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成型工程での原材料例（ p.30）

 ノ粒子のウイルス感染不活化：ウイルスの糖鎖とナノ粒子が結合して、エンベロープの変形を生
ナ
じる（高知大学・大島研究室との共同研究）
（ p.100）
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図５
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界面活性剤処理ウイルスの電子顕微鏡写真（ p.121）
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AgNPs の特性評価（ p.168）

（a）
AgNPs 分散液
（Ag コロイド）の紫外可視
（UV-Vis）吸収スペクトルとその経時変化 （b）AgNPs 粉末のX 線回折パ
ターン （c）
ポリアクリル酸（PAA）保護銀ナノ粒子のIR スペクトル （d）AgNPs のTEM 像

図4

 O により浸食され損傷した ISS 太陽電池端部ボックス上の両面アルミニウム蒸着ポリイミドフィ
A
ルム（約 1 年経過後）
（ p.181）
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図5

真空複合環境試験設備の（a）外観写真および（b）AO 照射装置の模式図（ p.182）

図６

ニッケル抗菌処理有無によるロックウールと培養液への藻の発生挙動（ p.192）
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図６

図 11
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導電性マイクロビーズ，左から，金，ニッケル，銅，銀（ p.207）

混合分散液の色の経時変化と AuNP と CNF の結合の概念図
（ p.210）
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図 13

図4

（電子試読版）

金箔の外観と電気抵抗の AuNP 含有量依存性
（ p.211）

花弁状物理殺菌ナノ構造の形状制御事例（ p.216）
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図1

図6

（電子試読版）

抗菌性金属イオンのゼオライトへのイオン交換イメージ図（ p.231）

 tak の皮膚への固定化 水洗による手洗い直後に撮影したにも拘わらず 14 時間は除去されて
E
いない。入浴後の 24 時間後では落屑により色が薄くなっており，固定化量が減っているのが
確認できる（ p.256）
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図1 光
 触媒樹脂
（PS 樹脂プレート 2 mm 厚，光触媒パウダー：左側 0.25％，右側
0.5％練り込み）
抗かび
（黒カビ）
試験の様子
（ p.261）

図2

光触媒水溶液担持品の菌吸着評価試験（パンに対するかび発生比較）
（ p.265）

①ケースの内側全体に光触媒水溶液を吹き付けたもの ②天面
（蓋）に張り付けた不織布のみに光触媒水溶液を吹き付け
たもの

③Control

考察：9/19 左は異常なし。中央は内部のみにかびが発生。右は表面から内部にかけてかびが発生。

9/20 左は試験開始時より重なっていた部分の内部のみに薄く小さいかびが発生
（視認困難なレベル）
。
9/24 左は試験開始
時より重なっていた部分の内部のみに薄いかびが視認できるようになった。
中央は内部のかびが広がりパン全体が変色す
るもかびは表面には発生していない。右は表面も内部もかびだらけとなった。結論：光触媒加工したものはパン表面や浮
遊しているかび菌をイオン吸着力により吸着し分解したと考えられるが，
天面からだけの作用では多孔質であるパンの内
部のかび菌は抵抗により吸着できなかった。
それに対し全方向からの作用では特に抵抗が大きかったと考えられる長期間
重なっていた一部分を除いては抵抗のあるパンの内部のかび菌も吸着したものと考えられる
（自社試験による）
。
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（a）

Cu（Ⅱ）

Cu（Ⅰ）

（b）

ウィルヘルコート粉末

図 1 （ a）基材上コート着滴の断面（×3K反射電子
画像）（ b）
（ a）断面の Cu の元素マッピング
（ p.292）

図9

図2

 外線硬化後のコート粉末と Cu（Ⅰ）と（Ⅱ）
紫
のスペクトル（ p.292）

 で濡らしたアレスシックイモンティアート
水
塗膜表面によって、pH 試験紙の色が黄色
（pH=7）→紫色
（pH=11 以上）に変化する様子
（ p.307）
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（ a）

（ b）

図 10 （a）接触感染対策商品 （b）接触感染防止使用例（ p.344）

− 口 - 10 −

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

（電子試読版）


はじ め に

ヒトは，地球環境と切り離したり遮断したりして生きることはできない。常に自然から大き
な恩恵を受けて生きている。言い換えると自然からの恩恵が受けられない状況になるとヒトは
すぐに存在できないものであろう。一方で，このことは常に他の生物の脅威に晒されているこ
とと同義でもある。このため，ヒトは長い歴史の間に村や町，巨大都市などの都市環境を構築
し，他生物からの脅威に打ち勝つ術を求めながら生活環境の快適性を確保してきた。これらは
人々の英知を結集した技術革新によってもたらされたものであるが，目に見えない生物，例え
ば病原菌やウイルス，合成化合物によるヒトや社会，生態系への悪影響についてはまだまだ克
服できていないのが現状である。
特に微生物においては，環境浄化や発酵産業で利用され，一部はヒト常在菌などとして健康
に大きく寄与していることが示されている一方で，病原菌やウイルス，食中毒菌，微生物腐食
などヒトや社会の脅威になるものも少なくない。近年では，公衆衛生などにおける衛生管理の
厳格化や近年の清潔志向・抗菌ブームによりさまざまな抗菌剤や抗菌製品の開発，抗菌処理技
術の革新が進み，微生物制御が比較的簡単になったように感じられている。また治療薬にも利
用可能な抗生物質や抗真菌剤，抗ウイルス剤の発見や改良により，微生物やウイルスの脅威は
以前に比べて低下傾向である。
しかしながら，2019 年の日本における食中毒事故件数を見てみると 1,061 件，患者総数
13,018 名，死者 4 名，寄生虫を含む微生物が原因と特定された事故割合が約 90％であり，統
計を取り出してからもっとも多かった 1998 年の食中毒事故件数 3,010 件，患者総数 46,179 名，
死者 9 名，寄生虫を含む微生物が原因と特定された事故割合が約 90％と比べると事故数で約
1/3，患者数で約 1/2 と減少傾向ではあるものの，微生物が起因する事故割合は減ってはおら
ず，さらに，事故全体の減少傾向も鈍化している。
また，近年の新型インフルエンザ感染症の発生，2019 年年末から始まった新型コロナウイ
ルスによる感染症など，新型ウイルスによる脅威は年々増えているようである。このようなこ
とから，決してヒトが微生物やウイルスの脅威を克服した，あるいは十分に対応可能な状況で
あるとはいえず，疫学的データからはこれまでの抗菌技術のみでは対応が困難な状況であるこ
とを示している
（厚生労働省データ）。さらに，2016 年度には USA での微生物が関与する金属
腐食における経済損失は約 1.1 兆ドルと試算されており（ NACE International Institute デー
タ）産業界における微生物被害も非常に大きく，対応が求められている。
そこで本書では抗ウイルス・抗菌技術開発の最前線でご活躍されている多くの先生方に，第

