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1．はじめに

近年，アトピー性皮膚炎，気管支喘息，アレルギー
性鼻炎などのアレルギー疾患が社会的に問題となって
きている。推定される大きな原因の一つとして，住居
内，とくに室内塵中に多いチリダニのアレルゲン
（Der 1，Der 2）や，スギ花粉アレルゲン（Cry j1，
Cry j2）等の多くのアレルゲンが生活空間内に増えて
きていることが指摘されている1）。
とくにチリダニのアレルゲンの場合には，チリダニ

を駆除しても，その死骸がさらにアレルゲン性の高い
物質を生活空間に供給することになり，アレルゲンが
原因となるアレルギー疾患の根本的な解決には至らな
い。図1にはアレルギーの発症過程の一例と，従来か
ら行われていた対策を示すが，いずれも，十分な方法
とは言えなかった。アレルギー疾患の克服のためには
本質的には体質を改善することが有効であることはわ
かっているが，遺伝的要素など複雑な要因が絡むため，
難しい課題が残されている。そこで，アレルゲンを生
活環境中から排除することが重要となってくる。
本稿では，生活環境中のアレルゲンを減少させ，ア

レルギーのリスクが低減された安全な環境を実現でき
る技術として，高分子を利用したアレルゲン不活性化
技術について紹介する。

2．アレルゲン不活性化方法

アレルゲンはタンパク質であるため，これを不活性
化する方法としては，強アルカリ剤，タンパク変性剤，
あるいは加熱（80℃，4時間以上）によって変性させ
る方法が考えられる2）。しかし，強くタンパク質と作
用し，変性させる方法では，同じくタンパク質で皮膚
を形成している人体に悪影響を及ぼしてしまうため
に，実用化は困難である。そこで最近では，アレルゲ
ンを不活性化する技術として，活性イオンを特殊装置
によって放出する技術や，高分子（酵素，フェノール
系高分子）を繊維製品・フィルターなどに添着してそ
の表面で不活性化する技術が提案され，実際に製品化
されてきている。
2.1 活性イオンによる不活性化技術
活性イオンを利用してアレルゲンを不活性化する代

表的な方法として，西川らが提唱している放電プラズ
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図1 アレルギー発症過程の一例とアレルギー対策
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マにより生成したクラスターイオンを用いる方法があ
る。これは，平板上誘導体の表面電極に，交流高電圧
を印可することによって，プラズマ放電状態を形成さ
せる方法である。この放電プラズマによって大気中の
分子を電離や乖離させ，正および負極性イオン（クラ
スターイオン）によりアレルゲンを不活性化する3）。
この方法は，室内などに浮遊しているアレルゲンに対
しては有効な方法と考えられている。
2.2 酵素法
高分子を利用する方法の一つである酵素法とは，タ

ンパク質であるダニアレルゲンに，加水分解酵素を作
用させ，ダニアレルゲンを分解，不活性化するという
ものである。一般的に酵素は高温に弱く，安定性が低
いため，耐久性のある製品として使用することは困難
である。それに対して，高蔵らは，80℃以上の環境で
も生育できる超好熱菌の遺伝子を大腸菌に組み込み，
高温下でもアレルゲンへの活性を保持する加水分解酵
素を見出した4）。この加水分解酵素は40～110℃の
範囲で活性を示す。また，尿素に，アレルゲンタンパ
クの高次構造をゆるめる作用があることから，尿素と
組み合わせることで，加水分解酵素の働きを加速させ
る技術も見出した。この酵素法の技術は，エアコンフ
ィルターなどに応用されており，ダニ虫体，ハウスダ
スト，花粉，ネコ上皮などのアレルゲンの不活性化を
実現している5）。
2.3 フェノール系高分子法
この方法は，現在最も多くの種類の製品に展開され

