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日本除菌連合／一般社団法人次亜塩素酸水溶液普及促進会議

代表理事 越智文雄

東京オリンピック・パラリンピック担当大臣 様
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会御中

東京オリンピック・パラリンピック開催に向けての
新型コロナウィルス感染防止対策について(提言)



東京オリンピック・パラリンピック2020を
新型コロナウイルスから護る方法を提言

• 新型コロナウイルスの感染拡大から1年、いままでの対策ではオリンピックでの感染ゼロは無理

• ワクチン接種のペースも間に合わず、新型変異種への有効性にも不安視

• 海外客を受け入れない方針が決まり、日本人客で集団感染が発生すると国辱的反応が予想

• アスリートとオリンピック関係者だけでも数万人の感染予防が必要
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そのためには徹底した会場除菌とPCR検査による
陽性者の会場水際オフリミットが必要

提 言



空間環境全体を除菌

• 換気とディスタンスが基本行動であるが、天候や施設によっては十分な換気を取れない施設が

ある。

• 空間環境全体を徹底除菌することにより換気と同様かそれ以上の効果を得ることが可能。

• 日本の最新技術による世界標準以上の空間除菌を実現。

• 除菌技術にはアルコール、消毒液、除菌液、オゾン、光触媒、紫外線など多様な方法がある。

• テニスコート2面の能力がある大型空気清浄機も新開発。
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提 言Ⅰ



次亜塩素酸水が新型コロナウイルスの空間除菌に有効

• 新型コロナウィルス感染予防の最終手段として次亜塩素酸水による空間除菌がある。

• 次亜塩素酸水は過去20年以上にわたって新型インフルエンザ、サーズ、マーズ、O157、

ノロウィルスなど感染防止に世界で活躍してきた最強の除菌液。

• 今までも農業、酪農業、食品加工業、医療機関、高齢者施設、歯科医、ホテルなどで長年安全

に使われてきた除菌・消臭液。

• 米国、英国、ロシア、中国、韓国、UAEなどにも日本から輸出されたものも含め新型コロナウイル

ス感染対策として大量に使われている。
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2020年6月26日経産省・NITEにより次亜塩素酸水溶液が新型コロナ
ウイルスの除菌に有効であることが発表された。



空間噴霧がもっとも効率の良い除菌方法

• アルコールでドアノブやテーブルや椅子を拭うことはできても、床や壁、衣服、室内備品すべて
を 除菌することはできない。

・アルコールで床面や壁面に付着したウイルスを手拭きすることは現実的に不可能。

• 機械噴霧という手段がもっとも効率よく室内環境全体を除菌する現実的手段。

• アルコールを空間噴霧することは火災と健康面から不可能。次亜塩素酸ナトリウムは有害物質。

• 人体に無害で空間噴霧できる唯一の除菌剤である次亜塩素酸水を活用すれば、施設内の感
染防止としての全面的除菌清掃が可能。
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次亜塩素酸水溶液は空間除菌・空間噴霧できる安全な除菌液



競技場を空間除菌

• 次亜塩素酸水の最も効果的な活用方法は24時間の空間除菌。大型超音波霧化機
からマイクロミストを噴霧することで室内のウィルスを滅菌・除菌。

• 例えば体育館を例にとると、大型超音波噴霧器を使って全館除菌。事務室・トイレな
ども超音波加湿器でマイクロミストで次亜塩素酸水除菌。海外ではドローンによる噴
霧も実用化。

• 玄関ロビーの風除室に次亜塩素酸水のミストトンネルを作り入館者、退所者の除菌
をおこなえば菌の持ち込みを防げる。

• 併せてPCR検査とサーモカメラで入館者の発熱者を排除すれば体育館内はより安
全な空間になる。

• 超大型次亜塩素酸水空気清浄機も新開発されており大きな会場での24時間の空間
除菌が可能。

• 空間噴霧は米、英、独、仏、中、台、韓、UAEほか海外では現実的に採用されている。
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・会場の除菌清掃

毎日の清掃業務と同時に次亜塩素酸水溶液による高圧空間噴霧を行う。

もっとも除菌が必要な床面の落下菌や壁面の付着菌、什器などへの付着

菌を一斉に短時間で除菌する。

・空間浮遊菌の除菌

大型除菌空気清浄機による空間除菌。外部から持ち込まれた付着菌や

人体から発せられるエアロゾルも空気清浄機で清浄化。テニスコート2面

規模の能力をもつ最新機器も登場しており大規模施設の空間の清浄化も

可能。

大型のオゾン発生式冷風扇は、熱中症対策としても活用可能。
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施設内環境除菌



