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(57)【要約】
【目的】ヒドロキシルラジカルの発生及びウイルスの不活性化に関する新規な科学的事実
に基ずく抗ウイルス材を提供する。
【構成】抗ウイルス材は、有効な組み合わせによる金属酸化物粉末と水酸化物との反応に
よるヒドロキシルラジカルによりウイルスが不活性化される。
【効果】ウイルスとして、例えば、インフルエンザウイルス、コロナウイルス、フラビウ
イルス、ピコルナウイルス、カリシウイルス、フィロウイルス、ラブドウイルス、パラミ
クソウイルス、ヘルペスウイルス、パピローマウイルス、ポリオーマウイルス、アデノウ
イルス、バルボウイルス、レトロウイルス、ヘパドナウイルス等が確実・明瞭に不活性化
される。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ウイルスを不活性にするヒドロキシルラジカルの発生を可能にする金属酸化物粉末と水酸
化物とを備えていること、を特徴とする抗ウイルス材。
【請求項２】
水酸化物との反応でウイルスを不活性にするヒドロキシルラジカルの発生を可能にする金
属酸化物粉末を備えて、ウイルスが存在する環境下の水酸化物との反応でヒドロキシルラ
ジカルを発生させること、を特徴とする環境反応型抗ウイルス材。
【請求項３】
下記（1）～（3）の特徴の一つ若しくは複数を備えること、を特徴とする請求項1に記載
の抗ウイルス材。
（1）前記金属酸化物粉末は、周期律表第2族元素の酸化物粉末からなる。
（2）前記水酸化物は、溶液あるいはスラリーに含まれて金属酸化物粉末との反応に供さ
れる。
(3) 前記ウイルスは、ヒドロキシルラジカルによりウイルス構造が破壊されるウイルス、
ヒドロキシルラジカルによりウイルスタンパク質の凝集を惹き起こすウイルス、ウイルス
タンパク質の高分子量化を惹き起こすウイルス、若しくはヒドロキシルラジカルによりウ
イルス表面の突起タンパク質が変化するウイルスからなる。
【請求項４】
下記（a）～（c）の特徴の一つ若しくは複数を備えること、を特徴とする請求項1若しく
は3に記載の抗ウイルス材。
（a）前記金属酸化物粉末は、一種若しくは複数種からなる。
(b) 前記水酸化物は、一種若しくは複数種からなる。
（c）前記金属酸化物粉末の量的主体が、ＢＥＴ法により測定の比表面積が20ｍ2/ｇ以上
からなる。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ヒドロキシルラジカルが各種ウイルスを不活性にするという本発明で見出され
た科学的事実を基礎として、ウイルスをヒドロキシルラジカルによって確実・明瞭に不活
性にする抗ウイルス材及び環境反応型抗ウイルス材に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来の抗ウイルス剤は、ウイルスの不活性機構が不明瞭で不活性発現の確率が低く、抗ウ
イルス剤を対象ウイルスに適用する手段（以下において、適用手段と略称する）にも制約
が多々存在する。不活性機構が比較的に明瞭とされるイオン方式及びガス方式による下記
（a）及び（ｂ）の抗ウイルス剤においても、ウイルス不活性の効果が不明瞭で、適用手
段の内容及び種類に制約が存在する点は同様である。
【０００３】
（a）抗ウイルス活性を有する第四アンモニウム塩基等の陽イオン基と炭化水素鎖（例え
ば、飽和脂肪酸）との二成分系の抗ウイルス剤が提案されている（特許文献1を参照）。
ウイルス不活性機構が、炭化水素鎖によって疎水性のウイルス・エンベロープをひき寄せ
て、ウイルス近傍の陽イオン基によりエンベロープのウイルス（パラミクソウイルス、コ
ロナウイルス、ポックスウイルス等）を不活性にするので、不活性の確率が低い（特許文
献1を参照）。
また、抗ウイルス剤は、抗ウイルス剤を共有結合で布に固定して、その布から防護製品、
医療従業者着用衣（創傷カバー、火傷カバー）及び患者治療用品（縫合糸、包帯）等にす
