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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　次亜塩素酸水溶液の製造又は調製方法であって、
　次亜塩素酸イオンを含む水溶液を供給する原液供給工程と、
　フィルターにマイナスの電荷を付与する帯電工程と、
　電荷を付与された前記フィルターに前記水溶液を通過させるろ過工程と
を有し、
　前記帯電工程として、圧電素子又はコイルによる片側昇圧工程を含む
ことを特徴とする、次亜塩素酸水溶液の製造又は調製方法。
【請求項２】
　前記原液供給工程が、水系媒体に次亜塩素酸塩を溶解する工程を含む、請求項１に記載
の次亜塩素酸水溶液の製造又は調製方法。
【請求項３】
　次亜塩素酸水溶液の製造又は調製装置であって、
　次亜塩素酸イオンを含む水溶液を供給可能な原液供給手段と、
　前記原液供給手段から供給された前記水溶液が通過可能なフィルターに対してマイナス
の電荷を付与可能な帯電手段と
を有し、
　前記帯電手段として、圧電素子又はコイルによる片側昇圧手段を含む
ことを特徴とする、次亜塩素酸水溶液の製造又は調製装置。
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【請求項４】
　前記原液供給手段として、水系媒体に次亜塩素酸塩を溶解させるための槽を備える、請
求項３に記載の次亜塩素酸水溶液の製造又は調製装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、長期的に高い殺菌性・消毒性を発揮可能な次亜塩素酸水並びにその製造又は
調製方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　次亜塩素酸水溶液は、食品の洗浄、プールや浴所、医療等を始め、幅広い分野に用いら
れてきた。このような次亜塩素酸水溶液の殺菌性や安全性を高めるために、従来より種々
の製造方法や調製方法が検討されてきた。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、次亜塩素酸塩溶液を水素イオン交換型陽イオン交換樹脂で処
理し、金属イオンを水素イオンで置換した後に、前記処理液を水酸イオン交換型陰イオン
交換樹脂で処理し、塩素イオンを水酸イオンで置換することで、次亜塩素酸ナトリウム溶
液を調製する方法が記載されている。当該方法によれば、有機物と接してもトリハロメタ
ンの生成が少なく、高い殺菌力を持った次亜塩素酸水溶液を生成することが可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２７４９５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、このような従来技術に係る次亜塩素酸水溶液は、長期安定性に劣る結果
、広く流通させることが困難な場合があった。
【０００６】
　本発明は、上記問題に鑑み、高い殺菌性を長期的に発揮することが可能な次亜塩素酸水
溶液を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、鋭意研究を行ったところ、次亜塩素酸水溶液に特定の処理を施すことに
より上記課題を解決可能なことを見出し、本発明を完成させた。即ち、本発明は以下の通
りである。
【０００８】
　本発明（１）は、
　次亜塩素酸水溶液の製造又は調製方法であって、
　次亜塩素酸イオンを含む水溶液を供給する原液供給工程と、
　フィルターにマイナスの電荷を付与する帯電工程と、
　電荷を付与された前記フィルターに前記水溶液を通過させるろ過工程と
を有することを特徴とする、次亜塩素酸水溶液の製造又は調製方法である。
　本発明（２）は、
　前記帯電工程として、圧電素子又はコイルによる片側昇圧工程を含む、前記発明（１）
の次亜塩素酸水溶液の製造又は調製方法である。
　本発明（３）は、
　前記原液供給工程が、水系媒体に次亜塩素酸塩を溶解する工程を含む、前記発明（１）
又は（２）の次亜塩素酸水溶液の製造又は調製方法である。
　本発明（４）は、
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　次亜塩素酸水溶液の製造又は調製装置であって、
　次亜塩素酸イオンを含む水溶液を供給可能な原液供給手段と、
　前記原液供給手段から供給された前記水溶液が通過可能なフィルターに対してマイナス
の電荷を付与可能な帯電手段と
を有することを特徴とする、次亜塩素酸水溶液の製造又は調製装置である。
　本発明（５）は、
　前記帯電手段として、圧電素子又はコイルによる片側昇圧手段を含む、前記発明（４）
の次亜塩素酸水溶液の製造又は調製装置である。
　本発明（６）は、
　前記原液供給手段として、水系媒体に次亜塩素酸塩を溶解させるための槽を備える、前
記発明（４）又は（５）の次亜塩素酸水溶液の製造又は調製装置である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、高い殺菌性を長期的に発揮することが可能な次亜塩素酸水溶液を提供
することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本発明に係る次亜塩素酸水溶液の製造装置の一例を示す概念図である。
【図２】図２は、本発明に係る次亜塩素酸水溶液の製造装置の別の形態を示す概念図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
＜＜＜次亜塩素酸水溶液の製造装置１０＞＞＞
　本発明に係る次亜塩素酸水溶液の製造装置として、図１に示す装置１０を一例に説明す
る。なお、以下は本発明の主要な構成の一例を説明するものであり、詳細な電気的構成や
その他の装置構成等に関しては何ら限定されず、従来公知の構成を適宜適用可能である。
【００１２】
　次亜塩素酸水溶液の製造装置１０は、次亜塩素酸イオンを含む水溶液を供給可能な原液
供給手段である原液供給部１１と、前記原液供給手段から供給された前記水溶液が通過可
能なフィルター部１２ａを含む水溶液の流路であるろ過部１２と、フィルター１２ａの一
端と電気的に接続されており、フィルター１２ａに対してマイナスの電荷を付与可能な帯
電手段である片側昇圧部１３と、を有する。以下、それぞれについて説明する。
【００１３】
＜＜原液供給部１１＞＞
　原液供給部１１は、後述するろ過部１２に原液を供給可能であれば特に限定されないが
、典型的には、原液を貯留可能なタンクと、ろ過部１２への原液の送出（送出速度の調整
）を行うポンプと、を有する。なお、流路全体の高低差を利用する等して製造装置１０内
を水溶液（原液及び次亜塩素酸水溶液）が移動可能である場合には、ポンプ等の動力は不
要な場合もある。
【００１４】
＜＜ろ過部１２＞＞
　ろ過部１２は、流路内にフィルター１２ａを備える。ろ過部１２の上流側（原液供給部
１１）から原液が流入し、マイナスに帯電したフィルター１２ａによって金属イオンが除
去される。ろ過部１２を通過することで得られた次亜塩素酸水溶液は、ろ過部１２の下流
側から流出し、典型的には、適宜の貯留部（タンク等）に貯留される。
【００１５】
＜フィルター１２ａ＞
　フィルター１２ａとしては、帯電可能な材料であれば何ら限定されず、無機材料であっ
ても有機材料であってもよい。具体的には、金属材料、セラミックス、炭素材料、樹脂材
料等を利用可能であるが、溶解物や砕片等による系内への影響を少なくするという観点か



