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弱酸性次亜塩素酸水溶液の各種芽胞に対

する殺菌効果およびその適用事例

弱酸性次亜塩素酸水溶液は本来アルカリ性の次更塩素酸ナトリウムを塩酸で pHを5.5-6.5の弱酸域に

設整し，殺菌作用の強い非解離型の次亜塩素酸の比率を増加させたもので醸造食品の現場において問題と

なる芽胞菌の 8acillus属麓や Clostridium属菌に対しでも殺菌効果が強い。そこで¥著者に実際の食品加工

現場における適用事例について解説頂いた。弱酸性次亜塩素酸水溶液は次亜塩素酸ナトリウムよりも低濃

度・短時間で殺菌が可能であるために，食品や部材に対するダメージが少なく，塩素臭も低減されるので，

これを醸造食品工場において適賎し，各種麹の一般細菌を含め特に芽胞菌を低減頂けるならば幸いで‘ある。

1. はじめに

小野朋子

外観の異常および発酵不良等のトラブルなども挙げら

れる 1)。

醸造食品の製造工程においては，有用微生物の発酵

によって食品の製造を行うため，工程の一部が微生物

の生育・増殖に好ましい条件に設定される。そのため，

有用微生物以外の微生物の撮入・増殖をいかに抑える

かが重要となる O 有害微生物による汚染は，サルモネ

ラ菌や出血性大腸爾 0-157等の食中毒菌が直接的な

被害として開題視される場合が多いが，健康被害はな

くとも食品変敗菌による消費期限の短縮，異味異臭や

これら有答微生物の lっとして重要なのが芽胞形成

菌である O 醸造食品の現場において問題となる芽胞形

成欝は BacillμsJ，¥ll;菌と Clostridium~毒菌が多い(第 1

表 2-:{)0 #=胞形成菌は，栄養や温度の環境が悪い状

況に置かれると，細菌細胞内部に芽胞を形成する。芽

胞は熱や化学物質に対する耐久性が緩めて高いため，

通常の熱処理やアルコール消毒では殺菌することが出

来ず，微生物制御が非常に図難となる 4-6)。そのため，

第 1表 各極発酵食品における有害微生物(芽胞形成菌)

β日cillus成立i
すべり麹の原悶

日本j爵麹表面に納笈菌がI削遣しを裂の表面が滑るような感じ，
粘りがlliる。

Clostridium 1，民滋

ワイン奥味奥臭の版図 異l床異臭の原限

原料から蒸す工程を経ても残存する。
蒸米に麹菌が伸長するのと何日寺に主主管し麹jj¥jの生予守を

酵母以外の袋詰めの膨れの係国
味噌抑制する。

口C.toauum. C. teriumなど
蒸米に生育すると約豆臭や粘性物質を発生し米麹の間 」

22を綴度に怒化させる。

5若H未発醇}切開を通じて残存し製品にも残ることがある O

製麹中にNlもを生成して pHを上昇させ，麹菌の発育を
醤il主 隠容させる。

炭水化物，タンパク質分解解禁を産生し，アンモニア，

Bactericidal Effects of Weak Acid Hypochlorous Solution against Various Spores and Application in Food 

Processing Plants 

Tomoko ONO (Research and Technology Develotment Division， HSP comtany) 
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一般的に芽胞の殺菌には次亜塩素目立ナトリウムが使用

される場合が多い。また，B.cereus (セレウス閣)や

C. botuliJ/um (ボツリヌス菌)， C ρezかingens ウェ

ルシュ菌)など，いくつかの芽胞形成宮は病原性を持

ち食中毒や院内感染の原因となることから i-9¥ 醸造

分野だけでなく，食品業界全般および畜産や医療等

t!ii々 な分野でもその制御が求められている。

本稿では，芽胞形成菌の殺頭方法の lつとして弱酸

I~lム次亜坂素酸水溶液を基礎的に検討した結巣について

紹介する O また，実際の食品加工施設で導入されてい

る弱酸性次斑塩素際水溶液の適用事例およびその殺菌

効果についても紹介したい。

2，弱酸性次亜塩素酸水溶液(スーパ…次亜水)

