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亜塩素酸ナ トリウムの殺菌効力に関する検討
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A Study on the Bactericidal Effect of Sodium Chlorite
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(Kitasato University, School of Hygienic Sciences: 1-15-1,
Kitasato, Sagamihara, Kanagawa, Japan)

The bactericidal effects of solutions of sodium chlorite (NaClO2) at various pH values was
studied by several methods (the phenol coefficient method, available chlorine germicidal
equivalent concentration method and phenol coefficient method under dirty conditions).

A 2.73% NaClO2 solution at pH 8.8-9.1 showed no bactericidal effect against E. coli and S.
aureus within 15min, but it destroyed them within 2.5min when the pH value was adjusted to
4.0. The bactericidal effect of the solution was increased by elevating the acidity of the
solution, and the NaClO2 solution at the lowest concentration adjusted to pH 2.0, had a
bactericidal effect. Even at pH 4.0, the effect of the high-concentration solution was sufficient.

The bactericidal effect of NaClO2 at pH 4.0 was independent of the use of lactic acid, acetic
acid or hydrochloric acid for pH adjustment. However at pH 2.0, the organic acids were
superior to the inorganic acid as the pH regulator.
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緒 言

食品取扱施設で容器, 器具な どの殺菌 ・消毒のため に

利用す る消毒薬 は, 無臭で, 低毒性であ り, かつ, 経済

性 に富む もので なければ ならない. その代表的 な消毒薬

と して次亜塩素酸 ナ トリウム(以 下NaClO)が あるが,

このNaClOに は, 強 い酸化力 によ って容器, 器具を腐

食 させ る上, 希釈 した使用液 はもとより, 消毒薬の原液

で あって も保存中 に有効塩素量が徐 々に減少す るといら

た塩素剤特有 の性質 がある. これ らの欠点 を補 うような

消毒薬 と して, ここ数年 の間 に亜塩素酸 ナ トリウム(以

下NaClO2)が 注 目され るようになり, その抗菌性 につ

いて検討 した報告 が幾つか1)～4)なされてい る. また, 米

国 で はNaClO2を 消毒 薬製剤 と して開 発 した製品 もあ

り, 著者 らは前報5)において この製剤 の殺菌効力 を系統

的 に検討 し, 殺菌消毒剤 としての有用性 について報告 し

た. しか し, 本製剤 の使用液 はpH 2.2を 示す強酸性液 で

あ ることか ら, 食 品工業 では利用範囲 が限定 され, 実用

性 に欠け ると考 え られ る. そ こで, NaClO2を 消毒薬 と

して利 用範 囲 を広 げ得 るか ど うか 検討 す るた め に,

NaClO2粉 末 の水溶 液 につ いて よ り中性 に近 い条件で前

報 と同様, 数種類 の試験法5)でその殺菌効力 を試験 し, 併

せてpH調 整剤 と して用い る酸 の検討 も行 い, 若干 の知

見を得たので報告す る.

実 験 材 料

1. 供試菌株並 びに菌液

Esclzerichia coli NIHJ JC-2(E. coli)と Staphylococcus

aureus 209P FDA JC-1(S. aureus)を 使用 した. 実験 に

際 し, 各供試菌 は連続3代 継代培 養 した ものを供試菌液

と した5と 供試菌液の菌数 は E. coli が5.8×108/ml, S.

aureus が2.0×108/mlで あった.

2. 消 毒 薬

1) NaClO2粉 末(和 光純薬工業(株)製, 亜塩素酸 と＊北里大学衛生学部: 神奈川県相模原市北里1-15-1
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して80%以 上)

〔NaClO2水 溶液 の調製法〕

使 用 濃度 は前報 で 用 いたNaClO2製 剤(Alcide Co.

製)に な らい2.73%と し, NaClO2粉 末を滅 菌蒸留水 に

溶解 し, NaClO2水 溶液 を調製 した. この溶液のpHは

8.8～9.1を 示 し, ヨウ素滴 定法6)に よ る有効 塩 素量 は

36,000bpmで あり, 試験 に際 して は滅菌蒸留水を用 い

て所要濃度 に希釈 した.