除菌具体例

高圧電動噴霧器

次亜塩素酸水溶液電動噴霧器は、各種施設の除菌・
消臭に強力噴霧で活躍。

感染予防だけでなく感染者が出たときの緊急除菌にも
使用可。
8～10m先までミスト噴霧。
体育館・アリーナーなど広い施設を高圧噴霧で除菌。
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before
除菌マット

9
玄関マットに次亜塩素酸水溶液をヒタヒタになるまで浸透させ、足踏みすることで菌を
持ち込ませない。
入口でオリンピック会場全体が徹底除菌にとりくんでいるというメッセージを発信。

after

各会場の出入口に除菌マットを配置



床のモップ清掃除菌

床の落下菌を次亜塩素酸水のモップ洗浄で除菌。
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モップバケツに次亜塩素酸水溶液。



全身除菌オールインワンゲート

入室時の全ての機能を１台にまとめたうえに小型化を実現。
マスク非着用の方には着用を促し、温度センサー、除菌液
噴霧。キャスター付きで可動式。

11月4日世界国際体操大会で採用。
バッハ会長も送られた動画を見て高評価。
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業務用加湿空気清浄機

床面積約200m2の大空間テニスコート一面相当をカバーできる業務用加湿空気
清浄機。
広い空間を1時間あたり最大で2.7L加湿。最大1,400m3/ｈの大風量で広い室内
のすみずみまで効果が行きわたる。
次亜塩素酸水で除菌されたきれいな空気で会場を満たす。
大会議室、競技場、オリンピック村に。
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大空間除菌消臭加湿装置

約500㎡に対応（天井高3.5mテニスコート2面分）ｴｱﾜｯｼｬｰ方式
※1 浮遊ウィルス、浮遊菌を3分以内に99.99％抑制。
試験機関: （一財）北里環境科学センター
試験方法: 25m3試験チャンバーにて浮遊ウィルス、浮遊菌の変化を計測
試験報告書No.北生発2020_0066号（浮遊菌）、北生発2020_0067号（浮遊ウィルス）
体育館・競技施設に。

•除菌効果 99.99％抑制(※1)
•消臭効果 水溶性の臭気に対して消臭効果が見込める
•加湿効果 乾燥を防ぐ
•サーキュレーター効果 室内空気の攪拌
•空気清浄効果 塵埃の浮遊防止
•環境・衛生保持 感染症、インフルエンザ防止対策
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大容量気化式オゾン発生加湿器

オゾン（O₃）で消臭・除菌機能がプラスされた気化式冷風機・気化式加湿機。水の気化熱による自然の
冷却効果を利用し、フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品。背面から熱風は出ない。
大会議室や控室に。
大型冷風扇としても活躍。
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光触媒

光触媒フィルタにより、除菌・脱臭に効果。光源にLEDを使っているので、小型・長寿命・省メンテナンスが可能。
事務室や会議室に。
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紫外線空気清浄機

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで菌を抑制し、清潔な空気を送り出す除菌装置。
紫外線ランプは装置内部に組込みのため安全で、また床置き仕様なので簡単に設置や移動が可能。
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抗菌塗装

室内の空気は人の動きやエアコンなどで常に流動。
その空気の流れにより、外から持ち込まれたウイルスや菌が壁に付着。
表面の「可視光応答形光触媒作用」によって、塗膜表面に付着したウイルスや菌を抑制。
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大型霧化器

体育館を大型超音波噴霧器を使って全館除菌。
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•霧化量 3～3.5L/h
•使用電源 100V
•消費電力
フォガー120w 水中ヒーター220w×2
•適用気積面積
500㎡(設置環境による)
•本体外形寸法
600(W)×700(H)×1300(D)
•使用液体
次亜塩素酸水溶液(最大400PPM)
•許容周囲温度 -20℃～40℃
•内蔵タンク 約100L
•運転モード
任意間欠24時間15分単位



ドローン噴霧器

競技場の数万席をアルコール消毒するのは困難。

ドローンを使って消毒すれば、スムーズに観客を入れ替えられる。
清掃員の感染防止にも。
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事務室、選手控え室、会議室等の除菌

換気ができない部屋の除菌のために小型・中型除菌型空気清浄機を配置。

会議室など大きなスペースには次亜塩素酸水の大型超音波加湿器を設置。

打ち合わせテーブルやトイレなどには小型超音波加湿器を配置。
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次亜塩素酸水溶液専用超音波霧化器加湿器。

