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メカセラシステムは、遊離塩素を含んだ水溶液と塩素の酸化触媒を組み込んだセラミック

（商品名：メカセラ）を接触させて得られる化学反応を利用した脱臭、滅菌消毒、赤錆とり

等の技術です。 

 

 メカセラシステムの応用は塩素技術の見直しと言われています。昨今、嫌われ者の塩素

が、メカセラシステムでは、重要な役割を担っています。勿論、塩素の殺菌、脱臭作用は昔

から知られていますが、現在使われている塩素の使用場所で十分な効果が出ていない場合、

メカセラを回路に装入すると著しい効果が現れます。次に具体的な例を示しながら説明し

ます。 

 

１． 水処理の分野でのメカセラの効果 

1-1 赤コブ、赤水の除去 

 近年建築物の高層化と水道配管に鋼鉄間を用いるようになり、飲料水が赤く濁り、配管

内部に赤コブと称する鉄化合物が沈着し、古い建物の場合はパイプ内部がそれらの鉄化合

物で閉塞され、場合によっては必要な水量が送られない状態になっています。 

「メカセラ」を給水管側に設置すると、早い場合で 1 ヶ月、遅くても 3 ヶ月で赤コブが除

去されます。その間、通常の様に飲料としてご使用できますし、何らの支障を生じません。 

新たに配管をするとなれば、多くの費用と作業時間が必要となりますし、何よりも作業時間

中の煩雑さから逃れられません。更に、通水制限時間が長くなり、営業活動にも影響を与え

る事になります。 

費用比較でも、新規配管換えに比し、１/５から 1/10 の費用（直接費）でメカセラの据え

付けが可能であります。据え付け後には維持費がかからず、部材の交換もなく半永久的にご

使用できます。 

 

赤コブの除去の作用は次の様に説明されます。 

水の中に含まれる塩素分子（Cl２）は加水分解されて、（１）で示される化学反応により、塩

酸（HCｌ）と次亜塩素酸（HCｌO）に変化します。 

  Cl2 ＋ H2O → HCｌ ＋ HCｌO ・・・・・・・・・・・・・・・（１） 

しかし、（１）式の化学反応は長時間を要します。 

市上水には、多い場合１ppm の遊離塩素すなわち塩素分子（Cl2）が含まれていますが、メ

カセラを通過した水では（１）式の化学反応が促進されて塩素分子（Cl2）が少なくなり、 

塩酸（HCｌ）と次亜塩素酸（HCｌO）が生成します。一方、長く使用された水道管の内部

に沈積した赤コブや赤錆といわれる化合物の成分は、主として水酸化第二鉄（Fe(OH)3）で

あり、他に炭酸カルシウム（CaCO3）、炭酸マグネシウム（MgCO3）、酸化鉄（Fe2O3、

Fe3O4）等から構成されています。（１）式で生成した塩酸（HCｌ）は、（２）と（３）式

で示されるように、 
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  Fe(OH)3 ＋ 3HCl → FeCl3 ＋ 3H2O ・・・・・・・・・・・・・・・（２） 

 CaCO3 ＋ 2HCl → CaCｌ２ ＋ H2CO3  ・・・・・・・・・・・・・（３） 

 

Fe(OH)3 を可溶性の Fe（OH）３に、そして CaCO3 を可溶性の CaCl２に変化させ、赤コ

ブを水中に溶解します。水中に溶解される Fe または Ca の濃度は、水に含まれる塩素分子

（Cl2）の濃度（ｄ）並びに反応速度に係る水温（ｔ）により異なりますが、赤コブが除去

される速さ（T）はパイプ内を通過する水の量（V）に比例します。 

 

 T ∞ F [D、ｔ] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（４）（式 4） 

 D ＝ ｄV  D は全塩素量に比例する量 

 

 実際メカセラを取り付けると数時間後に端末蛇口から出る水の塩素臭は無くなり、パ

イプ内の赤コブは 4 ヶ月後に殆ど除去されます。その間、水の日常の利用は支障なく行う

事ができます。 

 生活用水として用いられた後、下水道に放流されますがビルディング内の排水処理槽

と下水管の異臭は無くなり清潔になります。この効果は後述しますが、エマルジョン作用の

向上と残留塩素分子が赤コブに消費される事が無くなり、その分、下水道に多く残留塩素分

子が流れる為殺菌効果が上がった事に依るものと思われます。更に、パイプの内壁が四三酸

化鉄（Fe3O4）を主成分とする黒サビによりコーティングされ、耐蝕性が著しく向上します。 

これは１－６で詳しく説明します。 

 

