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賛助会員による講演

マイナスイオンの効果効能とオーリラの開発と試験について

Benificaleffectsofnegativeionsan dthedevelopmentandexamination
ofanAnairionizer(O IREIJA)

長津 通

Tbru Nagasawa

株式会社GSD 代表取締役

GSDCo.LTD.,arepresentativedirector

Negativeiongenerators(0･REIJA)producedbyourcompanyweredevelopedforeightyears
jointlywith Dr.MasahikoMaeda,aformerresearcherattheYamagataResearchInstituteof
Technology.Thebeneficaleffectsofnegativeions,andexcellentcharacteristicsofO IRELAare
introducedinthispaper.

1. はじめに

最近クリーンな生活環境作 りにおいて､特に空気

の重要性が求められる今日､マイナスイオンと言う

名称が数多 く聞かれるようになりましたが､マイナ

スイオンとは､学名はアニオンとも呼ばれているも

のです｡ もともと動植物にとってマイナスイオンと

オゾンは､無 くてはならない物質なのです｡現在の

環境は､科学物質､紫外線､電磁波､菌､ウイルス

さらにはプラスイオンが増加 して動植物に対 しては､

様々な害を与えています｡そこで人工的マイナスイ

オン発生器は必要不可欠であると､学者､医療関係

者からも多 くの発表がなされてお ります｡ 日本にお

いてはマイナスイオンと表示のついた商品でないと

消費者が選ばないほどポピュラーになっています｡

しか し多 くは名ばか りの商品で効 き目は今ひとつと

言ったところです｡

2.オ-リラについて

規社会において､環境の悪化がようや く問題視 さ

れ､国際的に環境の改善が急がれてお ります｡当社

開発のマイナスイオン発生器オーリラが空気中に浮

遊するウイルスやインフルエンザをはじめ細菌群を

99.9%不活性化することが証明され､個人はも

とよりあらゆる施設で素晴らしい成果を発揮 してお

ります｡

3.オー｣ノラ開発経緯

大切な人を守 りたい､そして安心安全で給麗な空

気環境を作 りたい一念で､元山形県工業技術センタ

ー前田政彦先生のお力を借 りて株式会社 GSDが 8

年の歳月をかけて､本格的なマイナスイオン発生器

を誕生させる事ができました｡

4.マイナスイオン発生方法

マイナスイオンとは大気中の電子移動 として､発

生期の電子が正体です｡その発生 した電子は空気中

浮遊水滴に捕獲 され､ プラスやマ イナス イオン と

して機能します｡

マイナスイオンの発生方法 として､低圧の放電

を利用するが､この際オゾンは極力作 らない電

圧 レベルに設定 してある｡

この時､両電極間に空気中の酸素 ･窒素を媒

体 として電子を送るが､寿命時間は､

10-19秒程度である為､電子をホッピングさ

せ る必要があ り､空気中の水分子 クラス ター

(7･9･11個の水)に電子を保持 させる事

が重要である｡ この時には､水和電子 として取

扱いする事で､電子付加後水 ダイバーに トラッ

プされる型 と､ もう一つは､水分子の双極子の

両方へ配向出来る｡ この為､空気内でのマイナ

スイオン寿命が安定 される事で､その寿命時間

を60-90秒 と長 く出来る特性 を作 り出せ

る｡

この時､空気の飽和マイナスイオン量 として約

85, 000個/cc量となり安定する｡

5.オーリラ独自の技術

マイナスイオン発生器オーリラの特徴は､放電

針の尖頭部が非常に滑らかに仕上げられ､放電針

の針先Rは均一で､バラツキが少なく､針断面が

非常にきれいである (日本刀製造技術)｡

また､バ レル仕上げにより､汚れ､異物付着がな

い｡根元から先端までの形状により､耐久性に優

れ､安定 したマイナスイオンの供給ができ､また

当社独 自の低電圧方式の採用により､ソフ トで生

息時間の長いマイナスイオン (約 90秒)を可能

にした｡ラジカル反応が高い (フリーラジカルの

消去 と過酸化脂質の産生抑制)｡

静音フアンによりマ イナスイオンの拡散が大

であ り､マイナスイオンの発生量において､他に
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姉をみないO操作が的単でフ ナルター交換が不要

