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フィトンチッドって何？

フィトンチッド (phytoncide) とは、微生物の活動を抑制する作用
をもつ、樹木などが発散する化学物質。植物が傷つけられた際
に放出し、殺菌力を持つ揮発性物質のことを指す。

森林浴はこれに接して健康を維持する方法だが、健康だけで
なく癒しや安らぎを与える効果もある。フィトンチッドはその殺菌
性や森林の香りの成分であるということから良いイメージがあり、
森林浴の効能を紹介する際に良く用いられている。

1930年ごろロシアのボリス・トーキンが、植物を傷つけるとその
周囲にいる細菌などが死ぬ現象を発見した。ボリス・トーキンは
これを植物が周囲に何らかの揮発性物質を放出したためと考え
て、この物質をフィトンチッドと命名した。フィトンチッドは「植物」を
意味する「Phyto」と「殺す」を意味する「cide」から作られた造語で
ある。

植物の精油に含まれるテルペノイドなどには殺菌力を持つ成
分が数多く含まれており、これらの物質がフィトンチッドの本体と
考えられる。

似たような性質を持つ物質を指す言葉にファイトアレキシンが
ある。ファイトアレキシンは植物が昆虫に食害されたり病原菌に
感染したときだけに生合成されて昆虫を忌避させたり病原菌を
殺菌して防御する物質を指す。これに対してフィトンチッドは常時
生合成されている。ファイトアレキシンはフラボノイドやテルペノイ
ドに属するものが多いが、精油に含まれる成分に比べると分子
量が大きく揮発性はずっと低い。フィトンチッドのもともとの意味
から外れて、ファイトアレキシンも含めた殺菌力を持つ物質全般
をフィトンチッドと称したり、植物が生合成する生理活性物質全
般をも総称してフィトンチッドと総称したりしていることもある。
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関連書籍・文献

・植物の不思議な力＝フィトンチッド： Ｂ．Ｐ．トーキン、神山
恵三
・森の不思議： 神山 恵三
・フィトンチッドと森林浴：谷田貝 光克
・森林の不思議：谷田貝 光克
・森林の力 －現代の“森の生活”を考える－ ：谷田貝 光克
・森のふしぎな働き (自然の中の人間シリーズ 森林と人間
編 ５) ：谷田貝 光克
・木のふしぎな力 (森からみる地球の未来 ３) ：谷田貝 光
克
・やさしいフィトンチッドのはなし：フィトンチッド普及センター
(編)
・森と健康 －自然がくれる心とからだの癒し－ 森のセミ
ナーNo.10：全国林業改良普及協会 (編)

書籍 文献

・森林が発散する未知の活力素：神山 恵三
・森林からの発散物質とその効用：神山 恵三、高居 貴美、
山中 芳樹、渡辺 一弘、勝山 輝男、島上 和則、田中 伸介、
岩田 信英、田中 和子
・フィトンチッドと森林浴：谷田貝 光克
・フィトンチッドの不思議な力は本物か：品田 穣
・森林浴とフィトンチッド：中山 大樹
・アロマテラピーとフィトンチッド：神山 恵三、鈴木 富美子
・アレロパシーとフィトンチッド：安田 環
・フィトンチッドと香りビジネス：フィトンチッド研究会
・フィトンツィト －匂いの科学：木崎 国嘉
・日本産植物の揮発性フィトンチトについて：中山 大樹、伊
藤 晃、雨宮 由美子
・森林の香りと生理効果：沢田 和彦、駒木 亮一、山下 嘉
邦、鈴木 靖

・廃材を利用したウッドチップのフィトンチッド放出に関する
研究：荒 美紀子、岩崎 寛、斉藤 庸平
・林業リテラシー (98) フィトンチッド：鶴岡 政明
・森林のフィトンチッドを測る：松井 直之

等々、一部記載
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フィトンチッドの原料開発経緯
1981年2月 1978年より取り組んでいたフィトンチッドエキスの原料開発を本格的に行う為、研究所の設立

1982年6月 フィトンチッドエキスの分解消臭剤としての機能性を分析調査開始

1985年8月
東京食品技術研究所において、フィトンチッドエキスの分解消臭剤がマウスに対する吸入毒性試験及び経皮毒
性試験の結果異常を認めず、安全性に問題がないことを証明