とは

弱酸性次亜境素酸水i容;1互(スーパ一次亜水)は，本

来アルカリ性である次iJliJ忽素自主ナトリウムに坂殺を希

釈混合し， pHを5.5~ 6.5の弱酸性域に調整したもの

である O 用時調整したものは食品添加物として認可さ

れており，食品や調理器具の殺菌に直筏使用すること

が可能である。

次iJ!i塩素股ナトリウムの pHを弱酸性に調整するこ

とにより，第 l図に示すように有効塩素の主成分は解
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高!g型の次iJE:塩素酸イオン (CIO-)から非jy阿佐型の次

車塩素酸 (HCIO)の割合が増大する。次亜塩素酸ナ

トリウムの殺菌効果は水中の総有効塩素濃度ではなく

非解離型の次亜塩素酸 (HCIO)の濃度に依存する。

これは，角!Tl)l!t型の CIO却は微生物の細胞膜にある脂質

二重!習を通過できず細胞の外側からのみ酸化作用を及

ぼすのに対し非解離型の HCIOは，適度の分子サイ

ズと電気的中性の性質から，容易に微生物の細胞援お

よび形質膜を通過するため，細胞の内側と外側両国か

ら酸化作用を及ぼし殺菌効果および殺菌速度が向上

されるためである(第 2図)1O-1lI。第 2表には有効

塩素濃度 50ppmの弱酸性次亜塩素酸水溶液を各種食

中毒原因微生物に試験管内で接触させた場合の殺菌に

要する接触時間を示す 12-H)。弱酸性次亜坂素酸水溶

液は食中毒および食品変敗の原因となる各種細菌，ウ

イルス，カピを 10 秒~ 10分で殺菌・不活化する即効

的な効果を有していることが分かる。次亜塩素酸ナト

リウムよりも低濃度・短時間で殺菌が可能で、あるため，

食品や部材に対するダメージが少なく，塩素臭も低減

される O

また，弱酸性次亜塩素酸水溶液は有機物と接触する

ことで、有効塩素濃度が低下し殺菌効果が低下する。そ

のため，あらかじめ洗滞によって有機物を除去したよ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
pH 

第 1図 水溶液中での有効塩素の存在形態
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細胞援 / 脂質二重層を

通過できない

CIO-(解離形)
細胞の外部から作用

HCIO (非解離型)
細胸の内部・外部から作照

受動拡散(濃度勾配)

第 2麗 次亜塩素酸の殺菌機構

第 2衰 弱酸性次産坂素薮水溶液の各種食中毒原因微生物に対する効果

食中毒の殿、i主i倣g三初 殺菌時間

S. enteritidis サルモネラ菌 く10sec
江戸arahaemolyticus n号炎ピブリオ く10sec
S.aureus 黄色ブドウ球菌 く15s巴C
E.coli (0157) 日号管出血性大j防磁 0157 く15sec

く30secエルシニア菌Y.enterocolitica 
C.jejuni 
L. mOllocytogens 
C. botulinum 
B.cereus 

カンピロノfクター

リステリア菌

く30s巴C

く1min
ボツリヌスI笥
セレウス滋

く1min
く10min

A.niger クロコウジカピ く1min
Feline calicivirus ネコカリシウイルス く1min

(ノロウイルスの代替ウイルス)

弱酸性次箆塩素酸水溶液有効塩素濃度 50ppm

で使用する必要がある。これはデメリットでもあるが，

使用後の排水は特別な中和処理の必要がなく，環境に

低負荷であるというメリットもある。

また，弱酸'段次東塩素君主水溶液はその酸化作用によ

って，スギ花粉アレルゲンなどのアレルゲンの不活化

や悪臭物資の分解・消臭にも適用されている 15-16)。

3. 芽胞形成菌に対する殺菌効果 17)

