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 1．はじめに 

　人体は微生物によって常に大きな脅威を与えられ，微生
物の感染で発病し，時には生命を失うようなことも少なく
ない。昨年9月の惣菜店での腸管出血性大腸菌O157発生
による女児の死亡事故は記憶に新しい。微生物の作用によ
り発生する被害は，ヒトや動物の病気，食品や農産物への
被害などに限らず，アルミニウム材料，エレクトロニクス，
プラスチック材料，建材，塗料，化粧品，繊維製品，土木
工事に至るまで広く波及 1）していることが明らかとなり，
殺菌，除菌，増殖抑制などの「微生物制御技術」を駆使して
対応してきた。
　そして現在，私たちの回りには抗菌処理を施された製品
があふれている。一時期の抗菌ブームはある程度収束した
かに見えるが，むしろあまりに抗菌処理製品が一般的にな
り，私たち消費者が慣れてしまったのかもしれない。作用
が怪しいものは当然として，全く抗菌処理が不必要なも
の，無駄・無意味なものは，科学的な根拠を基に排除して
ゆかねばならない。度を過ぎた清潔化の危険性は，著名な
先生の書籍にも述べられているところである（例えば，藤田
紘一郎先生著「手を洗いすぎてはいけない～超清潔志向が人類を滅ぼ

す」など）。では抗菌処理が必要ないのかといえば，そんな
ことはないと断言できる。むしろ今後の日本において，そ
の重要性はますます増してくる。社会の高齢化が加速的に
進むことは，必然的に免疫学的な弱者が増えることを意味
する。本当の意味で抗菌処理・抗菌加工製品を必要とする
人がこれから増えてくるのである。「抗菌」という分野は私
たちの生活と密着している領域であり，市民が抗菌技術に
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求める「安心・安全のレベル」は高い。この技術開発の方向
性は非常に明確であり，これらの要求に耐えうる抗菌技術
の開発が求められている。本稿では，現在の抗菌技術につ
いて概説し，抗菌技術の中での化学工学の役割について考
えてみたい。

 2．抗菌とは? 

　微生物制御の分野では「抗菌」，「殺菌」，「静菌」など様々
な言葉が使用されるが，ここでは，まずはそれらを定義す
る。その概念図を図1に示す。「抗菌」は微生物細胞の滅菌・
殺菌・除菌・静（制）菌など全てを含んでおり，最も広義に
使われる 2）。「殺菌」は目的とする対象物（固体，液体，気体）

中および表面の微生物細胞を殺すことで，ある環境中の微
生物を完全に殺滅または除去する場合（つまりゼロ）を特に
「滅菌」と呼ぶ。培地を作製する際に使用するオートクレー
ブは，滅菌処理である。静（制）菌は微生物の増殖を阻害し，
増えない状態にすることを意味している。冷蔵や冷凍など
の低温保持や乾燥がこれにあたる。「除菌」は対象物中およ
び表面から微生物を除去することで，フィルターを使用し
たろ過滅菌，沈降除菌，洗浄処理などがある。私たちの回
りには「抗菌」という言葉が溢れているが，「抗菌」はこのよ
うに広い領域をカバーし，多様な意味を含んでいるのである。

抗菌技術フロントライン

図1　 抗菌処理の概念図4）：未処理状態とは抗菌処理を施さない場
合の生細胞数の変化を示している
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　これらの抗菌技術は，物理的方法，物理化学的方法，化
学的方法，生物学的方法に大別される（表1）。
2.1　物理的方法

　主に温度，圧力，電磁波を操作因子として用いる方法，
ろ過，沈殿や洗浄などの分離操作による方法で，増殖抑制，
殺菌，滅菌をおこなう。近年ではパルス殺菌およびその応
用に関する研究が活況を呈している。
2.2　物理化学的方法