1990年4月
病院、ホテル、工場等、様々な場所での消臭試験を実施し、効果が顕著なことから本格的にフィトンチッドエキス
の量産を開始

1990年～
完全に天然物で作る、安心安全なフィトンチッドエキスを利用した消臭剤として、家庭用、ペット用、業務用等、
様々な商品を発売開始

1994年12月 国内電機メーカーにてフィトンチッド活用機器の研究開発が開始

1996年2月 業務用大規模消臭システム「ファインプレイス」1号機が完成、販売開始

1996年10月 家庭用消臭システム「ファインミスト」を開発、販売開始

1996年11月 「フィトンチッドを用いた消臭・空気環境改善システムの開発」にて、大阪府より中小企業支援補助を受ける

1997年4月 近畿大学工学部、島根大学医学部などの協力も得て、様々なエビデンス共有を図る

2000年10月 家庭用機器「ファインミスト」がグッドデザイン賞を受賞

2003年～ 口臭予防キャンディーやガム、ドリンク等の原材料として、原料供給、ＯＥＭ企画を開始

2006年～
フィトンチッドエキスが（財）結核予防会結核研究所（菅原博士）において、結核菌を死滅させることを確認、また、
近畿大学、島根大学との共同研究で医療施設内のホルマリン分解に効果があることを学会発表、その他、香粧
品利用の高い機能性、強力な抗酸化作用、抗ストレス作用を次々に発表

2012年～
近畿大学、野村先生との共同開発により、揮発成分であるフィトンチッドを粉末にすることに成功。主に食品利用
を考え、原料流通及び製品開発をバイオアイ㈱にて行う。
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フィトンチッドエキス『PT-150』
主 要 原 料

アマチャズル レモン クコ ラベンダー

マツ ブルーベリー ドクダミ セロリ

トチュウ ビワ 高麗ニンジン イチョウ

チンピ ルイボス ゴマ ローズマリー

ヒノキ マイタケ クマザサ ニンニク

ユズ カンゾウ ヨモギ その他全200種類

★抽出は有機溶媒を一切使用しない抽出法にこだわっています★

主 要 成 分

ABIES OIL：油 TERPEN：精油 SESQUITERPENE：精油

BITTER ALMOND OIL：ビタミンＥ高含有
の不飽和脂肪酸

LIPASE：脂肪酸分解酵素 CELLULASE：セルローズ分解酵素

PECTINASE：ペクチン分解酵素 AMYLASE：澱粉分解酵素 FOLIC ACID：葉酸、ビタミンＢ群

FOLIC ACID COLIN：葉酸コリン ABIETIC ACID：アビエチン酸 AMINO ACIDS：アミノ酸

CHLOROPHYLL：葉緑素 VARIOUS VITAMIN：各種ビタミン その他数百種類のフィトケミカル※

※フィトケミカル（phytochemical）は、一般的な意味では、通常の身体機能維持には必要とされないが、病気を予防したり健康を維持するのに重要と考えられる植物による化合物を指す
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『PT-150』の従来の活用方法

消臭・室内環
境（ホルムア
ルデヒド）浄

化作用

抗菌・除菌・防カビ
作用

抗酸化作用 抗ストレス作用
その他

ＯＥＭ商品

口臭予防
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フィトンチッドのエビデンス

消臭・室内環境（ホルムアル
デヒド）浄化作用

●室内環境におけるフィトンチッドの消臭効果の検討

・島根大学総合科学研究支援センター実験動物分野：川上浩平、山田高也・近畿大学工学部生
物化学工学科：野村正人・島根大学医学部解剖学研究室：河本舞、堀江哲史、大谷浩・島根大
学医学部看護学科：小林裕太・日本フィトンチッド：三原安経

抗菌・除菌・防カビ作用

●フィトンチッドの化学成分とその抗菌効果

・近大院システム工：阿部智、増本幸一、野村正人・島根大動物実験：川上浩平・島根大医医：
大谷浩・日本フィトンチッド：三原安経

口臭予防

●各種口臭消臭剤の効果について

・大阪歯科大学歯周病学講座：白井健雄、上田雅俊、今井久夫

（日本歯科保存学雑誌 第47巻 第5号）

抗酸化作用

●フィトンチッドの化学成分とその抗酸化作用

・近畿大学大学院システム工学研究科システム工学専攻：阿部智・近畿大学工学部生物化学
工学科：野村正人

（アロマリサーチ Ｎｏ25 2006年2月28日発行）

抗ストレス作用

●テレメトリーシステムを用いたＳＨＲの循環生理値に対するフィトンチッドの影響

・島根大学総合科学研究支援センター：川上浩平、下崎俊介・近畿大学工学部生物化学工学
科：石田勇、野村正人・島根大学医学部病態病理学：言美昇、並河徹

その他
●抗鳥インフルエンザ試験 ●抗結核菌試験 ●各臭気強度試験 ●安全性試験 ●各種殺
菌試験 ●室内落下細菌試験 ●抗ウィルス試験 ●マイナスイオン測定試験