2) NaClO溶 液 (食品添加物用, 和光純薬工業(株)

製)

NaClO溶 液 の有効塩 素量 を ヨウ素滴定 法で測定 した

と ころ90,000ppmで あ った. 試験 に際 してはこの溶液

を滅菌 した Paltzch の緩衝 液(pH8.5)を 用 いて所 要濃

度 に希釈 した.

3. 培地及 び試薬

1) 前培 養並 びに後培 養培地

乾燥 ブイ ヨン(日 水製薬(株)製)を 添付説明書の処方

どお り加温溶解後, pH7.0±0.2に 調 整 し, ろ過 してか

ら10mlず っ試験管 に分注 し高圧蒸気滅菌 した. なお,

前培養培地 には常 に同一Lot(Lot No. 067309)の もの

を使用 した.

2) 乳酸(和 光純薬工業(株)製, 特級, 85.0～92.0%)

3) 酢酸(和 光純薬工業(株)製, 特級, 99.7%)

4) 塩酸(和 光純薬工業(株)製, 特級, 35.0～37.0%)

実 験 方 法

1. 消毒薬 のpH調 整

pH未 調整の2.73%NaClO2水 溶液(pH 8.8～9.1)30

mlに 各種倍率に希釈 した乳酸, 酢酸, 塩酸 を可級 的に少

量添加 してpHを2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0に それぞ

れ調整 した. (Table 1)

2. 殺菌効力試 験

1) 石 炭 酸 係 数 測 定 法7),8)(Phenol Coemcient

Table 1. Preparation of NaClO2 Solutiona)

1) Lactic acid (LA)b)

2) Acetic acid (AA)c)

3) Hydrochloric acid (HA)d)

a) Added amount of several acids required to adjust the pH value of 2.73% NaClO2 solution (30ml) to 2.0-

8.0
b) LA concentration 85.0-92.0%
c) AA concentration 99.7%
d) HA concentration 35.0-37.0%
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Method)に 準 じた方法(以 下PC法)

適宜 希釈 した消毒 薬10mlを 作用 試験 管(25×180

mm)に 入 れ20±0.1°の 恒 温水槽 中 で5分 間以上 保温

し, その後同様に保温 した菌液1mlを 作用試験管 に注

加 し, 直 ちによ く撹拝 した. 菌液 を注加 してか ら2.5, 5,

10, 15分 後 に作用試験 管か ら1白 金耳量 を取 り出 して

後培養培地 に移植 した. 37°で48時 間培養後, 菌 の発

育 を肉眼で観察 し, 発育 の認 め られた ものを(+), 認 め

られない ものを(-)と した.

2) ハ ロゲ ン系消毒剤 の殺 菌効力測定法8),9)(Availa-

ble Chlorine Germicidal Equivalent Concentration

Method: 以下A. C. G. E. C.法)

適宜希釈 した消 毒薬10mlを 作 用試験管 に入 れ, 20

±0.1°の恒 温水槽中で5分 間以上保温 し, その後同様 に

保温 した菌液0.05mlを 作用試験管 に注加 し, 直 ちによ

く撹搾 した. 1分 後 に作用試験管 か ら1白 金耳量を取 り

出 して後培養培地 に移植 した. さらにその30秒 後 に再

び菌液0.05mlを 同 じ作用試験管 に注加 し, その1分 後

に別 の後培養培地 に移植 した. この 「菌液注加-後 培養移

植」の 操作 を10回 繰 り返 した. 37°で48時 間培養後,

菌 の発 育 を 肉眼 で観 察 し, 発育 の認 め られ た もの を

(+), 認 め られ ないものを(-)と した.

