
強アルカリイオン電解水による衛生管理 



正しい管理をしている筈なのに・・・なぜ？ 

すぐにカビが再発生 

ATP数値が下がらない 

特定の菌が増えた 

薬品使用量の増加 

洗浄水やそれに伴う汚排水の増加 

浄化処理漕の腐敗・酸化 

什器や機材の腐食・錆 

作業者への健康被害 
複雑な作業マニュアル 

衛生環境の悪化 

衛生管理 負のスパイラル 



衛生管理を殺菌に頼り切っていませんか？ 

殺菌すれば大丈夫・・・ 対象物が汚染されたままの状態
で殺菌を行うと・・・ 

次亜塩素酸使用 

汚染物質を隠れ家にして生き残った菌 

菌の死骸 
再繁殖した菌 

次亜塩素酸などの殺菌剤は汚染物質と反応すると殺菌効果を失ってしまう。 
生き残った菌は残渣汚染物質と死骸を餌にして再繁殖してしまう。 

殺菌は「不十分な洗浄」を補うための作業ではない 

菌の栄養になる残渣物 



殺菌に依存した衛生管理による弊害の数々 

！ 
もっと濃く！たっぷり！ 
しっかり殺菌しなくては！ 

次亜塩素酸濃度や使用量の増大 

酸化による嫌気性バクテリアの増殖 

機材や床の腐食・老朽 

従事者の健康被害 

硫化水素による腐敗臭 害虫の大量発生 

排水管の腐食 

浄化処理漕 

酸化した大量の排水 

排水処理コストの増大 

施設や設備に対するダメージも深刻です。 



洗浄重視の衛生管理に切り替えましょう 

徹底的な洗浄が大事！ 

適正な次亜塩素酸使用 

徹底的な洗浄は汚染物質の除去と菌数削減に最も効果的な手段。 
後に続く、次亜塩素酸などの殺菌剤の効果が最大限に発揮できる状態にします。 

「徹底的な洗浄」が効果的な殺菌を可能にします 

）） （（ 

対象物が適切に洗浄された状態
で殺菌を行うと・・・ 

菌の栄養なし 

菌の隠れ家なし 

生き残った菌なし 



しかし、徹底的な洗浄も困難です 

洗剤を使用すれば汚れは落ちるが洗剤成分の残留・混入が心配・・・ 

洗浄力抜群の溶剤や苛性ソーダは取扱いが危険・・・ 

お湯を使った洗浄にも色々と問題が・・・ 

水だけで洗浄してもキレイにならない・・・ 

食品残渣に含まれるタンパク質や油脂は 
水だけでは除去が困難です。 

お湯による洗浄は油脂には有効ですがタンパク質を凝
固させる副作用があります。また、洗浄作業時に環境
湿度を上げてしまうこともあり、菌の繁殖を促進してし
まいます。 

界面活性剤は非常に残留性が強く、完全にすすぐのが困難です。 

作業マニュアルが複雑になり従事者のトレーニングが必要になる。 

更に・・・ 

でも・・・ 

でも・・・ 

洗浄力とで安全性を兼ね備えた洗浄剤が必要 



ゴマ油乳化実験 

ＺＫ強アルカリイオン水 ｐＨ12.5 水道水 

水道水には決して溶けない「ゴマ油」も強アルカリイオン水に触れれば 
瞬時に乳化し溶け込んでいきます。 
従来であれば「洗剤」を必要とする「油を含んだきつい汚れ」にも 
強アルカリイオン電解水は抜群の洗浄力を発揮いたします。 

安全なのに抜群の洗浄力 



ＺＫプレミアムイオン水は驚異のＰＨ13.1「洗浄力の大きな差」 

アルカリの洗浄力は 
「強アルカリ」として分類される 
ｐＨ11を境に急上昇していく。 
 
＜左の実験データーから解る事＞ 
 
◇「弱アルカリ」の領域では 
  洗浄力は期待できない。 
 
◇同じ「強アルカリ」でも 
  ｐＨ11とｐＨ12.5では洗浄力 
  に大きな違いがある。 
  ｐH13.1であれば尚更です。 



すすぎは簡単です。「水」ですから・・・ 

洗剤を使用した 
洗浄廃液はこんなに 
泡立ちます。 

強アルカリイオン水を使
用した洗浄廃液は 
泡立ちゼロ！ 

洗剤の主成分である「界面活性剤」は洗浄力の源である一方 
洗浄作業に不可欠な「すすぎ」を困難にする副作用が有ります。 
強アルカリイオン水には「界面活性剤」を全く含みません。 
故に、「すすぎ」はとっても簡単です。 