フィトンチッドとその可能性  

空気サプリメント 

「フィトンエアー」誕生 

西山啓道�
タイプライターテキスト�
Grow Link Ltd,



フィトンチッドの能力 

樹木は自らの為だけでなく、自分の周りの環境（生態系）を整える為に酸素とフィトンチッ
ドを放出します。 

＝人体に対しても非常に有益に働く 

● 森林内には無数の腐敗物（枯葉・動物の死骸等）が存在するのにも関わらず、
非常に清潔に保たれている。（腐敗臭がしない＝消臭能力） 

● 人体や動物に害を及ぼす腐敗菌や病原性の感染菌等は森林内では存在 
が困難。害虫も寄せ付けない。（抗菌・防虫能力） 

● 動植物の鮮度保持に貢献し、腐敗の進行を遅らせる（＝酸化しないように 
する。）（抗酸化能力） 

フィトンチッドに認められている能力 

森林セラピー・・・医学的なエビデンス（証拠）に裏付けされ
た森林浴効果 

欧米諸国では、森林浴はリラクゼーション効果や免疫機能の改善
など予防医学的効果を期待され「森林セラピー」として医学・医療
の現場で実用化されています。 

 



現代人とフィトンチッド 

：近年の急速なインフラ開発に伴う環境汚染や森林離れ 

 

：高度情報化社会の到来によるストレスの増加 

 

：キレイキレイ志向による免疫力の低下 

（＝超清潔志向による細菌叢のバランスの崩れ） 

現代病（生活習慣病）が問題視 

高血圧症 ・ 花粉症 ・ アトピー  等々 
昔はなかったのに・・・ 

――――― フィトンチッドを利用した“森林浴”による健康法に注目 ――――― 

自然の香りで精神的な安らぎを求めストレスを解消する方法 
 

＝フィトンチッドの様々な効果により体内環境が正常化される 

フィトン・チッドから離れた生活 

+ フィトンチッド（森林）の減少 



ＰＴ-１５０溶液誕生 

日本フィトンチッド社は、日本に群生する天然百数十種類もの植物資源から 
抽出された｢フィトンチッド｣を、独自の調合技術で 

溶液化させたものを大学や研究機関へ提供し連携研究を行ってきました。 

日本のフィトンチッド研究者との出会い 

三原前会長／谷田貝光克(東大名誉教授) 

