
イオン交換法次亜塩素酸分子水溶液

🄬



• 社名 パークス株式会社

• 設立 2011年 2月

• 除菌・消臭剤「エヴァウォーター」の製造・卸事業

◼エヴァウォーターとは

不純物の少ない、人体・環境に優しい高純度次亜塩素酸除菌・消臭剤です。

使用用途は主に、菌・ウイルス・カビ・花粉・臭いに有効性を発揮します。

除菌力・消臭力は強力で、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで除菌できない

ウイルス・菌にも効果を発揮します。

• 一般財団法人 日本規格協会JSA1012:2022認証マーク準拠

• ジャパン・ハラール・ファンデーション認証取得

介護施設、病院、学校、役所、ホテル、オフィス等多くの場所で利用されています。

会社概要・製品情報



一般財団法人日本規格協会
JSA-S1012:2022規格準拠

消費者の保護に寄与した規格基準で、厳格な規格基準・経時性能試験が設け

られており安全性・除菌消臭性能・品質の保持などを証明できた製品にのみ与

えられる日本唯一の「一般市販の次亜塩素酸水」の標準規格です。

次亜塩素酸水は、新型コロナが流行して感染症対策として認知度を上げました。

しかし、その場しのぎの製品や粗悪品も多く販売されたことで、消費者庁が警告を鳴らしメディアも大々的に報道して、次

亜塩素酸水の普及率が大きく下がりました。

次亜塩素酸水には、公的な規格基準がなかったので、全ての次亜塩素酸水が同じ扱いを受けました。実際には、製造方

法によって品質は大きく異なり、感染症対策のほか、消臭対策・花粉症対策・カビ対策にも優れている次亜塩素酸水、この

優れた除菌・消臭剤を普及すべく設立されたのが一般社団法人次亜塩素酸化学工業会で、経済産業省と連携して、

2022年3月27日付で日本規格協会 JSA-S1012:2022規格が発行されました。

本規格が発行された背景



ハラール認定

ハラールであると認められた製品などにマークを付与する制度です。具体

的には、イスラム教徒が禁じているものを含まない食品等の規格を定め、原

材料・製造工程・製品品質などを審査し、適合する製品にのみ与えられます。

厳しい審査のもと確証されるものであるため、非イスラム教徒にとっても衛

生面、品質面とも安全である証となります。



次亜塩素酸分子水溶液について

研究結果より強力な殺菌力はpH4.5～pH7.0にピークを持

つ次亜塩素酸分子水溶液にあります。

以下の曲線は次亜塩素酸分子(殺菌分子)の殺菌力とpHの

関係性を示しています。

次亜塩素水は、pH 2.7以下～pH 8.5の範囲で作ることが

できます。しかし、製造方法（二液法・電解法・イオン

交換法）によって製造時のpH領域は大きく異なり、品質

も異なります。

pH4.5以下及びpH7.0以上になると、除菌・消臭力、安全

性が徐々に低くなります。

pH4.0以下になると塩素ガスが発生してしますので、非常

に安全性が低く危険です。

pH4.5～pH7.0の領域では、安全性・除菌力・消臭力・安

定性が非常に高くなります。

エヴァウォーターは、pH5.0～pH6.5の領域を1年間保ちます。

(保管方法によっては、2～3年間保つ)