　水分（水分活性），pH，酸素濃度や酸化還元電位などの因
子を微生物の生育環境から外すことで，増殖抑制，死滅を
狙う手法である。
2.3　化学的方法

　化学的な微生物制御はエジプトのミイラ作りに見られる
ように，歴史は非常に古い。抗生物質，有機系抗菌剤，無
機系抗菌剤等がここに含まれる。抗生物質および抗菌剤
は，周囲の環境および微生物の生理状態によりその効果は
大きく変化するが，この領域のデータは依然として不足し
ている。また，耐性菌が出現することも問題の一つである。
2.4　生物学的方法

　バクテリオファージを用いた特定細菌の殺菌，自己溶菌
活性の活性化による細胞の殺滅などがある。

 3．抗菌の対象微生物とその生理状態 

　「抗菌」が対象とする微生物は，細菌および真菌（酵母，カ
ビ）である。細菌は大きさが0.5～5μm程度の単細胞生物
で核を持たない原核生物である。真菌は真核生物で，形態

学的に単細胞性の酵母と多細胞の菌糸の形の2つに大別さ
れる。これまでの微生物の研究といえば，特に細菌は豊富
な栄養条件下で培養をおこない，そこで生育したバラバラ
の浮遊細胞を扱うことを当たり前としていた。教科書的に
は微生物の増殖は一般に増殖曲線と呼ばれる曲線で説明さ
れる。また殺菌において，その死滅過程は1次反応に従う
ことが経験的に知られている。
　しかし，抗菌処理を実際におこなうと，この微生物細胞
の死滅反応速度論に従わない場合（例えばショルダーやテーリ
ングなど）が非常に多い。単一菌種であっても，その耐性は
外部環境や細胞の生理状態により大きく変化する。さら
に，一般的な環境では，多種の微生物が存在し，しかも様々
な生理状態の細胞が混在，あるいは処理中に細胞が変化（適
応）することもある。
3.1　バイオフィルム（biofilm）

　自然界において多くの微生物は浮遊状態よりもむしろ，
固体表面に付着して生存している（図2）。固体表面に付着
した微生物が形成する高次構造体をバイオフィルムと呼
ぶ。環境中では単一菌種のバイオフィルムは稀であり，実
際は複数の菌種が共同してバイオフィルムを形成してい
る。バイオフィルムでは菌体外多糖や核酸，タンパク質な
ども絡み合ったネットワーク構造を形成し，浮遊細胞と比
べて環境ストレスや抗生物質などの薬剤処理に対して，非
常に高い耐性を示すことが知られている。
3.2　休眠細胞（dormant cell）

3.2.1　芽胞（spore）

　一部の細菌（Bacillus 属やClostridium属など）が，増殖に適さ
ない環境になったときに形成する，耐久性の高い特殊な細
胞構造をもつ。細胞内部の水分を少なくして，DNAやタ
ンパク質をストレス下でも変性しにくくしている。その結
果，熱・薬剤・乾燥などに著しく高い耐性を示し，長期間
休眠状態を維持できる。増殖に適した環境になると発芽し
て菌体（栄養細胞）に戻る（図3）。
3.2.2　Persist cell3）

　栄養型の細胞においても，芽胞とは異なる休眠細胞があ
る。これらをpersist cellを呼ぶが，“metabolically inactive”，
要するに代謝をしていない（あるいは極端に低くしている）状態

表1　抗菌技術

物理的方法
　加熱処理，低温処理（冷蔵，冷凍）
　電磁波処理（加熱：赤外腺，マイクロ波）
　電磁波処理（非加熱：紫外線，γ線）
　加圧・減圧処理，ろ過，遠心分離
　電界処理，パルス処理，超音波処理
物理化学的方法
　水分制御（水分活性調整，乾燥，塩蔵，糖蔵）
　pH調整，酸素・酸化還元電位調整
化学的方法
　抗生物質
　抗菌剤
　　有機系抗菌剤（第四アンモニウム塩，
　　　アルコール，アルデヒド類，カルボン酸類，
　　　エステル類，フェノール類など）
　　無機系抗菌剤
　　　銀系，銅系，亜鉛系
　　　酸化チタン，酸化カルシウム，
　　　酸化カルシウム系天然物など）
　　その他（次亜塩素酸塩，過酸化水素，
　　　酸性電解水，オゾンなど）
生物学的方法
　　バクテリオファージを用いた方法
　　自己溶菌酵素の活性化など