当社のフィトンチッド溶液は「PT-150」の名称で、さまざまなエビデンスを取得しています。 
健康・環境分野へのさらなる効能研究と未来への継承を目標に掲げ、 

2008年11月に「日本フィトン・チッド株式会社」を設立。 

2009年4月に尼崎市のインキュベーションセンターに安定した品質での溶液生産体制を整えました。 



空気サプリメント「フィトンエアー」の誕生 

●自然界類似拡散方式「特許取得」 

  新メカニズムにより極超微粒子(nano)にしたフィトンチッド成分 

  をより長時間、広範囲に浮遊させることを可能にしました。 

免疫力を高める 

  呼吸から取込む天然の植物栄養素…… 

◆呼吸から始まる新しい健康習慣！ 

 お部屋に 空気サプリメント  



空気サプリメント よくある質問 Ｑ＆Ａ  

① 空気がきれいになりますか？ 

花粉やハウスダスト等の飛散・浮遊物に対して沈降作用があります。 

空気サプリメントは「天然フィトンチッド」を発生させ、森林などの自然界と同じ状態をつくりだします。 

その結果、多くのモニター様から花粉症等のアレルギー症状への良い効果報告をいただいています。   

・室内は、ホコリやチリのない「清んだ空気」になります。 

・天然の植物栄養素を含んだ空気になります。 

お部屋に本当の空気環境と健康をお届け致します。 

「森林の空気」にはフィトンチッドが含まれます。 

「都会の空気」には公害物質が含まれます。 

人工的産物（二酸化炭素・一酸化炭素・窒素酸化物・有機化合物） 

多くの植物の揮発性成分（フィトン・チッド集合体） 



② 室内の「いろいろな悪臭」に効果がありますか？ 

・４大悪臭（アンモニア・トリメチルアミン・硫化水素・メチルメルカプタン） 

 を始め、煙草の臭いやその他様々な悪臭に対する 

 消臭効果が大学等の研究機関で実証されています。 

活性炭などによる「吸着消臭」、別の臭いで覆いかぶせる「ラッピング消臭」などと違い、フィトンチッドの消臭作用は化学的中和による「分解消臭」です。 

また、室内のホルムアルデヒド濃度を減少させる効果も報告されています。 

植物は長い進化の過程で自己防衛機能として「有害化学性物質」や「病原性のある微生物・細菌」を排除する能力を身に付けてきました。 

③ インフルエンザ等の感染予防に効果がありますか？ 

・国内研究機関の「ウイルス不活化試験」で 

       インフルエンザウイルスＡ型「Ｈ１Ｎ１型」の99.9％不活化が実証。 

・海外研究機関の「抗ウイルス試験」で 
       鳥インフルエンザウイルス「Ｈ５Ｎ１亜型」の100%不活化が実証。 

・病原菌やカビ細菌類に対する殺菌 

        （Ｏ-１５７・ＭＲＳＡ・サルモネラ・セラチア・レジオネラ菌等） 



⑤ リラックス効果がありますか？ 

・動物実験による生理値測定で多くの「抗ストレス作用」を実証。 

・空気サプリメントは動物の交感神経に作用して、 

       ストレス時の血圧上昇を調整する働きが大学研究で確認されました。 

※アドレナリン・ドーパミン等の脳内で放出される興奮ホルモンの総称。ストレス反応の中心的役割を果たし、血中に放出されると心拍数や血圧を上げたり 

  血糖値を上げる作用がある。 

④ 空気サプリメントが多すぎるとどうなりますか？ 

・「口臭エチケットキャンディー」には食品添加物としても実用されています。 

・１００％天然植物成分ですので肌に触れても「安全・安心」です。 

「東京食品技術研究所」 「日本食品分析センター」において安全性証明 

ＰＴ-１５０噴霧空間内では、血漿中のカテコールアミン※の上昇が抑制される事が確認され、ストレスや疲労の緩和に有効であることが明らかにされました。 



⑥ 空気清浄機器との違いはなんですか？ 

※ 一般の電子イオン式空気清浄機の機能は、活性酸素・オゾン等を発生させて空気中の悪臭源・病原菌等を強力な酸化力によ
り酸化し除菌消臭します。 
しかし活性酸素・オゾン等の酸化力は病原菌だけでなく人体にも及びます。  
 
空気サプリメントは、除菌・消臭能力に加えて活性酸素除去能力も認められており、「活性酸素除去剤」として特許申請しておりま
す。   
 
 
 

・空気サプリメントは天然植物成分により、安全に広域空間での 

 空気浄化を実現します。 

 また、森林環境と同様の健康的な栄養のある空気を実現するものです。 

 ＜多くの空気清浄機器の限界がここにあります。＞ 

Ｐ社空気清浄機 Ｓ社空気清浄機 Ｄ社空気清浄機 空気サプリメント 

（フィトンチッド） 

除菌 ○ ○ ○ ○ 

消臭 ○ ○ ○ ○ 

活性酸素除去 × × × ○ 

ストレス緩和 △ △ △ ○ 

大手家電メーカー３社の空気清浄機との能力比較 



汚染物質除去方式 正常化システム 
浄化装置の機構と必要

な改善項目 
シックハウス症候群と

の関連性 

空気清浄機 

室内の空気を装置内に吸
収して、汚れた空気の花
粉、塵芥等をフィルター
で濾過し室内に空気を排
出する。 

吸気ＦＡＮによって、室
内空気を吸引し、装置の
フィルターで汚染物質を
捕集、濾過のシステムを
経て吸気ＦＡＮの排気力
で再度、室内に排出する
濾過システム。 

清浄機の近くのゴミだけ
を吸収するシステム。 

室内空気に対流を起こす
ため、清浄機の周辺しか
吸引できない。家具等の
設置により室内空気の対
流は乱れ、家具の隙間な
どには届かず、又離れた
場所の塵芥を直接吸収す
ることができない。 

フィルターを頻繁に掃除
・殺菌する必要がある。 

一部では、プラズマ触媒 
活性炭を採用しホルムア
ルデヒドを物理的に除去
できると宣伝しているが
、「清浄機内に吸引した
空気が対象」の性能表示
で、室内のホルムアルデ
ヒドの全量を除去するの
ではなく清浄機の機能を
示しているだけである。 

空気サプリメント 

純植物性エキスを、超音
波によりミクロンのドラ
イミストイオンにして拡
散し天然のマイナスイオ
ンが塵芥に帯電し落下さ
せ、有害物質を分解除去
。ダニ、カビ等も防除す
るフィトンチッド拡散方
式。 

