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約50㎡用噴霧器

Plancher
（プランシェ）

約16㎡用噴霧器

Coffret
（コフレ）

パーソナル空間用噴霧器
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スプレー噴霧器
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微酸性次亜塩素酸水溶液
生成タブレット

TABLET 500
（タブレット500）

ジアグリーン 製品ラインアップ



厚労省の食品添加物指定の経緯（次亜塩素酸水）

(２)技術的進歩に伴い、次亜塩素酸ナトリウムの課題点解決のため、平成14年次亜塩素酸水が
食品添加物として指定された。

「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令」
平成14年度厚生労働省令第75号

「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示」
平成14年度厚生労働省告示第212号

(１)次亜塩素酸ナトリウムは昭和25年に食品添加物として指定された。

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会乳肉水産食品部会
(平成２１年８月１９日開催)配付資料一覧

＜議題＞
(1) 乳等省令の取り扱いについて ・ (社)日本乳業協会からの要望 ・

(社)全国発酵乳乳酸菌飲料協会からの要望 ・全国山羊ネットワーク及び
（社）畜産技術協会からの要望

(2) 食品・添加物等の規格基準の取り扱いについて
（財）機能水研究振興財団からの要望

【（財）機能水研究振興財団からの要望】生食用鮮魚介類、生食用かき、
生食用冷凍鮮魚介類の加工に当たり、次亜塩素酸水の使用を認めること

【（財）機能水研究振興財団からの要望】
資料４-１ 生食用鮮魚介類の加工への次亜塩素酸水の使用に関する要望書
資料４-２ 次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムの同類性に関する資料
資料４-３ 新しい殺菌・酸性電解水
資料４-４ 次亜塩素酸水の食品添加物指定に関連する資料



次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムの同類性に関する資料①
①生成原理・方法における類似性

②化学的同類性



次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムの同類性に関する資料②

厚労省の「薬事・食品衛生審議会食品
衛生分科会乳肉水産食品部会」の
審議検討材料となった抗菌、抗ウイルス
活性のデータ



NITE（製品評価技術基盤機構）の最終報告と、経産省、厚労省、消費者庁合同発表について

次亜塩素酸水の定義：「次亜塩素酸を主成分とする酸性の溶液」
次亜塩素酸水の生成方法の分類：下記

「新型コロナウィルス除去の物品に対する有効性を検証した結果、次亜塩素酸水については、
一定の条件で有効性が確認された」（2020.6.26）



NITE（製品評価技術基盤機構）の最終報告と、経産省、厚労省、消費者庁合同発表について

総残留塩素
（総有効塩素）

遊離残留塩素
（有効塩素）

次亜塩素酸
(HOCl)

次亜塩素酸ｲｵﾝ
(Ocl-)

結合残留塩素 ﾓﾉｸﾛﾗﾐﾝ

ｼﾞｸﾛﾗﾐﾝ

ﾄﾘｸﾛﾗﾐﾝ

解離（電離）
HOCl⇒H+ + Ocl-

HOCl + NH3-⇒H2O + NH2Cl

NH2Cl + HOCl ⇒H2O + NHCl２

NHCl2 + HOCl ⇒H2O + NCl3

塩素
(Cl2) 気体

１．流水でかけ流すとき ：有効塩素濃度35ppm以上のもの
２．拭き掃除に使うとき ：有効塩素濃度80ppm以上のもの
３. ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムを水に溶かしたものは、有効塩素濃度100ppm以上
（その他の製法によるものは、製法によらず、必要な有効塩素濃度は同じです）
＊注意点：汚れ（有機物、手垢、油脂等）をあらかじめ除去すること。元の汚れがひどい場合は200ppm以上が望ましい。

有効な「次亜塩素酸水」の範囲と使い方の注意

代表例



NITE（製品評価技術基盤機構）の最終報告と、経産省、厚労省、消費者庁合同発表について

「次亜塩素酸水」を空間噴霧することで、付着ウィルスや空気中の浮遊ウィルスを除去できるかは、
国際的に評価方法は確立されていません。
現時点で「空間噴霧用の消毒剤」として承認が得られた次亜塩素酸水はありません。
消毒効果を有する濃度の次亜塩素酸水を空間噴霧する場合、無人の時間帯に行うなど、
人が吸入しないような注意が必要です。
尚、「スプレーで手元に吹きかけるような動作」「次亜塩素酸水を一種のフィルタとして用いる空気清浄
装置（いわゆる「通風」型の機器）」は「空間噴霧」とは異なるものです。



