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研究成果の概要（和文）：本研究では、ヒトノロウイルスの代替としてマウスノロウイルス、ヒトロタウイルス
としてサルロタウイルスを用い、遊離塩素への繰返し曝露がもたらすウイルス集団の適応進化に関する研究を行
った。その結果、両方のウイルスに関し、遊離塩素への繰返し曝露により遊離塩素耐性集団を得ることに成功し
た。マウスノロウイルスに関しては外殻タンパク質遺伝子配列、サルロタウイルスに関しては全ゲノム配列の解
析を行ったところ、遊離塩素への繰返し曝露により、ある特定の形質を有する株の優占が生じることが明らかと
なった。以上の結果から、水処理によく用いられる遊離塩素処理が、胃腸炎ウイルスへの淘汰圧として働いてい
ることが示された。

研究成果の概要（英文）：We investigated the adaptive evolution of gastroenteritis viruses under the
repeated disinfection with free chlorine. Murine norovirus (MNV) and Rhesus rotavirus (RRV) were
used as surrogates for human norovirus and rotavirus. As a result, resistant populations of these
viruses to free chlorine were successfully acquired by the repeated treatment with free chlorine.
The single nucleotide polymorphisms revealed that specific mutations were found in outer capsid
proteins of these viruses, which implied that some mutations in structural proteins may contribute
to the virion stability and lead to the change in free chlorine susceptibility. Based on these
results, it was concluded that the free chlorine disinfection can be regarded as a selection
pressure on gastroenteritis viruses.

研究分野： 環境水質工学
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様 式 Ｃ−１９、Ｆ−１９−１、Ｚ−１９、ＣＫ−１９（共通）
１．研究開始当初の背景
胃腸炎ウイルスによる水系感染症の問題
に積極的に対処していくためには、ウイルス
が有していると考えられる生存戦略を明ら
かにし、その戦略の成立要件を崩すことが有
効と考えられる。それではその水系感染症ウ
イルスが有する生存戦略とはどういうもの
なのか。研究代表者のグループは、その生存
戦略は高い変異速度に代表されるウイルス
学的性質と、そこから派生するウイルス粒子
自体の物理化学的性質の環境適応による進
化に依存していると考えた。感染者から排出
された水系感染症ウイルスが次の宿主に達
するまで感染能力を保持するためには、ウイ
ルスの生活環で重要な位置を占める水環境
中において、様々な環境ストレス（日光照射
など）を乗り越えるために一定以上のウイル
ス粒子安定性が求められる。一方で、水系感
染症ウイルスは病原細菌等の他の病原体と
比べて著しく高い突然変異速度を有してい
ることから、ウイルス集団の中には多様な変
異個体（遺伝的多様性）が生じている
（quasispeices、図１）。最も個体数の多い遺
伝子配列（master sequence）も重要であるが，
個体数の少ない minor sequences が共存してい
るウイルス集団の方が、適応価が高く集団全
体としての存続には有利であるとの知見も
ある。つまり、生活環の中で環境ストレスに
曝されることにより、環境ストレス耐性を有
する変異個体が出現する確率が高まると考
えられる。ここで水処理プロセスにおける消
毒処理を胃腸炎ウイルスに対する環境スト
レスの１つと考えると、消毒処理を繰り返し
受けることにより耐性を保持する方向に極
めて早い速度で集団全体が適応進化する可
能性がある。言い換えると、水系感染症ウイ
ルスは水循環システムを含む高度な社会資
本によって特徴付けられる文明社会に適応
するために、その高い進化能力を発揮するこ
とが可能であると考えられる。ここにこそ、
先進諸国において水系感染症ウイルスが蔓
延する際のアドバンテージが存在すると考
えた。
master sequenceを有する
ウイルス粒子

