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比較対照製品比較対照製品比較対照製品比較対照製品

比較対照項目比較対照項目比較対照項目比較対照項目

Ｓｔｏｐ！ＴｈｅＳｔｏｐ！ＴｈｅＳｔｏｐ！ＴｈｅＳｔｏｐ！Ｔｈｅ 感染感染感染感染
（（（（ＡＡＡＡVＬＬＬＬ２１５２１５２１５２１５））））

空気清浄機空気清浄機空気清浄機空気清浄機

対応項目
消臭・空気感染・
飛沫感染・接触感染

消臭・空気感染

対応ウイルス・菌
（室内において）

新型インフルエンザ等特に小さく、飛
沫スピードが速いウイルスにも効果
がある。付着菌にも対応が出来る。

ウイルスの大きさは特に小さく、殆ど
の空気清浄機は、吸い込んでもフィ
ルタを突き抜けてしまう事が多い。
浮遊菌等大きめの菌には対応でき
るが、フィルタで繁殖する可能性が
大。大。

消臭
消臭もでき、臭いを発する菌そのも
のに対応する為、臭いの再発が抑
制できる。

対応は出来るが、臭いの根源まで
は難しい。

２次感染 特になし。
フィルターにカビ菌が発生し、再度風
で送り出される。不活化までは殆ど
不可能。

効果までの時間 数秒で効果が現れる。
消臭は数分から。浮遊菌には数十
分かかる。

人の出入りが多い室内
噴霧し続けると、常に瞬時に対応が
可能である。

効果があるが、作動し続けていても
追い付かない場合が多い。



殺菌方法殺菌方法殺菌方法殺菌方法 二酸化塩素二酸化塩素二酸化塩素二酸化塩素
次亜塩素酸次亜塩素酸次亜塩素酸次亜塩素酸
ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウム

耐水性電解水耐水性電解水耐水性電解水耐水性電解水 オゾンオゾンオゾンオゾン 紫外線紫外線紫外線紫外線

主要成分記号 ＣＩＯ2 ＨＣＩＯ、ＯＧＩ⁻ ＨＧＩＯ Ｏ3 ＵＶ

水道法許可 ○ ○ × × ―

食品添加物
としての許可

機器洗浄等
限定許可

○
○最終食品に残留し
ないこと 近日許可

○食品完成前に除
去すること

―

殺菌の仕組み
発生期の酸素が細胞
膜を酸化分解する

塩素系化合物が呼
吸系酵素を阻害し
て死滅させる

酸性度と酸化電位の
高い状態で塩素化合
物が呼吸系酵素を阻

害して殺菌

発生期の酵素が細
胞膜を酸化分解す

る

ＤＮＡの核酸に優
先的に吸収され変
化させ死滅

メリット

１．トリハロメタン等の
発ガン性有機塩素化
合物の発生が微量

２．殺菌力が高い

３．反応が早い（塩素
の３倍）ため、水道水
の徐鉄、徐マンガン処
理に有効

４．塩素殺菌よりも残
留効果が高い

５．pHに大きく左右され
ない。

１．残留効果がある

２．比較的安価

１．食塩と電気があれ
ば生成できる

２．残留効果がある

１．トリハロメタン等
の発ガン性有機塩
素化合物が発生し
ない

２．比較的低温度・
短時間で処理する。

１．有害な副生成
物を作らない

２．薬剤管理が不
要



殺菌方法殺菌方法殺菌方法殺菌方法 二酸化塩素二酸化塩素二酸化塩素二酸化塩素
次亜塩素酸次亜塩素酸次亜塩素酸次亜塩素酸
ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウム

耐水性電解水耐水性電解水耐水性電解水耐水性電解水 オゾンオゾンオゾンオゾン 紫外線紫外線紫外線紫外線

デメリット

１．温度が極端に低い
と効果がでにくく、残留
効果が少ない

１．トリハロメタン・
MX等発ガン性物質
を発生させる

２．貯蔵中に分解し
やすい。

１．トリハロメタン・MX

等発ガン性物質を発
生させる

２．腐食性が高い

１．アルデヒト・臭素
酸イオンなどを生
成することがある

１．残留効果がな
い

２．水に吸収され、
届く距離に制限さ
れる。

使用目的使用目的使用目的使用目的使用目的使用目的使用目的使用目的
消毒製品消毒製品消毒製品消毒製品 手指消毒手指消毒手指消毒手指消毒 粘膜粘膜粘膜粘膜 創傷皮膚創傷皮膚創傷皮膚創傷皮膚