るので、適用手段に制約がある（特許文献１を参照）。
【０００４】
（b）漂白剤、消毒剤等として広く使用される二酸化塩素ガスによりカビ、細菌、ウイル
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スを不活性にする抗ウイルス剤が提案されている（特許文献2を参照）。
しかし、ウイルス不活性化機構が、亜塩素酸アニオン源（亜塩素酸塩等）を混和した親水
性材料を疎水性粒子内部に含ませて、疎水性粒子に吸着の水分を疎水性粒子内部に取り込
んで、亜塩素酸塩等を加水分解してヒドロニウムイオンを放出させて疎水性粒子中の亜塩
素酸アニオンと反応させて放出される酸化塩素ガスによってウイルスを不活性にするので
、ウイルスを不活性にする確率が不明で、適用手段の適用範囲が狭い（特許文献2を参照
）。
【０００５】
特許文献1　　特許第3222471号公報
特許文献2　　特許第3547140号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
従来の抗ウイルス剤は、イオン方式、ガス方式及びその他の方式による場合であっても、
不活性化機構の内容が不明瞭で、ウイルスを不活性にする確率が不明で、適用手段に制約
があった。
なお、以下の本発明の説明で使用する「適用手段」も、従来技術の抗ウイルス剤の適用手
段と同様の意味で使用している。
そこで、ウイルスの不活性化機構及びウイルスを具体的に不活性にする手段が、本発明者
によって実験により詳細に検討されてウイルスの不活性化に関して科学的事実がいくつか
見出されて本発明が得られた。
【０００７】
第一の本発明は、以下（Ａ）を主要な目的とし、（Ｂ）～（Ｄ）をも目的とする。
(Ａ)本発明は、ヒドロキシルラジカルによってウイルスを不活性にする抗ウイルス材を提
供すること、を目的とする。
（Ｂ）本発明は、ウイルスの不活性化機構が明瞭で、ウイルスを不活性にする確率が著し
く高い抗ウイルス材を提供すること、をも目的とする。
（Ｃ）本発明は、ヒドロキシルラジカル発生の制御が可能な抗ウイルス材を提供すること
、をも目的とする。
（Ｄ）本発明は、抗ウイルス材の適用手段が制約されない抗ウイルス材を提供すること、
をも目的とする。
第二の本発明は、第一の本発明と同様の目的に加えて、ヒドロキシルラジカル発生源の成
分の１つである金属酸化物のみだけでウイルスを不活性にする抗ウイルス材を提供するこ
と、を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
第一の本発明（請求項1に記載の本発明）による抗ウイルス材は、ウイルスを不活性にす
るヒドロキシルラジカルの発生を可能にする金属酸化物粉末と水酸化物とを備えているこ
と、を特徴とする。
第二の本発明（請求項2に記載の本発明）による環境反応型抗ウイルス材は、水酸化物と
の反応でウイルスを不活性にするヒドロキシルラジカルの発生を可能にする金属酸化物粉
末を備えて、ウイルスが存在する環境下の水酸化物との反応でウイルスを不活性にするヒ
ドロキシルラジカルを発生させて使用するものであること、を特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
第一の本発明によれば、下記（イ）～（ホ）等に代表される効果が得られる。
（イ）各種ウイルスがヒドロキシルラジカルによって不活性にされる。
なお、「ウイルスの不活性」は、ウイルスの活性（機能）を停止・消滅させる意味で使用
している。
(ロ) ラジカルの分子集団をウイルスに接触させる等してウイルスを不活性にするので、
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ウイルスを不活性にする確率が高く、ウイルスが存在する環境に制約されることなくウイ
ルスを不活性にすることができる。
（ハ）ヒドロキシルラジカルの発生は、金属酸化物粉末及び水酸化物の化学的特性に由来