−1−

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。
第1編

製品開発のための基礎知識

1 編「製品開発の基礎知識」について，第 2 編「抗菌メカニズム・抗ウイルス作用と性能評価
機能」について，第 3 編では「製品開発のための基盤技術」について，第 4 編では「製品開発
と適用事例」についてご執筆いただき，現在の抗菌技術の現状と問題点，さらには将来に向け
た可能性についてご議論いただいた。これらは抗菌技術開発者の情報交換の場だけではなく，
抗菌技術利用者にも安心していただける材料にもなると確信するものである。また，これらを
通して安全，安心できる，より効果的な抗菌技術開発につながれと祈念するものである。
2021 年 2 月

関西大学

松村

吉信
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第1節

細菌の分類・形態

大阪大学

三室

仁美

1. はじめに
肉眼では観察できない生命体である微生物には，細菌（ bacteria），真菌（ fungi），原虫（ protozoa），藻類（ algae）の一部や，ウイルス（ virus）が含まれる。ウイルスは基本的には核酸とタ
ンパク質の集合体である粒子であり，細胞としての構造を持たず，独立して生命現象を営めな
いため，他の微生物とは異なる。しかしウイルスは，遺伝子としての核酸を有し，宿主細胞に
寄生することで自己複製・増殖性という生物的機能を示し，感染する生物に影響を与えること
から，一般的に微生物の範疇に含まれる。
生物の基本的な構成単位は細胞である。動物や植物をはじめとする多細胞生物では，特徴の
異なる細胞に分化した細胞集団から個体が形成されるが，単細胞生物では，個々の細胞が独立
した個体である。細胞は脂質層からなる細胞質膜によって，内側の細胞質と外界に仕切られて
いる。生物は細胞の構造に基づいて真核生物（ eukaryote）と原核生物（ prokaryote）という 2 グ
ループに分けられることが，顕微鏡観察によって古くから知られている。真核生物では，明瞭
な膜で囲まれた細胞内区画である核の中に DNA が存在する。一方原核生物では，核膜を有さ
ず遺伝子 DNA が細胞質中に存在する。植物，菌類，原虫，動物は真核生物であり，細菌は原
核生物である。
生物はいろいろな観点から分類されてきた。最近はゲノム解析により，生物の全 DNA 塩基
情報が解析され，生物の DNA 塩基配列の相違数から，進化上の距離を定量的に求めることが
可能となった。これにより，従来細菌と同じ分類であったいくつかの生物が，進化的には細菌
とはかけ離れた起源であることが示された。リボソーム RNA の塩基配列による比較分類によ
り，生物が，真核生物（ Eukarya），細菌（ Bacteria），古細菌（ Archea）の 3 つのドメインに分
類されることが，1990 年に C. Woese により提唱された1）。真正細菌も古細菌も，0.5～2 µm
程度の大きさの，核を有さない小さな単細胞生物であり，形態学的にも類似性が高い。しかし，
リボソーム RNA 配列解析によると，古細菌は，細菌よりも真核生物に近いことが明らかに
なっている。
真正細菌と古細菌はいずれも原核生物であり，単細胞生物である点も共通である。しかし古
細菌は，真正細菌の細胞壁を構成するペプチドグリカンが存在せず，抗菌薬に対する感受性も
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異なる。極限環境で見られる古細菌は，人の腸管内や土壌中など，われわれの身の回りにも広
く棲息していることが明らかになってきていることから，古細菌のなかにも人の生命現象に関
与する菌が存在する可能性もある。しかしながら，これまで同定されている人に対する病原細
菌はすべて真正細菌である。そこで本節では，人に対する病原細菌や常在細菌として重要な真
正細菌の基礎について概説する。

2. 細菌の大きさと形態による分類
細菌の多くは 0.5〜2 µm 程度の大きさであり，動植物細胞（ヒトリンパ球は 8〜15 µm）より
も小さく，ウイルスよりも大きい。肉眼では見えないため，細菌の観察には，光学顕微鏡や電
子顕微鏡が用いられる。
単細胞生物である細菌は，細胞形態によって，球状（球菌），棒状（桿菌），らせん状（らせん
菌やスピロヘータなど）に大別される（図 1）。球菌では，肺炎レンサ球菌や淋菌などの双球菌，
レンサ球菌に見られる連鎖状菌，ブドウ球菌に見られるブドウ房状菌など，特徴的な形態をと
るものがある。これらの形態は増殖条件に依存して変化するものもあり，生体内から採取され
たものと実験室内での in vitro で培養した菌とでは，異なるものもある。通常の桿菌も，増殖
条件によっては，球菌様の形態や，分裂異常により伸長した形態を示すこともある。スピロ
ヘータ門の細菌は長いらせん構造を示すが，ヘリコバクター・ピロリのような桿菌に近い弱い
ねじれ方の形態を示す菌も存在する。
細菌は単体や数個の塊として個別に生存できるが，物体の表面に付着した細菌が，菌体外高
分子を介したフィルム状の集団塊のコミュニ
ティを形成することがある。このような状態を
バイオフィルムという。バイオフィルム内の細
菌は，食細胞などによる生体防御機構や宿主免
疫系から隔離され，抗菌物質の作用も受けにく
い。カテーテルや人工関節，歯垢などのバイオ
フィルムは難治性感染症の原因となる。また，
水道管などの環境衛生関連のインフラでの発生
も問題となる。

図1

細菌の形態

3. 細菌の基本構造
3.1 染色体
細菌の染色体は通常 1 本の環状二重鎖 DNA である。染色体の大きさは菌種により異なり，
数百 kbp から 10 Mbp 程度である。これはヒト染色体の千分の 1 程度である。しばしば，染
色体とは独立して複製するプラスミドを保持する。染色体は，ヒストン様タンパク質などが結
合した核様体として細胞質内に存在する（図 2）
。
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細菌の基本構造

3.2 細胞質
細菌の細胞質には小胞体やミトコンドリアなどのオルガネラは存在しない。真核細胞のアク
チンフィラメントや微小管などのような細胞骨格はみられないが，アクチンやチューブリンな
どの細胞骨格タンパク質相同体が，細胞の形態の維持や分裂に関与している。タンパク質合成
装置であるリボソームは細胞質内に存在する（図 2）。真核生物のリボソームは 60S と 40S のサ
ブユニットからなる 80S 沈降係数であるのに対し，細菌のリボソームは 50S と 30S のサブユ
ニットから構成される 70S 沈降係数である。

3.3 細胞質膜
細菌の細胞質膜は，真核生物と同様に脂質二重層で構成される。細菌の細胞質膜には，電子
伝達系やエネルギー生産に関わるタンパク質群や，物質の膜透過に関与するタンパク質（タン
パク質分泌装置，種々物質の取り込みや排出装置），走化性に関与するタンパク質など，細胞
の維持に必須の多様なタンパク質が局在する。水素イオン濃度は，細胞質膜の内外で内側が低
い勾配が形成され，その結果得られるプロトン駆動力は，細菌のさまざまな活動のエネルギー
源として利用される。