アルカリの正体はＨ+（酸）を失った「Ｈ2Ｏ（水）の成り損ない」です。 
故に、Ｈ+（酸）を取り戻してＨ2Ｏ（水）に戻ろうとする力が働きます。 
この力こそが「アルカリの洗浄力」の源です。 

油分などの水に溶けない「汚れ」の中に 
Ｈ+（酸）を探し出し、結合します。 

「汚れ」の内部に入り込み水になることで 
汚れは「水との混和物」になり、 
水に溶解するように変化します。 

水 Ｈ2Ｏ 

アルカリ 
アルカリ 

アルカリ 
混和物 混和物 

混和物 

汚れ 

アルカリの洗浄メカニズム 



水 Ｈ2Ｏ 
アルカリの正体はＨ+（酸）を失った、 

水分子の成り損ないです。 

電気分解によるアルカリの生成は 

水分子からＨ+（酸）を電気の力で強制的に奪うこと

によってアルカリを生み出しています。 

 

アルカリ 

酸 

強アルカリイオン電解水 

アルカリイオン電解水とは？ 



一方、通常のアルカリ溶液とは？ 

アルカリ剤 
不純物 

苛性ソーダーなどの 
「アルカリ剤」はアルカリと他成分（不純物） 
が結合して出来た物質です。 
それを溶かす事でもアルカリ液を作れますが 
その場合は不純物も一緒に溶けてしまいます。 
アルカリ性洗剤に溶けているアルカリも同じように 
アルカリ剤によって出来ています。 