１－２ 脱塩素臭 

 温水プールや公衆用循環風呂等では、一般細菌、大腸菌の抑制の為塩素ガス又は次亜塩

素酸を添加しています。（１）式で示す塩素の加水分解反応は通常極めてゆっくり進行する

ので、大部分の塩素は塩素分子（Cl2）の形のままで水中に溶存し、わずかな振動で水面か

ら揮発し、室内に充満し、不快な塩素臭として感知されます。 

 

 Cl2 ＋ H2O → HCｌO ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（２） 

 ４HCｌO ＋ Cl2 → 4ＨＣｌ ＋ ２ClO2  ・・・・・・・・・・（５） 

 

メカセラの機能は、上述（１）式に示されるように、一種の触媒作用により塩素分子を塩酸

と、次亜塩素酸に効率的に加水分解する事があるので、メカセラ処理をした水では塩素臭が

無くなると共に塩素の活性化により殺菌力も向上します。次亜塩素酸（HCｌO）と塩素分

子（Cl2）が共存すると、（５）式の化学反応により ClO2 が生成しますが、この ClO2 は HC

ｌO に比し、遅効性の殺菌性を示します。 
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１－３ 殺菌作用の向上 

 次亜塩素酸は、ガスとして存在する塩素分子（Cl2）に比し、活性である為、殺菌能力

は更に高い。 

 実際に、サウナ併設された循環風呂（1 日 2,000 人の利用客）で、風呂水１ｄℓ当り

400,000 個の一般細菌と 16 個の大腸菌が検出されていましたが、メカセラ取り付け後

10 日目の水質検査では一般細菌が 3,500 個に、大腸菌が０に減少し、更に 1 ヶ月後には

一般細菌と大腸菌がともに０となり、著しい効果を示した例があります。 

次亜塩素酸イオンは 

 

 ２ClO- → ２Cl- ＋ O2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（６） 

 

（６）式に示すように、容易に発生期の酸素を出す為、次亜塩素酸イオン自身と共に強力な

酸化・殺菌作用を呈します。噴水池や養魚鑑賞池の嫌気性バクテリア或は青藻等を殺し、澄

んだ綺麗な、しかも不快臭の無い水にします。この原理はクーリングタワーのフィン（充填

剤）についたスケール（通称：シリカ）の除去に応用されます。クーリングタワーの循環水

と補給水にメカセラを接触させますと、スケールのバインダーとなっているバクテリアや

青藻を殺し、スケールをルーズにし、容易に除去しやすい状態にします。 

クーリングタワー専用メカセラを「マルチェコ」の商品名で販売しております。 

 

 最近、新聞紙上を賑わしているゴルフ場の農薬禍についてもメカセラの採用が注目さ

れています。ゴルフ場で使用される農薬は除草剤、殺菌剤、殺虫剤と防虫剤に区分されます

が、グリーンの散水にメカセラを通過した水を用いると、土壌の消毒殺菌と昆虫類が忌避し、

芝を病害から守ります。この場合、散水に塩素を添加する必要があり、その濃度は数 ppm

で充分（因みにスイミングプールは数 10ppm）です。除草については刈り込みと手摘みが

必要ですが、大幅な農薬の使用減に対応する唯一の方法であろうと思われます。 

（図１） 
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１－４ 遊離塩素、水による悪臭源の脱臭効果 

 例えば、公衆便所の不快臭の主成分はスカトール（3 メチルインドール）であるといわ

れています。スカトールの構造式は（図２）で表わされますようにーNH―の官能基 

を有する為、弱い塩基性を示し、酸と反応し塩を作ります。前述の（１）式で示した 

様にメカセラを通過した水道水では塩素分子（Cl2）が容易に加水分解されて、塩酸 

と次亜塩素酸を生成します。 

スカトールはその塩酸と反応し、（７）式で示すように 

 

 ２C９H９N ＋ HCｌ → ２C９H９N・HCｌ ・・・・・・・・・・・（７） 

 

スカトール塩酸塩を生成します。アミンの塩は無臭で水に対して可溶となります。更に次亜

塩素酸イオンのもつ殺菌作用で、初期の消毒効果を伴って、公衆便所特有の不快感が無くな

りました。また、一日 800 頭の豚を屠殺し加工するコンビナートで、屠殺場内外の各処に

有効塩素を加え、メカセラで活性化した水を散水した結果、その時から屠殺場特有の異臭が

除去されました。 

 

散水中の活性化された HCｌ並びに ClO-がアミン系の悪臭やメルカプト系の悪臭成分に作

用し、これらの悪臭成分を可溶性化或は分解し、除去したものと思われます。 

 悪臭除去に対する塩素の新しい活用といえます。 

 

