
。

GООUT
ゴーアウト

木片をゴーアウトＧＯＯＵＴＷ―110Ｇを 2％添加した水溶液に９０秒ドブ漬け。

培 養・・・・・ 培養容器と培養条件 温度 20℃～30℃・湿度 100％～120％

培 養 期 間・ 100 日間以上 試料表面の菌の発育(菌が発育しない)

その場でお好みの量の防カビ剤・防カビ塗料の出来上がり!!

水、塗料・壁材・しっくい・壁紙用接着剤・タイルの目地用セメントなどに添加する

ことにより、シックハウス対応で、環境にやさしく
．．．．．．．

優れた防カビ効果を発揮します。

GOOUT W―90G （水性）

ゴーアウトは忌避効果と高密度という全く新しい技術によって開発された、画期的な、

防カビ・防藻･抗菌剤です.

建築構造物には、約１２０種のカビが存在すると言われています。本商品は、これら全

てを含む、真菌・細菌・藻類に効果が認められています。またアレルギーの原因物質で

ある揮発性有機化合物、アンモニアなどの有機化合物、シックハウス症候群の元凶であ

るホルムアルデヒドを分解し、快適な生活空間を創造します。

◆ 今までの概念を変えた、環境にやさしい肪カビ剤の誕生 ◆

ＧＯＯＵＴ W―100G（水性塗料）

ただ、まぜるだけ!!