の化学的反応因子と、金属酸化物粉末の「粉末」に由来の物理的反応因子により影響され
るので、それらの因子の制御によりウイルスを不活性にするのに適するヒドロキシルラジ
カル量に制御可能になる。
（ニ）金属酸化物粉末及び水酸化物として人体・環境に適合可能なものが使用可能である
。
（ホ）金属酸化物粉末の粉末条件（例えば、比表面積・粒径・粒径分布等）の制御によっ
て、ヒドロキシルラジカル発生をウイルスの不活性化に最適化することが可能になる。
第二の本発明によれば、第一の本発明と同様の効果に加えて、以下等に代表される効果が
得られる。
すなわち、ウイルスが存在する環境下に水酸化物が存在すれば、容易にウイルスを不活性
にできることである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
〔本発明の概要〕：
本発明（第一及び第二の本発明）は、ヒドロキシルラジカルによるウイルスの不活性化に
ついて本発明者によって新たに見出された下記（1）～（6）等の科学的事実を基礎にして
いる。
（1）ヒドロキシルラジカルは、単独でウイルスを不活性にする効果が大きいという事実
である。
（2）ヒドロキシルラジカル以外の活性酸素は、単独でウイルスを不活性にする効果が存
在しないか、存在しても小さいという事実である。
（3）ヒドロキシルラジカルは、そのウイルス不活性化機構が有効に働く各種のウイルス
を不活性にすることができるという事実である。
（4）ヒドロキシルラジカルは、金属酸化物粉末と水酸化物との組み合わせ及び反応制御
によって、ウイルスを不活性にする効果を増大させることが可能になるという事実である
。
（5）ウイルスを不活性にするヒドロキシルラジカルの発生には、金属酸化物粉末の表面
状態が影響を与えるという事実である。
【００１１】
〔第一の本発明〕：
第一の本発明による抗ウイルス材は、ウイルスの不活性化に有効なヒドロキシルラジカル
発生を可能にする金属酸化物粉末と水酸化物を備えてなる。
【００１２】
<金属酸化物粉末>：
金属酸化物粉末は、水酸化物との反応でヒドロキシルラジカル発生が可能であって、天然
系（代表的には、鉱物に含有）若しくは合成系の一種若しくは複数種の金属酸化物粉末か
らなる。天然系金属酸化物粉末は、鉱物（例えば、塩若しくは複塩等を含む鉱物）の化学
的処理・物理的処理等により生成する場合も含む。鉱物由来の金属酸化物は、水酸化物と
の反応でヒドロキシルラジカル発生が可能な金属酸化物の粉末になっていることが必要で
ある（後記実施例を参照）。
金属酸化物粉末は、塩基性金属酸化物粉末が反応の容易性から適してはいるが、それ以外
の金属酸化物粉末（例えば、遷移金属酸化物粉末）であってもよい。
【００１３】
塩基性金属酸化物粉末は、水酸化物との反応の容易性からは、周期律表第2族元素の酸化
物粉末が適していて、例えば、酸化マグネシウム及び酸化カルシウム等が使用可能である
。なお、塩基性金属酸化物粉末が、酸化マグネシウム若しくは酸化マグネシウムを含む場
合には、ヒドロキシルラジカル発生及びウイルス不活性化の発現が容易である。
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ただし、水酸化物との組み合わせによっては、周期律表第2族元素以外の元素の酸化物粉
末であってもヒドロキシルラジカル発生の反応が生じ得る場合がある。
【００１４】
金属酸化物は、鉱物中に存在する場合があっても、鉱物の破砕・化学的処理・物理的処理
・粉末化等によって鉱物起源の金属酸化物粉末若しくは金属酸化物含有鉱物粉末（以下に
おいて、鉱物起源の金属酸化物粉末等ということがある）として反応に供することが可能
である。
ただし、鉱物起源の金属酸化物粉末等は、水酸化物との反応によるヒドロキシルラジカル
発生が可能になっていることが必要である。金属酸化物含有鉱物粉末は、ヒドロキシルラ
ジカル発生反応を阻害しない場合には、他の鉱物成分が共存してもよい。
【００１５】