２NH４
+ ＋ ３HCｌO → N2 ＋ ３H２O ＋ ５II+ ３Cl-・・・・・・・（8） 

 

（８）式で示すように、アンモニア成分（ＮＨ４+）と次亜塩素酸（ＨＣｌＯ）との反応に

よっても無臭化を実施することができます。 

 

１－５ 遊離塩素水による悪臭ガスの集約除去 

 製紙工場のターベンチン系の悪臭の除去、塗装工場の有機溶剤を主成分とする悪臭の

除去、寝たきり老人や重症患者の病室の悪臭除去等、悪臭ガスを集めて処理する場合に、メ

カセラと塩素分子溶存水の組み合わせが効果的な働きをします。 

 

１－５－１ 硫黄系悪臭ガスの除去 

 硫化水素、メルカプトベンゾチアゾール、ジメチルサルファイド、ジメチルジサルファ

イド、チオカルバミン酸等の硫黄系の悪臭は、製紙工場やゴム関連工場で発生しますが、 

一段目でアルカリ水溶液による処理、二段目で遊離塩素とメカセラを組み合わせた多段気

液接触反応器で処理しますと、きわめて効果的な除臭ができます。ランニングコストも廉価

で済みます。 



メカセラと塩素の化学 

SGM 株式会社   p. 5 
 

 

 

 

ガス濃度測定器（ｐｐｍ） 

 Ｈ２Ｓ ＭＭＰ ＤＭＳ ＤＭＤＳ 

Ａ塔入口 0.121 22.072 9.800 1.995 

Ａ塔排出口 nil 0.209 5.666 0.533 

Ｂ塔排出口 nil 0.083 0.556 0.121 

最終脱臭率（％） 100.0 99.6 94.3 93.9 

 

 

1-5-2 有機溶剤の脱臭 

 塗装工場、水に不溶性のキシレン等の溶剤と水に可溶性の磯プロピルアルコール等の

溶剤の混合物が塗料の溶剤、或は塗装物の洗浄剤として使用されています。通常、均質に 

仕上げる為、噴射状にして塗るので、溶剤は細かい粒子として飛散しますが、夏季の高温時

は気化してウォーターシャワーで充分消去できない事が多くあります。 

 弊社の溶剤の脱臭装置は、2 段から成り立っています。第一段は多層気液接触器で水の

中に溶解性、不溶解性の溶剤を移行させ、連結する液一液分離構で軽くて不溶性の物質（キ

シレン等）を、上部に集め回収し再利用します。一方、水に可溶性の、例えば、イソプロピ

ルアルコールは、ある濃度になったら飛散してきた顔料を除く為、濾過後洗浄水として再利

用します。高濃度のイソプロピルアルコールの回収は、無水塩化カルシウム（排熱利用し繰

り返し使用）を添加して脱水して行われます。 
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 2 段目の多層気液接触器では、1 段目で回収できなかった溶剤を弊社の界面活性剤を

添加し、水溶性にして回収します。 

 

 

 

 

１－５－３ 室内空間の空気清浄 

 人の集まるホールや寝たきり老人の病室では、特有の臭いが発生します。病室の片隅に、

或は空調の経路にメカセラと塩素分子溶存水を組み合わせた、多段気液接触反応器を設け

ますと； 

 

 a. 排泄の悪臭 

 b. 空気中のタバコの臭い 

 c. 炭酸ガス 

 d. 花粉等の粉塵等 

 e. 空気中の雑菌 

 

等を除去し、爽やかな雰囲気を作り出します。しかも、空気の入れ換えが不必要ですので、

省エネルギーになります。 
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１－５－４ 手術室、無菌動物の飼育や食品加工室の無菌化 

 空気の湿度調整用の超音波、又は高周波アトマイザーで含塩素滅菌水を噴霧化し、空調 

ダクトに導き、ダクト内に「メカセラ・スーパーウェーブ」を取り付けて衝突させます。 

水中でのメカセラと塩素分子の反応と同じように、空気中でも「メカセラ・スーパーウェー

ブ」と水蒸気（目に見えなくても）と塩素分子が反応し、殺菌力の強い次亜塩素酸イオンが

生成され、更に進んで発生期の酸素を出し、これをダクトから放出する事により、目的の室

内の隅々まで殺菌を行います。 

 