次亜塩素酸分子水溶液の殺菌力は“pH”に大きく依存することが確認されています。

pHとは・・・酸性・中性・アルカリ性を決める指標になります。



イオン交換法：生成フロー

水道水に含まれる
カルシウムと
マグネシウムも除去

イオン交換樹脂が
pHレベルを
5.0~6.5の範囲に
コントロールします。

製品情報：エヴァウォーターの魅力

NaClO

副生成物(不純物)：Na(ナトリウム)、Ca(カルシウム)、Mg(マグネシウム)など除去
できないとどうなる？

エヴァウォーターは、次亜塩素酸水の純度が非常に高い！

従来の二液法・電解法 次亜塩素酸水は、副生成物(不純物)を多く生成するので、安全性・

除菌力・消臭力・安定性・大きく減少します。

結果、有効期限が１日から~半年しか持たないものや有効期限内にも関わらず塩素ガスが発

生してしまう製品も存在しています。



弱アルカリ性 微酸性 弱酸性 強酸性

pH 5.0-6.5 6.5前後 7.6-8.5 5.0-6.5 5.0-2.7 2.7以下

安全性 極めて高い 低い 中 高い 低い 危険

除菌力 極めて強い 極めて強い
低い

(即効性は低い)
強い 中 低い

消臭力 極めて強い 強い 低い 強い 中 低い

使用期限 長い(約1年間) 中 短い 短い 短い 短い

製造可能な有効塩素濃度(ppm) 5~12,000 50-400 10-100 10-80 10-60 20-60

空間噴霧 最適
不適

(塩素・塩分汚染の恐れ)

不適

(Na成分含有の恐れ)

不適

(塩素・塩分汚染の恐れ)

不適

(塩素・塩分汚染の恐れ)

不適

(塩素・塩分汚染の恐れ)

漂白作用 極めて弱い 弱い 中 弱い 中 強酸性

生成時の副産物 極めて少ない Clを生成 NaOHを生成 HClを生成 HClを生成 HClを生成

イオン交換法

(弊社)
２液混合法

電気分解法

３つの主要製法で作られた次亜塩素酸水比較表



・枯草菌などエンベ
ロープ
・コロナ
・インフル
エンザ
など

ノンエン
ベロープ
・ノロ

など

耐性強い▶

次亜塩素酸分子水溶液（弊社製品）

アルコール(70%以上)

次亜塩素酸ナトリウム

次亜塩素酸分子水溶液除菌スペクトル

◀ 耐性弱い

・黄色ブドウ球菌
・大腸菌 など

・サルモネラ
・カンピロバクター

など

・大腸菌O-157

・赤痢菌 など

・カビ など

一般細菌 食中毒菌 病原菌 真菌 ウイルス 芽胞菌



アルコールは「ノンエンベロープ」に効果なし！
エヴァウォーターは、エンベロープ・ノンエンベロープどちらも除菌



次亜塩素酸分子水溶液（当社製品） と アルコール比較

次亜塩素酸分子水溶液（300mg/L)

（当社製品）
消毒用アルコール (70%)

価格 安価 (1/2 to 1/5 of Alcohol) 高価

除菌力 極めて早い （強力）
早い

希釈 用途により希釈：可 希釈は不可

汎用性･使途
多用的 (加湿器・浸漬・スプレーなど.) 

食材除菌洗浄にも使用
限定的（スプレー主体）
濡れていると使用不可

安全性･安定性
極めて高い：塩素ガス無し、化学反応無し

弱酸性（肌に優しい）
低い：引火性あり（火気厳禁）

揮発性あり（肌荒れの恐れ）

消臭効果
強力 無し

使用方法･保管・管理
直射日光など避ける 引火性があるため要注意。消防法適用

抗菌性**について ** 

（芽胞菌を含む）ほとんどのバクテリアに効果的
ウイルスにも有効

** バクテリアやウイルスの核タンパク質に直接反
応しそれらを分解、不活性化させることができる。

（芽胞菌は含まない）ほとんどのバクテリアに効果
的
ウイルスには無効

**  揮発性を生かし、バクテリアの細胞膜を脱水させ、
変性させてその構造や機能を失わせる。

しかし、細胞膜を持たないウイルスや芽胞菌にはこ
のプロセスは起らない。



次亜塩素酸ナトリウムと次亜塩素酸水は
科学的に全く異なる物質です

次亜塩素酸分子水溶液（当社製品）と次亜塩素酸ナトリウムの比較

次亜塩素酸水 次亜塩素酸ナトリウム

除菌消臭力 ◎
次亜塩素酸ナトリウムの80倍
の除菌力

〇
芽胞菌などの耐性が強い菌に
は除菌できない

安全性 ◎
非常に高い

×
使用には十分注意が必要

残留性 ◎
除菌後は水に戻る

×
残留する皮膚に付着しないよ
うに注意する

ニオイ 〇[製造法による]
塩素臭(弊社製品は、純度が高
いのであまりニオイはしない)