3) 有機物等影響試験7)

有機物 液(5%酵 母懸濁液)5mlに 菌液1mlを 加 え

た液を作用試験管 に入れ20±0.1°に5分 間以上保温 し,

また, 適宜希釈 した消毒薬5mlを 試験管 に入 れ同様 に

保温 した. その希釈消毒薬液5mlを 作用試験管 に加 え,

直ち によく撹搾 した. 消毒薬 を注加 してか ら2.5, 5, 10,

15, 30分 後 に作用試験管か ら1白 金耳量 を取 り出 して

後培養培地 に移植 した. 37°で48時 間培養後, 菌 の発育

を肉眼で観察 し, 発育 の認 め られた ものを(+), 認 め ら

れな いものを(-)と した.

Table 2. Bactericidal Effect of 2.73% NaClO2

Solutiona)

a) Available chlorine concentration 36,000ppm:

pH 8.8-9.1
+: Growth was observed.
-: Growth was not observed.

+/-: Growth was observed mostly.

Table 3. Bactericidal Effect of NaClO2 Solution
after Adjusted to pH 2.0 by Lactic Acid

+: Growth was observed.
-: Growth was not observed.

Table 4. Bactericidal Effect of NaClO2 Solution

Adjusted the pH Value to 3.0-8.0 Using

Lactic Acid

+: Growth was observed.
-: Growth was not observed.

Table 5. The Results of Bactericidal Effect of
NaClO2 Solution Adjusted the pH 3.0-8.0
Using Acetic Acid (1) or Hydrochloric
Acid (2)

1) Acetic acid

2) Hydrochloric acid

+: Growth was observed; -: Growth was not

observed.
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結果及 び考察

1. NaClO2水 溶液の殺菌力

pH未 調整 のNaClO2水 溶液 に殺菌力 がみ られ るか否

か をPC法 で, 作用時間 を2.5, 5, 10, 15分 間 にとどま ら

ず, 30, 60, 120, 180分 間 まで延長 して試験 した. その成

績 をTable 2に 示 した. E. coli は多 くの場合60分 間作

用 させて も殺菌 されないが, 時 として殺菌 される ことが

あ り, 120分 間の作 用で は確実 に殺菌 された. S. aureus

の殺 菌 には180分 間 あ るいはそれ以上 の作用 が必要 で

あ った.

NaClO2に 短時 間で消毒薬 と しての効 力を もたせ るた

めに, NaClO2水 溶液 に乳酸 を加 えてpH2.0に 調整 した

溶液 が, 既製 のNaClO2製 剤 と同様 に殺菌効 力を発揮 し

得 るか検討 した.

NaClO2水 溶 液 に乳 酸 を加 えpHを2.0に 調 整 した

NaClO2水 溶液(有 効塩素量 は27,000ppm, NaClO2の

終 濃 度 は2.28%)を 滅 菌 蒸 留 水 で90倍 に希 釈 して

0.025%に した液 の殺菌効力 はTable 3に 示 すよ うに

2.5分 の作用 で既 に後培養成績 は(-)を 示 し, 108倍 に

希釈 した0.021%の 液で も15分 の作用で E. coli を殺菌

した.

従 って, NaClO2水 溶 液 もpHを 強酸性 にす ることに

よ って, E. coli に対 して既製 の製剤 と同等以上 の殺菌効

力 を発揮 した.

2. NaClO2水 溶液 の殺菌効力 に及 ぼすpHの 影響

食 品工 業での実用性か ら考え ると消毒薬 の液性 がpH

2.0で は利用範 囲が限定 されて しま う. そこで, よ り中

性 に近 い条件での利 用を検討 す るために, 乳酸 の添加量

を前述 のTable 1の よ うに変 えてNaClO2水 溶液のpH

を3.0～8.0に 調整 し, E. coli に対す る殺菌力を試験 し

た. その成績 をTable 4に 示 した.

pH 5.0以 上 に調整 した溶液 では15分 間作用 させて も

供試菌 は殺菌 されなか ったが, pH 3.0及 びpH 4.0に 調

整 した溶液で は2.5分 以内に供試菌は殺 菌 された. この

ことか ら, NaClO2に 殺菌力を発揮 させ るためにpHを

2.0ま で低下 させず とも, 終濃度 は2.73%と 高 いが, pH

4.0で 十分にその 目的は果た し得 るもの と考 え られる.