細菌、ウイルス、真菌の分類

ウィルス 細菌 真菌
インフルエンザウイルス ブドウ球菌 アスペルギルス
コロナウイルス 大腸菌 クリプトコッカス
ノロウイルス サルモネラ菌 カンジダ
ロタウイルス 化膿性連鎖球菌 白癬菌
アデノウイルス 結核菌 ムコール
麻疹ウイルス ボツリヌス菌 スポロトリクム
風疹ウイルス 破傷風菌 皮膚糸状菌
肝炎ウイルス レンサ球菌
ヘルペスウイルス 赤痢菌

ＨＩＶ 腸炎ブビリオ菌
エボラウイルス 緑膿菌



次亜塩素酸によるウイルス、細菌、真菌（カビ）の不活化メカニズム

左図は、原核細胞である細菌の模式図で、ウィルスの場合
は、外側の細胞壁にあたる部分が脂質エンベロープを形成し
ている。
次亜塩素酸イオン（OＣｌ-）は細胞壁は透過するが、形
質膜は透過することができない。
従って、細胞壁の内部酸化と形質膜の外側からの酸化作
用で細菌の不活化に寄与するが効果は限定的。一方、次
亜塩素酸（ＨＣlO）は、分子サイズが小さく、電気的中
性の性質から、細胞壁、形質膜も透過し、細胞質内部の
核酸（DNA、RNA）を酸化作用によって不活化する。
ウィルスは、DNAかRNAのどちらか一つしか持たない。
ウィルスの脂質エンベロープについても同様に次亜塩素酸は
透過し、直接核酸に酸化作用を及ぼす。
真菌（カビ）についても、最外郭の細胞壁を透過し、核酸
に酸化作用を及ぼす。
エタノールは、ウィルスのエンベロープ変性によって殺ウイルス
効果を発揮しますが、ノンエンベロープウィルスには有効では
ない。
代表的なノンエンベロープウイルスはノロウイルスです。
次亜塩素酸は、核酸を直接不活化しますので、ノンエンベ
ロープウイルスに対しても有効。

細菌模式図

次亜塩素酸イオン

エンベロープ（脂質）核酸

カプシド

ウイルス模式図



ジアグリーンによる非電離型微酸性次亜塩素酸水の生成

シアヌル酸は、イソシアヌル酸との互変異性を持つ。

トリクロロイソシアヌル酸

＋ ３Ｈ２Ｏ ⇒ ３ＨＯＣｌ ＋

次亜塩素酸
シアヌル酸 イソシアヌル酸

※互変異性体とは、それらの異性体同士が互いに変換する異性化の
速度が速く、どちらの異性体も共存する平衡状態に達しうるものを指す。

次亜塩素酸は、水溶液のｐＨに依存して不均化反応で
塩酸（塩化水素）と酸素に分解し、強酸性では塩素ガス
が発生します。
２ＨＯＣｌ ⇒ H2O＋Ｃｌ2 ＋ Ｏ・
４ＨＯＣｌ ＋４X+⇒ ４ＸＣｌ ＋２Ｈ２Ｏ＋Ｏ２
ジアグリーンは、タブレットを上水道水で溶解した時に、ｐＨ
が5.8～7.0程度に安定化させるためのｐＨ調整剤、及び
トリクロロイソシアヌル酸の加水分解を助ける化合物として、
炭酸水素ナトリウム（ＮａＨＣＯ３）、炭酸ナトリウム
（Ｎａ２ＣＯ３）、無水硫酸ナトリウム
（Ｎa2ＳＯ４）、ホウ酸（Ｂ（ＯＨ）3）を適正配合
しています。
これらの化合物は、人体には食塩と同程度に安全です。

有効塩素濃度
の化学平衡と
pHの関係



ジアグリーンによる非電離型微酸性次亜塩素酸水の生成

次亜塩素酸の分解過程

トリクロロイソシアヌル酸

＋ ３Ｈ２Ｏ ⇒ ３ＨＯＣｌ ＋

次亜塩素酸

シアヌル酸 イソシアヌル酸
3H++3ClO-

3/2H2O+Cl2 +3/2Cl2+3/2Ｏ・

この自然分解反応が起こりにくいような緩衝塩
を適正配合しています。
つまり、次亜塩素酸HOClの非電離状態を保
つことができるので、経時変化による次亜塩素
酸濃度の低下も緩やかです。