排出物排出物排出物排出物によるによるによるによる
汚染物汚染物汚染物汚染物

環境環境環境環境 金属機器金属機器金属機器金属機器 非金属機器非金属機器非金属機器非金属機器

純粋二酸化塩素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

グラタラール × × × × ○ ○ ○

エタノール ○ × × × ○ ○ ○

ポピドンヨード ○ ○ × × × × ×

次亜塩素酸Na × × × ○ ○ × ○

アンモニウム塩 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○

コロルヘキシジン ○ × ○ × ○ ○ ○





殺菌殺菌殺菌殺菌、除菌効果抜群除菌効果抜群除菌効果抜群除菌効果抜群！！！！

最近新型インフルエンザ対策で、ドラッグストアなどでは品切れ続出の大ブームになりつつある二酸化塩素二酸化塩素二酸化塩素二酸化塩素を配合した商品です。
さらに天然無機天然無機天然無機天然無機ミネラルミネラルミネラルミネラルと融合させる事によりインフルエンザウイルスをはじめノロウイルスや大腸菌、SARS、Ｏ−157などの
各種ウイルス菌を従来以上に劇的に除菌することができます。

酸化力 ：塩素、次亜塩素酸ナトリウムの2,5倍
水中安定度：塩素、次亜塩素酸ナトリウムの10倍

•二酸化塩素、天然無機ミネラルとも国連国連国連国連WHOWHOWHOWHO（世界保健機構）や米国米国米国米国FDAFDAFDAFDA（米国食品薬品局）、、、、米国米国米国米国EPAEPAEPAEPA（米国環境保護庁）で
•安全性と有効性が認証、保証されています。

さらに二酸化塩素については信頼できる研究機関の調査で認められています。

AAAA型型型型インフルエンザウイルスのインフルエンザウイルスのインフルエンザウイルスのインフルエンザウイルスの場合場合場合場合
約約約約30303030分間分間分間分間でででで99.9999.9999.9999.99〜〜〜〜99.999%99.999%99.999%99.999%のののの不活化効果不活化効果不活化効果不活化効果

ノロウィルスノロウィルスノロウィルスノロウィルス（（（（ネコシリカウィルスをネコシリカウィルスをネコシリカウィルスをネコシリカウィルスを代替使用代替使用代替使用代替使用））））
約約約約10101010分間分間分間分間でででで99.9%99.9%99.9%99.9%以上以上以上以上のののの不活化効果不活化効果不活化効果不活化効果



靴下臭靴下臭靴下臭靴下臭消臭消臭消臭消臭

二酸化塩素は、悪臭の元となる物質を化学的に酸化分解するの
で根本的な消臭が出来ます。また、微生物が有機物を分解して
発生させる悪臭も抑制でき、気になるお部屋やトイレの臭い、生
ゴミや靴、靴箱の臭いなど生活の中で気になる悪臭のほとんどに
大きな効果を発揮。

環境省指定の代表的生活悪臭を消臭します。
（１）アンモニア・・・トイレ臭成分、肉の腐敗臭
（２）硫化水素・・・トイレ臭成分、タマゴ、野菜の成分
（３）メチルメルカプタン・・・野菜の腐敗臭
（４）硫化メチル・・・野菜の腐敗臭
（５）ニ硫化メチル・・・野菜の腐敗臭
（６）トリメチルアミン・・・魚の腐敗臭
（７）スチレン・・・プラスティックを燃やした臭い
（８）アセトアルデヒド・・・タバコの臭い成分
＜参考＞大西生化学研究所は2008年9月に商号変更し「株式会社メイプルバイオラボラトリーズ」

安全性安全性安全性安全性、、、、そのそのそのその他他他他
動物、人間に対する経口毒性試験、皮膚一時刺激性試験において極めて高い
安全性が立証されており、原料は食品添加物規格にも合格しております。
効果の強さ、持続力はそのままに、塩素臭がしない。



二酸化塩素は塩素原子を分子中に含む消毒剤です。

二酸化塩素は、汎用されている遊離塩素及び次亜塩素酸塩とは水に溶けた時の反応が異なり、水中の有機物と反応して有害な
有機塩素化合物を生成する可能性が少なく、為塩素剤の代役として注目されてきました。

