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脱酸素剤 のはたらき
脱酸素剤セキュールは空気中の酸素を吸収します

１
食品の変質を防止します。

好気性菌の繁殖を防ぎます

油脂の酸化を防ぎます

ビタミンや栄養素の酸化・変質・変色を防ぎます

作りたての香味を保ちます

害虫の卵や成虫を死滅させます

２
衣料や紙、フィルムの品質の保持が出来ます

害虫の卵や成虫を死滅させます

カビの発生を防ぎます

酸化を防止して、変色や劣化を防ぎます

３
金属の酸化を防ぎます

金属・精密機器などの錆やカビを防ぎます

４
セキュールは食品添加物ではありません

食品に直接添加しませんので衛生上、

極めて安全な保存剤です

容器の中の酸素は、セキュールを用い
ることによって条件が整えば、０.００１％
以下になります。

嫌気性菌や通気嫌気性菌の繁殖を防ぐ
ことは出来ません。初期の脱酸素効果
によって若干の抑制効果がありますが
実装試験等で確認して下さい。

生鮮野菜・食品の鮮度保持には、別の
機能が必要になります。別途、ご用命
下さい。

成分の安全性
（財）日本食品分析センターなどで、急性
毒性試験を行い確認されています。

包材の安全性
厚生省告示の規格試験及び指導自主
規格等に合格した材料を使用してい
ます



の品種の選び方
セキュールには商品に適合したタイプを用意しております。
その商品の水分活性、包装形態に適合したセキュールを選択
して下さい。

水分活性（Ａｗ）とは、密閉包装器内に生ずる、その商品の湿
度係数のことです。
（例えば、容器内の湿度が７０％のときは、Ａｗ＝０．７となります）
食品の水分量とは異なります。

セキュールの種類と特性1

食品の水分活性とセキュールの適用のめやす2

分　　類

自力反応型
空気に触れると同時に酸素吸収を

始めます。
包装の形態の影響をあまり受けない。

ＡＰタイプ

ＢＰタイプ

ＣＰタイプ

ＤＵタイプ

ＤＴタイプ

ＳＤタイプ
ＳWタイプ

高湿度の空気に触れて初めて酸素

吸収を始めます。

乾燥した雰囲気では酸素吸収をしません。

個包装などで商品の水分がセキュールに届かない場合は

酸素吸収が遅れます。

バキュウム現象で容器がつぶれるのを防ぎます。

金属探知機にかかりません。

空気に触れると同時に酸素吸収を�

始め、炭酸ガスを発生します。

水分依存型

鉄
　
　
　
系

有
機
系
炭酸ガス発生型

酸　素　吸　収 特　　　性 セキュール



特　　長

●包装を開封すると同時に酸素吸収

　が始まります。

●一般タイプ

●水分の比較的少ない商品用（注3）

　（中低水分用）

●速効タイプ

●速効タイプ
●油分が特に多い食品用

●高湿度の雰囲気に触れて、初めて

　酸素吸収が始まります。

●高水分食品用
●耐水性
●片面吸収タイプ

●両面吸収タイプ

●脱酸素機能以外の機能を有します。

●酸素を吸収すると同時に、ほぼ同

 じ容量の炭酸ガスを発生します。
●金属探知器にかかりません。

●酸素の有無をチェックに使います。

●シートタイプ
●錠剤タイプ

●傷みの早い食品用

（低水分品にも使われる）（注3）

食品の場合、主に用い

られる水分活性範囲

ピーナッツ、米穀類

煮干し・豆菓子

医薬・精密機器・衣類

饅頭・カステラ

生菓子・サラミ・珍味

甘納豆・ジャーキー

冷凍食品

月餅・揚げ菓子

生切り餅・白玉

半生麺

味噌

豆、ナッツ類、

豆菓子類

カステラ、和菓洋子

珍味など

開封してから能力が規

以下になるまでの時間

（注1）

温度・湿度および作業

環境・使用方法によっ

て異なります（注2）

主な用途 適用範囲 放置可能時間 脱酸素日数（２５℃）

自力反応タイプ

ＡＰ

ＢＰ

ＣＰ

ＤＵ

ＤＴ

ＳＤ

ＳＷ

ＫＳ・KT

水分依存タイプ

複合機能タイプ

酸素検知剤

注1） 放置可能時間：開封してから、バットの中に散らして放置して下さい。発熱しないよう、袋の中から全量出してお使い下さい。

注2） 脱酸素時間：作業環境・使用方法によって異なります。放置時間を出来るだけ短縮し、パッケージ内の空気の流れが良いように、包装設計し
　　　　　　　　　て下さい。

