることができる.ここで，電流効率は各

電圧において実験的に求めた値を用いたため，本モデ

ルの未知定数は二酸化炭素濃度 CC02，有効電極面積 S，

過電圧に関する定数 b1および b2の4つとなる.二酸化

炭素濃度 CC02は前報と同様の手法により決定する [5].

この際，原水中の炭酸カルシウム濃度は M アルカリ度

に等しいと仮定した.残りの 3つの未知定数(有効電

極面積 S，過電圧に関する定数 b1および b2) はsimplex

法日1]を用いて pHの実験結果と計算結果の誤差が最

小になるように決定する.

5. 結果と考察

5.1 モデルの適用

5.1.1電流効率に及ぼす電圧の影響

ファラデーの法則に従う塩酸の電気分解反応により

発生した塩素ガスは全て原水に溶解すると仮定すると，

微酸性電解水中の次亜塩素酸濃度(有効塩素濃度)は

次式で表される.



ると電流は抵抗の少ない経路を流れようとし，短絡電

流の割合が増加する. したがって極間電圧1.7V以下で

は電圧が低下するのに伴い短絡電流の比率が大きくな

り，電流効率が急激に小さくなったと考えられる.また，

2V以上では計算結果と異なり，実験結果は電圧の増加

に伴い若干減少している.これは， 2 V以上では電圧の

増加に伴い陽極で水の電気分解などの副反応が生じて

いるためであると考えられる. したがって，消費電力

と電流効率の両面から判断すると，本電気分解反応の

最適電圧は1.7V程度であると考えられる. しかし，電

圧が1.7V以下では電流効率が急激に減少していること

から，実際の運転では電圧に対して安全係数をかけて，

極間1.8~2.0 Vで運転を行うことを標準とした.フイツ

テングによって得られた過電圧に関する定数は -0.01V 

となり，理論分解電圧に比較して十分に小さい電圧で

あった. したがって，この条件下での塩酸の電気分解

反応では過電圧の影響はほとんど無視できると考えら

れる.これは電流効率3を電流tに依存しない電圧Eの

みの関数であると仮定したことと矛盾しない.

また，電極板の経年劣化により表面の触媒層が薄く

なっていくと徐々に過電圧が増加していくことが想定

される.そこで，電解槽の最低保証寿命である使用時

間 5000時間における過電圧の増加を 0.2Vと推定し，

(5)式において現状よりも過電圧が 0.2V増加したと仮

定して，電流効率3を推算した.その結果を点線で示す.

極問電圧が小さい場合，点線で示す過電圧が 0.2V増加

したと仮定した場合の推算結果は前述の実線よりも著

しく小さくなっているが，その差は電圧が増加するに

つれて徐々に小さくなっている.これより，経時的な

電極劣化に伴い過電圧が増加した際には電解電圧を増

加させることが電気分解反応を効率的に行う上で有効

であることが示唆される.

飯塚泰弘，各務正樹，安藤泰二，菊地基和

s.i. (N-l)/(Fn) 
CHCIO+ CCIO'一一一一ーでτ
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(17) 

電流効率3は(5)式より電圧に依存して変化すると考え

られるため，電圧ごとに (17)式に最小自乗法を適用す

ることにより決定した. Fig.4に極間電圧と電流効率の

関係を示す.電解槽聞の個体差が存在するかどうかを

検討するために，実験は同サイズの電解槽を 3個用意

して行った.プロットで示す実験結果は 3っともほぼ

重なっていることから電解槽聞の固体差はほとんど存

在しないと考えられる.また，電流効率は1.7V程度ま

では電圧とともに急激に増加し，それ以上では極問電

圧2.1Vまでほぼ一定になっていることがわかる.一方，

2.3 Vでは電流効率は若干減少している.これは電圧を

増加させていくと陽極側で水の電気分解などの副反応

が起こるためではないかと推察している.

電解電流と生成する微酸性電解水の有効塩素濃度の

聞にはほぼ線型関係が成立しており [5]，電流効率3は

電解電流 tに依存しない電解電圧Eのみの関数である

とみなすことができる.そこで， (5)式において電解電

圧 E以外の項を定数とみなして，実験結果に対して

ブイッティングを行った.その結果を図の実線で示す.