である｡環境にやさしく (NOX､SOXの除

去率が高い)､省エネタイプの設計である｡

6 マイナスイオン飛距離測定

山形県工業技術センターでのチャンピョンデータをご

紹介します｡マイナスイオンの飛ぶ距離は､電子ですか

ら普通は､3m～5m しか飛ばないのです｡しかし､こ

の図のように8m離れても85.000個/cdを計測して

います｡
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図1 マイナスイオン飛距離測定データ

7 4大菌殺菌試験結果

植物栽培で有害な菌とウイルスを殆ど30分程度

で殺菌する効果を検証しました｡日本微生物研究所

の試験結果をご報告します｡貞色ブ ドウ球菌 (80
0万個)腸炎ビブリオ菌 (500万個)サルモネラ

菌 (700万伸)､レジオネラ菌 (500万個)の院

内感染1大面､この菌がほとんど30分で4分の 1

以下に減少 し､2時間で 1,000の単位まで殺す

ことができることが､この図2でお解かりかと思い

ます｡ちなみに､黄色ブ ドウ球菌は800万個で当

社のマイナスイオン発生器オーリラをスター トして

3時間で 1,000個まで激減 したのです｡

図2 4大南精菌試!挨結果テ一夕

uJA'L置前に有った一般生菌 ･真菌の数が､一目で激

減している事が判っていただけると思います｡
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図3 株式会社アルプ楕査鮎告盲

8.インフルエンザウィルス検査について

室内空気中のウイルスの殆どを40分-180分で

tTT宰99-100%減少､あるいは全滅させる

ことができる｡

図4 インフルエンザウィルス検査結果

9.耐性菌を作らない･カビを作らない

大量のマイナスイオン発生によりすばやい抗
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菌消臭作用が検証 されました｡イオンとすゾンの発

生により空気中の有機物質 ･悪臭 ･タバコの煙を分

解するjl･が判 りましたo体内での病原生菌が薬剤に

よって耐性力を持ち始め､抗生物質が効かなくなる

問題があるが､オーリラは瞬間的にウイルス等を不

活性化する為に､耐性菌が出来る暇がない｡マイナ

スイオン発生器オー リラによる除菌は､この岡で解

かるようにウイルスの表面に付着すると強力なOH
ラジカルに変化 し､OHラジカルとウイルスのタン

パク質の水素が結合し､HzOになり､ウイルスを無
力化 しています｡ここで大事なのは､ウイルスが記

憶憶できない瞬時に行う｡そしてカビ菌 も同様の工

程で瞬時に無力化できるのです｡
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10.脱臭のメカニズム

脱臭のメカニズムではOHラジカルが臭いの掠閃

NH3を分解 し､ニオイの原因を脱臭するのです｡某
大手コーヒーチェーン店の喫煙 コーナーでの脱臭実

験です｡マイナスイオン発生器オーリラを設置前と

同 じ時間で稼動 させると､稼動直後は､臭いが残-)

ていましたが､マイナスイオンの脱 臭効果が発揮 さ

れ､大幅に店内環境が改善されました｡
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伸輔湖抑伽
包6 悪臭対策達人事例～喫煙コーナーの改善例～