注3） 水分の少ない商品：極度に乾燥している商品、特に吸湿性の高い商品には、必ず実装試験を行って効果を確認して下さい。

電子レンジでの過熱は避けて下さい

電子レンジでの過熱される可能性のある商品の外袋には、注意書を記入して下さい。

注
 意

電子レンジの過熱によって、セキュール中の水

分が水蒸気になって膨張し、セキュールの包剤

が破れる恐れがあります。

　また、強く加熱しますと鉄粉が電磁波によっ

て加熱され、食品を焦がしたり、引火物がある

と発火することがあります。

の銘柄一覧表



のサイズの選び方
セキュールのサイズは適用される容器の空気容量で表しています。

包装容器の中の空気量に合ったセキュールのサイズを選んで下さい。不足しますと、酸素吸収が遅くなったり、無
酸素状態にならない場合があります。

（1）包装容器が十分浸る容器に水を満たします。この時の重さをＡｇとします。

（2）その中に商品（包装容器）を沈め、水があふれた後の重さをＢｇとします。

（3）この重さの差（Ａ－Ｂ）が包装用器の体積です。

（4）中身重量が３５０ｇの時の空気容量は？

目盛り月の大きな透明容器があれば簡単に軽計量できます。

（1）透明容器に商品を入れ、水を張って、目盛りを読み取ります。

（2）商品を抜き取り、目盛りを読み取って（1）から引き、減った

水の量を計算し容器全体の体積とします。

空気量（ＣＣ）＋（水の減った量（ＣＣ）－中身商品の重さ）

容器内の空気量（ＣＣ）＝容器の体積－
中身の重量

比重（＝１）

食品の場合の比重は、約１として計算します。
カステラのようにスポンジ状のものは、実際
は１以下ですが、空気を含んでいるため、この
場合も比重を１として計算します。