通常のアルカリ溶液 

水中で分離（電離） 

水 Ｈ2Ｏ 

アルカリ 

ＮａＯＨ（苛性ソーダ） 

Ｎａ 

Ｎａ 



不純物 アルカリ 
―イオン ＋イオン 

アルカリ 
―イオン 

＋イオン 
不純物 

アルカリ溶液とアルカリ電解水の差 

アルカリ溶液と強アルカリイオン電解水の差は+イオンである不純物の有無です。 
これが、同じアルカリ性水溶液でもそれぞれが違う性質を示す要素となります。 

―イオンであるアルカリと＋イオンである 
不純物が同じ数量溶けてバランスが 
取れている。 
  安定しているが故に残留性を示す。 

通常のアルカリ溶液 強アルカリイオン電解水 

―イオンであるアルカリに対し 
＋イオンである不純物が存在しない。 
バランスが崩れている。 
  不安定が故に残留性が低い。 

不安定 安定 



水洗いによるアルカリ残留比較試験 

アルカリ洗剤（左）とイオン水（右）にそれぞれ滴下 両者を同条件にてすすぎ 

付着した水滴のｐHを計測 

ＰH試験紙の色がアルカリの残留を示す。 アルカリの残留はみとめられない。 



乾拭きによるアルカリ残留比較試験 

アルカリ洗剤 ｐH11.7 

①アルミ板一面に噴霧 

②ティッシュペーパーで乾拭き 

③乾いた表面に水道水を滴下 

④ｐH試験紙にて測定 

イオン水 ｐH13.1 

ＰH試験紙の色がアルカリの残留を示す。 アルカリの残留はみとめられない。 

イオン水の洗浄対象物に対する残留性は洗剤と比べて極めて低いことが解る。 



イオン水ｐH12.5とアルカリ洗剤 それぞれ、手のひらに垂らして・・・ すりこみ、手のひらの皮脂と反応させる。 

すりこんで乾いた手のひらに少量の水道水を少量垂らし、 
ｐＨを計測するとアルカリの残留が確認できる。 

すりこんで乾いた手のひらに少量の水道水を少量垂らし、 
ｐＨを計測するとアルカリは全く残留していない。 

イオン水 ｐH12.5 アルカリ洗剤 

汚れ分解時におけるアルカリ残留比較試験 

イオン水のアルカリは汚れを分解する過程で中和されてしまう。 



曝気によるｐH変化比較試験 

200㎜×100㎜のトレイを 
それぞれの溶液で満たし 
大気と接触面積を増やす。 

イオン水の曝気による中和スピードは洗剤よりも早いことが解る。 
万が一、すすぎ残しが多少あってもアルカリの残留リスクは低いと言える。 

１時間経過時 3時間経過時 6時間経過時 12時間経過時

イオン水　ｐH13.1 12.8 12.3 11.1 9.8
アルカリ洗剤　ｐH11.7 10.9 10.5 10.2 9.9

イオン水　ｐH12.5 10.7 9.8 9.1 8.3

pH14

pH13

pH12

pH11

pH10

pH9

pH8

pH7

スタート １時間 ３時間 ６時間 １２時間

イオン水　ｐH13.1

アルカリ洗剤　ｐH11.7
イオン水　ｐH12.5



安全性の違い 

豚肉を1時間漬け込む 
※両者 ｐＨ12.5 

強
ア
ル
カ
リ
イ
オ
ン
電
解
水 

苛
性
ソ
ー
ダ
ー
水
溶
液 

表面がヌルつ
く程度 

半透明になり  
ゼリー状に 

化学やけどの一例 

安定性の違いは「安全性」に影響します。 
不安定な強アルカリイオン電解水は瞬時にタンパク質に反応し水（Ｈ2Ｏ）となり消滅しますが、 
安定している苛性ソーダ水溶液はゆっくりとタンパク質に反応するため肉の深部まで溶かしていきます。
この「残留性」と「遅行性」が化学やけどの原因です。 



「失活」＆「除菌」＆「消臭」効果 

ＰＨ12.5以上の強アルカリである、「ＺＫ強アルカリイオン水」 
には「失活」と「除菌」と「消臭」効果が有ります。 
「ＺＫ強アルカリイオン電解水」で洗浄作業を行えば 
見た目も綺麗になり「失活」と「除菌」と「消臭」も安全に 
一度に行えます。 

ノロウイルス（ネコカリシ代替） 
大腸菌、Ｏ－157、サルモネラ菌、腸炎ビリオ菌 
などの除菌に有効で有ることが公的検査機関で 
確認されております。 



究極の「環境対応型洗浄液」 

「水」から出来た 
「強アルカリイオン電解水」には 
当然の事ですが 
環境汚染物質を含みません。 
排水基準の値である 
「ＢＯＤ」「ＣＯＤ」の数値は共にゼロです。 
又、不純物を含まないアルカリ分は 
分解性に優れますので、汚れを分解した 
時点でアルカリ分は消滅し中性になります。 
大量の水や酸性水での中和を経なくても 
廃棄できます。 

正に究極の「環境対応洗浄液」です。 



自動車ディーラー 車内クリーニング 
従来の洗剤替りにｐＨ12.5のイオン水でシートなどの内装をクリーニング。                

カーペット部の洗浄 

シートを外して洗浄 

施設概要 

カーディーラー系の中古車販売会社 

導入動機 

タバコのヤニ汚れやペット臭を取り除くのに苦慮。 
特殊な消臭剤や洗浄剤は高価な割に満足する洗浄結果 
を得ることが出来なかった。 

効果 

洗浄効果は勿論、拭き上げた後のベタベタがなく、      
作業スピードも向上した。 
 
懸案だったタバコやペットの臭いを消臭することにも成功し 
施工車に「消臭クリーニング済み」という付加価値が生まれた。 
 
更に月に3～4万円の洗剤コストを削減することもできた。 
 
 



廃棄食品リサイクル工場 建屋内消臭 

廃棄食料品とお米のもみ殻を混合させ、 
                    発酵堆肥を製造している工場。 

発酵時に熱を持つため換気が必要だが風向きによって住宅街
に腐敗臭が漂ってしまい苦情が度々入っていた。 
発酵に影響を与えず、作業者の人体に害もなく、建屋の建材に 
錆や腐食の懸念がない「消臭方法」を模索も打開策が無かった。 