3.4 細胞壁
細胞質膜の外側は，ペプチドグリカン（別名ムレイン）からなる細胞壁が覆う。ペプチドグリ
カンの構造は細菌の種類によって異なるが，N-アセチルグルコサミンと N-アセチルムラミン
酸の，二種類の糖からなる多糖がペプチドで架橋された強固な網目構造を形成する。ほとんど
の細菌がペプチドグリカンからなる細胞壁を有する。細胞内部は細胞質膜を透過できない高分
子や低分子化合物が高濃度で存在するため，外部環境に比べて高浸透圧となっている。細胞壁
は，内部の膨張圧力に対する物理的強度を付与し，菌体を保護している。細胞壁は細菌細胞の
維持に重要な構造であることから，ペプチドグリカン合成経路は抗菌薬の標的の 1 つとして利
用されている。
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4. 細菌の表層構造と分類
細菌の表層は，特徴的で多様な分子群で構成されている。菌体が生体と接触する際に，細菌
の表層は宿主細胞との接点となることから，多数の菌体表層因子は，宿主が感染を感知して外
来細菌を生体から排除するための自然免疫応答受容体のリガンドとなっていることが明らかに
なっている。

4.1 グラム陽性菌・陰性菌
細菌の細胞壁の構造と外膜の有無によるグラム染色の染色性の違いから，伝統的にグラム陽
性菌とグラム陰性菌に大別される。
グラム陽性菌は，脂質二重層である細胞質膜の外側に，多重層の厚いペプチドグリカンから
なる細胞壁を有し，外膜を持たない。この細胞壁にはタイコ酸やリポタイコ酸のほか，さまざ
まな多糖やタンパク質が存在する。グラム陽性菌では，染色過程で色素とヨードの複合体が，
厚い細胞壁のために漏出しにくく濃紫色に染色される。
一方，グラム陰性菌は，細胞質膜（グラム陰性菌では内膜とも呼ぶ）の外側に，薄く架橋の少
ない構造のペプチドグリカン層からなる細胞壁と，さらにその外側にリポ多糖（ LPS）という
糖脂質が存在する脂質二重膜の外膜を有する。細胞質膜と外膜に挟まれたペリプラズムという
間隙には，ペプチドグリカン合成などグラム陰性菌の代謝に重要な酵素群や基質結合タンパク
質群が存在しており，そこで外膜タンパク質や分泌タンパク質のプロセシングや折りたたみが
行われる。グラム陰性菌は，グラム染色過程での色素―ヨード複合体が容易に漏出するため，
染色されない。リポ多糖は，外膜の脂質層を形成する Lipid A にコア多糖と数種類の糖からな
る基本単位が重合した O 多糖が結合する。O 多糖は多様性が高い構造であり，同一菌種内で
も株により多様性があり抗原性が異なることから，O 抗原として，グラム陰性菌の血清型分類
に利用されている（図 2）
。
グラム染色は例外的な染色を示す菌種も多く存在する。グラム陽性菌は一重の脂質二重膜を
持つが，同じく一重の膜を有するがペプチドグリカン層を持たないマイコプラズマなどや，細
胞壁組成のため染色剤を保持できずにグラム陰性になる菌がある。しかし，これらの菌は，一
重の脂質二重層のみを有する点ではグラム陰性菌と異なる。そこで，グラム陽性・陰性の曖昧
さを回避するために，一重の脂質二重層に囲まれる細菌を一重膜（ monoderm；モノダーム）
菌，内膜と外膜の 2 つの脂質二重層を持つものを二重膜（ diderm；ディダーム）菌とそれぞれ
呼称することが提案されている。二重膜菌はさらに，二重膜―LPS 菌（外側に LPS を有する，
典型的な非対称外膜を持つ菌），二重膜―ミコール酸菌（外膜に類似した外膜脂質層にミコール
2）
3）
酸分子の規則的配位がみられる菌）に分類される（図 3）
。

4.2 莢膜・粘液層
細菌には，莢膜と呼ばれる菌体外多糖体やポリアミノ酸を主成分とするゲル状物質が菌体表
層を覆っているものがある。比較的構造物の境界が明瞭な場合は莢膜，不明瞭な場合は粘液層
と呼ばれる。莢膜多糖の抗原性は K 抗原と呼ばれており，血清型分類に利用される（図 2）。莢
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一重膜および二重膜菌の表層構造

膜はビルレンス因子であり，血液中の補体成分に対する耐性や食細胞による貪食に対する抵抗
因子として作用する。

4.3 べん毛
多くの細菌は，生存に適した環境へ移動するために，長い紐状のべん毛という運動器官を用
いて泳ぐ。べん毛の本数や付着部位は菌種により特徴的であり，極毛性（菌体の端に 1 本もし
くは両端に 1 本ずつのべん毛を持つもの），叢毛性（菌体の端から複数のべん毛が出ているも
の），周毛性（菌体の周囲から複数のべん毛が出ているもの）に分けられる。べん毛のフィラメ
ント部分はフラジェリンというタンパク質の単量体がらせん状に重合して形成されている。フ
ラジェリンは抗原性を有しており，H 抗原として血清型分類に利用されている（図 2）。細胞表
層の細胞質膜と細胞壁にまたがった部分にあるべん毛の基部は，べん毛繊維を回転させるモー
ターとして作動する。細菌のエネルギー代謝によって作られたプロトンを駆動力として発生し
た回転力は，フック部分を介して菌体外にらせん状に伸びた繊維に伝わり，菌体の推進力とな
る。べん毛の回転は，細胞質膜の菌体外物質濃度感知システムと連動している。栄養素などの
誘引物質や毒性物質などの忌避物質に対して，正または負の走化性を示し，走性を得る。

4.4 線

毛

細菌表面の，べん毛よりも細くて短く数の多い毛様構造物を，線毛と呼ぶ（図 2）。運動性に
は関与せず，病原細菌の宿主細胞表面への付着に関与することが知られている。ピリンまたは
フィンブリリンというタンパク質が，外膜表面かららせん状に重合してフィラメント構造が形
成される。線毛先端のピリンが宿主細胞状の分子を認識して結合する。また，付着線毛とは別
に，他の菌体との接合によってプラスミドが伝達される接合伝達に関与する線毛は，性線毛と
呼ばれる。

4.5 芽

胞

バチルスやクロストリジウムなど一部のグラム陽性菌は，栄養素の枯渇状態や高温などの生
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存環境悪化を感知して，芽胞と呼ばれる，抵抗性の高い休眠状態の細胞に分化する。適切な栄
養条件下に芽胞を置くと，発芽し，代謝的に活性で増殖する栄養型細胞に復帰する。
芽胞に共通する基本構造は，外側から芽胞殻，コルテックス（皮層），コアであり，コアの外
側を芽胞細胞膜と発芽細胞壁が覆う（図 4）。菌種によって，芽胞殻の外側にエキソスポリウム
やアペンデジと呼ばれる特殊構造物を持つものがある。コア内部は極度な脱水状態であり，1
コピーの染色が，コア特異的物質であるジピコリン酸とカルシウムイオンとの複合体やコア特
異的低分子酸化可溶性胞子タンパク質とともに格納されている。アミノ酸，糖，ヌクレオシド，
塩などの発芽誘引物質や加熱などの刺激により発芽が始まる4）。