定型容器の体積測り方１

不定型容器の体積の測り方２ １

不定型容器の体積の測り方３ ２



セキュールの封を切ると熱くな

るのは何故？

鉄粉が錆びるとなぜ酸素が吸収

されるのか？

　　鉄製品が錆びて赤くなっているのをよく見かけます。こ�

　　れは鉄が空気中の酸素と化合して酸化し、錆びた現象で

す。脱酸素剤セキュールは大変細かい鉄粉を主成分として、

錆びやすくしていまいます。鉄粉１ｇで約２００ｃｃの酸素を吸収

することが出来ます。

　　使い捨てカイロの原理と同じで、鉄粉が酸素と化合（酸

　　化）するとき、熱がでます。

速効タイプは特にさんその吸収を早くするように配合してい

るため、封を切っでそのままにしておくと発熱し、高温になり

ます。ふうを切ったら、手際よく、パレットに広げて出して下

さい。　

使用済みのセキュールが熱くな

った。

　　商品の容器の中では、セキュールはフィルムを通して入

　　って来る酸素を直ぐ吸収できるように活性化された状

態でいます。商品の容器を開封し、セキュールが外気とふれ、

大量の酸素を吸収するため、急激に発熱することになります。

特にＤＴ、ＤＵタイプは酸素が透過しやすい包材を使用して

いるため、その傾向が強い

セキュールの商品の袋のなかで

固くなっていた。

　　1ヶ月経った商品の容器の中のセキュールが固く板状に

　　なっていることがあります。これは、酸素を能力いっぱ

いに吸収して、固化したためです。正規の使い方をした場合

は、十分余力を持った状態で容器の中で、酸素を吸収し続け

ています。ピンホールやトンネルおよび、非バリア性フィル

ムの場合に容器の中に外部から酸素が大量に入って来たと

きに、このような固化現象が起きます。

当然、容量不足や、放置時間が異常に長かったりした場合も。

このような現象が起きます。

セキュールの表面に錆色が浮き

出てきた。

　　セキュールは小袋の中の鉄粉がいっぱい入っていて、酸

　　素を吸収して錆びます。セキュールの小袋の包材は中か

ら鉄錆が浮き出て来ない工夫がなされています。しかし、次

のような使われ方をしますと、鉄錆色が浮き出て来ることが

あります。

　　サイズが小さく、能力以上に酸素を吸収したとき

　　ピンホールなどで、外部から酸素が大量に入ってきて、

　　能力以上に酸素を吸収したとき

　　アルコールや油がしみ込み包材の機能を破壊したとき

　　酢酸や酸味の多い食品に使用したとき

水の中に浸っても脱酸素するか？

　　セキュールの包材は水に覆われて、　　酸素は透過しなく

　　なります。したがって、酸素を吸収することができなくなり

ます。片面でも水に浸るのは好ましくありません。

油分が多い食品にも使えるか？

　　多少の油が商品の表面に浮いていても、脱酸素性能には

　　影響しません。

セキュールの表面に油が付着し、酸素が透過する孔をふさい

でしまうと、酸素の吸収速度が低下します。油分の多い商品で

は、セキュールが直接接触しないように、トレイや硫酸紙で分

離して装入して下さい。（ＣＰタイプは、油対策をしたセキュー

ルです。実装試験で確認して下さい。）

真空（脱気）包装との併用は出�

来るか？

　　酸素吸収の速度は、容器内の空気の流れ方によって大き

　　く左右されます。あまり強く脱気包装するとセキュール

が商品に密着したり、空気が流れにくくなり、脱酸素しにくく

なります。

適切な脱気の程度を設定して下さい。

の正しい使い方　Ｑ＆Ａ

Q2

Q1

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ



低温でもセキュールは酸素を吸

収するか？

ガス充填との併用は出来るか？

　　窒素ガスの場合は、まったく問題ありません。炭酸ガス

　　の場合はセキュールの脱酸素速度を若干低下させます

のでご注意下さい。

置換率を測定し、残存酸素量を計算（又は測定）して、セキュ

ールのサイズを決定して下さい。

ガス置換によるセキュールパックの場合、初期の酸素濃度が

低くなっているため、酸素吸収速度はかなり遅れます。

　　温度が低くなるほど、酸素を吸収する速度が遅くなりま

　　す。しかし通常、微生物の繁殖力も衰えますので、食品

の劣化も遅くなり、セキュールの脱酸素速度の遅れも事実上

問題にはなりません。

低温での使用には、速効タイプ（ＢＰタイプ）をお薦めします。

特に水分依存型セキュールは、温度の影響を受けますので、

ご注意下さい。いずれの場合も実装試験でご確認下さい。

冷凍食品にもセキュールは効く

か？

　　酸素吸収は極めて遅くなりますので、ＢＰタイプをご利

　　用下さい。

脱酸素を早めるには、セキュールを装入御、半日程、室温で

放置し脱酸素を行ってから冷凍して下さい。パック後、直ち

に冷凍するのに比べ、無酸素状態になる時間はかなり改善さ

れます。商品を室温に戻せば、セキュールは再び通常通り酸

