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１． はじめに

　昨年末から、中国の武漢で発生した新型コロナウィ
ルス感染症 (COVID-19) が世界中に拡大し、猛威を振
るっています。今では、新型コロナウィルス感染症 
(COVID-19) の RNA を調べると、どこの国から来た
か分かる程、変異が起きています。こうなるとワクチ
ンの開発は非常に難しく、インフルエンザのように定
常的に発生するものと思われます。しかし、インフル
エンザと違って季節を問わず、新型コロナウィルス感
染症 (COVID-19) は、致死率は低いものの感染力は強
力です。
　これを抑えるには、一定期間感染拡大を防ぐしか方
法がありません。そして、それを民間レベルで対応す
るにはマスクしかないのが現状です。
　しかし、現在のマスクは高性能と言われる N95 マ
スクであってもエレクトレット（静電気）を使ったも
ので早ければ装着して 20 秒から長くて 6 時間しか捕
集効率を保つことができません。つまり、現在の技術
ではこれが限界です。
　更に、この N95 マスクの圧力損失は、343Pa（３M
のデータ）と、とても長時間装着はできません。
　巷では、手作りマスクや抗菌性を謳ったマスクが氾
濫しています。手作りマスクの捕集効率は 15％程度
で 85％のウィルスを吸い込んでしまいます。
　また、例として某大学の抗菌マスクは、銅箔でコー
ティングしたポリマー繊維に可視光応答型の光触媒を
担持したもので、ウィルスを捕集するものではありま
せん。
　注意しなければならないのは、表現としてウィルス
を 99％不活化するとありますが、99％のウィルスを
捕集して 99％不活化するものではありません。
　つまり、ポリマー繊維に捕獲したウィルスを不活化
することで、マスク表面を手で触ることができると言

いたいのでしょうか？このような誤解を招くような表
記はすべきではないと思います。
　更に、N95 マスクは、検査粒子が 300nm を用い
て捕集効率が 95％以上となっていますが、新型コ
ロナウィルス感染症 (COVID-19) や鳥インフルエン
ザ、MARS、SARS などのウィルスの大きさは 70nm-
100nm と小さく捕集効率はさらに低くなってしまい
ます。また、飛沫、マイクロ飛沫は 100％捕集となっ
ていますが、マスクの内外からの飛沫、マイクロ飛沫
は水分を含んで大きいため 100％捕集が可能ですが、
水分が蒸発するとウィルスを吸い込んで感染を引き起
こします。そのため、N95 マスクを装着した病院関係
者の感染が深刻な問題となっています。
　政府は、エアロゾル（空気感染）ではなく、飛
沫、マイクロ飛沫と言って安心させようとしています
が、空気中に間違いなく新型コロナウィルス感染症 
(COVID-19) は漂っているのです。
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新型コロナ、 病棟の床や靴底、 患者から 4m の空気

からも検出　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケアネット (2020/4/20)

　 病 棟 に お け る 新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル ス（SARS-
CoV-2）の分布について、中国・武漢の COVID-19
専門病院である火神山医院の空気と環境表面のサ
ンプルを調査したところ、SARS-CoV-2 は、床、
コンピュータのマウス、ゴミ箱、ベッドの手す
り、靴底など広く分布し、患者から約 4m 離れ
た空気からも検出された。Academy of Military 
Medical Sciences（北京）の Zhen-Dong Guo 氏らが、
EmergingInfectious Diseases 誌オンライン版 2020
年 4 月 10 日号で報告した。
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　これらについて考えると、新型コロナウィルス感染
症 （COVID-19）に感染を長期間防ぎ、まき散らさない
ようにすることができるマスクの開発が唯一の対処法
です。

２． 対策方法

　N95 マスクを最高峰とする技術では対応できないと
すると残された方法は、ナノファイバーを使うしかな
いと考えています。
　ここで N95 マスクについて調べてみると、N95 マス
クは、Melt Blown 法を使って繊維径が 1-3 μ m のポリ
プロピレン不織布を製造し、これにエレクトレット（静
電気）をかけて捕集効率が 95％以上と、（米国保健社
会福祉省（Department of Health and Human Services: 
DHHS）にて規定されています。
　N95 マスクの代表的なメーカーである３M のホーム
ページでのデータを以下に示します。

のウィルスを捕集することは至難の業です。
　しかし、ナノファイバーの特有の特性がこれを現実
化します。
　Fig1. にナノファイバーの抗菌性について行った実験
結果を示します。これは、12 年前に NEDO で行った