強烈な臭気によりデジタル臭気計で計測すると「∞」（無限
大）を示すほどであった建屋内の臭気が「50」程度で収まる
ようになった。 
イオン水の噴霧装置を稼働させて以降の、近隣住民からの
苦情は１件も発生していない。 

アルカリイオン電解水噴霧風景 

処理前の廃棄食品 

天井に取り付けた噴霧ノズルから1０分間隔で１０秒間 
                          ｐＨ12,0に希釈したイオン水を空中噴霧。 

施設概要 

導入動機 

効果 



製パン工場 製造ライン・床洗浄 

製造ラインコンベア等と工場床をｐＨ12.5のイオン水で洗浄。 

施設概要 

大手製パン工場。 

導入動機 

工場にて真菌（カビ）が発生し工場を稼働できなく困っていた。 
床の1部分をイオン水で洗浄テストした結果、3日後にイオン水
で洗浄を行った部分だけは無事だったが、他の箇所にカビが 
発生し効果を実証。 

効果 

じょうろでｐＨ12.5のイオン水をたっぷり散布し自在ホウキで 
床面をラッピングするように塗り広げる。 
その後、ポリッシャーにて洗浄しバキュームで汚水回収を行う。 
結果、真菌（カビ）の発生が無くなり無事に製造ラインの稼働が
回復する。 

製パンラインと床 



カット野菜製造工場 製造ライン・野菜洗浄 

施設概要 

急速冷凍機内のラジエターフィンやメッシュコンベア、野菜の洗浄。                

カット野菜を中心とした野菜・果物原体の加工場。 

導入動機 

加工野菜には許容菌数に制限があり 
加工する野菜自体の洗浄と殺菌が必要だが、次亜塩素酸ナトリウ
ム大量に使いすぎると食味が損なわれる。 
また、製造工程で使用する加工機器も徹底的な洗浄が必要だが次
亜塩素酸ナトリウムは機器を侵してしまう。 
一方で温水やスチームなどの洗浄手法は加工室内の湿度を著しく
上昇させてしまい。結露やカビの発生の原因になってしまう。 
これらの問題を解決する洗浄方法を見いだせず、菌数管理に苦慮。 