下記の長所・短所の記述は純粋二酸化塩素水溶液またはそのガスに対しての内容になります。

１．取り扱い上の安全性
【長所】
二酸化塩素ガスは他の気体と比べて水に良く溶け、常温で2.9ｇ/L、冷温では10ｇ/L以上の濃度になります。
常温で水に溶解している二酸化塩素水溶液では、直近の空気中の二酸化塩素濃度が10％を超えることは考えにくく爆発の危険
性はないと考えられます。また、水溶液を煮沸させても危険性はありません。

【短所】【短所】
ガス態のものは－40℃以上の温度で、ガス中に10％以上になると爆発性が生じ、14％以上になると僅かな電気スパークでも爆

発する不安定なガスであるといわれます。爆発の危険性は加圧して液化したものに対しても同様で、爆発の程度は水素・酸素混
合物のそれに匹敵します。

２．物質の安全性
【長所】

二酸化塩素分子は不対電子をもつラジカルとして存在します。従って、非常に不安定ですが、反面非常に反応性に富み、殺菌
効果に優れる所以となっています。

二酸化塩素水溶液は冷暗所に密栓して保存すれば分解の程度は小さいです。（揮散を避け暗所に保存すれば数ヶ月は力価は
ほとんど変化しない）

一方、光によって急速に分解する性質は、排水の消毒においては有利に働きます（中和処理が楽で、場合によっては薬剤添加
が必要ない）。

配水管網での残留性は塩素よりよく、水道における消毒効果の残留性を塩素より低濃度で発揮します。



【短所】
ガス態および溶液中の二酸化塩素は紫外線によって容易に分解します。

光分解の程度は時間と紫外線強度に依存し、分解して塩素酸と塩酸になるといわれています。水溶液は揮散性があり、開放容器
では容易に力価が低下します。

３．消臭

【長所】誤って液剤をこぼした場合、消毒剤として汎用される次亜塩素酸ナトリウム溶液はいわゆる塩素臭が長期間残留しますが、
二酸化塩素水溶液は、物質自体が常温でガスであることと、反応性に富むこと、光分解することから、比較的短時間で臭気はおさ
まります。

【短所】塩素に似た不快臭があり、空気中14～17ppmで感知されます。1mg/L水中濃度は、直近の空気中に10mg/Lの濃度をもたら
すといわれます。経験的には100mg/Lの濃度以上では強く二酸化塩素臭を感じ、特に600mg/L以上では取扱い時にマスクの着用
が必要です。高濃度の二酸化塩素水溶液の揮発性ガスを吸入するとひどく咳き込みますが、このことはかえって、塩素ガス(無臭）
の様に気づかないうちに吸入して生命に関わる危険を招くようなことを防いでくれます。

４．消臭力４．消臭力
【長所】
有効塩素化合物は加水分解して次亜塩素酸（HOCl）を生成する化学種をいい、二酸化塩素は有効塩素化合物ではないが、塩
素当りの酸化力で比較すると最大の酸化力で、塩素の2.63倍です。

【短所】
金属に対する腐食性があります。経験的には100mg/L以下、特に数mg/Lでは著しく金属を侵すことはありません。

５．悪臭物の除去
【長所】

二酸化塩素による悪臭物質との反応は、硫化水素、硫化メチル、フェノール、メチルメルカプタン、トリメチルアミンとの反応がよく
知られていて、悪臭を分解除去することができます。消臭機構としては酸化分解です。



６．反応副生物

【長所】塩素は発癌性のあるトリハロメタンを生成しますが、二酸化塩素はその心配がないといわれます。逆にトリハロメタンの前駆
物質の一部を分解するといわれています。（１）

【短所】二酸化塩素の分解生成物のうち、最も低濃度で問題になるのが亜塩素酸塩で、メトヘモグロビン血症、溶血性貧血症の原
因となります。
条件により異なりますが、水中で分解した二酸化塩素は50％が亜塩素酸イオン、25％が塩素酸イオン、25％が塩素イオンとなりま
す。