(4) JP 6230079 B1 2017.11.15

10

20

30

40

50

らは、樹脂材料（例えば、アクリル材料、ウレタン材料、ＡＢＳ材料等）であることが好
適である。
【００１６】
　なお、フィルター１２ａの厚みや目の細かさ等は、フィルター１２ａの原液の供給速度
や原液の濃度等に合わせて適宜調整すればよい。例えば、フィルター１２ａの目の細かさ
は、０．０２μｍ以下等とすればよい。
【００１７】
　また、フィルター１２ａでは、フィルター表面にて、金属イオンが還元されて金属が析
出され、それにより目詰まりが生じるため、フィルター１２ａを交換可能に構成すること
が好ましい。
【００１８】
　ろ過部１２は、複数のフィルター１２ａ（各々がマイナスに帯電したフィルター）を有
していてもよい。また、ろ過部１２は、マイナスに帯電したフィルター以外の公知のフィ
ルター（物理的なろ過を行うフィルター等）を更に有していてもよい。なお、ろ過部１２
のフィルターとしては、ろ過効率を向上させるために、プラスに帯電したフィルターを有
しないことが好ましい。
【００１９】
＜＜片側昇圧部１３＞＞
　フィルター１２ａの一端と電気的に接続された片側昇圧部１３により、フィルター１２
ａに対する片側昇圧を行う。より詳細には、例えば、直流電源のマイナス側を圧電素子等
により昇圧してマイナス高電圧を得て、当該マイナス高電圧をフィルターに印加する手段
である。
【００２０】
　片側昇圧部１３の昇圧手段の具体例（昇圧装置）としては、公知の手段を適用可能であ
り何ら限定されないが、圧電トランスを例示可能である（より具体的には、圧電素子やコ
イル等が例示出来る）。このように、片側昇圧部１３をフィルター１２ａと電気的に接続
し、次いで、適宜の電圧にて－昇圧させることにより、フィルター１２ａをマイナスに帯
電可能である。昇圧条件としては、例えば、－５０００Ｖ以上等とすればよい（例えば、
－５０００Ｖ～２００００Ｖ等）。
【００２１】
　なお、複数の片側昇圧部１３を有していてもよいし、一つの片側昇圧１３が複数のフィ
ルター部１２ａに接続されていてもよい。
【００２２】
　ここで、次亜塩素酸水溶液の製造装置１０としては、その他の形態であってもよい。例
えば、図２に示すように、フィルター部１２ａが細孔を有する円筒状（例えば、繊維やシ
ートを巻き上げて形成した筒状等）となっており、当該円筒内部に水溶液が流下すること
によって、フィルタリングを行う、といった形態であってもよい。
【００２３】
　更には、次亜塩素酸水溶液の製造装置１０内で、次亜塩素酸水溶液が循環する（次亜塩
素酸水溶液が、一つのフィルター部１２ａに複数回接触し得る）形態であってもよい。ま
た、ある一定量の次亜塩素酸水溶液を貯留可能な貯留部内にフィルター部１２ａを設置し
、次亜塩素酸水溶液が当該貯留部内に一定時間停留可能なように構成してもよい。
【００２４】
＜＜＜次亜塩素酸水溶液の製造方法＞＞＞
　次に、上述した装置を用いた、次亜塩素酸水溶液の製造方法を詳述する。
【００２５】
＜＜原液供給工程＞＞
　原液供給工程は、後述するろ過工程まで原液（原料）を供給する工程である。
【００２６】
　なお、本方法にて使用される原液としては、次亜塩素酸イオンを含む水溶液、具体的に
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は、（１）次亜塩素酸塩の水溶液、又は、（２）次亜塩素酸水溶液、が考えられる。（１
）の場合、次亜塩素酸塩が溶解した水溶液を原液供給部１１に供給してもよいし、上記原