4.6 タンパク質分泌装置（図 5）
特にグラム陰性・二重膜菌では二層の膜構造（内膜と外膜）とその間に存在するペリプラズム
を介して分泌する必要があるために，多様な分泌装置が発達した。グラム陽性・陰性菌併せて
少なくとも 9 つの分泌装置と 2 つの膜透過装置が報告されている。I 型分泌装置（ Type I secretion system；T1SS），III 型分泌装置（ T3SS），IV 型分泌装置（ T4SS），および VI 型分泌装
置
（ T6SS）では，内膜と外膜の両方を貫通した二重膜貫通型分泌装置によって，1 ステップで
二重膜菌からタンパク質を輸送する。それらのうち T3SS，T4SS および T6SS は，菌体から
直接宿主細胞膜へ分泌装置を接触させてタンパク質を送達する。外膜のみを貫通する II 型分
泌装置（ T2SS）と V 型分泌装置（ T5SS）は，Sec または Tat 機構によってペリプラズムに輸送

図4

芽胞の基本構造

図5

細菌の分泌装置
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された基質を分泌させる5）。VII 型分泌装置（ T7SS）は二重膜―ミコール酸細菌とグラム陽性 /
一重膜菌に見出されており，細胞質の基質の形質膜透過を担う6）。VIII 型分泌装置（ T8SS）は，
細胞外繊維 Curli の生合成を担う装置であり，グラム陰性 / 二重膜菌の外膜での輸送を司る7）。
最近発見された IX 型分泌システム（ T9SS）は，グラム陰性・二重膜菌のバクテロイデス門の
一部の種にのみ見られる分泌装置であり，Sec によってペリプラズムに移行したタンパク質を
細胞外へ移送する8）。

4.6.1 Sec/Tat 系によるタンパク質の内膜透過
Sec 分泌経路では，N 末端約 20 残基の疎水性アミノ酸からなるシグナル配列をもつ変性タ
ンパク質が透過する。内膜通過時にシグナル配列が切断され，C 末端側のタンパク質がペリプ
ラズム側へ移行する。Tat 分泌経路を通過するタンパク質も，N 末端側のシグナル配列が内膜
を通過する過程で切断されることが多いが，分泌タンパク質は立体構造を保持したまま内膜を
通過する。グラム陰性菌では Sec または Tat 透過装置によって内膜を通りペリプラズム側に
移行する。

4.6.2 I 型分泌装置
T1SS は，2 枚の膜を貫通する単一の装置によってタンパク質が 1 ステップで分泌される。
分泌複合体は内膜の ATPase-結合カセット（ ABC）トランスポーター，アダプタータンパク質，
および膜孔形成外膜タンパク質によって構成され，毒素などの分泌に利用される。T1SS の基
質となるタンパク質は，C 末端側にシグナル配列を持ち，分泌過程で切断されずに直接菌体外
へ分泌される。病原細菌の病原性因子である，コレラ菌の MARTX 毒素，セラチア菌のヘム
獲得に関与するヘモフォアの HasA，尿路感染病原性大腸菌の HlyA ヘモリシンが T1SS によ
り分泌されることが明らかにされている。

4.6.3 II 型分泌装置
2 ステップ系である T2SS は，多くの二重膜菌に保存されており，折りたたまれたタンパク
質をペリプラズムから細胞外領域へ移行させる。T2SS の基質タンパク質は，まず Sec/Tat 膜
透過系によってペリプラズムに移行される必要があることから，これらの基質タンパク質は，
Sec もしくは Tat 型の切断シグナルペプチドを N 末端に持つ。その後基質はペリプラズムで
折りたたまれ，T2SS から分泌される。T2SS は 15 程度のタンパク質から構成され，内膜にア
ンカーされたタンパク質複合体とセクレチンと呼ばれる外膜チャネルから構成される。コレラ
菌のコレラ毒素や，緑膿菌のエクソトキンシン A など，動植物感染病原体の病原因子が T2SS
の基質となる。

4.6.4 III 型分泌装置
T3SS は特徴的なニードル状の内膜と外膜を貫通する輸送複合体（ injectisome）であり，二
重膜菌に属する多くの病原細菌や共生細菌に保存されている。T3SS を介して，菌体細胞質か
ら宿主細胞へ，3 枚の膜を通過して，エフェクターと呼ばれる病原因子が直接注入される。輸
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送複合体は，基部とニードル構造から構成され，さらに基部は内膜と外膜リングから構成され
ている。菌体外に突出したニードルは単一タンパク質の重合で構成されており，YscF（エルシ
ニア），PrgI（サルモネラ），MxiI（赤痢菌）が構成タンパク質として同定されている。T3SS の
ニードルの先端の複合体は，宿主細胞との接触を感知してエフェクター分泌を制御するのに重
要である。エフェクター輸送のエネルギーは ATP 加水分解とプロトン駆動力から得られる。
分泌されるエフェクター分子は病原細菌の感染成立に寄与する。分泌シグナルは基質タンパク
質の N 末端にある。T3SS の構造と機能はべん毛の輸送装置に類似しており，進化論的にはべ
ん毛輸送装置から派生したものであると考えられている。

4.6.5 IV 型分泌装置
T4SS はもともと DNA 接合システムに由来し，タンパク質単体，タンパク質複合体，およ
び DNA―タンパク質複合体などの巨大分子を分泌する。多くの二重膜菌に保存されており，
菌体外に突出したニードル様構造体を介して，エフェクタータンパク質や DNA などの巨大分
子を直接宿主内へ注入する。T4SS は，菌体内への DNA の取り込みも行うことから，遺伝子
の水平伝播にも関与する。淋菌の DNA 取り込み，レジオネラ・ニューモフィラやピロリ菌の
エフェクター分子注入など，T4SS は広範囲の菌体の病原性に関与している。ピロリ菌ではエ
フェクタータンパク質のほかに，細菌の糖代謝産物である ADP-ヘプトースが T4SS の基質と
なり分泌されることで，宿主細胞の ALPK1-TIFA-TRAF6-NF-κB 経路を活性化させ，
DNA 損傷につながることが明らかにされている9）。

4.6.6 V 型分泌装置
T5SS はオートトランスポーターであり，Sec 膜透過装置を介して 2 ステップで内膜を通過
する。分泌タンパク質中のβバレル構造領域が外膜にチャンネルを形成し，タンパク質自らが
押し込まれる形で外膜を通過して菌体外に移行した後に，βバレル構造領域が菌体表層のプロ
テアーゼによって切断される。

4.6.7 VI 型分泌装置
T6SS は緑膿菌とコレラ菌の病原因子分泌装置として同定されている。分泌には Sec 型シグ
ナル配列は不要であることから，この分泌装置は Sec や Tat 経路とは異なる機構である。コ
レラ菌では VgrG と呼ばれる分泌タンパク質が三量体を形成することでスパイク状の構造をと
り，標的細胞膜を穿刺すると考えられている。