鉱物としては、例えば、ドロマイト系鉱物、電気石系鉱物（例えば、ドラバイト、スコー
ル、エルバマイト及びその他）、ゼオライト系鉱物、カオリン系鉱物、麦飯石及びその他
の鉱物は、鉱物に応じた破砕・化学的処理・物理的処理・粉末化等によって、金属酸化物
粉末、金属酸化物粉末及び水酸化物粉末との共存系若しくはそれらと第三成分粉末との共
存系にされる。
例えば、ドロマイト系鉱物（炭酸カルシウム及び炭酸マグネシウムの複塩（Ｃａ・Ｍｇ（
ＣＯ3）2））の焼成及び水和の工程を得る消化物粉末では、焼成及び水和の工程を特殊な
操作条件で行って、ヒドロキシルラジカル発生の反応を生じさせる成分の消化物粉末にし
て反応に供される。
特殊な操作条件は、例えば、特殊な昇温速度、気流速度及び気流の間歇的使用等である。
消化物粉末は、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）、水酸化カルシウム（Ｃａ（ＯＨ）2）及び
水酸化マグネシウム（Ｍｇ（ＯＨ）1～2）を反応成分として含み、含有が許容される成分
は、炭酸カルシウム及び微量成分であることが望まれる。それ以外の成分が焼成及び水和
の工程で生成しているとヒドロキシルラジカル発生の反応が阻害される。また、酸化マグ
ネシウム量が低下すると、ヒドロキシルラジカル発生量も低下する。
【００１６】
金属酸化物粉末（特に、アルカリ土類金属元素酸化物粉末）は、結晶構造の粉末その他の
理由によって、金属酸化物粉末の単位体積の60％以上が、ＢＥＴ法による比表面積が20ｍ
2/g以上であって、上限が80ｍ2/g以上である粉末化が技術的に困難な比表面積（ｍ2/g）
であるとヒドロキシルラジカル発生の反応が生じ易く、比表面積が大きくなると円滑にな
る。なお、比表面積が20ｍ2/g未満でも、反応が可能な場合があるが、ヒドロキシルラジ
カル発生に困難を伴う。
粉末の「単位体積」は、粉砕した粉末からサンプリングした所定の単位体積の意味であっ
て、人為的に粒径が相違する粉末を混ぜたものではない。なお、本発明の「金属酸化物粉
末の量的主体」は、金属酸化物粉末の単位体積の主体となる割合であって、例えば、単位
体積の60％以上である場合が該当する。
【００１７】
<水酸化物>：
水酸化物は、金属酸化物粉末との反応でヒドロキシルラジカル発生に水酸化物イオンを供
給可能であれば、一種若しくは複数種の使用が可能である。なお、「水酸化物」は、一般
的には、水酸基を有する化合物の総称の意味で広義の語義で使用されるが、例外的に、金
属元素と水酸基とが結合した化合物の意味で狭義の語義で使用されことがある。本特許請
求の範囲及び本明細書にあっては、「水酸化物」を広義の語義で使用している。「水酸化
物」は、ヒドロキシルラジカルの発生が円滑・容易である等からは、無機水酸化物の使用
が適している。
一種の水酸化物の使用は、例えば、水酸化ナトリウム水溶液の使用等の場合で、複数種の
水酸化物の使用は、水酸化ナトリウム及び水酸化カリウムが混在の水溶液の使用等の場合
である。
水酸化物は、溶液状（例えば、水酸化ナトリウム水溶液）、スラリー状（例えば、水酸化
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カリウム含有スラリー）及び固体状（例えば、無水水酸化ナトリウム）等での使用が可能
で、その他の形態の使用も可能である。
なお、水酸化物が固体状であっても、水分の金属酸化物粉末への吸着、固体状水酸化物の
反応の潮解（例えば、無水水酸化ナトリウム等）によって、水分層等による反応の場が形
成されてヒドロキシルラジカル発生の反応が進行する。
【００１８】
水酸化物は、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化カルシウム、水酸化バ
リウム、水酸化アンモニウム、水酸化マグネシウム及び水酸化ストロンチウム等で、ヒド
ロキシルラジカル発生が容易で、取扱い及び反応制御が容易である点からは、例えば、水
酸化ナトリウム及び水酸化カリウム等の使用が適している。