pH調 整 剤 と して用 い られ る酸類 と して, NaClO2製

剤 は乳酸 を用いてい る. そ こで, この乳酸 をは じめと し

て酸 の種類 によ るNaClO2の 殺菌効力へ の影響 を検討 し

た.

pH 4.0に 調整す るた めには, いず れの酸類 も少量 の

添 加でpHを 下 げ, pH調 整前 のNaClO2濃 度及 び有効

塩素量 ともほ とんど変化 しなか った. しか も, その殺菌

効力 はTable 5に 示 したよ うに, 乳酸 を使用 した場合 と

同様 に2.5分 の作用 で後培 養成績 は(-)を 示 した. ま

た, pH 5.0以 上 に調整 した液 では, 乳酸 を使用 した場合

と同様 にNaClO2濃 度 と有効塩素量 がpH調 整前の液 と

同 じであ ったに もかかわ らず殺菌力 を示 さなか った.

このよ うに, pH 4.0で はpH調 整剤 と して添加 した酸

の種類 によるNaClO2の 殺菌力 に差 がみ られなか った.

3. NaClO2水 溶液の殺菌効力の総合的評価

NaClO2の 殺 菌 効力 を総 合 的 に評 価 す る ため にPC

法, A. C. G. E. C. 法, 有機物等影響試験 の3種 類の試験法

を用 いて, NaClOの 殺菌効力 と比較 した. NaClO2溶 液

は, 既製 のNaClO2製 剤 と同様のpH調 整剤で ある乳酸

でpHを2.0, 3.0, 4.0に 調整 した.

(1) PC法 による比較

PC法 を用 いた成績をTable 6に 示 し, さらに, この

成績 か ら各溶液 の5分 間の作用で(+), 10分 間の作用で

(-)を 示すNaClO2濃 度(%)を 基準 と し, NaClOに 対す

るNaClO2の 濃度比 を求 めFig. 1に 示 した.

E. coli に対 してNaClO溶 液(pH 8.5)で は, 0.015%

に希 釈 した液 で5分 間 の作用で(+), 10分 間 の作 用で

(-)を 示 し, pH 4.0に 調 整 したNaClO2水 溶 液 で は,

1.56%と1.95%の 間 に希釈 した液で同様の成績を示す

もの と考 え られ る. この こ とか ら E. coli に対 して

NaClOと 同等の効力を期待す るためには, pH 4.0に 調

整 した溶液で はNaClOの104～130倍 の濃度 を必 要 と

した. pH 3.0に 調 整 した溶液 では0.27%に 希釈 した液

で, ま た, pH 2.0に 調 整 した溶 液 で は0.021%と

0.025%の 間 に希釈 した液 で5分 間の作用で(+), 10分

間の作用 で(-)を 示す もの と考え られ る. pH 3.0に 調

整 した溶液 では18倍, pH 2.0に 調整 した溶液で は1.4

～1.7倍 の濃度 でNaClOと 等 しい効力を認 めた.

一方, S. aureus に対 して も同様の傾向が認め られ,

pH 4.0に 調整 した溶液 ではNaClOの62倍 の濃度, pH

Fig. 1. The concentration ratio of NaClO2 (%) to
NaClO (%) allowing growth in 5min but
not 10min

●-●E. coli

○-○S. aureus
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3.0に 調 整 した溶 液では7.6～9.2倍 の濃度 で, また, pH

2.0に 調整 した溶 液で は ほぼ同濃度 でNaClOと 同等 の

効 力を認 めた. 従 って, pHを2.0, 3.0, 4.0に 調整 した

NaClO2水 溶液 は, E. coli, S. aureus に対 して殺菌効力

を示すが, pH 3.0, 4.0に 調 整 した溶液 は, NaClO溶 液の

濃度 と比 較す るとはるか に高濃度に しな ければ同等 の殺

菌 効力 は期待 で きなか った. しか し, pH 2.0に 調整 した

溶 液 はNaClO溶 液 とほぼ同等 の効力 を期待で きる こと

か ら, NaClO2溶 液 はpHが 酸性 に傾 くほど殺菌効力 は

増 強 し, 低濃度のNaClO2で 殺菌 できた.

