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要約

重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2(SARS-CoV-2)は、世界的なパンデミックとなっているコロナウイルス病2019の原因物質です。SARS-CoV-2は汚
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染された表面やエアロゾルを介して透過するため、ウイルスの拡散を防ぐためには環境消毒が重要です。光触媒はウイルス不活化のための魅力的なツー

ルであり、空気清浄機やコーティング材料として広く使用されています。しかし、光触媒は暗所では不活性であり、その一部は特定の波長の光で励起す
(/)

る必要があります。そのため、SARS-CoV-2を屋内環境下で効果的に不活化できる光触媒が求められている。ここで、銅を含むWO3光触媒がSARS-CoV-
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2 WK-521株(パンゴ系統A)を白色光を時間依存的に照射すると失活したことを示す。さらに、この光触媒は、銅の抗ウイルス効果のために暗条件下でも
SARS-CoV-2を不活性化した。さらに、この光触媒はWK-521株だけでなく、オミクロン変異体BA.2も失活させた。これらの結果は、銅を含むWO3光触
媒が、可視光線・暗闇の中で、変種を問わず屋内SARS-CoV-2を不活性化できることを示しており、SARS-CoV-2の拡散を制御するための有効なツール
となっている。全文表示 (/2076-0817/11/8/922/htm)
キーワード： SARS-CoV-2不活性化 (/search?q=SARS-CoV-2%20inactivation);パンゴ系統A (/search?q=Pango%20lineage%20A);オミクロンバリア
ントBA.2 (/search?q=Omicron%20variant%20BA.2);WO3光触媒 (/search?q=WO3%20photocatalyst);時間依存性 (/search?q=time-dependency);用
量依存性 (/search?q=dose-dependency);銅ベースの消毒 (/search?q=copper%20based%20disinfection);環境消毒 (/search?
q=environmental%20disinfection)
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