4.6.8 VII 型分泌装置
二重膜―ミコール酸菌であるマイコバクテリウム属細菌で最初に報告された T7SS は，形質
膜（二重膜 LPS 菌の内膜に相当する膜）にチャネル構造をとり，ATP のエネルギーにより基質
をペリプラズム領域に移行させる。T7SS はグラム陽性 / 一重膜菌の黄色ブドウ球菌，リステ
リア・モノサイトゲネス，ストレプトコッカス・アガラクティアエにも保存されている。
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4.6.9 VIII 型分泌装置
二重膜菌のタンパク質性細胞外繊維である Curli は，2～5 nm の厚みの繊維である。Curli
の生合成では，Sec によってペリプラズムに移行した CsgG タンパク質が外膜で九量体のチャ
ネルを形成し，折りたたまれていない CsgA ポリペプチドを細胞外へ透過させる。細胞外で
CsgF 依存的に CsgA の繊維状構造が形成される。

4.6.10 IX 型分泌装置
T9SS の構造体は内膜と外膜をつなぐと考えらえているが，Sec によってペリプラズムに移
行したタンパク質を細胞外へ移送すると考えられている。水や土壌によく見られる共生微生物
である非病原性環境細菌の Cytophaga hutchinsonii や Flavobacterium johnsoniae では，T9SS
が滑走運動に必要である。歯周炎の原因となるヒトの口腔病原体であるグラム陰性菌の Porphyromonas gingivalis では，病原性因子の分泌装置として作用する。

5. 酸素要求性による分類
細菌は，種類によって，増殖に必要な酸素量が異なる。好気性菌は，結核菌，緑膿菌，枯草
菌など，増殖に酸素を必要とする菌である。通性嫌気性菌は，酸素の存在下でも非存在下でも
増殖でき，酸素がある場合により増殖が良好である菌で，大腸菌，サルモネラ菌，腸炎ビブリ
オなどが該当する。嫌気的な条件でのみ増殖する菌は偏性嫌気性菌と呼ばれ，ウェルシュ菌，
ボツリヌス菌，ビフィズス菌などが含まれる。偏性嫌気性菌では，酸素の代謝過程で生じる活
性酸素を無毒化するスーパーオキシドディスムターゼ，ペルオキシダーゼ，カタラーゼの活性
強度が弱いため，酸素により増殖が阻害される。ヘリコバクター・ピロリやカンピロバクター
などは微好気性菌であり，3〜15% 程度の酸素濃度で増殖可能である。

6. 細菌の生存場による分類
微生物は，宿主に感染したのちに宿主細胞内外のどちらで増殖するかによって，偏性細胞外
寄生菌（細胞内では増殖できず，細胞外でのみ増殖するもの），通性細胞内寄生菌（細胞内と細
胞外の両方で増殖可能なもの），偏性細胞内寄生菌（細胞内でのみ増殖し，細胞外で増殖するこ
とが不可能なもの）の 3 つに分類できる。
大部分の病原性細菌は偏性細胞外寄生体であり，細胞外でのみ増殖し，病原性を発揮する。
これらが体内に侵入するとマクロファージなどの食細胞や白血球によって殺菌される。
結核菌，リステリア菌，チフス菌などは通性細胞内寄生菌であり，食細胞に捕食された後，
その殺菌機構をかいくぐり食細胞内で増殖する。これらの病原体は細胞外や in vitro でも増殖
するが，感染時には主に細胞内で増殖し，病原性を発揮する。
宿主となる真核生物の細胞内でのみ増殖可能な細菌は，偏性細胞内寄生菌と呼ぶ。リケッチ
ア（発疹チフスリケッチア，紅斑熱リケッチアなど）やクラミジア（トラコーマクラミジア，オ
ウム病クラミドフィラ，肺炎クラミドフィラなど）がこれに該当する。偏性細胞内寄生菌は，
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宿主細胞内でのみ増殖するという点でウイルスと類似した生活環を示す。しかし，二分裂で増
殖し，自身の持つタンパク質合成系を用いて菌体成分を合成する点でウイルスとは異なる。多
くの代謝過程を宿主細胞に依存し，アミノ酸やヌクレオチドなど多様な物質を宿主細胞から取
り込み増殖することから，偏性細胞内寄生菌のゲノムは比較的小さい。

7. 培養可否による分類
自然界に存在する細菌の中には，通常は in vitro で培養可能な細菌であっても，条件により，
生きているが培養増殖しない状態の菌のものがある。たとえば至適環境ではない条件で培養し
た細菌では，顕微鏡観察により算出した菌体数よりも，コロニー培養法により計測した菌体数
のほうが著しく少なくなる場合がある。これは，顕微鏡的に観察できる菌体に，増殖できない
菌体が多数含まれているためである。細胞膜の破綻を伴わず，細胞内酵素活性や ATP 量を維
持している場合，ある種の休眠状態にある菌であると考えらえる。これらを，生きているが培
養できない，viable but not culturable（ VNC）菌と呼ぶ。VNC は，芽胞形成細菌における芽胞
に相当するような休眠期であると考えられる。VNC の覚醒条件の詳細は不明な点が多いが，
熱ショックや酸素分圧変化などの刺激で培養できるようになると考えられており，コレラ菌，
赤痢菌，ピロリ菌，出血性病原性大腸菌など多数の病原細菌においても VNC 菌の存在と休眠
状態からの回復が起きることが報告されている。自然界には VNC 状態の菌が多数存在してい
ることから，多数の病原細菌で VNC が感染・伝播のリザーバーとなっていることが想定され
ている。
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第2節

ウイルスの分類とウイルス感染症

国立感染症研究所

立川（川名） 愛

1. はじめに
ウイルスは自然界の中でもユニークな存在である。全ての自己増殖生命体の中で最も小さ
く，実体は「簡単なタンパク質の殻に包まれた核酸の断片」である。自身では代謝経路も持た
ず，細胞に侵入し自己の増殖のために細胞内機構を利用する。その簡単な構造とは裏腹に，ウ
イルスは自然界の全ての生命体に感染することができる。構造や生活環も多種多様であり，非
常に複雑な機能性を秘めている。他生物と大きく異なる点として，ゲノムとして二本鎖 DNA
ではなく，１本鎖 DNA や RNA を持つものも多く，その多様性の全貌は今持って計り知れな
い。時に人を死に至らしめ，現在の新型コロナウイルス感染症パンデミックのように人類世界
の脅威となる。本稿では，脊椎動物ウイルスでのウイルス分類とウイルス感染症について，簡
単に紹介する。