「ナノファイバープロジェクト」にて実施したものです。
当時は、抗菌材料を使用せずにナノファイバーだけで
抗菌効果が表れることを確認したものでした。この結
果では、繊維径が 1 μ m 以下で静菌活性値が上がり始
め、400nm あたりから強さがピークとなります。

　折りたたみ式３面立体構造。排気弁付きで、呼吸が
楽ノーズクリップのれん型排気弁
　3 面立体構造
　粒子捕集効率 95.0% 以上
　吸気抵抗 35mmH2O (343Pa) 以下
　排気抵抗 25mmH2O (245Pa) 以下
となっています。
　それでは、新型コロナウィルス感染症 (COVID-19) に
対応したマスクの仕様について考えてみることにします。

３． 新型コロナウィルス感染症 (COVID-19)

に対応したマスクの仕様

１． 捕集効率が 95％以上を維持すること。
２．飛沫・マイクロ飛沫を 100％捕集し、水分が蒸発
　　した後もウィルスを 100％捕集または不活化する。
３．圧力損失が 150Pa 以下であること。
４．洗濯ができ、洗濯後も捕集効率を 95％以上維持す
　　ること。
　微小なウィルスを空気中だけでなく、飛沫の水分中

　　　　　　３MTM 防護マスク 9211 N95

　この実験は、黄色ブドウ球菌を入れた溶液にナノファ
イバーシートを入れ、その上澄み液を培養したもので
す。ナノファイバーシートを入れたものは、まったく
培養されず、標準綿布を入れたものは大量のコロニー
が発生しました。このナノファイバーシートは材料を
変えても同様の結果を得ることに成功しました。つま
り、材料に関係なく、ナノファイバーにすることで抗
菌作用が発現することが分かります。そして、この後、
空気中にてウィルスと同等の大きさ（100nm）の NaCl
をナノファイバーシートに通すとナノファイバーの上
にブドウ状に捕集することが観察されました。このナ
ノファイバーシートは、IPA（イソプロピル　アルコー
ル）に 24 時間暴露することで静電気を完全に取り去っ
た状態で観測しました。
　この結果、ナノファイバーの径を 400nm 以下とする
ことで静電気ではない力で細菌やウィルスを引き付け
捕集する力が発現することが分かりました。
　我々は、この力はファンデルワース力（分子間力）
であると考えています。当然ながら上澄み液の培養の
場合、静電気でないことは明らかです。
　この抗菌性は、ナノファイバーが細菌やウィルスを
捕集して離さないことで、細菌は餓死し、ウィルスは
不活化するものと思われます。
　これによって、捕集が困難であったウィルス（70nm-
100nm）をファンデルワース力で捕集できることが
判明しました。このことは、これまでマイクロファ
イバーの限界を超えて、新型コロナウィルス感染症 
(COVID-19) にナノファイバーで立ち向かえることがで
きることを意味します。

【静菌活性値とは】

抗菌防臭効果を判断するための数値です。一定量の
菌の増殖を阻害・阻止する性能を表わします。
JIS では、静菌活性値が、2.0 以上あれば「抗菌防臭
効果」があるとされています。）
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Fig.1　ナノファイバーの抗菌性

Fig.2　インフルエンザウィルスと同じサイズのNaCl 粒子が捕集された様子

Fig.3 ナノファイバーはファンデルワース力でウィルスを捕獲する！

４． 新型コロナウィルス感染症 (COVID-19)

　　 に対応したマスクの機能

　新型コロナウィルス感染症 (COVID-19) に対応するマ
スクの機能は、
1. 高い捕集効率
2. スリップフローでの低い圧力損失
3. 洗濯をも可能とする高い半永久的な捕集効率の維持
4. 強力な抗菌効果
5. PP、PET などの溶融生産による安全性