水酸化物が、水溶液である場合には、例えば、0.001～0.8モル/リットル（好ましくは、0
.005～0.5モル/リットル）の濃度によりアルカリ性を反応に与えると、ヒドロキシルラジ
カル発生の反応が円滑である。
【００１９】
<ヒドロキシルラジカル発生の反応>：
ヒドロキシルラジカル発生は、例えば、金属酸化物粉末を水酸化物の水溶液若しくはスラ
リーに混入して反応させる方法、金属酸化物粉及び水酸化物をプロトン性または非プロト
ン性有機溶媒に入れて反応させる方法、金属酸化物粉と固体状水酸化物とを接触させて吸
着水分による反応の場で反応させる方法等による。
　金属酸化物粉末と水酸化物の量的比率は、金属酸化物粉末表面が水酸化物のアルカリ性
雰囲気に囲まれる状態であれば、ヒドロキシルラジカル発生の反応が進行する。アルカリ
濃度を大きくしてアルカリ性雰囲気の強度を大きくすると、ヒドロキシルラジカル発生反
応を早く進行する場合がある。
【００２０】
<ヒドロキシルラジカルの確認>：
ヒドロキシルラジカルの確認は、定量も含めて次の方法で測定して検証・確認した。
（a）ＡＰＦ（Aminophenyl Fluorescein）を使用する活性酸素検出用試薬に反応させて、
生成する強蛍光性化合物（フルオレセイン）の蛍光強度から測定する方法である。
 (b)エタノールとヒドロキシルラジカルを反応させて生成したヒドロキシエチルラジカル
を、POBN(α-（4-pyridyl-1-oxide）-N-tert
butylnitrone) により捕捉して、ＥＳＲ（Eｌectron Spin
Resonance:電子スピン共鳴)により測定する方法である。
（c）ヒドロキシルラジカルが確認された場合には、ラジカル捕捉剤のＤＰＰＨ（1,1－di
phenyl-2-picrylhydrazyl）の紫色の消失有無により、ヒドロキシルラジカルの発生・存
在を確認する方法である。
【００２１】
<ヒドロキシルラジカル発生の反応機構>：
ヒドロキシルラジカルは、フェントン反応（過酸化水素が鉄イオンとの反応によってヒド
ロキシルラジカルに変化する）及びハーバー・ワイス反応（過酸化水素とスーパーオキサ
イドアニオンから鉄イオン触媒下でヒドロキシルラジカルを生じる）による発生機構が知
られている。
一方、抗ウイルス材は、多様な適用手段によってウイルスの不活性に供することによって
、多種のウイルスを不活性にすることができる。その目的の実現からは、抗ウイルス材は
、多様な適用手段への付与（例えば、付着、固着、固定、担持、混入その他の方法）につ
いて制約が少ない若しくは制約が存在しないことが望まれる。
【００２２】
本発明では、ヒドロキシルラジカルの発生源として固体粉末を使用することによって、多
様な適用手段への抗ウイルス材の付与を可能にして、抗ウイルス材を広範囲に使用可能に
している。
　金属酸化物粉末としての酸化マグネシウム粉末と、水酸化物としての水酸化ナトリウム
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の水溶液との接触では、ヒドロキシルラジカルの多量の発生が、ＡＰＦの活性酸素検出用
試薬を使用する測定法及び POBNによりヒドロキシルラジカルとエタノールが反応して生
じたヒドロキシエチルラジカルを選択的に捕捉してESRにより測定する方法でも認められ
ている。
しかし、そのヒドロキシルラジカル発生の反応機構については、例えば、一段階の反応機
構、二段階の反応機構及び過酸化水素を中間に生成する反応機構等のいくつかが本発明者
により推論されている。
【００２３】
<ウイルスの不活性機構>：
ヒドロキシルラジカルが、ウイルス構造を破壊する現象、ウイルスタンパク質を凝集させ
る現象、ウイルスタンパク質を高分子量化させる現象及び表面の突起タンパク質の変化に
よる大きな塊若しくは集団の生成現象と、それによって、ウイルスが不活性になる現象が
本発明で見いだされている。（後記実施例を参照）。
【００２４】