2. ウイルス分類の歴史
ウイルス学自体の歴史はまだ 100 年程度であり，他の生物に比べて分類学についても比較的
歴史が浅い。1900 年代初頭，ウイルスは最も小さい細菌でも透過できない素焼きの陶器を通
過できるということから，当初他の生命体とは異なるものと区別して考えられていた。その後，
数多くの「陶器透過性物質」の存在が認識されるようになると，異常をきたす臓器や症状など
により互いに区別されるようになった。そのため，肝臓に病気を起こすウイルスは肝炎ウイル
ス，植物に変色を起こすウイルスはモザイクウイルス，などと区別されていた。1930 年代に
入り，ウイルスの精製法の確立，生化学的解析，血清学，また最も重要な電子顕微鏡といった
技術の進歩により，物理的特性が明らかにされるようになり，ウイルスを分類することが可能
となってきた。1950 年代に，主な動物ウイルスとして myxovirus, herpesvirus, poxvirus の３
種類が分類として定められた。1960 年代に膨大な種類のウイルスの存在が明らかになると，
ウイルス学的な分類と命名のための組織が求められるようになり，1966 年に International
Committee on Taxonomy of Viruses（ ICTV）
（当時は International Committee on Nomenclature of Viruses）が設立された。ICTV ではウイルスの主な目，科，属を網羅する国際的なウ
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イルス研究者による研究グループが構成され，現在では 98 研究グループによりウイルスの分
類と命名が行われている1）。

3. ウイルスの分類学
ウイルスはゲノムの性状，粒子構造やエンベロープの有無，ウイルスタンパク質の発現機構，
宿主域，病原性，遺伝子の類似性などのさまざまな性質に基づいて分類されてきた。これら全
ての性質は相互の分類学上の関連性を知るためには重要であるが，現在では遺伝子配列間の相
同性や系統樹解析による遺伝子情報が，ウイルス分類学で中心的役割を担っている。2011 年
にまとめられた ICTV 9th Report では，6 目，87 科，19 亜科，349 属，2285 種に分類されて
いる。しかしながら，今日（ 2020 年 12 月）では，55 目，8 亜目，168 科，103 亜科，1421 属，
6590 種が報告されており，この 10 年で激増している1）。現在，Severe Acute Respiratory
Syndrome Coronavirus 2（ SARS-CoV-2）という新しいウイルスによる感染症が世界的パンデ
ミックを引き起こしているように，新たなウイルスの出現による増加もあるが，もう 1 つの大
きな要因は次世代シークエンス（ NGS）技術の登場である。NGS により膨大な遺伝子配列の入
手が容易になり，ゲノム科学は著しく進歩した。微生物学領域も例外ではない。以前はウイル
スが分離され，分離されたウイルスから得られた遺伝子情報がウイルスゲノムとして登録され
ていたが，2000 年代半ばから，既存のウイルスゲノム配列との類似性をもとに，メタゲノム
データのみ（遺伝子配列のみ）からウイルスゲノムが登録されるようになった。メタゲノムデー
タにより登録されたウイルスゲノム配列は，2017～2018 年の 2 年間だけで 750,000 件を超えて
おり，これまでに従来の方法で登録された全てのウイルスゲノム配列の 5 倍に当たる2）。今後
も指数関数的にウイルスゲノムの登録は進み，ウイルス種も増え続けるであろう。なお，
ICTV のホームページ（ https://talk.ictvonline.org）にアクセスすると，最新のウイルス分類に
ついて情報を入手することが可能である1）。
ウイルス分類は目（亜目），科（亜科），属，種の階層からなる。目は -virales，科は -viridae，亜科は -virinae，属は -virus で終わる単語で表記される。種については語尾にルールは
なく，複数単語からなる場合もある。分類学上の正式な名称は，大文字で始まりイタリック体
で表記するというルールがある。例えば，通称 RS ウイルスとして知られる，乳児や高齢者に
肺炎を起こす human respiratory syncytial virus の分類学上の正式な記載は，Mononegavirales（目），Paramyxoviridae（科），Pneumovirinae（亜科），Pneumovirus（属），Human respiratory syncytial virus（種）となる。固有の種や一般名はイタリック体での表記はしない。
分類学上の分類とは別に，簡便なグループ化がしばしば使われている。最もよく使用される
のがウイルスゲノムの特性によるものであり，私たちウイルス学者が最も親しみを持つ分類法
といえる。ゲノム核酸が DNA か RNA，1 本鎖か 2 本鎖，ゲノム極性（―鎖か＋鎖か両極性
（ ambisense）か），逆転写酵素の有無，により 7 つに分類され，ボルチモア分類と呼ばれてい
る3）。表１に脊椎動物に感染するウイルスについて，ボルチモア分類で分けたウイルス科につ
いて，その性状とともに示す。
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科
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脊椎動物ウイルスの分類