計算結果は極間電圧1.7Vまで電圧の増大に伴い電流効

率が急激に増加する実験結果の傾向を良好に表現して

いる.これより，本系では電気分解反応に関与しない

短絡電流が存在することが示唆される.電圧が低下す

electrol派iccell 1 

2 

3 
over potential 
estimated value 
+O.2V 

calc. 問
一

O

ム
ロ

5.1.2モデルの適用結果

Fig.5に種々の電圧における実験結果と計算結果を示

す.プロットで示す実験結果では，どの条件において

も有効塩素濃度が増加するにつれて pHは減少してい

る.また，同ーの有効塩素濃度で比較した場合，標準

電圧の1.92V以下では電圧の減少に伴い pHが低下す

る傾向もみられる.どちらの希釈水供給流量において

もラインで示す計算結果は実験結果と同様に逆 S字型

の減少挙動を示しており，これらの傾向を良好に表現

している. さらに，実験結果にみられた有効塩素濃度

の増加に対して pHが急激に減少する領域の存在も説明

している. したがって，本モデルを用いることにより，

種々の電圧および希釈水供給流量での微酸性電解水の

有効塩素濃度と pHの関係を概ね予測できると考えられ

る.電圧が小さくなると同ーの電解電流を保つには溶

液抵抗を下げる必要がある.加えて電圧の低下による

0.4 

O 
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

Anode-cathode voltage (E/(N-1)) [V/cell] 

1.0 

ミ0.8

〉、

g 0.6 
ω 
O 
E 
O 

C 
ω 
1-
1-

コ
仁〉

0.2 

Fig.4 Relationship between anode-cathode voltage and 

current efficient. The current efficient was determined by 

the least-squares method for currents and available chlorine 

concentrations in each vo1tage. The correlation coefficients 

ranged from 0.89 to 1.00 and their average value was 0.98. 

The M alkalinity of source water was 52.5 ppm and its pH was 

7.17. Operating conditions of the S1ightly Acidic Electrolyzed 

Water Generator were shown in Table 1. (Rso1i + R田 12)/Rsoi2=

1.20 and Ed+ηA+ I7c=1.35 Vwere estimated. 
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ると 81~91 mV程度となった.これは極間電圧の 4~6%

程度であり，本電気分解反応では過電圧の影響は小さ

いと考えられる.これは電流効率を用いて過電圧を検

討した場合と同様の考察である.

5.2 塩酸消費速度の推算

Fig.6に種々の条件下における 21%塩酸の消費速度の

実験結果と本モデルを用いて推算した結果を示す.プ

ロットで示す実験結果は有効塩素濃度の増加に伴い増

加している.これは有効塩素濃度の増加に伴い反応に

よる塩酸の消費量が増大するためであると考えられる.

また，希釈水の供給流量の増加に伴い塩酸の消費速度

は大きくなっていることもわかる.これは希釈水供給

流量の増加に伴い電解槽内での塩酸の滞在時間が短く

なるため，未分解の塩酸の流出量が増大するためであ

ると考えられる.ラインで示す計算結果は実験結果の

傾向を表現しており，本モデルを用いるごとにより，

塩酸の消費量をある程度予測することが可能で、あると

考えられる.

Fig.6 Experimental and simulated results of 21% HCl 

consumption rate. Except E=47.9 V， operating conditions of 

the Slight1y Acidic Electrolyzed Water Generator wer巴shown

in Table 1. 

5.3 本モデルを利用した製造条件の推定

5.3.1 原水の硬度が高い場合

次に， pH 7.38， M アルカリ度 135ppmの原水を用い

て，有効塩素濃度 20ppmの微酸性電解水を種々の電解

電圧で製造した場合における希釈水供給流量と pHの関

係を本モデルにより推算した二酸化炭素濃度 CC02は

用いた原水の pHとM アルカリ度から前報と同様に決

定し [51，その他の未知定数に関しては前述の M アル

カリ度 52.5ppmの原水に関する実験結果とのフイツ

ティングによって得られた値を用いた. Fig.7に得られ
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Fig. 5 Experimental and fitted results under various anode-

cathode voltages and water flow rates for dilution. The M 

alkalinity of source water was 52.5 ppm (Cca'+=5.25X 10-
4 

mol/dm3) and its pH was 7.17. Operating conditions of the 

Slight1y Acidic Electrolyzed Water Generator were shown 

in Table 1. The values shown in Fig. 4 as s were used and 

Cco2=6.82X10-
4 mol/dm3 was used. S=66.2 cm2 and bj= 

0.072， b2=0.011 were estimated. The relative errors between 

experimental and fitted results ranged from 0.3% to 36.5% 

and their average value was 7.5%. 