効果 

野菜をイオン水ｐＨ12.5～11.0で予備洗浄することにより
次亜塩素酸ナトリウムの使用量が減った。 
 
野菜の青臭さが消えて甘みが増した。 
 
加工ラインのラジエターフィンはｐＨ12.5、メッシュコンベ
アーをｐＨ13.1で洗浄し菌数の減少が認められた。 
 
「無菌野菜」という新しいブランドを構想中。 

冷凍機のラジエター 

イオン水による予備洗浄 



給食センター 野菜・果物野洗浄除菌 
ｐＨ11.5に希釈したイオン水で野菜や果物の予備洗浄。                

施設概要 

市立の学校給食センター 

導入動機 

野菜や果物の洗浄時に使用する次亜塩素酸ナトリウムによる
作業者の身体的負担（目やのどの痛み、手荒れ）を問題視。 

効果 

ｐＨ11.5に希釈したイオン水をシンクに溜めて野菜や果物を洗浄。 
 
予備洗浄を確実に行うことにより、その後に行う次亜塩素酸ナト
リウムによる殺菌を簡略化できるようになる。 
 
次亜塩素酸ナトリウムの使用量が1/3以下に削減でき 
作業者の身体的負担のみならず設備の腐食を抑える効果も得
られた。 
 
レタスやイチゴなどのデリケートな食材の日持ちが向上した。 

シンクにｐＨ11.5のイオン水を溜める 



塗装工場 腐敗臭防止 

  水洗式塗装ブースの循環水にイオン水添加 

施設概要 

自動車パーツや機械部品の焼付塗装工場 

導入動機 

水洗式塗装ブースの循環水が強烈な腐敗臭の発生源に
なっていた。近隣からの苦情や従業員の作業環境整備に 
苦慮していた。 

効果 

循環水が蒸発により目減りする分を常時ｐＨ12.5のイオン
水で自動補充。循環水全体をｐＨ9～10程度に管理する。 
 
酢酸のような強烈な腐敗臭が無くなり近隣からの苦情が 
無くなった。 
 
引き込んだ塗装ミストの粘着性が抑えられスラッジが 
石のように固まって沈殿することを抑制。 
塗装ブースの保守メンテが飛躍的に簡便となる。 

循環水にイオン水を添加 

腐敗臭とスラッジの固着防止 



酪農 ミルカー パイプライン洗浄 

施設概要 

搾乳施設 

導入動機 

牛乳中の細菌数を低下させるためにパイプラインの洗浄
と殺菌が必要だが、工程が複雑で作業に時間を要する。 
簡単、安全に作業できるように模索。 

効果 

アルカリ洗浄剤の替りにｐＨ12.5のイオン水を使用して循環洗
浄。最初の工程の乳脂肪と乳蛋白の除去が確実に行えるよう
になった上にすすぎも短時間で確実に行えるように改善され
た。 
 
これにより次の工程の牛乳中のミネラル分を除去するための 
酸洗浄が残留アルカリにより阻害されることも無くなった。 
 
洗浄作業後の残留有機物が劇的に減ったことで 
最終工程の殺菌作業時に使用する殺菌剤の効力が上がり 
著しい菌数低下を実現することが出来た。 
 
 
 

ミルカーパイプライン 

従来の洗剤替りにｐＨ12.5のイオン水を使用して循環洗浄。                



ペットボトルリサイクル工場 床洗浄   
ｐＨ12.0に希釈したイオン水を使用し床洗浄機で洗浄。                

施設概要 

ペットボトルやプラスチックトレイのリサイクル工場 

導入動機 

回収ペットボトルやトレイから滴り落ちる汁で床が汚れて
いた。しかし、洗剤の使用はそのまま廃棄することが好ま
しくない大量の汚水が発生するため使用禁止であった。 
落としきれない汚れが床に堆積し美観を損ない耐えがた
い臭いが発生していた。 

効果 

界面活性剤や溶剤を含まないイオン水は環境負荷が低く、
環境事業として活動するリサイクル工場の理念と合致し
ているとの理由から唯一使用してよい洗浄剤として認可さ
れた。 
 