minor sequenceを有するウイルス粒子
図１．Quasispecies概念図．

しかしながら、ヒト体内における宿主免疫

圧へのウイルス学的応答については多くの
研究が行われてきているものの、上下水道処
理システムの存在により生じるウイルス学
的応答の解析は，全世界を見渡してもほとん
ど報告されていないのが現状であった。
２．研究の目的
本研究では、特に水系感染症ウイルスの感
染能力へ直接的な影響を与えることでウイ
ルス学的適応を惹起することが予想される
上下水道処理における消毒処理に着目し、
「水処理過程における消毒処理が水系感染
症ウイルス感染ルートの中で選択圧の１つ
として働き、ウイルス学的適応進化が生じて
いる」という独自の仮説を立て、それを証明
することを目的とした。
３．研究の方法
本研究では、消毒剤として遊離塩素を、テ
ストウイルスとしてマウスノロウイルス
（murine norovirus: MNV）およびサルロタウ
イルス（rhesus rotavirus: RRV）を用いた。
（１）MNV の遊離塩素感受性試験
MNV S7-PP3 株に対し、培養-遊離塩素処理
（遊離塩素初期濃度 50ppm、反応時間 2 分）
-培養を繰り返すテスト系と、遊離塩素処理を
行わずに培養-希釈-培養を繰り返すコントロ
ール系を設定して 10 回のサイクルを行った。
遊離塩素処理に対する感受性を各サイクル
ごとに確認した他、サイクルを 1 回、5 回及
び 10 回繰り返した後における MNV 集団遺伝
子構造を、カプシド遺伝子配列の次世代シー
ケンス結果をもとに分析した。
（２）RRV の遊離塩素感受性試験
RRV に対し、遊離塩素消毒の CT 値を 5.45
mg・min / L に設定し、遊離塩素消毒→培養
→遊離塩素消毒のサイクルを５回繰り返し
た（テスト系）。また、遊離塩素消毒の代わ
りに希釈→培養→希釈のサイクルを５回繰
り返す系をコントロール系とした。遊離塩素
による各サイクルの不活化効率を比較し、テ
スト系とコントロール系において有意差が
生じるか検証した。また、遊離塩素処理に対
する感受性を各サイクルごとに確認し、各サ
イクル後における RRV 集団遺伝子構造を、
全ゲノム配列の次世代シーケンス結果をも
とに分析した。
４．研究成果
（１）MNV の遊離塩素感受性試験
MNV に対して塩素消毒処理を施さないコ
ントロール系においては、遊離塩素処理によ
り約 4.0 log の感染価低下が 10 回のサイクル
を通じて見られ、MNV の遊離塩素への感受
性に有意な変化は生じなかった。それに対し
テスト系においては、サイクルが進むごとに
遊離塩素感受性が低下し、10 回目のサイクル
後には感染価低下が 3.3 log に留まった。こ
のことは、遊離塩素への繰返し曝露により、
遊離塩素感受性の低い（遊離塩素耐性の）