本研究では芽胞形成演として，食品および医療分野

で問題となる 3種の芽胞形成菌について検討を行った。

すなわち Bacillus潟磁としては食中毒の涼因菌であ

るB.cereus(NBRC13597). Clostridium属商として

は医療分野において偽膜性大腸炎の院内感染起因菌と

して問題となる C.difficile(JCM1296)および果汁飲

102 

料等の変敗原阪となる耐熱性好酸性強 (Thermo-Aci-

dophilic J2acilli ;以下 TAB) の一種である Alicy

clobacillus acidoterrestris (A TCC49025) に対する弱

酸性次亜塩素酸水溶液の殺菌効果を検討した。

12%次亜塩素酸ナトリウムを希釈して有効塩素濃度

10~200ppm の次東塩素酸ナトリウム水溶液を調製し

アルカリ域である次班塩素酸ナトリウムとの殺菌効果

の比較をするため，これを塩酸または水酸化ナトリウ

ム水溶液で、 pH6.0と9.0に調整した。

前述の 3種の芽胞を滅菌精製水に各々混濁した芽胞

混濁液(初磁濃度 6~ 7logCFU/mJ)に各次亜塩素酸

水溶液を接触させた。接触後，経時的に被験i夜の一部

を採取して培養を行い，生菌数の測定を行った結果を

第 3図に示す。

醸協 (2012)
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すべての系において接触時潤および有効塩素濃度の

増加とともに生菌数は減少した。検出限界以下(<

10CFU/mj)にするための接触条件は，B，cereusの場

合， pH9では有効塩素濃度 200ppm，240分必要であ

ったが， pH6では伺時間条件では有効塩素濃度

10ppmで検出限界以下となり，有効塩素濃度 200ppm

では 5分であった。 i苛様に A.acidoterrestrisの場合

は， pH9では有効塩素濃度 200ppmで60分だったの

に対し， pH6では，有効塩素濃度 200ppmで 15分で

あった。 c'difficileの場合では， pH9では，有効塩素

濃度 10ppmで120分であったが， pH6では有効塩素

濃度 10ppmで30分であった。

また，実際の現場において，芽胞は水中に浮遊した

状態だけでなく，各種部材表面に付着した状態で存在

している場合も多い。そこで，各種部材表問に芽胞が

付若した場合の殺菌効果についても検討した。担体は

ポリスチレン，ステンレス鋼 (SUS304)，木綿布表面

に芽胞をfす着させ乾燥したものとしこれに有効塩素

濃度 50および 200ppm，pH6および9の次亜塩素酸

水溶液を接触させ，一定時間静霞させた。静置後に次

更塩素酸水溶液を除去して残存した芽胞を培養し，生

頭数を測定した結果を第 4屈に示す。

すべての条件において，時限の経過とともに生頭数

の減少が見られ，いずれの条件においても，間有効塩

素濃度であればpH6のほうが早く検出限界以下とな

った。 B.cereusの場合，検出限界以下にするための接

触条件は， pH6，有効塩素濃度 200ppmで，ポリスチ

レンで 5分，ステンレス鋼で 15分，布で l分以内で

第3表 浮遊芽胞菌に対する弱駿性次亜塩素酸水溶

液の CT値 (99，9996殺菌)

pH 

6 
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4
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あったのに対し， pH9，有効塩素濃度 200ppmでは，

60分の接触が必要であっt:.0 A.acidoterrestrisの場合

も， pH6，有効塩素濃度 200ppmの条件では， 5 ~ 15 

分であったが， pH9，有効塩素濃度 200ppmの条件で

は，ステンレス鋼で 60分，布で 120分であり，ポリ

スチレンは 180分でも検出限界以下にならなかった。

C， difficileの場合も， pH6，有効塩素濃度 200ppmの

条件では 5~ 15分であったのに対し， pH9，有効塩

素濃度 200ppmで30~ 60分であった。

消毒剤の効果を評価する際に，消毒剤濃度 (C:ppm)

と接触時間(T:min) を乗じた濃度待問稜 (CT値)