(2) A. C. G. E. C. 法 による比較

A. C. G. E. C. 法を用いた成績 はTable 7に 示 し, さ らに

NaClO溶 液 の成 績 と同様 の成 績 を示 すNaClO2濃 度

(%)とNaClO濃 度(%)と の比 を求 め, Fig. 2に 示 した.

NaClO2水 溶液 の中で2つ 以上 の濃度 に同 じ成績が認 め

られた場合 には低濃度溶液 で比較 した. E. coli に対 して

はpH 4.0に 調整 したNaClO2水 溶液で は0.25%に 希釈

した液 と, 0.005%に 希釈 したNaClO溶 液 とが菌液2

回 目 の注加 で は じあ て(+)を 示 した. この こ とか ら

NaClO2でNaClOと 同等 の効力 を期待 す るために は,

Table 7. The Comparison of Bactericidal Effect of NaClO2 Solution and NaClO Solution by A. O. A. C.

Methoda)

1) E. coli

2) S. aureus

a): Available chlorine germicidal equivalent concentration method

+: Growth was observed.
-: Growth was not observed.
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pH 4.0に 調整 したNaClO2水 溶液 で はNaClOの50倍

の 濃 度 を必 要 と した. pH 3.0に 調 整 した溶 液 で は

0.045%に 希釈 した液 と0.01%に 希釈 したNaClO溶 液

とが菌 液3回 目の注加 では じめて(+)を 示 した. また,

pH 2.0に 調整 した溶液で は0.0043%に 希釈 した液 と

0.005%に 希釈 したNaClO溶 液 とが菌液2回 目の注加

では じめて(+)を 示 した. このことか ら, NaClO2水 溶

液 は, pH 3.0に 調整 した溶液で はNaClOと 同等 の殺菌

効力 を得 るには4.5倍 の濃度 が必要 であ った. しか し,

pH 2.0に 調 整 した溶液 で は逆 にNaClOの0.86倍 の濃

度 でその効力 を認 めた.

S. ameus に対 して も同様 の傾向 を認 あることがで き,

pH 4.0に 調整 したNaClO2水 溶液で はNaClOの50倍,

pH 3.0に 調 整 した溶 液で は6.2倍, pH 2.0に 調 整 した

溶 液 で は0.86倍 の濃度 でNaClOと 同等 の効力 を認 め

た.

従 って, pHを2.0, 3.0, 4.0に 調整 したNaClO2水 溶液

は E. coli, S. aureus に対 して殺菌効力を示 し, A. C. G. E.

C. 法 によ って もPC法 と同様, NaClO2水 溶 液のpHが

酸性 に傾 くほ ど殺菌効 力 は増強 し, pH 2.0に 調整 した

溶液 はNaClO溶 液 とほぼ同等 の効 力を期待 で きた.

(3) 有機物等影響試験 による比較

有機物等影響試験の成績をTable 8に 示 した.

E. coli に対 してはpH 4.0に 調整 したNaClO2溶 液で

は, 有機物 を共存 させない場合, す なわ ちPC法 による

成績で は1.56%と1.95%の 間 に希釈 した液で5分 間 の.

作用 で(+), 10分 間 の作 用 で(-)を 示 した の に対 し

(Table 6), 有機物 の共存下で は2.73%のNaClO2水 溶

液(有 機物混和後のNaC102濃 度1.37%)そ の ものを用

いて30分 間作用 させて も(+)を 示 し, 殺菌力 を認 める

とはで きなか った. pH 3.0に 調整 した溶液 ではPC法 に

よ る成績 では0.27%で5分 間の作用で(+), 10分 間の

作用 で(-)を 示 し, 有機物 の共存下 では混和後0.38%

～0.76%の 濃度で同等の効果が認め られ, 有機物を共存

しな い場 合 の1.4～2.8倍 のNaClO2濃 度 が必 要 であ っ

た. また, pH 2.0に 調整 した溶液 ではPC法 による成績

では0.021%と0.025%の 間 に希釈 した液 で5分 間の

作用 で(+), 10分 間の作用 で(-)を 示 し, 有機物が共存

す る場合 には1.7～4倍 の濃度で あ る混和後0.043%～

0.085%の 濃度で同等 の効果 を認 めた.

