
次亜塩素酸ナトリウム液は安価な消毒剤として，病院

内や食品工場内で広く使用されている。しかし，次亜塩

素酸ナトリウム液は pH８～９のアルカリ性溶液であり，

殺菌成分である次亜塩素酸（HClO）は１０％程度しか生

成されていない。次亜塩素酸ナトリウム液の殺菌効率を

上げるための方法として本消毒剤の弱酸性化があるが，

どのような酸が pH 調整に適切であるかについて安全

性・殺菌効率の面より検討する必要がある。本研究では，

種々の酸を用いて次亜塩素酸ナトリウム液を弱酸性化し，

その殺菌効率を比較した。

方法と結果

殺菌効率を測定するための被検菌として Bacillus

subtilis UTB１０株 ， MRSA UTC７３株 ， Pseudomonas

aeruginosa UTC５５株，Escherichia coli O１５７：H７VT４１株，

Legionella pneumophila JCM７５７１株およびSalmonella

Typhimurium UTB２９株を用いた。B. subtilis について

は７０℃，２０分間加熱し，芽胞溶液とした。１２０ppm 次亜

塩素酸ナトリウム液 （富田製薬社製）を６種類の酸（ギ

酸，クエン酸，酢酸，リン酸，塩酸，硫酸）を用い，pH

５．０に調整した。各酸性次亜塩素酸水を被検菌懸濁液お

よび芽胞溶液（１０６cfu／ml）と混合後，２５℃で０．５，２，１０

および３０分間保温し，混合液中の残存菌数を測定した。

本研究で作成した酸性次亜塩素酸水は B. subtilis 以外の

被検菌を全て３０秒以内に殺菌することができた。

B. subtilis 芽胞に対しては，塩酸，硫酸および酢酸を用

いて pH 調整したものでは，１０分で全ての芽胞を死滅さ

せることができたが，ギ酸およびクエン酸で pH 調整し

たものでは，３０分後においても多数の芽胞が生存してい

た。塩酸および酢酸添加時の有毒塩素ガス発生量は６

ppm および１ppm であった。

結 語

次亜塩素酸ナトリウム液の弱酸性化は，本消毒剤の殺

菌効率を上げるための有効な方法であるが，添加する酸

の種類によってその効果には大きな違いがあることが明

らかとなった。酸性次亜塩素酸ナトリウム液を調整する

ための酸としては，安全性および殺菌効率の面から酢酸

が最も適していると考えられた。
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SUMMARY

Sodium hypochlorite solution is cheap and powerful disinfectant widely used in hospitals

and food industries. The bactericidal activity of chlorine solution is considered to depend

on the amount of dissociated hypochlorite (HClO) in the solutions. The most important fac-

tor affecting the amount of HClO in the chroline solution is pH, and the decrease in pH in-

creases the concentration of dissociated HClO. Alkaline solutions of both sodium and cal-

cium hypochlorite contain only small amount (about 10% of free available chroline in these

solution) of HClO. Recently, there are several reports showing the effectiveness of “acidic

hypochlorite solution”, which is adjusted pH with hydrochloric acid (HCl) to 5.0, as a power-

ful disinfectant. However, special attention must be paid to handling and storage of HCl,

and the increase of chlorine content in the solution by the addition of HCl might possibly in-

duce toxic chlorine gas production. In this study, the bactericidal activity of acidic hypochlorite

solutions, which have been adjusted to pH 5.0 with hydrochloric acid, acetic acid, citrate, lac-

tate, formate, phosphate or sulphate, was investigated using various bacterial strains. The

acidic hypochlorite solution prepared with acetic acid showed the equivalent bactericidal

activity to that with hydrochloric acid and killed all of the Bacillus subtilis spores within 10

min. In addition, the acidic hypochlorite solution with acetic acid killed all of bacterial cells

of Escherichia coli O157 : H 7, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella

Typhimurium and methicillin-resistant Staphylococcus aureus within 30 sec. On the other

hand, the solutions prepared with citrate and lactate showed no bactericidal activity against

any bacterial strains tested in this study despite of low pH. We proposed that acetic acid is

a desirable acid to safely and easily prepare the acidic hypochlorite solution with the equiva-

lent bactericidal activity to the solution prepared by HCl.
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