液供給部１１内にて、水系媒体（好適には脱イオン水や蒸留水等の純水）に次亜塩素酸塩
を溶解させる工程を有してもよい。この場合、使用可能な次亜塩素酸塩は何ら限定されな
いが、次亜塩素酸ナトリウム、次亜塩素酸カリウム、次亜塩素酸カルシウム等が挙げられ
る。（２）の場合、市販品の次亜塩素酸水溶液を原液とする、又は、食塩水を電気分解し
て次亜塩素酸水溶液を製造する工程等を別途設け、原液供給手段としてもよい。
【００２７】
　原液における次亜塩素酸イオンの濃度としては、得られる次亜塩素酸水溶液中の次亜塩
素酸イオンの濃度が所望の範囲となるように、水系媒体に対する次亜塩素酸塩の添加量等
を適宜調整すればよい。
【００２８】
＜＜帯電工程＞＞
　帯電工程は、前述した片側昇圧手段（片側昇圧部１３）により、フィルター１２ａをマ
イナスに帯電させる工程である。具体的には、例えば、フィルター１２ａを－昇圧させる
工程である。
【００２９】
　なお、片側昇圧の際の条件としては、フィルター１２ａがマイナスに帯電する程度であ
ればよく、フィルター１２ａの材質及び構造や、原液の供給速度や原液の濃度等に合わせ
て適宜変更可能であり、特に限定されない。
【００３０】
＜＜ろ過工程＞＞
　ろ過工程は、マイナスの電荷を付与されたフィルター１２ａに前記水溶液を通過させる
ことで、原液中の金属イオンを除去する工程である。
【００３１】
　一般に、次亜塩素酸水溶液はその製法上、次亜塩素酸イオンの濃度を高めるためには、
金属イオン濃度も同時に高くなる。その結果、液中の金属イオンに基づき塩化物が形成さ
れ、液中の有効塩素濃度が低くなり、長期安定性を失う。本発明によれば、特定のろ過方
法により金属イオンを除去可能であるため、次亜塩素酸水溶液の長期安定化を実現可能と
なる。
【００３２】
　より詳細には、本発明に係る装置１０及び当該装置１０を用いた方法によれば、片側昇
圧という手段を用いてフィルター１２ａを帯電させるものであり、原液が従来の方法等と
は異なるろ過工程を経るため、原液中の金属イオンの除去能力に非常に優れ、次亜塩素酸
水溶液中の次亜塩素酸イオン濃度を高めつつも金属イオン濃度を低め、且つ、適当な範囲
のｐＨとすることが容易となる。更には、このようにして得られる次亜塩素酸水溶液は、
その表面張力を低減させることも可能となる。
【００３３】
＜＜＜次亜塩素酸水溶液＞＞＞
　次に、上述の装置及び方法にて得られた次亜塩素酸水溶液の性質及び用途について説明
する。
【００３４】
＜＜性質＞＞
　本発明に係る次亜塩素酸水溶液は、例えば、液中の金属イオン（例えば、カリウムイオ
ン、カルシウムイオン、ナトリウムイオン）濃度が１０００ｐｐｍ以下である。更には、
液中の次亜塩素酸イオン濃度が、１００ｐｐｍ以上であり、且つ、前記金属イオン濃度の
５倍以上とすることが可能である。また、本発明に係る次亜塩素酸水溶液は、ｐＨが４．
０～６．５とすることも可能である。
【００３５】
　本発明に係る次亜塩素酸水溶液は、上述した性質を有するため、高い殺菌性を長期的に
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発揮することが可能となる。
【００３６】
　なお、本発明に係る次亜塩素酸水溶液は、原液（濃縮液）として使用してもよいし、希
釈液として使用してもよい。
【００３７】
　例えば、本発明に係る次亜塩素酸水溶液は、原液（濃縮液）タイプとする場合には、好
適には、液中の金属イオン濃度が１０００ｐｐｍ以下であり、液中の次亜塩素酸イオン濃
度が、５０００ｐｐｍ以上であり、ｐＨが４．０～５．０である。
【００３８】
