


 「パイプの外側から特定周波数の交流電磁
場を与えることで水中の微粒子の界面電位を
自由自在にコントロールする技術などの4つ
の特許取得」から開発されました。
　20世紀は化学薬品万能の時代で様々な環境
問題が発生しました。ボイラーや空調などの
カチオン薬剤はスケール防止効果だけで除去
効果は見られず、更に汚泥の高含水率の要因
となります。またノニオン（中性）薬剤は
凝集しない為、環境負荷の原因となります。
 「ウォーターウォッチャー」は交流の周波数
（振動と磁場）がプラス電位やマイナス電位
を形成するため、それぞれ粒子間の同電位分
散によって、スケールは剥離・除去と小粒子
化が見られ、節水や節電が可能になります。

マイナス電位は更に黒錆が生成される為、
設備の延命が得られます。
　プラス電位とカチオン剤（※1）、マイナス電位
とアニオン剤（※2）は共に、それぞれ同性質
の為、分散効果が得られ、薬品の削減や洗剤
の削減効果が見られます。
　更に、マイナス電位は油と同電位を形成
し、油の酸化防止やグリストラップや排水
パイプの汚れを軟化させたり、臭気を防止し
たりします。
　またプラス電位は残留農薬の原因である
展着剤（界面活性剤）やワックス等と同電
位が形成される為、、野菜や果実などの表面
より分散・剥離が見られ、水に溶けて除去
することが可能となります。

デジタル技術で電位をコントロールすることで、スケールや赤錆、油汚れや
臭気、残留農薬やワックス等水に関わる様々な悩みをまるごと解決します。
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（※1）…カチオンとは＋極をもったイオンのこと。「陽イオン」とも言う。
（※2）…アニオンとは－極をもったイオンのこと。「陰イオン」とも言う。



Digital type

デジタルタイプシリーズ

対象 ： 口径最大400A迄 （大規模タイプ）
　　　　 ※ 400A以上の大口径は別途相談になります。

　 　： クーリングタワー、ボイラー、　　
　　　各種熱交換器、排煙脱硫装置、
　　　海水系ライン、化学合成ライン、
　　　温水・冷水、温泉水、市水、
　　　井水、油、各種集塵水等…

EWDO-Ox
対象 ： 口径40A以下 （中規模タイプ）
　 　： 中規模施設など
　　　レストラン、厨房、クリーニング
　　　トイレ等…

対象 ： 家庭用
　　 ： トイレ、キッチン、風呂場、
　　　排水パイプ、洗面所等…

アクア美人Bijin

スケール
除去・防止

悪 臭
除去・防止

赤錆
除去・防止

油汚れ
除去・防止

トイレ尿石
除去・防止

残留農薬・ワックス除去
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■ 特許No.3674676 / 特許No.3247942 / 特許No.4116002 / 特許No.4305855

2009年5月にエスケーエイ株式会社と東北特殊鋼株式会社と国立大学法人
東北大学との共同申請にて「非処理流体の変調電磁場処理装置と方法」に
おいて特許を取得しました。
交流電磁場によりプラス（酸化）とマイナス（還元）を作る装置と界面における
技術や防錆・スケール除去等4つの特許を取得しています。

ウォーターウォッチャーは 4 つの特許を取得しています

用量設定試験および本試験ともマイナス帯電処理水処理群における復帰変異
コロニー数は、陰性対照の2倍以上には増加せず、用量依存的な増加も認めら
れませんでした。

これらの試験の条件下において、マイナス帯電処理水に遺伝子突然変異誘発
性はない（陰性）と判定されました。

細菌を用いる復帰突然変異試験

推奨品　認定No. M-018

株式会社日本バイオリサーチセンターにて

飲料水用としても推奨認定 厚生労働大臣指定団体（社）全国建築物飲料水管理協会

ウォーターウォッチャー」は厚生労働大臣指定団体
（　）全国建築物飲料水管理協会からも推奨品と
して認定されていて、安全なお水です。
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マイナス帯電水の効果マイナス帯電水の効果

で付着 で反発

水に接する部分（界面）は通常マイナスで帯電して
います。スケールなどの汚れは、プラス帯電性質を
もっているので、マイナス帯電をもった界面（配管
内壁部）に引きつけられ付着してしまいます。

水にマイナス電位を与えることで、スケールなど汚れ
がマイナスに同電位化され、界面（配管内壁部）と
強力に反発し合い、付着防止となり、また今までこび
り付いていた、しつこい汚れも剥離してしまいます。

設置後未設置

効果は2Km
   下流側に及ぶ

交流電磁界
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排水パイプ
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給水パイプ

温水パイプ

排水パイプ

マイナス帯電のスケール付着防止のメカニズムマイナス帯電のスケール付着防止のメカニズム

防 錆（赤錆→黒錆） 塩素臭防止

防 錆 スケール防止・除去

防 錆

防 錆（赤錆→黒錆） 塩素臭防止

防 錆 スケール防止・除去

防 錆 金属セッケン防止（石ケンカス）

尿石防止・除去 臭気防止臭気防止尿石防止・除去

油の分散・腐敗防止油の分散・腐敗防止

金属セッケン防止（石ケンカス）

プラス帯電を適用した場合は⊕⊕で反発になります。
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メカニズム ＆ 効果

