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団 同
種々の滅菌法に関与する OHラジカルの有効性ならびに

安全性と家電製品のウイルス不活化に対する有効性について

新谷英晴1¥小阪教由奥田 舜tム 3
t口

緒言

医療機器ならびに製造環境清浄化に対しては様々

な滅菌法が存在するが，その多くの滅菌法の滅菌

化学種として OHラジカルが挙げられる。例え

は放射線滅菌，電子線滅菌，オゾン滅菌，過酸化

!.K素滅菌，過酢酸滅菌，ガスプラズマ滅菌，光触

媒滅菌などがその代表的な例である。だから OH

ラジカルを増加させる方向にもって行くことに拠

り，滅菌効果を高めることが可能となる。

ところで近年家電製品の性能にウイルス不活化

の機能を付加した製品が市販されている。ウイル

ス不活化も OHラジカル暴露で達成されるが，

ウイルス不活化の現実的な場での有効性を示すデー

タならひーに安全性について行政サイドではそれら

の科学的根拠を求めている。ウイルス不活化に対

する OHラジカルの有効性ならびに安全性を基

に以上の内容について議論する。

OHラジカルが関与する滅菌法

図lに示す如く OHラジカルの滅菌性能は種々

の活性酸素ラジカルの中でも最大である 日。

OHラジカルの作用機序としては N-Hならび

にC-Hなどの共有結合の切断が挙げられる。ま

たOHラジカルの飛行距離としては0.01秒で30

cmとされ， OHラジカルの平均寿命は100万分

の l秒から1000分の l秒とされている。それか

ら計算して， OHラジカルの飛行距離は 3cmか

ら0.003cmとなる。

12.5 38 6J5 

Fig.1. Comlコarison01' sterili ty d巴greeamong actJve 

oxygen radical species 

従来からの滅菌法の中で OHラジカルが主な

滅菌化学種である滅菌法としては次の様な方法が

考えられるo それらは放射線滅菌，電-f-線滅菌，
オゾン滅菌，過酸化水素滅菌，過酢酸滅菌，酸素

ガスプラズマ滅菌，光触媒滅菌などである。これ

らの滅菌法に対し滅菌メカニズムとして OHラ

ジカルが如何に関与しているか個々に見ていくこ

とにする。

放射線滅菌，電子線滅菌と OHラジカル 2)

何れの滅菌法の場合も，水の電離作用によって

短寿命の OHラジカル，日電子などが生成され，

これらが滅菌化学種となる。 OHラジカルは不安

定で二酸化力が強く (前述のとおり平均寿命は100

万分の lから1000分の l秒)，放射線滅菌作用の

60-70%はOHラジカルによって起こり， OH 

ラジカルは生体内 DNA鎖の切断に関与する。放

射線の細胞への影響が大きい理由は DNAが他の

生体成分よりラジカル作用に敏感であるためと考

えられる。

l中央大学理工学部， 元国立医薬品食品衛生l研究所 千191-0041 東京都日野市南平 1-10-60 ii042-592-2336 
2附ハマネツ，オゾン事業部 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-11-5 川浅ビル ii045 -473 -3388 

2北里環境科学センター 干252-0329 神奈川県相模原市南区北里 1-15-1 ii042-778-9208 
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オゾンガスならびにオゾン水滅菌と OHラ

ジカル

高湿度中(相対湿度， RH， 90%以上)のオゾ

ンガスは OHラジカルを発生させことが知られ

ている。そのメカニズムとしてはオソンガスは

O
2とOとが緩く結合した化合物であり 2，3} (0 

が解離し易いために酸化力が強く，酸化還元電位

が高い)，図 2に示 したとおり O2はスーパーオ

キサイドデスムターゼ (SOD)により酸素と過

酸化水素になり，生成した過酸化水素は過酸化水

素のところで述べるフェントン反応によって OH

ラジカルとなる。その意味ではオゾンと過酸化水

素とは酸化還元電位の差を除けば共通する部分が

多L、。またオゾンは水分の存在下で UV照射に

拠って， OHラジカルを生成する。

0， + hv → 0+02 

o + H20 → 20H 

20H'→ H202 

オソン滅菌に於いては高濃度の水分を要求する

ことから，湿度がオゾン滅菌において重要な因子

であることが既に判明しており，高湿度ほど滅菌

効果が高く 41 OHラジカルの生成量も多いO

RHとしては90%以上が必要とされ，滅菌効果と

RHとの聞には有意な相関関係があるリ。 同様に

温度ならびに濃度と滅菌効果との聞にも有意な相

関関係があり，高温度，高濃度ほど滅菌効果が高

いことが分かっている 4JO

図 lに示したとおり OHラジカルは活性酸素

と呼ばれる分子のなかでは最も反応性が高く，最

も酸化力が強く，細菌の糖質やタンパク質や脂質

などと反応し，滅菌，殺菌，酸化的分解を起こす

ことが知られている。オゾン水での細菌の2SLR

(spore log reduction) の CT (conc巴ntration

tlm巴)値 (mg/L • min)はそれぞれ，腸内菌

は0.01， ウイルスは1.0，芽胞菌は 2とされてお

り，芽胞菌が最強であることは良く知られた事実

である(図 3)日。

過酸化水素ガス滅菌と OHラジカル 6) 