ジアグリーン以外の非電解型次亜塩素酸水の生成

ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムによる次亜塩素酸、次亜塩素酸イオンの生成

＋ ３Ｈ２Ｏ ⇒ ２ＨＯＣｌ ＋ ＮａＯＨ ＋

ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム

次亜塩素酸 水酸化ナトリウム

イソシアヌル酸

水溶液中
で電離

Ｎａ+ ＋ ＯＨ-

水酸化物イオンにより水溶液は
アルカリ性になる。

アルカリ
溶液中
で電離

ＨＯＣｌ ⇒ Ｈ+ ＋ ＯＣｌ- （次亜塩素酸イオン）

溶液のpH=８になると、ＨＯＣｌ とＯＣｌ-の存在比率は
25:75程度になり、酸化力は低下する。（約1/25）



電解型次亜塩素酸水の生成

塩化ナトリウム水の電気分解による次亜塩素酸水の生成

陽極側（アノード反応）：
NaCｌ ⇒Na+ Cｌ- （塩化ナトリウムの電離）
H２O ⇒H+ ＋OH- （水の電離）
Cｌ2 ＋H２O⇒HCｌ＋HOCｌ
（発生した塩素ガスと水の反応）

陰極側（カソード反応）：
H2O ⇒H+ ＋OH-
Na+ ＋OH- ⇒NaOH
（強アルカリ性の水酸化ナトリウムの生成）

HCｌ ⇒H+ ＋Cl- （塩酸の電離）
2H+ ＋2e- ⇒H2 （水素ガスの発生）
2Cｌ- ⇒Cｌ2 ＋2e- （塩素ガスの発生）
Cｌ2 ＋H2O ⇒HCｌ＋HOCｌ

希塩酸の電気分解による次亜塩素酸水の生成



混和型非電解次亜塩素酸水の生成
次亜塩素酸ナトリウムを水に溶かして次亜塩素酸水を生成する
①水酸化ナトリウムに塩素ガスを通して次亜塩素酸ナトリウムを生成する。

2NaOH+Cl2 ⇒NaCl+NaClO+H2O
②次亜塩素酸ナトリウムを水に溶かす。
2NaClO+H2O ⇒2Na+ ＋OCｌ- ＋HOCｌ＋OH-
この水溶液は、水酸化物イオンOH-が発生するので、アルカル水溶液となる。
次亜塩素酸HOCｌ は水溶液のｐHに依存して電離して次亜塩素酸イオンになる。

有効塩素濃度の化学平衡とpHの関係

上:ジアグリーンの
次亜塩素酸イオンOCｌ-の検知紙
（電離していない）
下:次亜塩素酸ナトリウム希釈液の
次亜塩素酸イオンOCｌ-の検知紙

（電離している）

上記の次亜塩素酸水溶液生成方法①では、水酸化物イオンOH-によって
ｐHは、8～9程度となるので、水溶液中には、次亜塩素酸イオンOCｌ-が
多く存在することになる。
次亜塩素酸HOCｌと次亜塩素酸イオンOCｌ-の酸化力の大小関係

HOCｌ＞＞ OCｌ-
次亜塩素酸HOCｌは次亜塩素酸イオンOCｌ-の
約80倍の酸化力を持つとされる。



次亜塩素酸以外の除菌剤
二酸化塩素について
（１）二酸化塩素の生成：

①亜塩素酸ナトリウムに塩酸を加えて生成
５NaClO2+4HCl⇒4ClO2+5NaCl+2H2O
②R2法（塩素酸ｿｰﾀﾞ、塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、硫酸）での生成；
NaClO3 +NaCl+H2SO4⇒ClO2+1/2Ｃl2+Ｎa2SO4+H2O

（２）二酸化塩素を除菌剤として販売する製品：
大幸薬品「クレベリン」 全日空商事「エーツーケア」
二酸化塩素の常態は気体で、上記製品は独自の無機化合物を加えて「安定化二酸化塩素」と称している。
各社でどんな無機化合物を加えているかは明らかにされていない。

（３）国民生活センターの報告書（平成22年11月11日発表資料）
2005年から2010年にかけて、二酸化塩素を使い空間除菌とうたった製品が多数販売された。
消費者からは、「刺激臭で吐き気がする」「薬局店頭でインフルエンザ対策と表示」等の相談、問合せ
が寄せられ、国民生活センターが調査し、報道発表された。