素を吸収する状態になります。

乾燥剤との併用は出来るか？

セキュールを入れる位置によっ

て脱酸素速度は変わるか？

セキュールの有効期限は！

　　容器の中の空気の流れが良いほど、酸素の吸収は早く進

　　みます。特に吸収が進んで、容器中の酸素が少なくなって

からの速度が異なってきます。また、水分依存型（ＤＴ、ＤＵタ

イプ）は顕著に影響されます。

　　セキュールは中身成分中の水分がなくなると、脱酸素速

　　度が極端に低下します。したがって乾燥剤と併用した場合、

セキュール自体の水分が乾燥剤に吸収されないようにして下

さい。

セキュールの置く位置や、タイプ、サイズを考慮する必要があ

ります。

　　貴社に納入してから6ケ月はご利用いただけるよう、商品

　　設計してあります。

貴社に置かれましても、保管場所に注意し、仕入れ先出しの在

庫管理を徹底していただき、商品が長期在庫にならないよう、

ご注意下さい。

　　新しいセキュールＫＳを使って、性能チェックして下さい。

　　酸素吸収速度が遅くなっていたら2個を装入する方法も

あります。この場合も必ず実装試験を行って下さい。

一年以上在庫したセキュールは？

の正しい使い方　Ｑ＆Ａ

Q10

Q9

Q11

Q12

Q13

Q14

Q15

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ



セキュールを誤って食べた。

セキュールを何回かに分けて使�

いたい！

　　少量づつセキュールを使いたい場合は、バリア性の高い

　　包材に小分けして密封保管して下さい。使うたびに取り

出して、再包装するよりも、空気に触れる回数が少なく、セキ

ュールの劣化を防げます。この時、出来るだけ短時間で作業

し、脱気シールされますとさらに有効です。

シールの確認のために、新しい酸素検知剤セキュールKSを

入れておくと良いでしょう。

　　セキュールの包材には「たべられません」と印刷されて

　　います。これは毒性があるからではなく、「食品ではない」

という意味です。安全性の点では問題はありません。中身成

分は鉄粉と鉱石の粉（バーミキュライト）、活性炭と塩です。

いずれも毒性はありません。顧客からの相談には”安全です”

とお答えいただき、安心してもらって下さい。

安全性に関する資料が必要な場合は、当社までご請求くださ

い。

セキュールをうどんと一緒に煮

た。

酸素検知剤セキュールＫＳの毒

性は

　　上記のとおり、セキュールには毒性なものは一切使用し

　　ておりません。セキュールを煮たとき溶け出すものは、

食塩だけです。しかもごく微量ですから味や香りを変えたり

しません。

毒性はありませんので、安心してもらって下さい。

　　安全性の点では問題はありません。セキュール同様、顧

　　客の相談には”安全です”とお答えいただき、安心して

もらって下さい。

安全性に関する資料が必要な場合は、当社までご請求下さい。

食品と一緒に電子レンジで加熱

してもいいですか？

セキュールを入れたのに袋がふ�

くらんだ

夏場に入ったら、商品の傷みが

早くなった。

　　これは食品の醗酵によって、炭酸ガスが発生したものと

　　考えられます。醗酵は酸素がゼロであっても繁殖できる

酵母や通性嫌気性菌などによるもので、脱酸素剤では十分に

防ぐことは出来ません。

　　電子レンジでの加熱は避けて下さい。電子レンジでの加

　　熱によって、セキュール中の水分が水蒸気になって膨張し、

脱酸素剤の包材が破れる恐れがあります。また、強く加熱する

と鉄粉が電磁波によって加熱され、食品を焦がしたり、引火物

があると発火する恐れがあります。

電子レンジで加熱される可能性のある商品の外袋には、注意

書きを記して下さい。

　　温度の低い季節では、一般的に菌数も少なく、繁殖力も

　　鈍いため、比較的商品の傷みが少なくなります。逆に暖

かくなると、商品の傷みが早くなる傾向にあります。

適切なセキュールのサイズを選択して下さい。

また、セキュールのサイズを大きくして無酸素状態になる時

間を早めるのも対策の一つですが、初発菌数を極力少なくす

る工夫をして下さい。

冬季の実装試験でも、夏場を想定した温度での保存試験が出

来ます。試験を要請要請して下さい。

　　酸素検知材”セキュールＫＳ”は微量の酸素を検知するた

　　めの敏感な検知剤です。

長い時間、空気中に放置したり、在庫期間が長かったりしますと、

機能が低下して、所定の機能をなくしてしまいます。

試験をする時は新しいサンプルを要請して下さい。

また、商品の包装容器の中の環境（水分の過多・乾燥状態、炭

酸ガスなど）によっても影響されます。適合性については、試

験を要請して下さい。

酸素検知剤の色が変わらない。

の正しい使い方　Ｑ＆Ａ
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