を用いる手法がある。本試験においても，芽胞を

99.9996殺菌する場合の濃度時間積 (CT値)を求めた。

第3表に水中浮遊状態の pH6および9の次BJi:塩素酸

水溶液の 99.9996CT僚を示す。水ゆに浮遊状態の場

合，A. acidoterrestrisが他2種の芽Jl包と比較して高い

CT伎を示し次斑塩素薮水溶液に対して抵抗性が高

いことが示された。また，芽胞 3稜とも同有効塩素濃

度の場合， pH9の場合の CT値は pH6よりも大きく，

4.1 ~ 8.1 倍のイ患を示した。同様に，各種部材への付

着菌に対する CT値を第 4表に示す。付着務に対して

も，すべての系において， pH9の;場合の方がpl郊の

場合と比較して CT僚の値が大きく，付着滋において

も弱酸性域で高い殺菌効果が認められた。芽胞の種類

毎に比較すると， CT値は pHおよび部材に関わらす¥

β. cereus， c'dif.fcile， A. acidoterrestrisの臓に増大す

る傾向が認められた。また， pH6の場合には，すべ

ての芽胞において，布に付着させた場合に高い CT値

を示した。布は，他2種の部材と異なり芽胞が繊維内

部にまで、浸潤して存在しており，試料i夜が布に浸透し

て芽胞に接触するまでに時間を要したと考えられる O

付着閣に対する殺菌効果は 部材のぬれ易さだけでな

く，各芽胞の部材に対する吸器性，部材の表面構造等，

f也の要因との複合的な影響があることが考えられる。

第4表 各部1;1'の付着芽胞菌に対する弱酸性次並塩素酸水溶液の CT1i直(99.9996殺菌)

部材 pH 
β.cereus C.di)Jcile 

ポリスチレン
6 130 1100 

9 400( 

ステンレス銅
6 240 
9 3400 13000 9000 

木綿布
6 650 2900 1500 

9 4100 21000 13000 
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前述したように塩素の殺菌の主体は非解高f~型の次:rJli:

塩素酸 (HCIO)であるが 18-19) 次亜塩素酸の解離定

数pK，= 7.5より却 pH6および9の場合の次亜塩

素酸 (HCIO)の濃度比率(存在比率)を求めると，

各々 96.9%，3.1 %である。よって， pH6では次亜塩

素酸 (HCIO)の割合が大きいことから殺菌効果が向

上したと考えられる。

4. 弱酸性次亜塩素酸水、溶液の実使用例 21)

現在，弱酸性次亜塩素酸水溶液は国内外で使用され

ており，食品加工工場や病院・福祉施設の扇町房など食

品を扱う現場でも多く利用されている。この場合，微

生物制御のターゲットは芽胞形成菌だけではなく，総

菌，ウイ jレス，カビなど様々な種類の微生物となる。

第5図に弱酸性次亜塩素酸水溶液の一般的なシステ

ムを示す。弱酸性次亜塩素酸水溶液は専用の生成装置

を用いて次亜塩素酸ナトリウムと塩酸を水道水で希釈

混合して生成される。原、液のi欠張塩素酸ナトリウムと

塩酸は，直接混合すると有筈な塩素ガスが発生するた

め，元来混合は禁忌とされてきたが，専用の生成装置

は安定した pHと有効塩素濃度を維持し;t1it素ガスが

生成しないよう制御されている。生成された弱酸性次

:rJli::t1.素酸水溶液は配管で各ユースポイントの専用水検

まで接続されるため， 7J(栓をひねると問符に鵠酸性次

亜塩素酸水溶液が肢水され，水道水と同感覚で使用で

きる O また各種の食品加工機器，洗浄機器と組み合わ

せて使用される現場もある。

第6図に弱酸性次亜塩素酸水溶液の食品加工現場に

~間消臭
除菌装置

おけるユースポイントを，第 7図に各ユースポイント

の使用例を示す。

靴底殺菌水槽(第 7-A国)

水糟内には弱酸性次亜塩素酸水溶液が満たされてお

り，タイマー制御で、定期的に水の入れ替えをすること

によって有効塩素濃度を維持している O 作業場への入

口や汚染区と清潔区の境界に設置し作業者や配勝沼

カートが水槽の上を通過し 靴底やカートのタイヤを

弱酸性次亜塩素酸水i前夜に接触させることで¥表面に

付着した汚れや級菌を除去する。

流水による手洗い(第 7-B図)