分解消臭力、除菌力、防
カビ、防ダニ、ホルムア
ルデヒド分解能力を持つ
約６０種類以上の植物の
抽出エキスを超音波でド
ライミストにして室内に
拡散すると、分解消臭、
塵芥除去、空気浄化に加
え、精神のリラクゼーシ
ョン効果をも発揮する。 

フィトンチッド拡散シス
テム。 

超音波によるドライミス
トを拡散する「攻撃的な
清浄装置」。 

室内の空気やホコリを拡
散することなく自ら室内
の隅々まで行き渡り空気
を浄化する。湿度をあげ
ず乾燥もさせないバラン
スの取れた空間を作る攻
撃型多目的空気清浄機。 

できるだけ高い位置に設
置がよい。 

含有成分のエビカテキン
ガレート及びエビカロカ
テキンガレートなどの有
効成分は、ホルムアルデ
ヒドの分解作用を発揮す
る。 

ＰＴ-150の室内拡散は
、吸引除去方式の空気清
浄機では不可能な空気環
境の正常化に実効をあげ
る。 

近畿大学 生物化学工学科 教授 野村 正人 博士 著 （フィトンチッド－特性とその応用－） より 

⑥ 空気清浄機器との違いはなんですか？ 



■フィトンチッド液に関る生理学的研究「動物の自律神経系統へ及ぼす影響」 

・最近の生活習慣病「高血圧、心筋梗塞、糖尿病、胃潰瘍等」の８０％はストレスによるものだと言われています。 

 世界中で実施されている森林セラピーは、森林から分泌される揮発成分フィトンチッドの効能を得ることで心身の健康を回復する療法です。 

・ストレス感受性の高い疾患モデル動物「高血圧自然発症ラット」を使った実験では、ＰＴ１５０噴霧空間でラットの血圧上昇を抑制        
しストレス時に血圧を低下させることを明らかにしました。  

また、ストレス実験後の噴霧空間ラット群の胃には損傷がなく、対照群のラットの胃には著しい出血や損傷(潰瘍)が発症しました。     

  ・自律神経の活動性に反映される血漿中カテコールアミンの上昇が抑制される働きが確認され、ストレスや疲労の緩和に 

    有効であることが明らかにされました。 

拘束ストレス中のラット 水浸拘束ストレス中のラット 

近畿大学工学部生物化学工学科/島根大学医学部解剖学研究室/島根大学総合科学研究支援センター 

コア技術－溶液の学術エビデンス 

・フィトンチッド溶液（ＰＴ-150）のストレス緩和能力テスト 



※ 「α -Tocopherol」とは高い抗酸化力でよく知られるビタミンＥ群に属する物質です。薬品はもとより化粧品や、酸化防止剤として食品添加物と

しても使用されています。 

表にありますように当社の４種類のフィトンチッド溶液は「α -Tocopherol」を上回る抗酸化能力（表左側）と、体内の抗酸化酵素 

を活性化させる効果（表右側）の抗酸化能力が認められています。   

コア技術－溶液の学術エビデンス 

近畿大学/生物化学工学 

＜野村博士＞ 

・フィトンチッド溶液（ＰＴ-150）の抗酸化能力（活性酸素除去能）テスト 

ＤＰＰＨラジカル（活性酸素）消去効果 

Ｓ・Ｏ・Ｄ（体内抗酸化酵素）活性効果 

ＰＴ‐１５０原液 

（４種類） 



■歯科診療施設における院内感染防止策の研究 

 歯科診療の場は、最悪の院内感染環境、患者さんへの感染拡大をさける為に病原菌を殺菌する為の 

 「オゾンや消毒用化学薬品」を多様する。 歯科医師の死因ベスト３に肺疾患「これでは....」という感を強くし！ 

 天然物フィトンチッド「室内空気への拡散効果」を研究、院内感染防止の究極のシステムとして目的を達成できたと考えている。 

宝塚市／国民健康保険診療所歯科診療 

                     ＜駒井先生＞ 

コア技術－溶液の学術エビデンス 

・フィトンチッド噴霧器とオゾン式清浄機の比較テスト 



 大阪市中央区 添田歯科 

大阪市西区 中北歯科 

歯科医院設置例  

宝塚市 国民健康保健診療所 

空気サプリメント導入例 



埼玉県 
幼稚園設置例  

大阪府 
保育園設置例  

空気サプリメント導入例 
















