11.プラス電子と電磁波を作り出さない

直流低電圧方式の採用により締麗なマイナスイ

オンのみを作 り､電磁波がほとんど出ない良f'Eで

瞬時に体に溶け込む優 しいマイナスイオンを出す

ことに成功 しました｡

FJから吸収されたマイナスイオンは瞬時に肺か

ら血液に取 り込まれ血流を速め赤血球を毛細血管

の隅々まで送ることができます｡その優 しいマイ

ナスイオンにより免疫力をアップすることができ

ます｡日 日6時間以上吸えば､免疫力は 1日持続

する事が証明されました)病院や老人ホームで採

用されています｡人工透析室では､血液を凝固さ

せない為に､広 く採用されております｡

12.オーリラの効果と使用事例

す-リラの生体に及ぼす作用として､血液の浄

化作用､精神安定作用､自律神経の調整作用､免

疫強化作用 (腸肝免疫強化作用)､肺機能強化作

用､鎮痛作用､細胞の活性化作用､空気のビタミ

ン作用で空気の酎 ヒ作用､その他ア トピ-や曙息

の改善作用などが知 られている｡そして､全ての

生鮮品の酸化を抑え長期間の鮮度保持が可能で

ある｡植物栽培の有害菌だけを除去する能力を有

する｡紫外線や各種電化製品などにより失われた

マ イナスイオンをオーリラにより大量に発生 さ

せることで､止常なイオンバランスに戻 し､きれ

いな空気を絶えず作ることができる｡

使用施設､病院や老人ホーム､幼椎園なと.あらゆ

る施設でその成果を発揮 しています｡また､農産

業分野においては､牛舎､鶏舎､豚舎､きのこハ

ウス, トマ トハウス､いちごハウスなど色々なハ

ウスにも取 り入れられていますo

鶏舎 (じゅん しゃ)､養鶏場におけるマイナスイ

オン空間殺菌効果として

1. ヒナの飼育における 1日ごとの体重増加量の

増大､死亡数の減少

2. 飼育期間内に見られる疾病発生頻度の減少

3. 空3-1中の塵填宣および細菌量の減少

4. ス トレスの減少

5. 鴇における産卵期間の延長 (20ケ月同数産卵)

6. 鶏舎における脱臭効果

7. 鳥インフルエンザに対する効果

うず らの飼育に携わる ｢日本 うず ら協会幹事

高橋様｣よりオーリラ利用の感想をTJqいておりま

す｡

rCSL)杜のマイナスイオン発生袋帯 ･オーリラ

を使用 し､うずら飼育が 1年半を経過 しておりま

すが､現在､機械の故障もなくうずらは元気で産

卵を続けております｡日本では､うずらの産卵は､

10ケ)jで産業的に終了しますが､オーリラ使用

の場合は20ケ月でも産卵成績は落ちないため､

現在 も継続 して産卵成績を調査中です !また､オ
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写真 l 鶏舎 (じゅんしゃ)設置状況

-リラで鳥頬特有の臭気が消えるのも動物実験飼育

者に好評ですので､動物実験棟での清浄な飼育管理

にも応用できそうです｡』

トマ トハウスでも効果を発揮 しています｡この ト

マ トハウスにはマイナスイオン4,000万個発生

することのできるGSD210が 5fTで充分維持で

きます｡実は､この40アールのハウス (写真 2)
はカビ菌で全滅 した トマ トハウスですが､弊社のマ

イナスイオン発生器 (210) 5台で再生させたも

のです｡

写真 2 トマ トハウス設置状況

牛舎でも効果を発揮 しています｡

マイナスイオンに帯電 したイオンは､疾病に対す

る生体の抵抗力を高めるとともに､生体内の代謝を

促進 します｡養鶏 ･養豚 ･養牛などにおいても､マ

イナスイオンは生体に対 し､活力を与えますが､清

浄な空気のLFにあってもマイナスイオンが少ない

場合､致命的なものとなり､自然界より発生するマ

イナスイオンはイオン化力が弱 くなっている現状

では､人工的なマイナスイオン発生器で補うしかな

いと善商科学研究者も言っております｡この牛舎で

は､寒期間でも牛が風邪をひかなくなりス トレスも

減少 し､体重が増加 したと､報告がありました｡

写真 3 牛舎設置状況

きのこハウスでは､きのこ特有のカビ菌が殆ど消

滅 し､きのこ蝿も減少 し､3割程度増収 しましたc

Lかも収穫後､鮮度を著 しく保つことが出来て､価

格も上昇 しました｡

そして､きのこハウス特有の臭いと胞子の拡散によ

り作業従事者の肺機能が低下 し､健康を害 していま

したが､6ケ月程度で鼻炎 ･呼吸器系の障害も改善

され､非常に疲れなくなったと､喜ばしい結果が報

告されています｡

写真4 きのこハウス設置状況

13 最後に

今私たちにとって一番大切な事は､1日20kgも

食べる空気こそウイルス ･菌はもちろん汚れていな

い結尾な物を体内に吸収する事だと思われます｡身

体の免疫力をより強化するメカニズムの解明に向け

て株式会社GSDは､研究 ･挑乾 してまいりますO

連絡先

(槻GSD 〒99010032山形市′｣､姓町 8-23

Tel:023-623-8411,FAX:023-666-3231
E-ma主I:info@O-rela.com

肝:http://www.0-rela.com