食品衛生の基本は「手洗いに始まって手洗いに終わ

るJと言われるように，作業前後の手洗いは食中毒予

防として非常にZ重要である。手洗いに要求される清浄

度は，場所は状況により異なり， 日常手洗い，衛生的

手洗い，手術時手洗いに大別されるが，食品加工現場

においては，汚れおよび外音防、らの付着菌の除去を目

的とした衛生的手洗いが必要である 22-2:1)。弱駿性次

亜塩素酸水溶液は，タンパク質や油汚れを落とす効果

はないが，石鹸で汚れを十分に落とした後のすすぎ水

に用いることで微生物を殺菌しながら洗い流すことが

可能で、ある。そこで，作業場への入口や作業場に弱酸

性次:rJli:塩素酸水溶液のセンサ一式の手洗い用自動蛇口

を設けている。簡単に手洗いを行うとともに，水栓に

直接手が触れないため，水栓を介した交差汚染を低減

することが可能である。なお，作業中に手袋を着用す

る場合もあるが，手袋の上から弱酸性次立自民素酸水溶

液で流水i先浄するのも効果的である O

弱毅性次更塩素敵水溶液
生成装置

第5図 弱酸性次亜塩素酸水溶液のシステム概略図
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第6密 弱酸性次!IJi:塩素絞水溶液の食品加工現場におけるユースポイント

第7図 弱酸性次亜塩素畿水溶液の使用例

食材洗浄(第 7-C隈) ウム，またはそれと悶等の効果を有するもので殺演を

大量調理施設衛生管理マニュアルによると，カット 行なうことが規定されている w。弱酸性次亜塩素酸

野菜などの非加熱で供する食品は，次亜塩素酸ナトリ 水溶液も使用が可能であり，食品加工現場においては，

106 援協 (2012)



その殺菌効果の?おさから次亜塩素直変ナトリウム処玉虫よ

りも低濃度かっ短時間での殺菌を笑現している。また，

j欠亜塩素直変ナトリウムは食品内の有機物が反応して発

がん性のトリハロメタン類が生成することが指摘され

ているが， トリハロメタンの生成は弱酸性域に調整す

ることにより低減される点からも 25) 弱酸性次斑塩

素薮水溶液を食材洗i争に使用するメリットは大きい。

実際の現場では，作業用のシンクに専用の水桧を設け.

食材の洗i争・ ixi支持に弱酸性次亜塩素告を水溶液が使用

される他，食材洗浄fflの装置に組み込み，自動制御で

{史用される事例もある。

食材洗i争の一例として，第 8図に生食野菜であるア

オネギおよびキュウリを有効塩素濃度 lOOppmの弱酸

性次盟塩素酸水溶液でおじ争殺滋した結果を=-d-26) 

キュウリおよびアオネギの洗浄前の一般生産i数 (Con-

troJ)は 4~ 510gCFU/gであったが，弱酸性次亜士長

素酸水溶液で、洗浄することでさらに一桁程度減少した。

食材の表面l丈疎水性クチクラ層や油Ij旨分で覆われて

いるものも多く，殺菌斉IJが食材表閣の磁体に接触せず，

殺菌効果が得にくい事例が多く報告されているが27-2H)

その対処法として界関活性斉IJの併用がある O この試験

では，食品添加物であり，かつ混合しでも次亜塩素酸

キュウJ)

由
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の有効塩素濃度に影響が軽微な 2種類の界面活性剤を

選定し弱酸性次亜塩素酸水溶液に混合して何十ぷに洗

i争処理したところ，表聞張力が低下し殺爾効果が有志:

に向上した。

器具洗浄

器具洗均の事例として，第 9関にまな板および包丁

の一般生還に対する殺菌効果を示す。いずれも通常使

用後のものを洗剤で下i光いした後，水道水または有効

まな板

洗浄前 i 水道水
弱酸性

次亜塩素酸

7Ki容液

まな板 1.3 X 102 

包T く10

第 9図 まな板および包了に対する殺菌効果
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*合 p<0.01

第 8密 弱酸性i欠亜塩素酸水溶液の生野菜に対する殺磁効果

* p<0.05 
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塩素濃度 50ppmの弱酸性次亜塩素酸水溶液で洗浄を