 室内の塵や菌の死骸は、リターン・ダクトを経てフィルターで捕収除去されます。同時

に室内の臭気も除去されます。 

 リターン・ダクトに入る塵や菌は、通常のフィルターでは捕収できないほどの微粒子で

すから、これらの捕収には弊社製「メカセラ・多段気液反応器」（図４）を取り付けられる

事が望まれます。 

 

（図５） 
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１－６ 防蝕効果 

 メカセラの働きは、通過する水に含まれる塩素分子（Ｃｌ２）が加水分解し、解離して

ゆく化学反応の一種の触媒効果でありますが、その反応の検知は酸化還元電子の測定で容

易に行う事ができます。因みに塩素の標準電極電位Ｃｌ/Ｃｌ-は 1.36Ｖであり、一方、鉄

の標準電極電位 Fe++/Fe は-0.44Ｖです。市上水をメカセラに通している系内では、赤錆の

除去や殺菌作用が行われると同時に、メカセラ自身が陽極の役割を果たし、それに連結する

パイプの防蝕効果も得られます。これは塩素の標準電極電位がフッ素に次いで高いからで

す。 

 Ｆｅ（ＯＨ）２やＦｅ（ＯＨ）３としてパイプ内で沈殿していた鉄化合物はメカセラを経

て生じた塩酸と反応し、Ｆｅ++とＦｅ+++を生成します。しかし、パイプのｐＨは中性ですの

で下記のような反応として溶離繰り返し生起します。 

 

 Ｆｅ（ＯＨ）２ ＋ 2ＨＣｌ → ＦｅＣｌ２ ＋ ２Ｈ２Ｏ 

 Ｆｅ（ＯＨ）３ ＋ ３ＨＣｌ → ＦｅＣｌ３ ＋ ３Ｈ２Ｏ 

 ＦｅＣｌ２ ＋ ２ＦｅＣｌ３ ＋ ４Ｈ２Ｏ → ＦｅＯ・Fe2O3 ＋ ８ＨＣｌ 

 

すなわち磁鉄鉱（ＦｅＯ・Ｆｅ２Ｏ３）が管壁に沈殿し、コーティングが行われますので、管

壁が安定化されると共に、利用されたＨＣｌは再び水酸化鉄の溶解に働きます。 

 管内に沈殿している、水酸化鉄の二価の鉄と三価の鉄の比率を推定し、塩化第一鉄の極

少量の添加で、大部分の鉄をＦｅＯ・Ｆｅ２Ｏ３の磁鉄鉱層で管内を被覆する方法も可能で

す。 これにより、管内の強化も果たせる事になります。 

 既に、赤コブの除去で効果的な役割をはたしているメカセラが、他面防蝕についても期

待されています。 

 

 要約しますと、メカセラで赤錆を除去した後、パイプ内面に薄い磁鉄鉱層が残ります。

その後、磁鉄鉱層は安定して存在し、腐食の進行も見られません。これはメカセラがパイプ

系内で大きな陽極となって防蝕を担っているからです。水に入っている化学種を酸化させ、

それにより生じたプラス電位が、陽極となって防蝕を行っているのです。 

 防蝕の目的で、メカセラを設置する場合は常時パイプ系内で接液し、尚且つ水の流れの A

E上 E

か み

Aに設置することが望ましく、又、管長が長い場合は、途中にメカセラを増設する必要が

あります。 
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メカセラによる防蝕は比較的広い範囲（長いパイプライン）でも効果があり、管理が容易で

す。一般に知られている電気防蝕は局部的であり、パイプラインの環境が化学種で汚染され

ている場合は、電極電源の維持に支障をきたします。 

 市上水をメカセラに通している系内では、ＨＣｌとＨＣｌＯの生成による赤錆の除去

（Ｆｅ（ＯＨ）３）の溶解反応）と滅菌効果（ＨＣｌＯの生成）と同時に、メカセラの陽極

化で防蝕効果も得られている事になります。 
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メカセラによる腐食進行抑制の原理 

当社のメカセラ水による酸化反応は、 

Ｆｅ（ＯＨ）３→Ｆｅ２Ｏ３→Ｆｅ３Ｏ４ 

となり磁鉄鉱層になります。サビ発生やスラッジ、スケ

ールを抑制し、腐食の発生を防止します 

 

大型商業施設におけるメカセラ導入のメリット 

①使用水の除菌および脱塩素臭効果 

②高架タンク、冷却塔の除菌、殺藻、スケール抑制効果 

③配管の赤水抑制効果 

④配管の延命による経済効果 

（３）メカセラＨＥＳ－Ｍ（赤錆・赤水対策） 

①マルチェコ・ノンシリカ 

大手商業ビル 給水管 赤水対策 

 