MNV 集団が得られたことを意味する。遊離
塩素へ
塩素への繰返し曝露実験は２回行なったが、
の繰返し曝露実験は２回行なったが、
２回とも同じ傾向の結果が得られたことか
ら、遊離塩素耐性 MNV 集団の出現は再現性
を有することが明らかとなった。
遊離塩素への繰返し曝露実験により得られ
た MNV 集団に対し、外殻タンパク質遺伝子
集団に対し、外殻タンパク質遺伝子
（ORF2
ORF2 及び ORF3
ORF3）を対象とした次世代シー
を対象とした次世代シー
ケンス
ケンス解析を行い、各領域における遺伝的多
を行い、各領域における遺伝的多
様性を
を Shannon Index
Index（SI）に
により評価した。
より評価した。
その結果、コントロール系
その結果、コントロール系ではサイクルを経
ではサイクルを経
るにしたがって SI の値が上昇したのに対し、
テスト系では減少することが観察された。こ
の結果は、遊離塩素への繰返し曝露は MNV
の遺伝的多様性を低下させる効果があるこ
とを示している。
次に、外殻タンパク質遺伝子中の一塩基多
型（single
single nucleotide polymorphisms: SNPs）を
SNPs）を
確認したところ、
確認したところ、VP2（ORF3）の
）の C 末端近く
の領域に
の領域にのみ、テスト系とコントロール系の
、テスト系とコントロール系の
間で優占配列の入れ替わりが観察された。テ
スト系における優占配列では、
スト系における優占配列では、VP2
において
Phe200Ser の非同義変異が認められた。これ
らの結果は、遊離
らの結果は、遊離塩素への繰返
塩素への繰返し曝露により、
より、
特定の株の優占が生じたことを示している。
以上の結果より、遊離塩素処理はノロウイ
以上の結果より、遊離塩素処理はノロウイ
ルスに対する淘汰圧として作用する と結論
ルスに対する淘汰圧として作用すると結論
付けられる
付けられる。ノロウイルスは遺伝的に多様で
。ノロウイルスは遺伝的に多様で
あるため、ほぼ毎年異なる遺伝系統のノロウ
イルスが流行して
イルスが流行しているが、ノロウイルスはト
ノロウイルスはト
イレからの汚水に多く含まれていることか
ら、下水処理場、浄化槽及び集落排水処理施
設などで処理水を十分に消毒することで、水
を介したノロウイルスの感染を防ぐのみな
らず、遺伝的な多様性を低下させて新型の出
現確率を下げることが可能と
現確率を下げることが可能と考えられる。ま
。ま
た、本研究の
た、本研究の成果は、適切な汚水処理施設が
成果は、適切な汚水処理施設が
普及していない途上国が、新型ノロウイルス
の出現現場となっていることを示唆するも
のである
である。持続可能な発展目標（
。持続可能な発展目標（Sustainable
。持続可能な発展目標（Sustainable
Development Goals
Goals）にも設定されている「汚
）にも設定されている「汚
水処理施設の全世界的な普及」に積極的に取
り組むことは、新型ノロウイルスの出現を防
ぎ、日本国内への輸入感染発生の可能性を減
じる効果があると
じる効果があると言える。
（２）
（２）RRV の遊離塩素感受性試験
サイクル実験による RRV 不活化効率の推移
を確認したところ、
確認したところ、
確認したところ、1 回目のサイクルで既に
テスト系とコントロール系の不活化効率に
有意差が見られ、
有意差が見られ、3 回目以降のテスト系の不
活化効率はコントロール系の約 0.55 倍とな
った。RRV に対する遊離塩素への繰返し曝露
実験は２回行なったが、２回とも同じ傾向の
結果が得られたことから、遊離塩素耐性 RRV
集団の出現は再現性を有することが明らか
となった。
図２
２にはテスト系の
にはテスト系の RRV 構造タンパク質上
の変異アミノ酸残基の
の変異アミノ酸残基の出現頻度
頻度の遷移を示
を示
した。テスト系において、外殻タンパク質
VP7 のアミノ酸番号 281 におけるトレオニン

からイソロイシンへの変異（T281I）
（
の顕著な
増加が見られた。サイクル一回目までこの残
基の頻度は検出限界以下であったが、サイク
ル二回目では約 10%に増加した
に増加した。

図２．テスト系における変異アミノ酸残基の
図２．テスト系における変異アミノ酸残基の
出現頻度

また、外殻タンパク質における T281I の頻度
と不活化効率には高い相関が認められた（r
（ 2=
0.78）
0.78 。イソロイシンは疎水性残基であり、外
イソロイシンは疎水性残基であり、外
殻タンパク質に生じた変異による疎水性残
基間の相互作用が外殻タンパク質に構造安
定性をもたらしたことにより、RRV が遊離塩
素耐性を獲得した可能性が考えられる。
本研究で特定したアミノ酸残基が実際に遊
離塩素耐性に関与するかを実証するため、耐
性株を単離し、塩素感受性を試験する必要が
ある。また、データバンクから取得可能な
RRV 外殻タンパク質の立体構造に対して本
研究で特定された変異残基のマッピング行
い、外殻タンパク質に与える荷電状態等の影
響を確認する必要がある
響を確認する必要がある。
本研究により
本研究により、遊離塩素の繰
遊離塩素の繰返し曝露実験
返し曝露実験
により遊離塩素耐性 RRV 集団が出現するこ
集団 出現するこ
とが示された。さらに、
とが示された。さらに、遊離塩素耐性
遊離塩素耐性 RRV
集団において、ある特定の
集団
、ある特定の変異
変異を外殻タンパ
外殻タンパ
ク質に有する株が
ク質 に有する株が顕著に増加
増加したことが観
したことが観
察された。以上の結果より、遊離塩素処理が
察された 以上の結果より、遊離塩素処理が
ロタウイルスに対しても淘汰圧として作用
しうると考えられた。
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