一方, NaClOで は有機物 の存在 によって E. coli に対

しては3～5倍 の濃度 を必要 とした.

以上 の結果か ら, NaClO2粉 末 の水溶液 の殺菌効力 は

溶液 のpHに よ って大 きく影響 され, pH 4.0に 調整 した

溶液 では じめて効力 を発揮 し, その効力 は液性が酸性 に
Fig. 2. The concentration ratio of NaClO2 (%) to

NaClO (%) allowing equal germicidal
efficacy

●-●E. coli

○-○S. aureus

Table 8. Bactericidal Effect of NaClO2 Solution and NaClO Solution by the Phenol Coefficient Method

Under Dirty Condition

+: Growth was observed.
-: Growth was not observed.
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傾 くほ ど増強 し, pH 2.0に 調整 した溶液 で最強 にな っ

た. この結 果 は米 国 で開発 されたNaClO2製 剤 と同様

で, NaClO2溶 液を酸性 にす ることで二酸化塩素, 塩素

酸, 及 び塩酸が溶液中 に生成 され, 殺菌 の本態 と して考

え られて いる二酸化塩素10)の生成量 がpH 2.0の 溶液 で

最 も多 くなるためと考 え られる. また, このpH 2.0の

NaClO2水 溶 液 はNaClOと ほぼ等 しい濃 度 で同等 の効

力 を期待 で き るが, pH 3.0あ るい は4.0の 溶 液 で は

NaClOよ り高濃度 を必要 と した. しか し, 食 品工業 な ど

で取 り扱 う容器 ・器 具の殺 菌剤 として は, 溶 液が酸性 に

傾 くほど消毒 物に対 して悪影響 を与え ることも十分考え

られ ることか ら, 主剤濃度が必ず しも低濃度であ ること

が優れて いるとは言 い難 く, 多少高濃度で あって もより

中性 に近 い条件が望 ま しい. この ことか らNaClO2溶 液

のpHを4.0に 調 整 した溶液 で も殺菌剤 として十分 にそ

の目的 は果 たす ことがで き るもの と考 え られ る. さ ら

に, 他 の殺菌剤 と同様 に有機物 の共存 によ り殺菌効力 は

低下す る ものの, 有機 物の混入 による影響 はNaClOに

比 べNaClO2の 方が若干少 な く, 実用面 での利用範囲 は

広げ得 る殺菌 ・消毒剤 と考 え られ る.

要 約

NaClO2粉 末 を水溶液 に した ものについて, 乳酸 など

で種 々のpHに 調整 し, よ り中性 に近 い液性 で殺菌剤 と

して の有効性, pH調 整 に用 いる酸 の種類 を検討 し, 以

下 の結果 を得 た.

1.2.73%NaClO2水 溶液のpHは8.8～9.1で, その

液 は15分 の 作用 で も供 試 菌 と した E. coli 及 び S.

aureus を殺菌 し得 なか った. しか し, pHを4.0以 下 に

調整す る ことで2.5分 で これ らを殺菌 した.

2. NaClO2水 溶液 はpH 4.0以 下 で殺菌力 を示 し, そ

の殺 菌効力 は液性 が酸性 に傾 くほど増 強 し, 低 濃度 の

NaClO2で 効果 を期待 できた.

3. pH調 整剤 として乳酸, 酢酸, 塩酸 を用 いてそれぞ

れpH 4.0に 調整 した溶液 は供 試菌 を2.5分 で殺菌 す る

ことができ, pH調 整剤の相異 によ るNaClO2の 殺菌力

に差 はみ られなか った.

4. 有機物 が共存 す ることによりNaClO2の 殺菌効力

は低 下 した もの の, NaClOよ りその影 響 は少 な く,

NaClO2濃 度 を高濃度 にす ることで効果 は十 分期待で き

るものであ った.
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