＜結論＞
報告書は、「消費者へのアドバイス」「事業者への要望」「行政への要望」に分かれている。
①現状では、除菌効果は不明
②空間への拡散効果はばらつきが大きく、使用には注意が必要
③二酸化塩素が食品添加物であることを理由に安全としているが商品自体の安全性ではない。



殺菌料、殺菌剤、製造用剤の分類

分類 pH 特徴 注意点 備考
亜塩素酸水 指定添加物

殺菌料
中性～
酸性

「幅広い微生物を殺菌可能」「有機物の影響を受けにくい」
「殺菌効果が長時間持続」

使用対象物に制限有
使用量制限有

最終食品完成前に分解、
除去が必要

過酢酸製剤 指定添加物
殺菌料

酸性 「幅広い微生物を殺菌可能」「有機物の影響を受けにくい」
「殺菌効果が長時間持続」「残留性が低い」

引火性、助燃性有 第5類危険物
条件によって劇物扱い

次亜塩素酸水
※1

指定添加物
殺菌料

弱酸性
微酸性

「全ての微生物を殺菌可能」（有芽胞菌も殺菌できる）
「殺菌力が強い⇒次亜塩素酸ナトリウムに対して約5倍、一
般消毒剤/殺菌剤の塩化ベンザルコニウムに対して約10倍」
「有機物の影響を受ける」

厚労省では、次亜塩素
酸水の定義を「塩酸ま
たは塩化ナトリウムを含
む水溶液を電気分解し
て生成する」としている。

次亜塩素酸HClOは、
人体の免疫機構として
好中球の中で生成され
ている。

次亜塩素酸
ナトリウム

指定添加物
殺菌料
漂白剤

アルカリ
性

「幅広い微生物を殺菌可能」（有芽胞菌は殺菌できない）
「有機物の影響を受ける」

金属腐蝕させる。
取扱に注意必要。酸と
混ざると塩素ガス発生

「ごま」には使用できない。

過酸化水素 指定添加物
殺菌料
漂白剤

弱酸性 「重金属、アルカリ、有機物等で不安定になる」
「塩素ガスが発生しない」

第6類危険物
条件によって劇物扱い

亜塩素酸
ナトリウム

指定添加物
殺菌料
漂白剤

アルカリ
性

「pH調整しないと殺菌力が弱い」「残留塩素が残り易い」 第1類危険物
条件によって劇物扱い

エタノール 一般飲食物
添加物
製造用剤

中性 「幅広い微生物を殺菌可能」（有芽胞菌は殺菌できない）
「有機物の影響を受けにくい」「残留性は低い」

水分が多いところでは著
しく殺菌力が落ちる。
低濃度では効果少ない

第4類危険物

食品衛生法第10条に基づき厚生労働大臣が定めた指定添加物及び一般飲食物添加物

※1：厚労省の食品添加物としての定義では「次亜塩素酸水は、塩酸または塩化ナトリウムを電気分解した水溶液」としている。
6/26に、経産省、厚労省、消費者庁合同で発表された定義では「次亜塩素酸を主成分とする酸性の溶液」としている。



水準 消毒薬 使用濃度 消毒対象 使用上の留意点

高水準

グルタラール
ステリゾール®など 2～3.5%

内視鏡
•付着に注意！
•蒸気の曝露に注意！
•適用後には十分なすすぎ（リンス）が
必要

フタラール
ディスオーパ®など 0.55%

過酢酸
アセサイド® 0.3%

中水準

次亜塩素酸ナトリウム
ピュリファン®Pなど

0.01%
(100ppm)

「食」関連器材
「呼吸器」関連器材 •金属製器材には用いない

•塩素ガスの曝露に注意！0.1%
(1,000ppm)