ＧＯＯＵＴ W―110G（水性）木材

防カビ・防藻・抗菌剤



耐熱性について

５ 環 境 保 全

（１）基幹素材の劣化への効果

防カビ剤を樹脂・建材・ゴム・塗料など基幹素材へ添加する事により、腐食・強度・変色・

汚染など多種の劣化を抑制する事が出来る。そのためすべての局面において、

使用するエネルギーを最小に抑え、廃棄物を減少させる事につながります。

（2）社 会 環 境 へ の 効 果

現在、生活環境において真菌（カビ）・細菌・藻類等が発生しそれを除去する場合、

塩素系薬剤、農薬系薬剤などが繰り返し使用され、使用した薬剤は下水を通り河川へと

流出されています。これらの薬剤には毒性を有するものも多くあり、環境に与える負荷を

限りなく減らす事が大前提である現在、防カビ剤を使用した処理・施工を行う事により、

かび・細菌などの発生が著しく減少し、 除去のために使用されるこれらの薬剤を使用する

機会が減り環境衛生上の効果は非常に高くなります。

（３）人体への効果

空気中にはさまざま疾患の原因菌が多く存在し、(一般住宅では５７菌)それらは癌・

アレルギー・真菌症などの発病の多くの起因となっています。防カビ剤を生活空間の

壁・床・天井などや手すり・繊維・家具・浴室などへ処理する事により、それらの菌が

減少し発病回避への効果が高まります。

1 種 類 有機系防カビ・防藻・抗菌剤

2 有 効 主 成 分

単品薬剤として国内外の公的化学機関において認可を得ている非流出系薬剤のみでの複合剤

（ＣＡＳ、ＥＩＮＥＣＳ、ＭＩＴＩ、ＥＰＡ等）

3 効 果・メカニズム 忌避効果・細胞壁のみの破壊による同種菌への危険情報の伝達

4 特 長

効果の範囲が広い。抗菌スペクトル（397 菌 2004.9 現在）

少量の添加量で効果を発揮する

非流出系薬剤のため長期間でも効果の減少が殆どない

安全性が高い

複合剤のため耐性菌が出来にくく化学的にも安定し耐久性に優れている

還元変色や透明性の阻害がない

品 名 製 品 体 系 融 点・沸 点 薬剤 安定 温度

ゴーアウト 水分散系

有機系複合材

沸点

１００℃

－１５～１２０℃



防カビ 効果・メカニズム

有機既存化学物質系の複合合成剤で、他の有機、農薬系防かび剤と同様細菌（バクテリア）

や真菌（かび）の細胞壁だけを破壊し、タンパク質やＤＮＡ，ＳＨ基等の合成を阻害するこ

により、菌類に対する阻止能力を発揮します。合成を阻害された菌は、同種菌に危険情報を

達するため、以降同種類は防カビ安心君に近寄らなくなり（忌避効果）、また生育に必要な

栄養分等を得られなくなるため、やがて死滅します。殺菌剤・無機系の抗菌剤は細胞壁から

までを破壊することにより殺菌を行うために危険情報の伝達なされず同じ場所に菌が付着

繰り返し繁殖をします。

微生物抵抗性の評価方法

主な効果確認促進テストに記載された試験で得られた結果はあくまでもその試験菌に

対しての効果である。

例として、ＪＩＳＬ１９０２（繊維製品ＳＥＫ法）は２菌で１８時間の評価を得ると合格となる。

このため各認定機関のマークを付けた製品から微生物が何も出ずに全て安全である

という事は 間違いである。

菌数測定法に依る殺菌剤（無機系）と防かび剤（有機系）の滅菌ラインを〔図―１〕に示す。

殺菌剤は０～１８時間以内に残菌数は０％または０％近くになる。

防かび剤は５０～６０時間かけて０％近くになる。

しかしその後防かび剤は横ばいであるのに対して（忌避効果）殺菌剤は生き残った菌が

増殖していく（残菌数が１０２以下になると、残金率は０％と表示される。）

＊殺菌剤（無機系）は１８時間以後の効果が期待出来ないために、１８～２４時間の試験法にて

評価を行っているが、

実際的には長期に渡り効果を持続させる事が必要であり有効となるのは防かび剤（有機系）

である。

試験法として一般住宅から検出される５７菌を含んだ試験菌にて長期間の試験を行わなければ

現実的ではない。

ASK法の｢かび抵抗性試験｣は５７菌を含んだ７１菌で２１～２８日間（３～５年の期間に相当）

の培養にて試験を行っている。



真菌対象試験法：カビ抵抗性試験

試験法 適 要 備 考

ＪＩＳＺ２９１１

試験菌：３～５真菌

期間：１４～２８日間

評価：３段階

有機系防かび剤

ＡＳＴＭ Ｇ－２１

試験菌：６真菌

期間：２１日間～

評価：５段階

プラスチック用

有機系防かび剤

プラスチック用

アメリカ規格

ＩＳＯ

試験菌：５真菌

期間：１４日間～

評価：３段階

有機系防かび剤

イギリス規格

ＭＩＬ

試験菌：７真菌

期間：２８日間～

評価：５段階

有機系防かび剤

アメリカ海軍規格

ASK法

試験菌：７１真菌

期間：２８日間～６０日間

評価：５段階

有機系防かび剤

ＭＩＬ準拠

メソッド８１０D

５０８．３変法

試験法 適 要 備 考

ＪＩＳＺ２８０１

試験菌：２細菌

・Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ ａｕｒｅｕｓ

・Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ ｃｏｌｉ

期間：２４時間

評価：抗菌活性値 2.0 以上

無機系抗菌剤

ＪＩＳＬ１９０２

試験菌：２細菌

・Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ ａｕｒｅｕｓ

・Ｋｌｅｂｓｉｅｌｌａ ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ

期間：１８時間

評価：静菌活性値 2.2 以上

殺菌活性値 2.2 以上

繊維製品（ＳＥＫ）

ハロー法

期間：２４時間 住宅設備機器

家庭用品協議会

＊溶出・ブリードアウト→失効が早

細菌対象試験法

抗菌力試験

光触媒試験法
光触媒性能評価試験法Ⅰ

光触媒性能評価試験法Ⅱａ

光触媒性能評価試験法Ⅱｂ

液相フィルム密着法

ガスパックＡ法

ガスパックＢ法

光触媒製品技術協議会



非流失について

1 メカニズム

単品の薬剤ではなく多種薬剤による複合材であり、それぞれの単品の薬剤が全て

流失をしない薬剤での配合による製品です。

2 非流失薬剤の確認試験方法・試験結果

（ガスクロマトグラフィによる流失試験方法）

溶媒として 100％の水中に 1ｇの試験剤を投入し、24 時間後に媒体である水の

重量を測定し流失量を確認する。

ガスクロマトグラフィによる流失試験結果は 1～３ppm／24h という結果が出ています。

有機系防カビ剤 無機系抗菌剤 天然系 光触媒

（酸化ﾁﾀﾝ）非流出系 流出系

複合剤

防カビ剤

単独薬ＴＢＺ

（ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ）

銀・銅・鉛 ワサビ

ヒノキ

（ﾋﾉｷﾁｵｰﾙ）

Ｔｉｏ２

Ｔｉｏ３

真菌２２３菌

細菌１４７菌

藻類 ２７菌

真菌 ３２菌

細菌 ０菌

藻類 ０菌

細菌 ６菌

真菌 ３菌

酵母 １菌

藻類 ０菌

細菌用

ｽﾍﾟｸﾄﾙ不明

細菌用

ｽﾍﾟｸﾄﾙ不明

ＭＩＣ値

１～２５ppm

ＭＩＣ値

１～５０ppm

ＭＩＣ値

２０００～３０００

ppm

－４０～４１０℃ ０～２５１℃ ７００℃

流出量

３ｐｐｍ

流出量

３０００ｐｐｍ

耐性菌

３菌確認

還元変色

透明性なし

防 カ ビ 防 カ ビ 殺 菌 殺 菌 殺 菌

薬剤の分類

種 類 適 要 成 分

漂白剤 酸化漂白

還元漂白法で脱色

次亜塩素酸ナトリウム

過酸化水素、ハイドロサルファイト

殺菌剤 微生物を死滅 アルコール、第四級アンモニウム塩

ジカルボキシイミド

抗菌剤 防腐剤の１／１０濃度 第四級アンモニウム塩、ノボピオシン

メチルナフトキノン、トリアジン

イソプラチオラン、イブロジオン

サイアベンダゾール

防腐剤 防カビ剤の

１／１０００濃度

防カビ剤 持続的微生物の抑制・静菌

無機系抗菌剤は石に

付着（担持）させ接触

により効果を得る。

光触媒は汚れ防止用

として使用されている。

一般的に漂白剤から防カビ剤

まで全て防カビ剤と呼ばれて

いる。

抗菌剤は無機系のもので殺菌

と同様の効果である



公的機関による防カビの安全性・性能試験結果

試験機関・試験項目 試験結果

（財）日本食品分析センター

ダイオキシン類検出試験 １４種全ての項目について検出毒性なし

フラン類検出試験 １４種全ての項目について検出毒性なし

ヒメダカによる急性毒性試験（魚毒性） ＬＣ５０値 ２４時間：1,100mg/l,

４８時間：1,100mg/l

９６時間：1,100mg/l

変異原性（ＡＭＥＳ）試験 突然変異誘起性：陰性

ウサギを用いた皮膚一次刺激性試験 弱い刺激性

モルモットを用いた皮膚感作性試験 皮膚感作性は有さない

マウスを用いた急性経口毒性試験 雄：31,3mｌ/kg,雌：34,3mｌ/kg

ウサギを用いた眼刺激性試験 軽度刺激物

かび抵抗性試験：JISZ2911 菌糸の発育が認められない

Ｏ－１５７抗菌試験 ２４時間後：＜１００

ＭＲＳＡ試験抗菌試験 ２４時間後：＜１０

レジオネラ菌抗菌試験 ２４時間後：＜１００

（財）食品薬品安全センター秦野研究所

細胞毒性試験 IＣ５０値:0.017 mg/ml

（財）化学技術戦略推進機構高分子試験

評価センター

厚生省告示第２０号試験

ＰＰ抗菌フィルム 適合する

ＰＳ抗菌フィルム 適合する

ＰＰ食器 適合する

ＰＰプレート 適合する

ＰＥプレート 適合する

ＰＥＴプレート 適合する

ＡＢＳプレート 適合する

ＰＳプレート 適合する

性 状・荷 姿

ア 2.0㎏ キュウビテナー

ＧＯＯＵＴＷ―90Ｇ・ 110Ｇ

単位

20kg×１

Ⅰkg×１（可能です）