<対象となるウイルス>：
ウイルス構造破壊、ウイルス表面の突起タンパク質の塊化現象及びウイルスタンパク質の
凝集現象がヒドロキシルラジカルにより生じるウイルスは、いずれも本発明の抗ウイルス
材により不活性にすることができる。
対象となるウイルスの一部を例示すると、例えば、インフルエンザウイルス（例えば、高
病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N1 HPAIV）／ベトナム株及び香港株）、コロナウイ
ルス（例えばサーズウイルス）、フラビウイルス（例えば、C型肝炎ウイルス、デング熱
ウイルス、日本脳炎ウイルス、西ナイルウイルス、黄熱病ウイルス）、ピコルナウイルス
（例えばポリオウイルス、A型肝炎ウイルス）、カリシウイルス（例えばノロウイルス）
、フィロウイルス（例えばエボラウイルス、マールブルグウイルス）、ラブドウイルス（
例えば狂犬病ウイルス）、パラミクソウイルス（例えばはしかウイルス、おたふくかぜウ
イルス）、ヘルペスウイルス、パピローマウイルス、ポリオーマウイルス、アデノウイル
ス、バルボウイルス、レトロウイルス（例えばヒト免疫不全ウイルス）、ヘパドナウイル
ス（例えばB型肝炎ウイルス）等がある。
【００２５】
<適用手段>：
抗ウイルス材の適用手段によって人若しくは動物がウイルスに接触可能な領域に抗ウイル
ス性が付与されて、ウイルスを不活性にする。抗ウイルス材は、各種ウイルスの不活性化
に有効であって、抗ウイルス材として取り扱いが容易な粉末を使用するので、適用手段は
、用途・形状・大きさ・使用方法その他において特に制約がない。
適用手段は、例えば、診断用器具、体外循環用器具、防護品、臨床検査器具（例えば、手
袋、各種検査器具、無菌布、マスク、器械カバー、包帯等）、病院用器具（例えば、手術
用ガウン、防護布、無菌布、マスク、器械カバー、包帯等）、医療消耗品（例えば、包帯
、マスク等）、在宅医療器具（例えば、寝具その他）、衛生材料、保健衛生具、病院建物
、食品製造工場、容器、食品包装材等にウイルスを不活性にする機能が発現可能な状態で
使用される。
また、適用手段は、例えば、製剤用担体（固体、液体、ペースト等）及び製剤用組成物そ
の他の製剤用適用手段であってもよい。固体担体は、（白陶土（カオリン）、ショ糖、結
晶セルロース、タルク、寒天）等である。
【００２６】
<適用手段の使用の態様>：
抗ウイルス材は、ヒドロキシルラジカル発生が可能に適用手段に備えられる。例えば、固
着、付着、塗布、固定、含有、担持その他の方法によって備えられる。水酸化物が、溶液
状である場合には、適用手段に含有させてもよい。また、水酸化物を別に用意しておいて
、適用手段に備える金属酸化物と予め用意した水酸化物とを反応させてヒドロキシルラジ
カルを発生させる。その場合には、適用手段に備える金属酸化物及び予め用意した水酸化



(8) JP 2008-37814 A 2008.2.21

10

20

30

40

50

物から本発明の抗ウイルス材が構成されることになる。
更に、水酸化物を予め用意しなくても、水酸化物の存在環境下にウイルスが存在している
場合には、ウイルス存在環境の水酸化物と、適用手段が備える金属酸化物との反応によっ
てヒドロキシルラジカルを発生させて、ウイルスを不活性にすることができる。これが、
第二の本発明の場合である。
【００２７】
なお、本発明においては、本発明の目的に沿うものであって、本発明の効果を特に害さな
い限りにおいては、改変あるいは部分的な変更及び付加は任意であって、いずれも本発明
の範囲である。例えば、本発明は、その原理から、発生させたヒドロキシラジカルにより
破壊、凝集などを引き起こしうる他の生物に対する薬剤（一例を挙げれば、抗菌剤）への
応用が可能である。
次に、本発明を実施例に基いて具体的に説明するが、実施例は具体例の一部であるところ
から、本発明の範囲が実施例に制約されることがない。
【実施例】
【００２８】