環境
（芽胞、ウイルス、細菌）

ポビドンヨード
イオダイン®Mなど 原液

術野
創部
粘膜

•新生児への大量使用を避ける
•患者と手術台の間に溜まるほどの大量
使用を避ける

アルコール
消毒用エタノール
70％イソプロパノール

原液
正常皮膚
アンプル・バイアル
環境（ウイルス、細菌）

•引火性に注意！
•粘膜や損傷皮膚には禁忌

速乾性手指消毒薬
消毒用エタプラス®など 原液 手指

•目に見える汚れがある場合には用いない
•手荒れや傷がある手指には用いない
•引火性に注意！

低水準

クロルヘキシジン
ステリクロン®Pなど 0.05% 創部

•濃度間違いがないようにする
•含浸綿球（ガーゼ）は細菌汚染を受
けやすい

塩化ベンザルコニウム
ザルコニン®など
塩化ベンゼトニウム
ベゼトン®など

0.02% 粘膜

0.1～0.2% 環境（細菌）

両性界面活性剤
サテニジン®など 0.1～0.2% 環境（細菌）

次亜塩素酸以外の殺菌剤、消毒剤



ジアグリーン、殺菌剤、消毒剤と細菌、真菌、ウイルスの不活化効果イメージ

★



ジアグリーンと次亜塩素酸ナトリウムの比較①

項目 次亜塩素酸ナトリウム
（４％水溶液）

トリクロロイソシアヌル酸
（電離型次亜塩素酸）

非電離型次亜塩素酸
（ジアグリーン）

毒性 H315 皮膚刺激。
H318 重篤な眼の損傷。
H410 長期継続的影響
によって水生生物に非常に
強い毒性。
（急性毒性ＬＤ５０が
測定できないほど危険）

急性毒性
LD50 経口 - ラット -
406 mg/kg
皮膚腐食性及び皮膚刺
激性
眼に対する重篤な損傷性
又は眼刺激性
眼 - ウサギ 結果: 眼への
刺激(ドレイズ試験)

急性毒性
ＬＤ５０
１００００ｍｇ以上

毒性の発現原因 塩素ガス、反応性酸素種
（酸素ラジカルや活性
酸素）

次亜塩素酸と平衡しながら
生ずる塩素ガス、反応性酸
素種

非電離型次亜塩素酸
そのもの

殺菌、消臭、
脱色の主体

塩素ガス、反応性酸素種 次亜塩素酸と平衡しながら
生ずる塩素ガス、反応性酸
素種

非電離型次亜塩素酸
そのもの



項目 ジアグリーン 次亜塩素酸ナトリウム 混和型次亜塩素酸
ナトリウム

pH 微酸性 強アルカリ性 弱酸性

希釈の必要性 不要
必要

原液は5～6％（50,000～
60,000ppm）と高濃度のため、
肌、目、鼻、口に付着すると危険

不要
次亜塩素酸ナトリウムを予め水
で希釈し、酸で㏗調整をしている

細菌、真菌、ウイル
スへの不活化効果

有効塩素濃度
50ppm以上で広い抗
微生物スペクトル

有効塩素濃度500～600ppm
に希釈した状態では広い抗微生
物スペクトルを持つが、芽胞には

効果がない

有効塩素濃度500～
1,000ppm

の製品が多く、高濃度であれば
広い抗微生物スペクトルを持つ
が、芽胞には効果がない

人体への使用 ◎ × ×

空間噴霧 ◎ × ×

金属の腐食 △少ない × ×

酸との反応 △少ない ×
混ぜると塩素ガス発生して危険 △少ない

保管 錠剤なので簡便 危険物保管 冷暗所で保管

ジアグリーン（次亜塩素酸水）と次亜塩素酸ナトリウムの比較②



ジアグリーンとエタノールの比較表

項目 ジア・グリーン 消毒用エタノール

有効成分 非電離型次亜塩素酸 エタノール

有効成分の働き 酸素ラジカルと塩素による殺菌と消臭 タンパク変性による殺菌

毒性 LD50 10000ｍｇ／Kg以上 LD50 2000ｍｇ／Kg

危険性 ○
ｐH6～7では特になし

×
第4種危険物

気化して爆発の危険あり

室内全体の殺菌 ○
噴霧により可能

×
爆発の危険があるので噴霧が出来ない。
基本的には表面のみの殺菌

殺菌スペクトル ◎
全ての病原体に有効

△
真菌（カビ）、エンベロープのないウイルス
（ノロウィルス）などに対しては効果がない



ジアグリーンと除菌・消臭剤Fの比較

項目 ジア・グリーン 除菌・消臭剤Ｆ

消臭成分 非電離型次亜塩素酸 Β－シクロデキストリン
（トウモロコシ由来成分）

消臭メカニズム ○
酸化分解

△
臭いを包接（臭いの成分の大きさと包接量
に限界がある）

殺菌成分 非電離型次亜塩素酸 塩化ベンザルコニウム（４級アンモニウム塩）

殺菌スペクトル ○
細菌・真菌（カビ）・ウィルスと
広い

△
細菌

殺菌成分の毒性 ○
塩素が遊離しないので低い

×
トリクロサンと同様に扱われ、
アメリカの一部の州では使用禁止



感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法）の概要
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