７．金属腐食性 樹脂の劣化
【長所】
同じCV値を得るための濃度で比較すると、実用範囲では金属腐食性は次亜塩素酸ソーダほど強くないといわれています。

【短所】
1000mg/Lを超えるような高濃度では、次亜塩素酸ソーダと同様に金属腐食性があり、樹脂製品の劣化をもたらします。ガラスは何
れも全く侵しません。

８．微生物の不活化
【長所】
８－１ 低濃度で効果があり、耐性菌が出来難い

細胞のタンパク質あるいはウイルスのタンパク質のコートに吸着し、濃縮した形になって低濃度でも効果を持ち、耐性菌を
出現させにくい。塩素と比較しても消毒力が強い。

８－２ 遊離塩素耐性菌にたいする効果

特に寄生性の鞭毛中（べんもうちゅう）に効果があり、他菌に対しても抗耐性がある。

８－３ pHの影響を受けない。 だが、pHが高くなるほど消毒力が増す。（pH６～１０の範囲が有利）

８－４ アンモニアと反応しない

塩素剤はアンモニアと反応してクロラミンを生成し、殺菌力は次亜塩素酸と比べて遥かに小さくなるが、二酸化塩素は変
わらない。



８－６ バイオフィルムの破壊・透明性
二酸化塩素は塩素剤より低濃度でバイオフィルムを破壊し、内部に浸透して微生物を不活化する能力が高い。

【短所】
８－１ ｐHが低い場合

きれいな水でｐHが低い場合、塩素の方がむしろ有利な場合があります。（

８－２ 還元性無機物の存在

水中の有機物、鉄、マンガン、硫化物の様な還元性無機物が存在すると、これらが二酸化塩素を消費するので消毒力が
弱まります。

８－３ 低温で効果が落ちる

二酸化塩素の消毒効果は5℃以下で極端に低下するといわれます。



井戸水や河川水等を飲料水として浄水するときに100ppm～200ppmを原水に添加すると、水中に溶解している有機物を析出させたり、
凝集作用によって、大きな粒子に変え、更に殺菌を同時に行う事ができます。

析出、凝集、殺菌、消臭が同時にできるので大変便利な画期的浄水剤です。

更に2２種類の必須微量元素が同時に水の中に入るので理想的な健康ミネラルウオーターができます。水道水に100ppm(水1リットル
に0.1ミリリットル)添加すると、水道水の中の有機不純物が析出して微量な固形物(無害)となります。

之は塩素と反応して発生した発癌物質のトリハロメタンなどが析出したもので、静置すると容器の下部に沈殿します。之は無害な物質
に変わっているので飲んでも害にはなリません。

水には無機と有機の２種類ありますが、無機は人間が吸収する事が出来ず、体内に残ってしまいます。植物だけが無機を有機に変
える能力を持っています。有機は人間が必要とするミネラル成分が多く含まれており、一度植物が吸収した後のミネラル水は９５％
程人間も吸収する事が出来ると言われています。

有機ミネラルが体内に多く吸収される
と自己免疫力を強化します



通常の無機ミネラルは・・・

人間の体に吸収されないまま、残留してしまう為、ゲトックス等を利用して排出しなければならないという説もある。

AVL-215の無機ミネラルは・・・

ミネラル濃縮液 （雲母から抽出）
雲母がバイオタイト(Biotite)およびプロゴパイ(Phlogopite)からアルカリが完全に水酸基イオンに置き換わり、マグネ
シウム(Mg++)が若干放出され、二価鉄イオン(Fe++)が三価鉄イオン(Fe+++)に変わったもの。

この無機ミネラルは・・・

析出、擬集、殺菌、消臭が同時にでき、更に防かび、防臭、鮮度保持効果があります。

だが・・・

効果の持続性には優れているが、即効性はありません。

この無機ミネラルで飲料水が出来る。

水道水や地下水等に添加すると、不純物を析出させミネラル分２２種類も含むミネラル水になります。



ミネラル分２２種類分析表



通常、除菌や消毒には次亜塩素酸ナトリウムやエタノールなどが主流ですが、
人に優しく、地球に優しいものでしょうか？

Stop! The 感染-AVL215は、安心安全で出来て
いるのに、感染防止剤としての効果が十分に
発揮できます。

また、消臭力も抜群！！

純粋二酸化塩素の良い部分と無機ミネラルの
優れた部分を融合させる事により、即効性と
持続性の機能を実現させました。