<実施例1>〔ヒドロキシルラジカルの検証〕：
酸化マグネシウム（ＭｇＯ）粉末を水酸化ナトリウム（ＮaＯＨ）水溶液0.1モル/リット
ルに入れて反応させた。次に、ＡＰＦ試薬（活性酸素検出用試薬）に反応させて、ヒドロ
キシルラジカル（・ＯＨ）の存在の確認及び検量線による定量によって多量のヒドロキシ
ルラジカル（・ＯＨ）の発生が認められた。　　　　　　　　　　　　　　
【００２９】
<実施例2>〔ヒドロキシルラジカルの検証〕：
酸化マグネシウム（ＭｇＯ）粉末を水酸化ナトリウム（ＮaＯＨ）0.1モル/リットルに入
れ、さらにエタノールとPOBNを加えた。ヒドロキシルラジカルはエタノールと反応し、ヒ
ドロキシエチルラジカルを生成するが、これをPOBNで補足しESR(電子スピン共鳴)により
測定する実験を行った。ESRではヒドロキシルラジカルの生成を示す典型的なピークのパ
ターンが検出された。
【００３０】
<実施例3>〔反応源が共存の鉱物粉末による反応の検証〕：
金属酸化物と水酸化物が共存する鉱物粉末からのヒドロキシルラジカル（・ＯＨ）発生を
検証した。
金属酸化物に水酸化物が共存する鉱物粉末のサンプルとしては、炭酸カルシウム及び炭酸
マグネシウムの複塩（Ｃａ・Ｍｇ（ＣＯ3）2）を含有するドロマイト鉱石の焼成及び消化
によって得られたサンプルを使用した。ドロマイト鉱石は、その処理条件（昇温速度、気
流条件（気流の有無、気流速度その他））によって全く異なる消化物を生成する。
そこで、実験は、ヒドロキシルラジカル（・ＯＨ）の発生機構から予測して、焼成物の消
化が、炭酸カルシウム（ＣａＣＯ3）、水酸化カルシウム（Ｃａ（ＯＨ）2）及び水酸化マ
グネシウム（Ｍｇ（ＯＨ）1～2）、及び酸化マグネシウム（ＭｇＯ）を有する消化物を生
成する操作条件（例えば、昇温速度5～10℃/分、空気気流：送り・停止の併用）で行って
、ＢＥＴ法により測定の比表面積が、40ｍ2/g以上になる粉末に調製した。また、　この
サンプルでは、ヒドロキシルラジカル（・ＯＨ）が発生し、ウイルスを不活性にすること
ができた。
【００３１】
<実施例4>〔ウイルス不活性化の検証〕：
ヒドロキシルラジカルのサーズウイルス（SARS-CoV）に対する不活性化能の検証実験をプ
ラークリダクション法により行った。
　ヒドロキシルラジカルは、炭酸カルシウム（ＣａＣＯ3）、水酸化カルシウム（Ｃａ（
ＯＨ）2）、水酸化マグネシウム（Ｍｇ（ＯＨ）１～2）及び酸化マグネシウム（ＭｇＯ）
を有する実施例3のサンプルを使用した。
　当初のＣｏｎｔｒｏｌは、感染価が200万プラーク/ミリリットルであったが、ヒドロキ
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シルラジカル処理後にはゼロになっていた。
【００３２】
<実施例5>〔ウイルス不活性化の検証〕：
ヒドロキシルラジカルのサーズウイルスに対する不活性能の検証実験を酸化マグネシウム
（ＭｇＯ）粉末と水酸化ナトリウム（ＮaＯＨ）水溶液から発生したヒドロキシルラジカ
ルにより行った。
当初のＣｏｎｔｒｏｌは、感染価が実施例4の場合よりも大きい場合であっても、ヒドロ
キシルラジカル処理後にはゼロになっていた。
【００３３】
<実施例6>〔ウイルス不活性化の検証〕：
ヒドロキシルラジカルのトリインフルエンザウイルス（Ｈ5Ｎ1　ＨＰＡＩＶ）／ベトナム
株に対する不活性化能の検証実験を実施例7と同じ条件で行った。
当初のＣｏｎｔｒｏｌは、感染価が107プラーク/ミリリットルであったが、ヒドロキシル
ラジカル処理後にはゼロになっていた。
【００３４】
<実施例7>〔ウイルス不活性化の検証〕：
ヒドロキシルラジカルのトリインフルエンザウイルス（Ｈ5Ｎ1　ＨＰＡＩＶ）／香港株に
対する不活性能の検証実験を実施例8と同じ条件で行った。
当初のＣｏｎｔｒｏｌは、感染価が5x 106プラーク/ミリリットルであったが、ヒドロキ
シルラジカル処理後にはゼロになっていた。
【００３５】
<実施例8>〔ウイルス不活性化の検証〕：