コンディショニング
フィルム バイオフィルムの熟成バイオフィルムの形成

浮遊細胞
バイオフィ
ルムの脱離

細胞外多糖

抗菌剤

図2　バイオフィルムの発達
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の細胞である。そのため細胞内に取り込まれて作用する抗
生物質などは効果を発揮できない。これらの細胞は突然変
異体ではなく，野生株の異なる表現型である。最初は黄色
ブドウ球菌（Staphylococcus aureus）で見つかったが，現在では
大腸菌（Escherichia coli），緑膿菌（Pseudomonas aeruginosa）など他
の細菌でも報告されている。定常期あるいはバイオフィル
ム中には，ある一定の割合でこれらの細胞が含まれること
が分かってきている。
3.3　ストレス適応4）

　細胞がストレスを受けると，何らかの障害を受け，場合
によっては死に到る。しかし障害が軽度の場合，細胞はス
トレス環境に適応し，同時に様々な遺伝子を発現させる（ス
トレス応答）。例えば，活性酸素消去酵素，薬剤ポンプなど
の排出システム，DNA修復酵素などの発現量の増加など
である。このような適応反応は，結果として抗菌処理に対
する耐性度合いを高めると考えられている。

 4．抗菌分野における化学工学 

　抗菌分野と化学工学の最初の大きな接点は，ペニシリン
の大量生産である。実験室の延長上の非効率的な方法から
大量培養法の開発，それに吹き込む大量の空気の殺菌法，
培養液からペニシリンの抽出分離法，濃縮液からの晶析法
等，化学工学のテクニックを駆使しておこなわれた 5）。こ
の抗生物質や有用物質の大量生産の領域における化学工学
の果たす役割はこれまでも，そして今後とも変わりなく大
きなものである。また，食品機械においては，EHEDG

（European Hygienic Engineering and Design Group）のガイドラインに
沿った研究開発が，グローバル化を見据えた上でますます
重要になっていくだろう。
　抗菌技術の開発から考えると，物理的な方法による微生
物制御の基本的な原理は，すでに出尽くしている感があ
る。しかし，その装置的な開発や，技術操作上の改良や組
み合わせは，抗菌処理の有効性を高めるだけでなく，新し
い概念の抗菌手段を誕生させる可能性がある 2）。ここは化

学工学の得意とするところである。
　さらに幾つかの領域を上げると，材料の抗菌加工処理に
も化学工学の方法論が生かせる。現在，抗菌剤を繊維や樹
脂などに練り込んで作成しているケースが多い。抗菌は材
料表面で起こるため，抗菌剤が効率よく表面に出ていない
と，抗菌剤の無駄遣いとなる。したがって，今後の抗菌加
工処理は，「表面処理」が中心的な役割を果たして行くこと
になり，化学工学の薄膜形成プロセスが生かされる。化学
工学が培ってきた吸着・脱離・表面反応などの知見の活用
である。具体的にはめっきやゾルゲル法など液相を利用す
るウェットプロセスとPVD（Physical Vapor Deposition）やCVD

（Chemical Vapor Deposition）のように気相を利用するドライプ
ロセスの応用である。そして，加工処理プロセスの開発に
おいては，①被処理材料の耐熱性を考慮した低温での処
理，②抗菌活性の持続性の向上，③必要以上に抗菌剤が溶
け出さないこと，④使用する抗菌剤量を少なくすること等
が求められる。多孔性物質や凸凹のある表面には，近年燃
料電池用触媒形成や撥水コーティングなどの表面改質技術
として活用が広まってきたALD（Atomic Layer Deposition）6）の
利用も有効 7）であろう。
　一方，抗菌の対象となる微生物側ではどうだろうか。今
後は「予測微生物学（Predictive Microbiology）」の重要性が高ま
り，ここも化学工学者の力が発揮できるところである。英
国，米国，豪州の協力によりComBase