電流効率の低下を補うために電解電流を増加させなけ

ればならない. したがって，電圧が小さくなると有効

塩素濃度を一定に保つためには電解液の塩酸濃度を増

加させなければならない.このため，未分解の塩酸の

流出量が増加し電解効率が小さくなり，生成する微酸

性電解水の pHが低下するものと考えられる.また，計

算結果から電圧を増加させるほど，同ーの有効塩素濃

度では pHが高くなるごとが予想される. しかし実験で

は，標準電圧の1.92Vと比較して 2.12Vでは同ーの有

効塩素濃度に対して pHが若干低くなっている.陽極に

おける水の電気分解による酸素発生の標準電極電位は

1.229 Vである [12]. また，白金系電極の酸素発生過電

圧は 0.75V程度であることが報告されている日2]. し

たがって，電解電圧が 2V以上では陽極で水の電気分

解により酸素が発生し，そのため pHが低下した可能性

が考えられる.また，フィッティングにより有効電極

面積 Sは66.2cm
2，過電圧に関するパラメータ b1は

0.072， b2は0.011と推算された.これらのフィッテイ

ングにより得られた定数から本系での過電圧を推算す
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Table 2 Operating conditions of the Slightly Acidic Electrolyzed 

Water Generator in simulation. M alkalinity of source water 

was 10 ppm and its pH was 7.0. 

飯塚泰弘，各務正樹，安藤泰二，菊地基和

voltage 
[V/cell] 

228 

2.68 dm3/sec (constant) 

47.9V 

V 

E 

0.8 X 10-3 dm3/ sec 

0-10A 
VH，O 

1 

slmu 

1.52 

1.63 

1.92 

8 

リウムを添加した場合の pH値を本モデルにより推算し

た なお，モデルによる推算は添加後の有効塩素濃度

が 20ppmになるような条件で行った. Fig.8にそれぞ

れの計算結果を示す.計算結果より， pHを6.0に調整

するためには炭酸ナトリウムの場合 14.2ppm，次亜塩

素酸ナトリウムの場合 7.3ppm添加することが必要で

あることがわかった.炭酸ナトリウムを添加した場合

では電気分解によって生成した以外の有効塩素は存在

しないために， Fig. 8 (b) に示すように添加量によら

ず一定の電流で電気分解を行うことができる しかし，

次亜塩素酸ナトリウムを添加した場合では電解により

生成した以外の有効塩素が存在するため，添加量に応

じて電流値を小さくする必要がある.このため， Fig. 8 

(a) に示すように次亜塩素酸ナトリウムを添加した場

合では炭酸ナトリウムの場合よりも必要な添加量が少
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6 

5 

4 

[

E

}

工
己

3 

2 
o 5 10 15 _ 20 

water flow rate for dilution [x 10-3 dm勺sec]

Fig. 7 Experimental and simulated resu1ts under various anode-

cathode vo1tages in the M alkalinity of 136 ppm (Cca'+=13.6X 

10-4 mol/dm3). Its pH was 7.38. Operating conditions of the 

Slightly Acidic Electrolyzed Water Generator were shown 

in Table 1. The values shown in Fig. 4 were used as s. The 

relative errors between experimental and simulated results 

ranged from 1.3% to 5.4 % and their average value was 2.8 % 
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た計算結果と実験結果を示す.ラインで示す計算結果

は希釈水供給流量の増加および電圧の低下に伴い小さ

くなっており，プロットで示す実験結果も概ね近い値

となっている.計算結果より， M アルカリ度が 135

ppmの場合， pHを食品添加物の認定を受けている 6.5

以下に調整するためには 標準電圧の1.92Vでは希釈

水供給流量を 12.2X 10-3 dm3/sec以上にする必要があ

ることがわかる.また，ポンプ能力の限界などの理由

で希釈水供給流量を 12.2X 10-3 dm3/ sec以上に増加さ

せることができない場合，標準電圧の1.92Vでは 6.5

以下への pH調整は困難であり，電圧すなわち電解効率

を低下させることにより pHの調整を行う必要があるこ

とも予想される.