過酸化水素は，細胞中の二価鉄イオン (Fe2つ
や一価銅イオン (Cu+)などの触媒作用で， OH

ラジカル (OH目)に変化する。反応は以下のと

14 -

O2 
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Fig. 2. The function of several enzymes to produce OH 

radical 

おりでフェントン反応と呼ばれる。

Fe2十十日202→Fe3++OH-+OH・

(フェントン反応)

Cuγ+H202→Cu2
十+OW+OH

(フェントン反応)

過酸化水素は，酸化力は比較的弱いが(後述)，

寿命は安定で，かっ長く，また鉄イオンを媒介と

したハイパー・ワイス反応によってもOH・に変

化する。

02-+HI02→OH'+OH-+02 

(ハイノfー・ワイス反応〉

過酸化水素は，菌体内のミエロペルオキシダー

ゼの作用で， さらに毒性の強い次亜塩素酸

CHCIO， pH6)に変化し，過酸化水素と生成した

次亜塩素酸との相乗効果により，好中球をより容

易に死滅させ，その結果として増大した滅菌効果

を発撮する。

表 lに各滅菌剤の酸化還元電位 (Eh)を示し

た。次亜塩素酸の生成を考慮、して次亜塩素酸の

Ehも同時に示した。

過酸化水素の標準酸化還元電位は， 1目76eVと

OHラジカルやオゾンに比べれば低く， しかしな

がらそれでも充分に電子を引き抜く作用(酸化作

用)を有するが，酸化力は光触媒に用いられる二

酸化チタンよりは弱い。
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過酸化水素ガス滅菌メカニズムと OHラジ

カルとの関係

極性構造あるいはイオン化構造をを持たない過

酸化水素は，細胞膜を容易に通過できる。赤血球

では， 血築中で生成された過酸化水素ーが細胞!換を

通過し，赤血球内の Fe2+の存在下でフェントン

反応により， OHラジカルが生成される。生成し

た OHラジカルにより，細胞膜内側から膜障害

を起こし，赤血球を溶血させ，細胞死に到らしめ

る。

既述のとおり OHラジカルの寿命は短いが，

表 1に示 したとおり酸化力は強く，酵素蛋白質や

細胞骨格蛋白質，脂質，糖質，核酸 CDNA，

RNA)，などと反応する。 OHラジカルは，特に，

脂質を連鎖的に酸化させ，特に不飽和脂肪酸の 2

重結合部分で酸化的分解が生じる。

OHラジカルは，既述のとおり過酸化水素とニ

価鉄や一価銅(これらの金属量は菌体内に存在す

る触媒長で充分である)とフェントン反応で生成

される。

2分子ーの OHラジカルは，過酸化水素に戻る:

OH'+OH ・→H202
戻った過般化水素は再ひ許微量の Fe2宇や Cu'"を

触媒としてフェントン反応を起こして再び OH

ラジカル生成に拘わってし、く o

OHラジカルは，スーバーオキシドとも反応す

る:

OH ・十O2→O日 +02 
また OHラジカルは，過酸化水素とも反応す

る.

OH ・十H202→日20+HOO・

生成した HOOも図 lに示したとおり，滅菌

力を有するため，これらの一連の反応が過酸化水

素では起こるため，過酸化水素の滅菌効果は高い

表 1. Oxidation reduction potential (Eh) of several 

st巴1"ilants

sterilants structural formula Eh 

hydroxy 1 radical OH 2.81 
ozone 0， 2.0i 
IlYdrogen peroxide )-)，0， 1.i6 
chloride Cl， 1.36 
hypochlorite HCIO 1.10 
chlo1"ine dioxide CI0， 0.95 
oxygen 0， 0.94 
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υ
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と考えられる。