行なった後の結果である。弱酸'生i欠亜塩素酸水溶液は，

器呉に対しでも高い殺菌効来が認められるが，まな板

は表留の微細構造や傷の有無により殺菌が不十分にな

ることがあるため，注意が必要で、ある。

環境殺菌(床) (第 7-D悶)

食中毒菌や環境習の食品に対する二次汚染を防ぐた

めに，作業環境全体を清浄に保つことは重要きである O

作業場の床からは，汚染された水の跳ね上げや， ドラ

イな床からの細演の再浮遊などが考えられる。食品加

工場内の床を有効塩素濃度 100ppmの弱酸性次亜塩素

酸水で拭き掃除した場合の殺穣効果を第 10図に示す。

弱駿性次亜塩素酸水i容液での掃除により， 2桁の菌数

のj減少が認められた。残存した菌は芽胞菌，真菌・カ

ピなと守の割合が多かったが， これらは，定期約な清掃

に弱毅性次亜塩素酸水溶液を用いることで徐々に葱数

を減少でき，床上の細菌数を低く約御することができ
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噴霧前

ると考えられる。

なお，床が汚れている場合は有効塩素濃度が低下す

ること，使用濃度によっては床の塗料の変色や，金属

部分の錆びなどが問題となることがある。

環境殺菌(空間) (第 7石間)

作業空間中の微生物制御は，従来，紫外線照射やオ

ゾン殺菌，フィルターろ過などが用いられてきた。次

盟塩素絞ナトリウムはアルカリ性で粘膜刺激性を有し，

噴霧には適さないとされてきたが， pHが弱酸性域であ

る弱薮性次!l[塩素酸水溶液は，低濃度で殺菌効果を有

しかっ吸入による影響もないため却近年，噴霧に

よる殺菌技術の研究および実用が進められている 31-32)。

食品加工現場では，第 7主函に示すような空間噴霧

装霞を設置し装置内で、弱酸性次亜塩素酸水溶液を微

細な霧に霧化したものを，タイマー制御で空間中に供

給し落下菌の制御をおこなっている。

第 11関に食品加工場内で有効塩素濃度 100ppmの

弱固定性次斑塩素酸水溶液の噴霧をした場合の噴霧前後

の溶下菌に対する効果を示す。すべての地点において

一般生菌の:落下磁数の減少が認められ，次亜坂素自主水

溶液の噴霧により，落下菌数を低く抑えることができ

ている。

その他の適用例

近年，食品加工場からの排気のにおいに対して周辺

住民から苦情が寄せられることが増加している。この

場合問題となるのは悪臭物質だけでなく食品自体のに

おいや様々なにおいの複合臭である場合も多い。弱酸

性次亜塩素酸水溶液は酸化作用により，におい成分を

分解するため，消臭用に利用されている事例もある。

排気量ゃにおいの質に応、じて噴霧やスクラパ一方式等

の方式が採用されている。

嘆議後

③④⑤  ①②③④⑤  

測定地点 測定地点

騒額一般生磁数 仁コヵビ関数 ※シャーレ 30分間開放

第 11図 弱酸性次亜塩素酸水溶液の空間噴霧による落下菌の殺菌
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5. おわりに

本稿では，弱酸性次亜塩素酸水溶液の芽胞に対する

殺菌効果および食品加工現場における適用事例につい

て紹介した。芽胞形成菌をはじめ，様々な微生物を制

御できることから，醸造関連分野でも施設全体の衛生

管理に十分適用が可能と考えられる。なお，醸造食品

製造現場において 1点留意すべき点lふ弱酸性次斑塩

素酸水溶液は有用な微生物に対しでも同様に殺磁効果

を有している点である。使用方法によっては発酵に有

用な微生物への影響が考えられるため，そのユースポ

イントや使用条件については十分に検討する必要があ

る。

現在，弱酸性次亜塩素酸水溶液は，食品加工琉場だ

けでなく医療-福祉・畜産・農業など様々な分野での

衛生管理に利用されている O 今後は，食品加工現場の

みならず，その原料である農作物・畜産物の生産現場，

流通工程および加工後の製品が消費者に提供されるま

で，様々な場聞における衛生管理に適用を進めていき

たいと考えている。
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