エンベロープ

形態

ゲノム *

宿主 **

二本鎖 DNA
Adenoviridae

無

正二十面体

直鎖状，26～48 kb

Alloherpesviridae

有

球状

直鎖状（ 2），135～294 kb

V
V

Asfaviridae

有

正二十面体

直鎖状，165～190 kb

V,I

Herpesviridae

有

球状

直鎖状，125～240 kb

V

Iridoviridae

無

正二十面体

直鎖状，140～303 kb

V,I

Papillomaviridae

無

正二十面体

環状，7～8 kb

V

Polyomaviridae

無

正二十面体

環状，5 kb

V

Poxviridae

有

卵形体

直鎖状，130～375 kb

V,I

Anelloviridae

無

正二十面体

環状，2～4 kb

V

Circoviridae

無

正二十面体

環状，2 kb

V

Parvoviridae

無

正二十面体

直鎖状，4～6 kb

V,I

有

球状

環状，3～4 kb

V

Metaviridae

有

球状

直鎖状，4～10 kb

F,I,P,V

Retroviridae

有

球状

直鎖状，7～13 kb

V

Birnaviridae

無

正二十面体

直鎖状（ 2），5～6 kb

V,I

Picobirnaviridae

無

正二十面体

直鎖状（ 3），4 kb

V

Reoviridae

無

正二十面体

直鎖状（ 10～12），19～32 kb V,I,P,F

Arenaviridae***

有

球状

直鎖状（ 2），11 kb

V

Bornaviridae

有

球状

直鎖状，9 kb

V

Bunyaviridae***

有

球状

直鎖状（ 3），11～19 kb

V,I,P

Deltavirus

有

球状

環状，2 kb

V

Filoviridae

有

桿菌状，糸状

直鎖状，19 kb

V

Orthomyxoviridae

有

多形性，球状

直鎖状（ 6～8），10～15 kb

V

Paramyxoviridae

有

多形性，球状，糸状

直鎖状，13～18 kb

V

Rhabdoviridae

有

弾丸型

直鎖状，11～15 kb

V,I,P

Arteriviridae

有

球状

直鎖状，13～16 kb

V

Astroviridae

無

正二十面体

直鎖状，6～8 kb

V

Caliciviridae

無

正二十面体

直鎖状，7～8 kb

V

Coronavirinae

有

球状

直鎖状，26～32 kb

V

Flaviviridae

有

球状

直鎖状，9～13 kb

V,I

Hepeviridae

無

正二十面体

直鎖状，7 kb

V

Nodaviridae

無

正二十面体

直鎖状（ 2），4～5 kb

V,I

Picornaviridae

無

正二十面体

直鎖状，7～9 kb

V

Togaviridae

有

球状

直鎖状，10～12 kb

V,I

一本鎖 DNA

二本鎖逆転写 DNA
Hepadnaviridae
一本鎖 RNA 逆転写

二本鎖 RNA

マイナス一本鎖 RNA

プラス 一本鎖 RNA

＊

形状，
（）
内はゲノムの本数，ゲノムサイズ

＊＊
＊＊＊

V 脊椎動物，P 植物，I 昆虫，F 真菌
+ 鎖と一鎖両極性を持つ（ ambisense）

− 15 −

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。
第1編

（電子試読版）

製品開発のための基礎知識

4. ウイルスと感染症の命名
前項に記したように，眼に見えないウイルスは，ウイルス学黎明期では宿主に病気（感染症）
を起こすことで初めてその存在を認識され，分離・同定・命名されていたが，現在ではゲノム
解析により，宿主も病原性も不明なウイルスが多数報告されるようになった。環境サンプルの
NGS によるメタゲノム解析によりおびただしい数の新しいウイルスが発見されており，自然
界には無数のウイルスが存在し，そのほとんどの表現型が未だ明らかとなっていないことを示
している。このような状況下で，多くのウイルスについては，ゲノム情報にのみ基づいたコン
ピューターでの比較ゲノム解析により定義されるようになりつつある。そのため，ウイルス名
は必ずしも疾患（感染症）ではなく，むしろ他の特性に紐付いているものが多い。
しかしながら，やはり重要なのはヒトに病気を起こす感染症の原因となるウイルスである。
現在，世界は SARS-CoV-2 を原因とする新型コロナウイルス感染症（ COVID-19）パンデミッ
クとの闘いの最中である。グローバル化に伴い，ウイルスは瞬く間に世界中へ拡散され，世界
中に混乱を招いている。これまで，感染症はインフルエンザのように，原因となるウイルスの
名前でその疾患も表されることが多かった。しかしながら，今回の新型コロナウイルス感染症
の場合，ウイルス名と疾患名が異なっており，我が国でも流行当初から混同されていたように
思う。
感染症との闘いにおいて，最も重要なことは「敵を知る」ことである。ウイルスのアウトブ
レイクが発生した場合，感染経路や臨床像に応じて公衆衛生上の感染症対策は大きく異なるた
め，まず原因となるウイルスを明らかにすることが喫緊の課題となる。原因ウイルスが既知で
あるか全く新しいものであるか，を知ることが最優先事項となる。ウイルスが既知であり，そ
の性質が明らかになっていれば，それに応じた感染拡大抑制対策を打つことができる。しかし
ながら，全く新しいウイルスである場合はどのような対策を打つべきか，答えのない中で対策
を講じていかなければならない。一方で，基礎研究においても，増殖性や伝播性などのウイル
スの性質や感染病態の解明，ワクチンや抗ウイルス薬の開発を迅速に進める必要があり，その
研究推進はウイルスの分離・同定ありきである。原因ウイルスが既知でなかった場合は，科学
的な混乱を避けるためにも，速やかに分類と命名が行われる必要がある。今回の新型コロナウ
イルス感染症（ COVID-19）パンデミックはまさに世界がその状況に直面したことになる。
2019 年 12 月に中国武漢に端を発した COVID-19 は，その年のうちにウイルスが分離され，
約 30,000 塩基のウイルスゲノム RNA の遺伝子配列が 2020 年 1 月初頭に公開された。当初，
既知のヒトコロナウイルスとの遺伝的類似性より暫定的に 2019-nCoV と呼ばれるようになっ
た。かつては，ウイルス名に発生した地域名が付されることもあったが，特にヒトの感染症に
おいては偏見や差別の助長に繋がるため，ウイルス名に地域名を付すことは避けられるように
なっている。
コロナウイルスは，Nidovirales 目，Coronidovirineae 亜目，Coronaviridae 科に属しており，
2 亜科，5 属，27 亜属，39 種からなる（ 2020 年 12 月現在）。COVID-19 の原因ウイルスは，
系統樹解析等の比較ゲノム解析の結果，Betacoronavirus 属，Severe acute respiratory syndrome-related coronavius 種の系統に分類され，既知の SARS-CoV と同じクラスターに配置
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された（表 2）。2000 年代にヒト集団へと伝播した，動物に由来する２つのコロナウイルス，
SARS-CoV と MERS-CoV は遺伝的に離れており異なる亜属に分類され，種も異なる。これ
までに主にヒトとコウモリから分離された数百の固有株を含む Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus の種名は，2002～2003 年アウトブレイクの際に重症急性呼吸器症
候群（ SARS）の患者から分離されたウイルスを含むことに起因する。コウモリ等から分離さ
れた固有株にも SARS-CoV と付されているのはこのためであり，コウモリで SARS を引き起
こすわけではない。このような背景の下，原型となる SARS-CoV との系統樹上での遺伝定距
離も考慮され，COVID-19 の原因ウイルスは SARS-CoV-2 と命名されるに至った4）。SARSCoV-2 の 発 生 は，2002～2003 年 の SARS-CoV と は 全 く 独 立 で あ る と 考 え ら れ て い る。
SARS-CoV-2 は SARS-CoV から派生したものではなく，それぞれのヒト集団への伝播は，独
立した未知の外的要因によるものと考えられている。しかしながらこの２つのウイルスは，遺
伝的に非常に近いものであり，進化の歴史やその性状を考える上で相互に有益な情報を提供す
るものである。実際に，現在の SARS-CoV-2 に対する予防・治療薬開発に向けての研究にお
いて，SARS-CoV 研究で蓄積された情報は非常に多くの有用な知見を提供している。
一方，世界保健機関（ WHO）は，感染症による健康被害を最小限に抑えるために国際的な公
衆衛生対策を調整する機関であり，新たなウイルスを原因とする新興感染症の命名を行う機関
表2