過酸化水素滅菌と RHとの関係

過酸化水素の場合も例外なく RHが高い方が

滅菌効果が高いことが知られているが，過酸化水

素は 2つの OHが約94度とかなり力が掛かった

構造であるため，一分子の過酸化水素から容易に

二分子のOHとなり得るため，オゾン，過酢酸，

ニ酸化塩素などに比べて必ずしも OHラジカル

生成に際し，高湿度を要求する訳ではなL、。その

意味で RHが40-50%位の通常の状態でも充分

に機能するが，より滅菌能力を高める場合には，

RHを90%以上にする必要がある。

過酢酸滅菌と OHラジカル

過酢酸によって細胞膜の酸化，それに続く生成

した OHラジカルに拠る滅菌が起こる。オソン

同様，過酢酸滅菌の場合， OHラジカル生成のた

めには高湿度(RHとして90%以上)が要求され

る。微生物の滅菌と同時に関連する高分子の損傷

を伴う:例えば炭水化物， f亥敵(突然変異)，脂

質(不飽和脂肪酸の不飽和結合部位での過酸化反

応)ならびにアミノ酸(例えばフェニルアラニン，

チロシン， トリプトファンなどのベンゼン環を有

防菌防徹

するアミノ酸)の分解などが起こる。

ニ酸化塩素の滅菌効果

オゾンに次いで滅菌効果は強力であるにも拘わ

らず，酸化還元電位が低いため， DNAを痛めず

に蛋白だけに損傷を与えるという選択的な滅菌作

用を有する。 OHラジカル生成には高湿度(RH
として90%以上)が要求される。

二酸化塩素の滅菌メカニズム

二酸化塩素の場合は OHラジカルと異なり，

O=CI-Oというフリーラジカルの特異的な酸化

作用で滅菌効果を発障する 110 フリーラジカルの

酸化作用でウイルス，細菌などを構成する蛋白が

酸化され， 高次元構造が変化し，死滅に繋がる。

その他の滅菌例については文献 2ならびに文献 8

に記載したのでそれらを参照されたL、
低温酸素ガスプラズマ滅菌と OHラジカル9) 

酸素プラズ、マの場合は OHラジカルに拠るエッ

チング効果が主たる作用である iO'。それを図 4，

5で示す。エッチング作用により菌体表面ならび

に内部がえぐられ，その結巣として菌体やウイル

スの死滅に繋がるが，同時に素材劣化にも同様な

p，ぽ昌59・目町

E=:edg田5pe(耳宮 内

・8!CIT官 曹

・何回配1.1田

.，on$ 
・同制加S

・ 国ec~官官

・古田 radocals
• me旬以a凶es

V国却山nte8C泊四、CIUlm加1

。

ノ

Fig.4. Production of several sorts of g且sspecies to contribut巴sterilization
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ことが起こるため，低温ガスプラズマでも酸素ガ

スプラズマは有効であるが，余り実用的では無い

と忠われるo 窒素ガスプラスマの場合はエッチン

グ能力は殆ど無く AFMCatomic force micros-

copy)で観察した結果て，(j:数十nmレベルであっ

fこ16 12JO 

光触媒滅菌と OHラジカル

アナターゼ型の二酸化チタン CTiO，)に UV

(紫外)あるいは VISC可視)光を照射し， TiO， 

より生成する OHラジカルと同時に UV光との相

乗効果で菌を死滅させる(図 6，http://www 

apec-vc.or.jpjijmodulesjtinydOOjindex.php? 

id斗 8&kh_open_ cid_ 00=47)。空港などでのウイ

ルス不活化の適用方法として検討されており，例

えば SARS不活化が光触媒で達成された例が報

告されており，政府としても導入を考えているら

しし、。また病室の浮遊菌の減少のためと院内感染

防止ならびにクリーンルーム清浄化の目的などに

検討されている IS I九

OHラジカル発生機能を付加させた市販家電

製品の使用例とウイルス不活化の有効性の

可能性について

M 

M 
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設近の空気清浄機は粉塵のl吸引機能のみならず，

ウイルス不活化対策としての機能の付与も考えら

れている。それらの有効性ならびに安全性につい

ては新聞報道などもあるが，メーカーサイドの未

公開データを基にしたものであり，信感性に欠け

る。新聞報道でも既に発表されているが，データ

の公聞は避けられている。それらの家電メーカー

としては例えばシャープのプラズマクラスターイ

オンならびにパナソニッ クの nano巴(ナノイー〕

回

ト-120

Fig.6. Production of 01-1 radical from TiO， (photo-
catalyst) expos巴dwith UV light 
http://www.apec-vc.or.jp/j/ mod ules/tinydOO lindex 
phpワid・38&kh_open_cicLOO=47
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イオンなどが挙げられ，他のメーカーも同様な製