×
強い刺激臭がする

毒性 一切なし 皮膚膜を溶かす、乾燥する



• SIRC細胞を用いたin vitro単回投与毒性試験

（株式会社きれいテストラボ）

• SIRC細胞を用いた in vitro眼刺激性試験

（株式会社きれいテストラボ）

• 三次元培養表皮を用いたin vitro皮膚一次刺激性試験

（株式会社きれいテストラボ）

• 新型コロナウィルスに対しての有効性

（宮崎大学山口教授）

• 水質検査５１項目 飲料水適合クリア(50mg/L)

（株式会社東洋環境分析センター）

主な取得エビデンス

高い有効性と安全性の証明

そ の 他 ３ ０ 種 以 上 の 効 能 や
安全性に関するエビデンス取得済み



新型ヒトコロナウイルス試験

２５〜２００mg/Lのエヴァウォーターが
新型ヒトコロナウイルスを制御するという結果が出ました。
※試験機関：宮崎大学 （２０２０年７月１６日）

エビデンス１



塩素濃度１０mg/L[ｐｐｍ]による抗菌性

０分後 １分後

大腸菌 1.2×１０ 検出されず

大腸菌０１５７ 1.8×１０ 検出されず

黄色ブドウ菌 2.5×１０ 検出されず

MRSA 6.6×１０ 検出されず

セラチア菌 5.9×１０ 検出されず

緑膿菌 2.0×１０ 検出されず

レジオネラ菌 1.8×１０ 検出されず

７

７

７

７

７

７

■塩素濃度10mg/L[ppm]による抗菌性（北里大学）

７

エビデンス２



➢ アンモニアの消臭メカニズム

NH３ ＋ HCLO → NH２CL ＋ H2O

アンモニア 次亜塩素酸 モノクロラミン 水

（悪臭） （エヴァウォーター） （無臭）

エヴァウォーターを噴霧するだけで、瞬時に消臭！
菌を不活性化させることで悪臭を根本から除菌し消臭します。
菌以外でも様々なニオイを消臭することが出来ます。

霧化器による空間噴霧が効果的

ニオイの元はほぼ“菌”が原因

霧化器で空間噴霧することにより、部屋全体・空中浮遊菌を除菌します。
インフルエンザ、ノロウィルス、ハウスダスト、花粉症予防に有効です。



特定悪臭（生活環境を損なうおそれのある悪臭）

６物質について、脱臭効果を確認
特定悪臭物質(単位：ppm)

キャノンマーケッティングジャパン株式会社 資料参照

※試験機関：株式会社環境管理センター
悪臭が検出限界

以下に

次亜塩素酸水の効果確認



次亜塩素酸分子水溶液の空間加湿実例-①

◆ユーアイ21太陽の家
（神奈川県、横須賀市、横浜市、座間市）
特別養護老人ホーム ７００人/月
ショートステイ：年間5,000⼈

全施設の各居室と共用スペースで、次亜塩素酸分子水溶液を12時間噴霧、

導入後、約36ヵ月, 新型コロナウイルス、A型インフルエンザ患者、ノロウイルス患者ともに、施設内
での居住者の感染ゼロを継続中。
（職員等の外部での感染事例は１０数例あったが、居住者への施設内感染はゼロ）