　ナノファイバーはこれまで世
界中で Electro Spinning（電界
紡糸法）方式で生産されてきま
したが、この方式では毒性の高
い溶媒が使用されてきました。
そのため、残留溶媒の問題があ
る た め、Zetta 社 で は Electro 
Spinning（ 電 界 紡 糸 法 ） を 使
用することなく、独自の Melt 
Blown 方式でマスクを作成して
います。韓国や中国で Electro 
Spinning（電界紡糸法）を用い
たマスクが生産されています。
これまでのように短期間の装着
であれば、残留溶媒は大きな問
題とはなりえませんでしたが、
これからは長期間のマスク着用
となると、この残留溶媒による
健康障害が発生する可能性が高
くなります。そのため、できれ
ば有機溶媒を使ったナノファイ
バーマスクは使用しないように
した方が良いかと思います。こ
れらのマスクを区別することは
容易でマスク材料が PP、PET
で構成されたものであれば問題
ありません。PP、PET は有機
溶媒に溶けず、熱可塑性である
ため溶融加工しかできないため
安全なマスクとなります。
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５． Zetta 社　Z-Mask （ナノマスク）

　Zetta 社の Z-Mask（ナノマスク）は、材料を PP、
PET で独自の Melt Blown 方式で作成します。
　Z-Mask は、これまでのマスクとはいろいろな点で
違っています。

　Z-Mask の大きな特徴は、400nm 以下で構成され、
安全で安定なファンデルワース力を利用した抗菌性に
優れていることです。特にファンデルワース力による
捕集は、マスク表面を触っても手にウィルスが移るこ
とはなく安全です。更に開発を続けていくが最終的な
目標を以下に示します。
1. ターゲット粒子サイズ（ウィルスサイズ 70nm-100nm）
 の捕集効率が 100％で半永久的に捕集効率が維持する。
2. 圧力損失が 90Pa　洗濯をすることで半永久的に目詰
   まりを解消できる。
3. ウィルスを捕獲して不活化させ、半永久的に保持し
    続けます。
これによって、世界的なマスクの争奪戦を解消し、安
定的に新型コロナウィルス感染症 (COVID-19) の防御と
して個人で準備しておけるものと思われます。

最後に

　現在、新型コロナウィルス感染症 (COVID-19) 変異
を繰り返し、ワクチンの開発が困難である。そのため、
新型コロナウィルス感染症 (COVID-19) に対応するため
には、２週間以上の間ナノマスクを装着して感染する
ことなく過ごすことで鎮静化するしかありません。
　現行のエレクトレット（静電気）を使い数時間しか
使えない N95 マスクや高機能マスクでは、感染拡大を
防ぐことができません。また、使い捨てであるために
マスクをいくら生産しても足りません。

Fig.4 　Z-Mask　vs　高性能マスク

　そのため、役に立たないマス
クですら洗って使ったり、捕集
効率が 15％以下の手作りマスク
を使ったとしても感染は防ぐこ
とができないため、感染拡大が
起きてしまいます。
　世界的に見ても、新型コロナ
ウィルス感染症 (COVID-19) に
対応できるマスクがないため、
マスクの生産量だけを誇る報道
が連日のように行われていま
す。しかし、所詮、使い捨てマ
スクは、大量のウィルス感染を
拡大するごみになるだけです。
これは非常に危険なことです。
ナノファイバーシートであれば
捕集して離さないため安全に廃

棄焼却することが可能となります。
　また、セントラル空調（中央管理空調）も感染を拡
大する要因となります。
　しかし、繊維径が 400nm 以下で構成されている
Z-Mask ナノ素材を使用することで半永久的にウィルス
を捕獲し続けることが可能となります。
　さらに、このナノファイバー不織布を空調の Filter
や壁紙、カーテン、衣料、ハンカチに使用することで、
細菌やウィルスを吸着し予防することが可能となりま
す。このナノファイバーの新材料で新型コロナウィル
スやインフルエンザの驚異的な感染症を防げると考え
ています。
　（株）Zetta としては、ナノファイバーのリーダー企
業としてこの世界の危機となる新型コロナウィルス感
染症 (COVID-19) をナノファイバー技術で防御して世界
の平和と安全に貢献していきたいと考えています。
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　Z-mask の性能 （繊維径が 400 ｎｍ以下）

１． 息が楽にできる

２． 使用時間　半永久的

３． 手洗い （押し洗い） が 100 回以上できる

４． ウイルスを 100％除去

５． エアロゾロ ( 空気感染） を完全に防ぐ

６． 飛沫やマイクロ飛沫からナノファイバーが

　　コロナウイルスを捕まえる

通常高性能マスク （繊維径が Melt Blown 1μｍ以上）

１． 息が苦しい

２． 使用時間　数時間 ( 静電気が消える）

３． 手洗い （押し洗い） をすると静電気が消えて   　 　　 

     使用できない

４． ウイルスの除去はできない

５． エアロゾロ ( 空気感染） で感染する