　また、本発明に係る次亜塩素酸水溶液は、希釈液タイプとする場合には、好適には、液
中の金属イオン濃度が２０ｐｐｍ以下であり、液中の次亜塩素酸イオン濃度が、１００～
２００ｐｐｍであり、ｐＨが６～６．５である。
【００３９】
　なお、希釈の際には、適宜の水系媒体（好適には脱イオン水や蒸留水等の純水）を用い
ればよい。
【００４０】
＜＜用途＞＞
　本発明に係る次亜塩素酸水溶液は、長期に亘り、安定した有効塩素濃度を保つため、紙
業及び繊維業等における漂白用、プール用、上下水道用、家庭用等の消毒・殺菌用、等の
あらゆる用途に好適に使用可能である。更には、本発明に係る次亜塩素酸水溶液は、衛生
用（例えば、手洗い用）等として特に好適に使用可能である。
【実施例】
【００４１】
　次に、実施例及び比較例を用いて、本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれには
何ら限定されない。
【００４２】
　下記の条件にて次亜塩素酸水の製造を行った。
【００４３】
＜＜＜次亜塩素酸水溶液の調整＞＞＞
＜＜原料液＞＞
　常温常圧下にて、含有量が１２０００ｐｐｍとなるように次亜塩素酸ナトリウム（Ｎａ
ＣｌＯ）を純水に溶解させて、原料液を調整した。
【００４４】
＜＜ろ過工程＞＞
　次に、上述の原料液を下記条件にてろ過した。
・フィルター：目が０．０１μ以下
・昇圧条件：直流電源／－昇圧状態
・送液速度：１～４Ｌ／ｍｉｎ
・電源装置として圧電素子を用いて、－５０００Ｖ以上となるように設定した。
【００４５】
＜＜＜次亜塩素酸水溶液＞＞＞
　得られた次亜塩素酸水溶液の性状を以下に示す。
　ＨＣｌＯ濃度：１００００ｐｐｍ以上
　Ｎａ濃度：１０００ｐｐｍ以下
　ｐＨ：３．５～４．０
【００４６】
＜＜長期安定性＞＞
　次に、得られた次亜塩素酸水溶液の長期安定性を評価した。
【００４７】
　次亜塩素酸水溶液を、常温環境下及び４０℃環境下の２つの条件にて保存し、経時的な
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有効塩素濃度を測定することで、次亜塩素酸水溶液の長期安定性の評価を行った。合わせ
て、同条件にて、別途食塩を添加した際の次亜塩素酸水溶液の長期安定性の評価を行った
。評価結果を表１及び表２に示す。なお、次亜塩素酸水溶液に添加する食塩は、Ｎａ濃度
として、０ｐｐｍ、１００ｐｐｍ、５００ｐｐｍ、１０００ｐｐｍ、５０００ｐｐｍ、１
００００ｐｐｍであった。また、有効塩素濃度は、日産化学工業株式会社製の試薬を用い
て測定した。
【００４８】
【表１】

【００４９】

【表２】

【００５０】
　更に、過酷環境として、５０℃及び光照射環境化での長期安定性を測定した。
【００５１】



(8) JP 6230079 B1 2017.11.15

10

20

【表３】

【００５２】
　上記表に示すように、本発明に係る次亜塩素酸水溶液によれば、長期保存安定性に非常
に優れ、また、過酷な環境下においても、ある程度の有効塩素濃度を保つことが可能とな
る。

【要約】
【課題】　高い殺菌性を長期的に発揮することが可能な次亜塩素酸水溶液の提供。
【解決手段】　次亜塩素酸イオンを含む水溶液を供給する原液供給工程と、フィルターに
マイナスの電荷を付与する帯電工程と、電荷を付与された前記フィルターに前記水溶液を
通過させるろ過工程とを有する、次亜塩素酸水溶液の製造又は調製方法。
【選択図】なし
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