ウイルスの除菌、部屋の消臭に活用できる世界的ロングセラー
商品。

１時間に1.5ℓの次亜塩素酸水溶液ミストを噴霧。
広い部屋でもすみずみまで除菌効果が顕れる。

小型霧化器 大型霧化器
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非噴霧式空気清浄機

次亜塩素酸で空気を洗う。業務用空気清浄機。次亜塩素酸水溶液

の空間除菌脱臭と、高性能ＨＥＰＡフィルターによる空気清浄の２つの
機能で、部屋のウイルス抑制・除菌・脱臭・集塵の４つの効果を発揮。 23

TVコマーシャルでも
認知度大。



高純度次亜塩素酸水溶液簡単生成パウダー

いままで次亜塩素酸水溶液は液剤としての有効期間が短いという欠点があり、備蓄対象としては考えずらかったが、長期保存が可能な
「高純度次亜塩素酸パウダー」が開発されて注目を集めている。20ｐｐｍ希釈で５００㎖ボトル１２００本1本あたり10円台という高いコストパ
フォーマンス。
避難所の備蓄用にも全国から発注があいついでいる。50ｇの掌サイズの容器１個で町村の全世帯に配布するだけの除菌液が生成できる。

24



陸上コースを除菌

• 大量に安価に製造できる次亜塩素酸水ならばタンク車による噴霧で

陸上コースを除菌することも可能。

• 例えば、マラソン・競歩の場合には当日朝にコースをタンク車で除菌し、全選手に除菌トンネル
を潜ってもらうことで最善の対策を打ったうえでの開催が可能。

• 市民マラソンでも選手の靴やマイボトルの除菌など次亜塩素酸水の活用が検討されている。
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ロシア除菌例 タイ除菌例



入場者ゲートにミストトンネルの活用

• 昨年夏のオリンピック熱中症対策の取り組みのひとつとしてマイクロミストの噴霧が実験された。

• このマイクロミストに人体に無害な次亜塩素酸水溶液を使うことで除菌トンネルゲートを。

• 何万人の大会場でも会場自体を大型噴霧器で除菌し、入場者、選手の持ち込む菌を除菌トン

ネルゲートでシャットダウンすれば最善のウイルス対策が可能。
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すでに世界中で空港施設やイベント用などで製品化され活用されている。

ロシア イギリス

中国
アメリカ



JOC組織委員会・大会関係者の感染症対策

• 数千人にのぼるJOC職員の感染予防対策も3蜜を避けるだけでは不十分。

• 事務所の除菌、ロビー、会議室の除菌。

• 大型噴霧器・大型空気清浄機による事務所完全除菌。

• 清掃業者による定期除菌。

• 万が一職員から感染者が出たときのためのマニュアル整備。

• ビルフロア緊急除菌についての除菌業者との契約も必要。

• 全員PCR検査と期間中の外出規制。
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PCR検査機で陽性者をオフリミット

海外観戦客を入れない決議をした以上、日本人観客の中から集団感染が出た場合には世界的な

批判を受ける可能性。徹底対策としては無観客で行うか陽性者をオフリミットするしかない。

一部航空会社が実施しているように事前にPCR検査キットを送り陰性確認の人のみを入場させる。

アスリートや大会関係者はPCR検査機で毎日唾液検査を行い陰性を確認した人のみが入場する。

検査は10分程度で結果が出るものもあり、会場での検査混乱を防ぐためには、前日に唾液採取を行

い当日は除菌された専用車で会場へ直行する。大会関係者は家族にもPCR検査を行い期間中は飲食

店、旅行などの行動は禁止する。

ここまで感染者のオフリミットが徹底できれば海外からの日本への信頼も高まる。
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提 言Ⅱ



オリンピック関係者の徹底感染対策

海外観客まで受け入れを中止した以上、感染後の対象者は日本人観客、アスリート、オリンピッ

ク関係者のみ。限られた対象者への完全な除菌と入場制限が可能となれば感染者ゼロのオリン

ピックも可能。

29

陰性確認者のみでの感染



PCR検査

従来ラボでしか行えなかった遺伝子測定を、どこでも場所を
選ばず行えるモバイル型の測定装置。

PCR検査機 複数人同時PCR検査機

最大4検体まで同時検査が可能。ポジティブコントロール，ネガ
ティブコントロール検体を同時に検査が可能。 30



オリンピック村のPCR下水調査

• 無症状感染者の把握が困難。

• PCR検査拡充に限界。

• 個人情報。
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臨床検査の課題

下水疫学調査の有用性

PCR検査に行かなくてもトイレには必ず行く

• 下水インフラの特性を利用。

• 検査コストや個人情報の課題を克服。

オリンピック選手村の浄化
槽で下水調査で早期発見

選手全員の毎回の
PCR検査で確認



選手・関係者へのPCR検査

除菌された移動専用車

32除菌マット 車内除菌



東京オリンピック会場からただ1人の感染者を出さない方法は

徹底除菌と感染者のオフリミットしかありません。

そこには最新の資材も方法もあります。

集中的な検討と実行によりオリンピックを成功させましょう。
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資材の詳細・エビデンスはホームページから

https://jia-jp.net 次亜塩素酸水溶液普及促進会議 検 索

https://jyokin-jp.com 日本除菌連合 検 索

https://jia-jp.net/
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