O -41E01.520  
Additon of Na2COiNaCIO [ppm] 

Fig. 8 Simulated results of pH and current in the M alkalinity of 

10 ppm (Cca'+=1.0xlO-4 mol/dm3)， when Na2C03 or NaCIO 

of various amount was added. Its pH was 7.00. Operating 

conditions of the Slightly Acidic Electrolyzed羽Tater

Generator were shown in Tabl巴2.
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5.3.2 原水の硬度が低い場合

原水の M アルカリ度が低い地域では有効塩素濃度の

高い微酸性電解水を製造すると， pHが低くなり所望の

値が得られないことがある.前報 [5]では希釈水供給流

量の増減による pH調整法を検討したが， M アルカリ

度が極端に小さい場合ではこのような方法では限界が

ある.そのような場合では原水中のアルカリ分の主成

分である炭酸塩や従来から殺菌剤として使用されてい

る次亜塩素酸ナトリウムを添加することが pH調整の有

効な手段となると考えられる. pH 7.0， Mアルカリ度

10 ppmの原水を用いて Table2に示す条件で製造した

微酸性電解水に炭酸ナトリウムまたは次亜塩素酸ナト
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なくなると予想される.

6. 結 論

電気分解に関与しない短絡電流の存在および電解槽

内の電圧収支を考慮、して前報のモデルを修正し，実験

結果に適用した.本モデルの計算結果は，極間電圧が1.7

V以下では電圧の増大に伴い電流効率が急激に増加す

る実験結果の傾向を表現できた.また，同ーの有効塩

素濃度で、は電圧が小さいほど pHが減少する様子を表現

できた.種々の条件における塩酸消費量を推算するこ

とも可能であった.さらに モデルによる推算結果か

ら原水硬度が高い場合，希釈水の供給流量を増加させ

るまたは電解電圧を低下させることにより所定の pH

(6.5以下)を得ることができることが推測された.逆

に原水硬度が低い場合，炭酸ナトリウムや次亜塩素酸

ナトリウムなどのアルカリ成分を添加することにより

所定の pH (pH5.0以上)を得ることができることが推

測された

NOMENCLATURE 

b1 : parameter of over potential， -

b2 : parameter of over potential， -

C : concentration of HCl in electrolytic solution， 

mol'dm-3 

VH20 : water f10w rate for dilution， dm3・sec-1

Z : ionic valency of HCl，一
α:  reaction efficiency in reaction (1)， -

s : current efficiency， -

L1 : equivalent conductance， S' cm2・mor1

L10 : limiting equivalent conductance of HCl solution， 

S'cm2'mor
1 ・cm"'mol

ηA : over potential of anode， V 

ηC : over potential of cathode， V 
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要 旨

希塩酸を電気分解することにより生成する微酸性電

解水は種々の微生物に対して殺菌効果を有しており，

洗浄や殺菌などの幅広い用途に利用されている.所定

の有効塩素濃度や pHへの調整を行うには，これらに及

ぼす操作因子の影響を定量的に評価することが重要で、

ある.本報文では，電気分解反応を支配する重要な因

子の 1っと考えられる電解電圧の影響を検討するため，

電気分解に関与しない短絡電流の存在および電解槽内

の電圧収支を考慮、して前報のモデルを修正し，実験結

果に適用した.本モデルの計算結果は，極間電圧が1.7

V以下では電圧の増大に伴い電流効率が急激に増加す

る実験結果の傾向を表現できた.また，電圧の減少に

伴~， pHが低下する様子も概ね表現できた.種々の条件

における塩酸消費量を推算することも可能であった

そして，本モデルを利用して原水硬度が高いあるいは

低い場合において食品添加物として認可された範囲内

にpHを調整する手段を提案した
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