8）というサイトが運
営されている（図4）。ComBaseには，病原性細菌と腐敗細
菌を合わせて50,000件以上のデータ数が収録されており，
単純なデータ検索・収集から，予測微生物学モデルを基に
した各種（増殖・熱死滅など）の予測ツールを無料で利用でき
る。このサイトで扱っているのは主に浮遊細胞（肉などの食
材も幾つかある）であるが，抗菌分野の研究の軸足は，現在
バイオフィルムに移っており，今後もその傾向は続く。こ
のバイオフィルムの死滅・崩壊・除去に関するデータベー
スはまだない。バイオフィルムで起こっていることは界面
での反応であり，非平衡・非線形の系であり，化学工学の
対象としても興味深い。「抗バイオフィルム試験法」や試験
に使用する菌株の検討 9, 10）も始まっており，データベース
化を目指すならば，バイオフィルムの死滅・崩壊・除去を

図4　ComBaseによる増殖の予測結果の一例
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図3　芽胞の生活環
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どのようなモデルで表現するか議論・検討が必要となる。

 5．おわりに 

　筆者は毎年，学生実験において新入生の携帯電話の画面
にいる菌数を調べさせている。最近では，多くの学生がス
マートフォンの表面に「抗菌フィルム」を貼っている。10

年近く続けているが，間違いなくその性能は上がってきて
いる。5～6年前までは信じられないくらいの菌数が出て
きて，学生からは悲鳴が上がっていた。ところが，最近で
は気落ちするほど菌数が少ない場合も多い。ただし，生き
残っている微生物を更に調べてみると，芽胞形性菌であっ
たりする。また，むしろ最近ではスマートフォン表面では
なく，付けているケースと本体の間に，相当数の菌数がい
たりもする。微生物側でもしぶとく，戦略的にサバイバル
しているのが分かる。
　「抗菌」という分野（例えば日本防菌防黴学会）は，中に入っ
てみると，実際，多種多様な人材が集まる境界領域の塊の
ような分野である。工学系出身者が少ないのは当然なのだ
が，純粋な微生物屋さんも決して多くないことに気づく。
抗菌処理の結果生じる恐れのある微生物の耐性化，検出に
影響を及ぼす損傷菌の機構解明や回復に関しては微生物学
分野の協力が不可欠である。

　一方，2007年には我が国が開発した抗菌性試験方法の
JIS Z 2801がほぼそのままの内容で国際標準化機構（ISO 

22196）に採用されている 11）。これは，日本の規格がほぼそ
のまま国際規格として認められた日本では少ない例の一つ
である。そのため「kohkin」と言う単語は海外でも浸透して
きており，「抗菌技術」は日本が世界をリードしている分野
の一つでもある。しかしながら，現段階ではまだ実学の域
にとどまり，一つの学問体系としては確立していないと言
わざるを得ない。繰り返しになるが，抗菌の対象となる環
境は，固体表面や固液混合系などの不均一系で，しかも非
平衡・非線形な系を扱うことが多い。まさに化学工学の得
意とする分野である。化学工学的なアプローチを武器に，
抗菌分野に切り込んでくれる人が増えることを期待する。
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学会（化学工学）誌配布形態の変更について

　現在，以下のように会誌配布形態を変更しています。ご理解をいただきたく，何卒
よろしくお願いいたします。

学生会員
　学生会員につきましては，原則，学会誌送付を停止しております。
　学会誌送付が必要な方は，マイページ内の「会誌郵送有無」から変更できます。

正会員（学生会員以外の個人会員）
　いままでどおり学会誌を送付しますが，学会誌送付が不要な方は，マイページ内の
「会誌郵送有無」から変更できます。

法人会員
　いままでどおり雑誌を送付します（変更はございません）。

公益社団法人 化学工学会 http://www.scej.org/

著作権法により無断での転載等は禁止されています 
 