ｐＨ12.0程度に希釈したイオン水と床洗浄機の組み合わ
せで洗浄すると抜群の洗浄効果が得られた。 
 
消臭効果により作業者の髪の毛や衣服に臭いが染み付く
ような劣悪な作業環境が改善された。 

回収されたペットボトル 



ドリンクサーバーメンテナンス 内部・外装洗浄   
従来の洗剤替りにｐＨ12.5のイオン水を使用して分解洗浄。                

施設概要 

ファミリーレストラン等に設置されているドリンクサーバー
のメンテナンス会社 

導入動機 

メンテナンス作業の効率化、生産性の向上を模索。 
作業従事者の手荒れ等の健康被害の軽減も課題になっ
ていた。 

効果 

自己分解性に富むイオン水を使用することで、膨大な時
間を費やしていた「すすぎ作業」を簡略化。 
これにより生産性が3倍に向上した。 
 
溶剤や界面活性剤を含まないイオン水により作業従事者
の手荒れが軽減された。 

ドリンクサーバー 

分解洗浄 



枝葉、草リサイクル処理場 場内消臭 

施設概要 

Ｎ市にて「枝葉の日」に一般家庭から回収される 
草や枝を破砕して肥料をつくる工場。 

導入動機 

大量に堆積した処理前の枝葉が野晒しのため発酵。 
周囲に腐敗臭を拡散させない様に対策を模索していた。 

効果 

ミストファンにてｐＨ12.0のイオン水を空中散布。                

腐敗臭の拡散が穏やかになった。 
 
作業者の衣服や髪の毛につく悪臭が緩和された。 



菓子製造 笹の葉洗浄除菌 

施設概要 

老舗和菓子店 

導入動機 

塩化ベンゼトニウム（逆性石鹸）にて洗浄除菌していたが 
笹の葉の香りが損なわれてしまう。 
洗浄作業者の手荒れ。 

効果 

イオン水（ｐＨ12.5）をシンクに溜めて30秒程度笹の葉を 
浸漬。その後、流水ですすぐ。 
 
笹の葉の香りが芳醇になった。 
鮮度が長持ちするようになった。 
作業者の手荒れが軽減された。 

笹の葉をｐＨ12.5のイオン水で洗浄。                



豆腐製造 厚揚げパッケージライン洗浄 
ｐＨ12.5のイオン水にてベルトコンベアを洗浄。                

施設概要 

大手豆腐メーカー。 

導入動機 

パッケージのラインが油で汚れて不良包装品が 
出てしまう。 
残留洗剤の異物混入や臭いの付着が心配で強
力な洗剤やアルコール、塩素は使いたくない。 

効果 

抜群の洗浄力で油汚れが無くなることで包装精度が
向上した。 
 
イオン水には臭いや残留物が無いため安心して使用
できる。 
揚げ釜周辺や床洗浄にも使えて便利。 
 



水産加工場 解凍用コンテナケース洗浄 

施設概要 

魚の２次加工品製造工場。 

導入動機 

魚の解凍に使用する大量のコンテナケースを毎
日洗浄していたが、大量に使用する次亜塩素酸
ナトリウムによる床や設備の腐食に加え、目や喉
が痛くなるとの作業従事者からの訴えを受け、安
全な洗浄方法を模索していた。 

効果 

 
温めたイオン水を高圧噴射するコンテナ洗浄機を導入。 
塩素の刺激臭が無くなるだけではなく、コンテナの黒
ずみや魚臭さも解決できた。 
現在では加工場内の床の洗浄にも使用され危険なヌ
ルヌルによる滑りも無くなり、工場全体の臭気が軽減
された。 



強アルカリイオン電解水を食品衛生法が定める洗浄剤基準に照らし合わせる 

※食品に対する洗浄剤としての規定であり、飲食器に対する洗浄剤は対象外となる。 

食品衛生法の成分規格 強アルカリイオン電解水ｐＨ12.5の成分 

ヒ素 0.05ｐｐｍ以下 検出せず 

重金属 鉛として1ｐｐｍ以下 検出せず 

メチルアルコール 1ｍｇ/ｍｌ以下 検出せず 

水素イオン濃度 150倍希釈時に 
脂肪酸系界面活性剤含有の洗浄剤は 
ｐＨ6,0～10,5 
合成界面活性剤含有の洗浄剤は 
ｐＨ6,0～8,0 

150倍希釈時に 
ｐＨ10.3以下 
※いずれの種類の界面活性剤も含まな
い。 

酵素、漂白剤 含んではならない 含有せず 

香料 食添指定品のみ可 含有せず 

着色料 食添指定品のみ可 含有せず 

※脂肪酸系界面活性剤は0,5％以下、合成界面活性剤は0,1％以下の濃度に調整して使用すること。 
野菜又は果実は洗浄溶液に５分間以上浸漬させないこと。 
野菜又は果実は流水で30秒以上すすぐこと、溜め水の場合は水を替えて２回以上すすぐこと。 
が定められています。 



強アルカリイオン電解水を日本石鹸洗剤工業会、日本石鹸洗剤工業組合及び日本食
品洗浄剤衛生協会が定める「飲食器用洗浄剤自主基準」に照らし合わせる 

自主基準の成分規格 強アルカリイオン電解水ｐＨ12.5及び 
ｐＨ13.1の成分 

ヒ素 0.05ｐｐｍ以下 検出せず 

重金属 鉛として1ｐｐｍ以下 検出せず 

メチルアルコール 1ｍｇ/ｍｌ以下 検出せず 

水素イオン濃度 特に定めず。 原液 ｐＨ12,5～13,1 

酵素、漂白剤 α-アミラーゼ、プロテアーゼ、リパーゼにつ
いて配合可能とする。 
過炭酸ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム、 
塩素化イソシアヌル酸ナトリウムについて 
配合可能とする。 

含有せず 

香料 化学合成品にあっては食品衛生法施工規
則別表第1掲載品、またはＩＦＲＡ実施要綱に 
従った香料でなければならない。 

含有せず 

着色料 化学合成品にあっては食品衛生法施工規
則別表第1掲載の着色料、並びに機のリン
イエロー、パテントブルーＶ、または、事業者
において安全性が十分に確認されているも
の。 
 

含有せず 