一組が5匹からなる二組のマウスを用意して、その一組の5匹のマウスの鼻からトリインフ
ルエンザウイルス（Ｈ5Ｎ1　ＨＰＡＩＶ）／ベトナム株を吸引させた。他の一組のマウス
には、実施例3のヒドロキシルラジカルで処理してトリインフルエンザウイルス（Ｈ5Ｎ1
　ＨＰＡＩＶ）／ベトナム株を吸引させた。
ヒドロキシルラジカル未処理の組のマウスでは、感染３日後においてマウスの鼻洗浄液中
のウイルス量は103プラーク/ミリリットルであった。一方、ヒドロキシルラジカル処理し
た組のマウスではウイルス量がゼロになっていた。
また、ヒドロキシルラジカル未処理の組のマウスは、最初の１匹が１０日後、次の2匹が1
1日後、更に次の１匹が12日後、最後の１匹が１3日後にそれぞれ死亡した。
しかし、ヒドロキシルラジカル処理した組のマウスは、14日後も全数が生存していた。
【００３６】
<実施例9>〔ウイルス不活性機構の検証〕：
先ず、サーズウイルス（SARS-CoV）粒子の表面に存在する突起（スパイク）タンパク質に
金コロイドを結合させた抗スパイク抗体を作用させ、ウイルス粒子表面のスパイクタンパ
ク質を電子顕微鏡により観察した。その結果、ウイルス粒子の周りに金コロイドが分布し
、ウイルスのスパイクタンパク質の分布と一致していた。次に、サーズウイルス（SARS-C
oV）をヒドロキシルラジカルに接触させた後で同様の方法で金コロイドを結合させた抗ス
パイク抗体を作用させてからウイルス粒子表面のスパイクタンパク質を電子顕微鏡により
観察した。その結果、金コロイドは塊状・集団状・高分子状になった場所に分布し、ウイ
ルス粒子表面のスパイクタンパク質の変化を伴うウイルス構造の崩壊とウイルスの不活性
化が観察された。
【００３７】
<実施例10>〔ウイルス不活性機構の検証〕：
ヒドロキシルラジカル未処理のサーズウイルスとヒドロキシルラジカル処理をしたサーズ
ウイルスに対し抗スパイク抗体を用いてウエスタンブロットを行った。還元剤を加えずに
電気泳動すると、ヒドロキシルラジカル処理をしたサンプルにおいてスパイクタンパク質
のバンドの消失が認められた。還元剤を加えて電気泳動すると、スパイクタンパク質のバ
ンドの回復が認められた。これはスパイクタンパク質がヒドロキシルラジカルによって酸
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【００３８】
<実施例11>〔ウイルス不活性機構の検証〕：
ヒドロキシルラジカルで処理したサーズウイルスとヒドロキシルラジカルの発生源にヒド
ロキシルラジカル除去剤を加えた状態で処理をしたサーズウイルスに対し抗スパイク抗体
を用いてウエスタンブロットを行った。還元剤を加えずに電気泳動すると、ヒドロキシル
ラジカル処理をしたサンプルにおいてスパイクタンパク質のバンドの消失が認められたが
、ヒドロキシルラジカル除去剤(ここではサリチル酸ナトリウム)を加えたサンプルではス
パイクタンパク質のバンドの回復が認められた。これはスパイクタンパク質のヒドロキシ
ルラジカルによる高分子量化が、ヒドロキシルラジカル除去剤によって阻害されることを
意味している。
【００３９】
<実施例12>〔ウイルス不活性機構の検証〕：
実施例3のサンプル調製において、ドロマイト鉱石の焼成及び消化の条件を変えて酸化マ
グネシウム（ＭｇＯ）が存在しない消化物の粉末を調製した。この酸化マグネシウム（Ｍ
ｇＯ）未含有のサンプルでは、ウイルスを不活性にすることができなかった。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
  本発明の抗ウイルス材によって、ウイルスをヒドロキシルラジカル雰囲気下に置く及び
ヒドロキシルラジカルに接触させることによって多種のウイルスを容易かつ明確に不活性
にすることが可能になって、直接的及び間接的に有益な利益を産業・社会にもたらすこと
が可能になる。
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