2000 年以降に流行した ３ つの動物由来コロナウイルスの分類・疾患名4）

目

Order

Nidovirales

亜目

Suborder

Cornidovirineae

科

Family

Coronaviridae

亜科

Subfamily

Orthocoronavirinae

属

Genus

Betacoronavirus

亜属

Subgenus

Sarbecovirus

Merbecovirus

種

Species

Severe acute respiratory
syndrome-related coronavirus

Middle East respiratory
syndrome-related coronavirus

固有株

Individuum

SARS-CoV Urbani,
SARS-CoV-2 Wuhan-Hu-1
etc

MERS-CoV HCoV-EMC/2012
etc

疾患名

発生年

ウイルス

重症急性呼吸器症候群
Severe acute
respiratory syndrome
（ SARS）

2003

SARS-CoV

新型コロナウイルス感染症
Coronavirus Disease 2019
（ COVID-19）

2019

SARS-CoV-2

中東呼吸器症候群
Middle East
respiratory syndrome
（ MERS）

2012

MERS-CoV

ウイルス種

Severe acute respiratory
syndrome-related coronavirus

Middle East respiratory
syndrome-related coronavirus
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でもある5）。WHO では疾患名を原因ウイルスと関連づけることが多く，また新規性について
は既に確立されている各種病原体に対する検査で検出できない，という根拠に基づき判断す
る。2003 年 の SARS-CoV を 原 因 と す る 疾 患 に つ い て は， 重 症 急 性 呼 吸 器 症 候 群（ Severe
Acute Respiratory Syndrome; SARS），2012 年の MERS-CoV では中東呼吸器症候群（ Middle
East Respiratory Synderom; MERS）と命名されている（表 2）。一方，これまでの疫学・臨床
データは，SARS-CoV-2 感染では，病型や伝播効率が SARS-CoV とは大きく異なっているこ
とを示している。特に，臨床像においては，無症候から致死に至るまで多様であるため，WHO
はこの感染症を表す名前として，固有の症状名を付さずに coronavirus disease 19（ COVID-19）
とし，日本語では新型コロナウイルス感染症と呼ばれるようになった。このような経緯を経て，
世界の共通認識として，現在のパンデミックの原因ウイルス名は SARS-CoV-2，疾患名（感染
症名）は新型コロナウイルス感染症（ COVID-19）と呼ばれるようになった。

5. おわりに
人類がまだ存在を知らないウイルスが地球上にどれだけ存在しているかは想像することもで
きないが，NGS の登場によりその膨大な世界の一端が垣間見られるようになってきた。新た
に発見されるウイルスのほとんどが，ウイルスの性質や疾患との関連が未知である状況で，ウ
イルスの分類学もこれまでとは異なる次元に入ったといえる。
2000 年代以降だけでも，本稿で取り上げた SARS-CoV-2，SARS-CoV，MERS-CoV によ
る新興感染症以外に，新型インフルエンザウイルス，ジカウイルス，エボラウイルスなどを原
因とする新興再興ウイルス感染症のアウトブレイクが数年に一度の割合で起きている。多くは
人畜共通感染症と呼ばれるものであり，いつどのようなウイルスがどのような形でヒト集団に
侵入してくるかを予見することはほぼ不可能である。世界中で環境中微生物のメタゲノム解析
データを収集し，モニタリングを行うことによって，将来新たな感染症の発生を予測すること
が可能となるかもしれない。
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閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。
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− 索- 5 −

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。
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− 索- 6 −

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。
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（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。
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有機物分解����������������������������������������������������������������������������������������132

粒子径制御����������������������������������������������������������������������������������������227

ヨウ素����������������������������������������������������������������������������������������314, 316

量子サイズ効果������������������������������������������������������������������������������228

ヨウ素の安全性������������������������������������������������������������������������������318

緑膿菌����������������������������������������������������������������������������������������������������� 23

ヨウ素の安定性������������������������������������������������������������������������������317

冷感タオルによる ACD�����������������������������������������������������������147
冷却パッドによる ACD�����������������������������������������������������������147
レーヨン����������������������������������������������������������������������������������������������316

ら行

連続皮膚刺激性試験�������������������������������������������������������������������254

ライン塗装����������������������������������������������������������������������������������������302

ロールコーター������������������������������������������������������������������������������302

ラウレス硫酸ナトリウム��������������������������������������������������������117
らせん菌��������������������������������������������������������������������������������������������������� 4

わ行

リポポリサッカライド（ LPS）
����������������������������������������������� 69
硫化銀（ Ag2S）����������������������������������������������������������������������������������� 72

わきが菌����������������������������������������������������������������������������������������������251
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第3編

国内外の開発状況

関連図書
書籍名

発刊日

体裁

本体価格

実践 微生物制御による食品衛生管理
1 ～食の安全管理から
HACCP の現場対応まで～

2020年

B5 260頁

38,000円

新訂三版 最新吸着技術便覧
2 ～プロセス・材料・設計～

2020年

B5 856頁

65,000円

繊維のスマート化技術大系
3 ～生活・産業・社会のイノベーションへ向けて
～

2017年

B5 562頁

56,000円

表面・界面技術ハンドブック
4 ～材料創製・分析・評価の最新技術から先端産業への適用、環境配慮まで～

2016年

B5 858頁

58,000円

ボトリングテクノロジー
5 ～飲料製造における充填技術と衛生管理～

2019年

B5 424頁

36,000円

遺伝
（Vol.75 No.1）
6 ～新型コロナ・パンデミック
（ COVID-19）その衝撃と科学世界への影響～

2021年

B5 76頁

1,600円

実践 生物実験ガイドブック
7 ～実験観察の勘どころ～

2020年

B5 400頁

3,500円

生命金属ダイナミクス
8 ～生体内における金属の挙動と制御～

2021年

B5 564頁

54,000円

9 2020 版 薄膜作製応用ハンドブック

2020年

B5 1570頁

69,000円

⓾ 実践 エマルション安定化・評価技術

2020年

B5 248頁

36,000円

生物・生体・医療のためのマイクロ波利用
⓫ ～熱
/ 非熱プロセスを用いた基礎から応用の技術～

2020年

B5 204頁

40,000円

微細気泡の最新技術 Vol.2
⓬ ～進展するマイクロ・ナノバブルの基礎研究と拡がる産業利用～

2014年

B5 324頁

43,000円

⓭ マテリアルズ・インフォマティクス開発事例最前線

2021年

B5 322頁

50,000円

パルスパワーの基礎と産業応用
⓮ ～環境浄化、殺菌、材料合成、医療、農業、食品、生体、エネルギー～

2019年

B5 254頁

32,000円

2002年

B5 464頁

46,400円

2005年

B5 340頁

35,000円

青果物の鮮度評価・保持技術
⓱ ～収穫後の生理・化学的特性から輸出事例まで～

2019年

B5 412頁

40,000円

実践 食品安全統計学
⓲ ～R
と Excel を用いた品質管理とリスク評価～

2019年

B5 246頁

30,000円

賞味期限設定 ･ 延長のための各試験 ･ 評価法ノウハウ
⓳ ～保存試験
･ 加速
（虐待）試験 ･ 官能評価試験と開発成功事例～

2018年

B5 246頁

32,000円

ＯＨラジカル類の生成と応用技術
⓴ ～特性・反応シミュレーションから環境浄化・衛生管理・製造プロセスへの応用まで～

2008年

B5 592頁

41,800円

㉑ 最新光触媒技術

2000年

B5 208頁

34,400円

㉒ 抗菌・抗カビ剤の検査・評価法と製品設計

1997年

B5 354頁

42,500円

ラジカル反応・活性種・プラズマによる脱臭・空気清浄技術と
マイナス空気イオンの生体への影響と応用
抗菌・抗カビの最新技術と DDS の実際
⓰ ～SARS、新興感染症対応から製品設計・評価まで～
⓯

本体価格には消費税は含まれておりません。
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