ているアレルゲン不活性化方法である。
タンニン酸には，ダニアレルゲンを不活性化する能

力があることは20年以上前から知られており，特許
や論文でも報告されていた6,7）。しかし，タンニン酸
には，いくつかの実用上の問題点があった。すなわち，
その水溶性と着色性のために周りのものを汚損してし
まい，とくに耐洗濯性が求められるものには応用でき
ない問題があった。筆者らは，図2に示すようにタン
ニン酸の官能基や特長を解析し，それに応じた化合物
のアレルゲン不活性化効果を測定した8）。得られた結
果を表1に示す。この表からわかるように，一つの分

子中にフェノール基を多数もった化合物がダニアレル
ゲンに対して効果が高く，ポリビニルフェノールやポ
リチロシンは，タンニン酸と同等の効果を示した。
これらの化合物がアレルゲンを不活性化する機構と

しては，多数の弱い結合がアレルゲン表面と相互作用
する“multi valent interaction”のような効果ではな
いかと推定される（図3）。通常，アレルゲンが体内
にはいると，アレルゲンに対する抗体と反応し肥満細
胞からヒスタミンが放出され，かゆみなどを引き起こ
すが，上記のようなアレルゲン不活性化物質があると，
抗原抗体反応を引き起こさず，アレルギー症状が発症
しなくなると考えられる。
その他のフェノール系高分子としては，リグノフェ

ノール誘導体がアレルゲン不活性化効果を示すことが
確認されている9）。増山らはリグノフェノール誘導体
の活性の比較を行い，単位重量当たりのフェノール性
水酸基が多くなるリグノクレゾール，リグノカテコ－
ル，リグノピロガロールの順に，アレルゲン不活性化
効果が高くなることを明らかにしている10）。
また，宇山らは，ペルオキシダーゼを用いた酵素触

媒重合により種々のフェノール系高分子を合成し，そ
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図2 タンニン酸の構造・官能基
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図3 アレルゲン不活性化推定機構と物質の作用

表1 タンニン酸の構造・官能基に対応する化合物のアレルゲ
ン不活性化効果
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のアレルゲン不活性化効果を検討した。その結果，メ
トキシフェノールの重合体において，置換基の位置が
アレルゲン不活性化効果に大きく影響することを報告
している（表2）11）。

3．製品への展開

3.1 常温常湿度での効果
家庭内でダニアレルゲンが多い場所としては，カー

ペット，布団，布のソファー，車のシートなどが挙げ
られる。これらは，ダニが生育しやすい場所や，ダニ
の死骸や糞が蓄積しやすい場所でもある。これらの場
所でアレルゲンを不活性化するには，先に紹介した酵
素やフェノール系高分子などをカーペットや布団生地
の表面に付着させ，アレルゲンと接触させるように製
品を設計すれば良い。
しかしながら，実際には，空気中，常温，常湿度と

いった実用条件では，アレルゲンと，酵素あるいはフ
ェノール系高分子との反応は，効率よく進行しない。
これは，繊維などに固着させた高分子およびアレルゲ
ンがともに固体であるため，固体－固体の反応となり，
溶液中での反応のように効率的には進まないためであ
る。この問題を解決するためには，図4に示すように
吸湿性添加剤の存在が必要となる8）。筆者らは，サン
プルとして，アレルゲン不活性化物質（ポリビニルフ
ェノール）を含有させた布，させない布，吸湿性ポリ
マーを添加した布，しない布を，それぞれ作製した。
次に，ダニアレルゲンを含んだチリゴミを布に塗りつ
け，温湿度条件を一定にするために，恒温恒湿槽で一
晩静置し，これらのアレルゲン性を比較検討した。す
なわち，アレルゲンの量が多いほどT部が発色する仕
組みの市販のアレルゲン量評価キット；ダニスキャン
（アサヒフードアンドヘルスケア社製）を使用し検討
を行った結果，38℃，95％R.H.の高湿度では，アレ
ルゲン不活性化処理されていない布で，ダニスキャン
で発色が見られるのに対し，アレルゲン不活性化処理