品を販売しているが，何れも公表している論文内

容は既知のラジカル生成作用と理想系での浮遊菌

のエアーサンプラーでの捕集実験で，肝心のウイ

ルス不活化を示すデータが無い 1九

これらの家電製品に対し行政側ではその有効性

と安全性に対して問題視している。その理由のー

っとしては，行政機関に提出されたウイルス不活

化のデータからは実用的な見地から鑑みて有効性

の判断が困難なことが挙げられる。その理由とし

ては実験データは理想的なデータで，人の介在や

有機物の存在などの現実に存在し得る環境から頗

る草I~ff.した理想的な環境でのデータだからである 。

家電製品から飛散する OHラジカルの距南jjは

既述のとおりせいせrい 3-O.003cmである。つま

りは浮遊菌やウイルスの不活化の有効性は不明で

あるが， このレベルの飛行距離で、あれば人への安

全性は確保されるものと推察できる。

またプラズマクラスターイオンから生成する

OHラジカルの場合，過酸化水素のところで記載

した様な OHラジカル同士の反応で司過酸化水素

に戻る可能性は考えられる。その場合，再性され

た比較的長寿命の過酸化水素が菌体内の Feトや

Cu.の触媒を介したフェントン反応で OHラジ

カルを生成し，生成された OHラジカルでl制本

自身が死滅する可能性は充分に考えられる。理想

系であるがそのことは文献18にも示されている。

しかしながら，これが最も重要な点であるが，

ウイルス不活化に関して言-えば，ウイルス内には

Fe2ーや Cuのがイ字在しないため上記のフェント

ン反応は起こらず OHラジカルの生成はない。

そのため再生した過酸化水素がフェントン反応を

起こして OHラジカルを生成してウイルス不活

化を起こす可能性はゼロである。その意味では現

行の家電製品のウイルス不活化の有効性について

は疑問視せぎるを得なL、
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報文内容大意

表題:フローサイトメトリーによる牛乳中の大腸菌群

迅速検出(技術論文)

著者:田中孝，土方智典，上門英明(明治乳業株研

究本部技術開発研究所)

掲載:防菌防微， Vo1.39， No.2， pp.71一75(2011) 

牛乳中<lOCFU/mlの大腸菌群は， BGLB培地での35
oC， 4時間培養後に，フローサイトメーター BactiFlow⑧

により検出された。また，本法の検出感度は， BGLB培

地培養液の 0.1%Tween80処理およびフィルター鴻過に

より向上した。大腸菌群以外の菌株は， BGLB培地培養
中にほとんど増殖せず， BactiFlow<1llによって検出され
なかった。本法と乳等省令に規定されている BGLB法

との一致率は，生乳試料に対して83.1%を示した。この
一致率は， 自主検査で採用されることの多い DESO寒

天培地法と BGLB法との一致率86.2%とほぼ同じであっ

た。以上より，筆者らが確立した本法は，牛乳中<10
CFU/mlの大腸菌群を約 5時間で検出可能であり，牛乳
中の大腸菌群迅速測定法として有用であると考えられた。

Key words : Coliforms (大腸菌群)/ Rapid Detection 
(迅速検出)/ Flow Cytometry (フローサイトメトリー)• 

解説内容大意

表 題:プリオン蛋白質 (PrP)とPrPファミリー蛋白質

著者:作道章一，田中康春(琉球大学医学部保健学科

生体代謝学分野)

掲載:防菌防徽， Vo1.39， No.2， pp.77-81 (2011) 

プリオン病はプリオンと呼ばれる病原因子が原因で発
症する。異常型プリオン蛋白質 (PrPS')がプリオンの主

要構成成分であり， PrPs，は宿主細胞が元々持っている

正常型プリオン蛋白質 (PrPC)が構造変換したものであ

る。最近になって PrPCに相向性のある蛋白質が次々見

っかり，プリオン蛋白質 (PrP)ファミリーが形成され

ていることが分かりつつある。本解説では， PrPやその

関連蛋白質の生理機能について中心に，著者らの研究を

交えて紹介する。

Key words : BSE (牛海綿状脳症)/Prion (プリオン)/
PrPC (正常型プリオン蛋白質)/Prps， (異常型プリオン

蛋白質)/Shadoo (シャドー).

表題:種々の滅菌法に関与する OHラジカルの有効性
ならびに安全性と家電製品のウイルス不活化に
対する有効性について

著者:新谷英晴(中央大学理工学部，元国立医薬品食
品衛生研究所)，小阪教由(側ノ、マネツ，オゾ
ン事業部)，奥田舜治(北里環境科学センター)

掲載:I坊菌防徽， Vo1.39， No.2， pp.83-89 (2011) 

医療機器ならびに製造環境清浄化に対しては様々な滅
菌法が存在するが，その多くの滅菌法に OHラジカルが

関与している。例えば放射線滅菌，電子線滅菌，オゾン

滅菌，過酸化水素滅菌，過酢酸滅菌，ガスプラズマ滅菌，
光触媒滅菌などがその代表的な例である。それらの滅菌

メカニズムについて述べる。近年電気製品の性能にウイ

ルス不活化の機能を付加した製品が市販されている。ウ

イルス不活化の現実的な場での有効性を示すデータなら

びに安全性について行政サイドではその科学的根拠を求

めている。ウイルス不活化に対する OHラジカルの有効

性ならびに安全性を議論する。

Key words :滅菌法/OHラジカノレ/ウイルス不活イじ/
フェントン反応.
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