アナログ機からデジタル機へバージョンアップ！
  デジタル性能により最大30倍にパワーアップ（当社製品比）

金属の防錆とスケールの剥離が短時間（約3週間程度）で
可視化出来ます。しかも環境負荷ゼロ PCT出願中

Digital type
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EWDO-Ox

Digital type

温水ボイラ・温水系パイプ内には、カルシウ
ム・シリカなどのスケール付着がみられま
す。パイプ内の水をマイナス帯電処理し、ス
ケールと管壁を同極化させ、管壁へのスケ
ール付着防止と防錆を行います。プラス帯
電タイプは金属製の配管や熱交換器の腐
食原因となるため適用できません。

ボイラー下部

 WW処理前  WW処理後

 WW処理前  WW処理後

管体上部

陰イオン（シリカ、塩素、硫酸塩など）が特
異吸着しカルシウムをマスキングします。マ
イナス電位により反発分散させ、皮脂とカ
ルシウムによるヌルヌルの発生を防ぎます。
陰イオンのマスキングは滅菌効果の持続
性と塩素臭防止、塩素注入量の削減がで
き、また還元作用により防錆を行ないます。

WW  未処理

通常使用においても、
時間の経過とともに
パイプ内のスケールが
堆積します。

WW処理水が付着
スケール内に深く浸
透し、剥離を促進し
ます。

WW  処理後

3.5ヶ月後

3.5ヶ月後
スケールは陰イオンの
マスキングにより反発
が見られ軟化します。

硬度成分の高い水は
パイプの詰りや浴槽の
スケールを促します。

温泉の浴槽 未処理 温泉の浴槽 処理後

沖縄老人ホーム浴槽

給排水管の保護効果

ビルの屋上などのクーリングタワーで大きな
効果を発揮しています。次亜塩素酸ソーダ
とウォーターウォッチャーを組み合せること
で、滅菌/スケール防止/防錆効果がさらに
向上します。設置後はスケールもとれ、冷凍
機や冷房の熱効率が上昇します。

WW処理前 WW処理後
スケールが取れ、
熱効率の上昇

スケール・藻の付着で
空気の流れが悪い

WW処理前 WW処理後
スケールが取れ、
熱効率の上昇

白くスケールが
付着している

冷却塔

冷凍機

冷却塔充てん材

コンデンサチューブ 
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レストラン、中華料理店、焼肉店などでは、グリ
ーストラップ／床／ダクト・ファン等に油分が
固着化し、衛生面の悪化や臭気発生の原因
となっています。ウォーターウォッチャーは、それ
ら油汚れを軟質化し除去するとともに、付着防
止や悪臭防止の効果も得ることができます。

トイレでのトラブルは尿石の堆積。硬質化した
尿石は洗剤やブラシでは取れにくく、悪臭の
原因ともなります。下の写真は未処理と処理
後３ヶ月の様子。簡単な清掃で見違えるほど
キレイになっているのがわかります。

W
W
使
用

グリーストラップにこびり付いた油脂分

 WW処理前  WW処理後
含有物が軟化し、水と
油が分離するので油の
回収が可能となり、悪
臭の発生を防止します。

金属セッケンにより油
含有物が固化してしま
う。悪臭が発生してい
ます。

W
W
使
用

食器洗浄機内にこびり付いたスケール ！

 WW処理前  WW処理後
スケールが軟化し剥離
しています。またスケー
ル付着防止効果もみ
られる。

食器洗浄機の内に
こびり付き、なかなか
取れなかったスケール。

3ヶ月

未処理　

処理後
ブラシ清掃

処理後

JR・私鉄・病院・老人ホーム・大学・
パチンコ店・ファミリーレストラン

など多数設置

「アクア美人」の水はプラス帯電している汚れや
食品残渣などをマイナス帯電に変換し同電位
反発させ、水だけで汚れを流してしまう効果を発
揮します。よって、洗剤も減らすことができ、地球
環境にもやさしくできるのです。
また、プラス電位は残留農薬やワックスの除去
効果が得られます。

家庭の水が
　お掃除する水に変わります。

アクア美人Bijin

排水溝に、ヌメリが多く付
着している。水はけが悪く、
パイプがつまっていて、悪
臭が漂う。

設置前

ヌメリがなくなり、水はけが
良くなり、悪臭もなくなり、
パイプのつまりもなくなっ
ている。

設置後

重度の腐食が進行してい
てスケールも付着してい
て、悪臭も発生している。

設置前

処理水が錆の深くまで浸
透し、スケールは剥離す
ると共に赤錆の進行も止
まった。

設置後

● 油汚れ除去、付着防止
● 電気ポットのシリカ付着防止
● 排水溝など悪臭防止
● レンジ・換気扇の油分固着防止

● 赤錆除去・防止
● 排水パイプの腐食防止
● つまり除去・防止
● 悪臭除去

トイレ
尿石・悪臭

キッチン
油汚れ

風呂場
湯あか

排水パイプ
つまり

洗面所
ヌメリ・よごれ

● 尿石除去・付着防止
● アンモニア臭の低減
● ウォシュレットノズルの
　　つまり防止

※ 但し、清掃を不用にするものではありません。