した布では，吸湿性ポリマーを添加しない系でも発色
は認められず，アレルゲン性が低下したことがわかっ
た。しかし，25℃，75％R.H.の常湿度では，吸湿性
ポリマーを添加しない系で処理した布は，アレルゲン
性の低下は認められなかったのに対し，吸湿性ポリマ
ーであるポリエチレングリコールを添加した系で処理
した布を作製し検討したところ，アレルゲン性の低下
が認められた。このように，実際の製品には吸湿性添
加剤の存在が必要であることがわかった。その理由と
しては，吸湿性添加剤がイオン性反応場を形成してい
るからだと考えられる（図5）。
吸湿性添加剤と組み合わせることで，フェノール系

高分子は実用化でき，カーペット12），布団，カーシ
ート13），空気清浄機用フィルター14）などに応用され，
『アレルバスター』のブランドで市販されている。
3.2 モニター評価
上述のように吸湿性添加剤と組み合わせて製品化さ

れたものを，実際に人が使用した際の効果についても
報告されている。筆者らは，首都圏および近畿圏の環
境アレルゲンが原因と思われるアレルギー症状（喘
息・皮膚炎）保有者44名を抽出し，アレルゲン不活
性化シーツなどを用いて，居間，寝室を中心にアレル
ゲン対策を行い，その効果の有無を検証した15）。実
施区（実際にアレルゲン対策をとった被験者）および
プラセボ区（実際にはアレルゲン対策を行わなかった
被験者）に分け，対策実施の1～2週間前から約1ヶ月
間にわたり，日記形式によるアレルギー症状の記録を
行った。その結果，実施区でアレルギー症状の改善が
認められたとする有意差が報告された。
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図5 吸湿性添加剤による反応場の提供
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図4 常温常湿度でのアレルゲン不活性化効果

ポリマー濃度 

サンプル 1％ 0.1％ 0.01％ 

ポリ（フェノール） － － ± 

ポリ（o-クレゾール） － － ± 

ポリ（m-クレゾール） － － ＋ 

ポリ（p-クレゾール） － － ± 

ポリ（o-メトキシフェノール） － ± 

ポリ（m-メトキシフェノール） ± 

ポリ（p-メトキシフェノール） － － ＋ 

ポリ（p-tブチルフェノール） － － － 

ポリ（ビスフェノールA） － － ＋ 

ポリ（テルペンビスフェノール） － － （±） 

ポリ（ビニルフェノール） （±） ＋ 

アレルゲン活性　－：不活性、（±）：わずかに活性、±：やや活性、＋：活性 

表2 フェノールポリマーのダニアレルゲン不活化機能評価
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松木らは，布団のダニアレルゲン対策として作製さ
れたアレルゲン不活性化布団（アレルバスター加工布
団）のアレルゲン低減効果を調査するため，ダニアレ
ルゲン測定および血清中特異的IgEの測定を行った16）。
すなわち，一般羊毛布団（A群），フェノ－ル系高分
子薬剤処理を施した布団（B群）を，被験者に11ヶ月
使用させた結果，Der pⅠおよびDer fⅠはそれぞれ
B群がA群の1/21および1/16.4のアレルゲン量とな
った。また，ダニアレルギーに対する指標となる特異
的ダニIgE抗体価においても，抗体価が減少した被験
者の割合は，A群に比べ，B群では有意に高率（p＜
0.01）であり，アレルゲン不活性化布団は羊毛布団に
比べ，ダニアレルゲンの低減効果があることが示され
ている。

4．おわりに

現在，ここで紹介した技術の多くは，製品として販
売されており，生活環境中のアレルゲンを減少させる
ことで，アレルギー症状の改善，予防に寄与している。
とくに，『アレルバスター製品群』は，日本アトピー
協会の推薦品として認定されるなど，高い評価を受け
ている。

今後も，アレルゲン不活性化高分子のような，機能
性高分子を通して，安心して生活できる環境を実現し
ていくことが，われわれ研究者の使命の一つではない
かと考えている。
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