◆学研ココファングループ
（学研ホールディングスグループ、サービス付き高齢者向け住宅最大手）
２０２０年２月から、次亜塩素酸分子水溶液の導入を開始し、清拭の徹底による感染対策を徹底。
これに加えて、噴霧量の大きい大型気化式加湿器２３４台を導入して、デイサービス実施施設な
どの供用スペースで24時間、次亜塩素酸分子水溶液による
空間加湿を実施。

クラスター発生率に着目すると、高齢者施設における全国平均の約7.4％（大阪では約9.1%）に対して、

次亜塩素酸分子水溶液の共用スペースで空間加湿を導入している施設では、クラスター発生率が約
2.3%と、新型コロナウイルス感染クラスター発生の抑制に成功。



◆チェリーサポート（有料老人ホーム緑ケ丘）
有料老人ホーム：入居者数80名

2019年3月より、廊下などの共用スペースに設置して次亜塩素酸分子水溶液の空間加湿を実施。

導入の前年度は、25名がインフルエンザに罹患したが、2019年3月の導入年度は、罹患者がゼロに。
約42ヵ月の実施期間中、 新型コロナウイルス、A型インフルエンザ患者、ノロウイルス患者ともに、
施設内での居住者の感染クラスターの発生はなし。

弊社でも多くのうれしい声を頂いております。

ご家族の中で娘さんがコロナウイルス陽性者になられて、自宅隔離の際に空間加湿とスプレー噴

霧を徹底して行った結果、誰にも感染しなかったという話をお聞きしております。

同様にエヴァウォーターを利用していただいている事で、身近に感染が発生しても自身（家族）に

は感染しなかったというお話をよくいただきます。

感染予防に成功したのが、弊社製品であることを証明するのは、難しいのが現状です。
しかし、エヴァウォーター（弊社製品）を使用しているところでは、確実に感染を予防できている結果が出
ています。

次亜塩素酸分子水溶液の空間加湿実例-②



次亜塩素酸水（全般）の空間噴霧の安全性

※三重大学大学院 生物資源学研究室 教授：福崎 智司 資料参考



2021 年 10 月に、厚生労働省が「次亜塩素酸水の

適切な空間噴霧は妨げない」主旨の、以下の事務連絡

を全国の保健所等に発信されています。

同時に、2022 年 3 月に厚生労働省･経済産業省･

消費者庁特設ホ ームページ「新型コロナウイルスの

消毒･除菌方法法について」（4. 空気中のウイルス対

策、5. （補論）空間噴霧について）にも掲載されて

います。

厚生労働省による本事務連絡の重要なポイントは、

以下の部分になります。

「なお、個々の使用にあたり、その安全性情報や

使用上の注意事項を守って適切に使用することを妨げ

るもので はありません。『消毒剤や、その他ウイル

スの量を減少させる物質』に該当する製品が、健康影

響のおそれがあるのかどうかについては、各製品の安

全性情報や使用上の注意事項等を確認いただき、消費

者にご判断いただくものと考えております。

厚労省の次亜塩素酸分子水溶液に対する見解１



厚生労働省は、室内の湿度を 40％以上に保つことが感染予防に有効であるとしています。JSA 

規格に準拠して、水道法 が規定する 51 項目の水道水質基準をクリアした次亜塩素酸分子水溶液

を加湿器で使用する事により、加湿器内の衛生保全と室内空間の感染予防対策に寄与します。厚生

労働省は水道水の水質基準を満たすものを加湿器等で噴霧する事 は問題ないとしています。本品

は雑貨品に該当するため、除菌・消臭剤であり、消毒剤ではありません

厚労省の次亜塩素酸分子水溶液に対する見解２

新型コロナウイルス 感染経路のトップは、エアロゾル感染（空気
感染） （国立感染症研究所が 3 月 28 日に発表） エアロゾル感
染対策、感染クラスター防止には、 JSA 規格準拠の次亜塩素酸分
子水溶液による 空間加湿の有効性が実証されています

2022年 4月 19日
一般社団法人次亜塩素酸化学工業会プレスリリース引用


