
プラズマ応用理工学研究グループのホームページへようこそ． 
 

 
プラズマの応用研究として，「人と環境に安心・安全」をキーワードに，プラズマと

医療・バイオに関する先端研究や技術開発を行っています． 
 
・酸素プラズマを用いた人と環境にやさしい医療用滅菌器の開発． 

 21 世紀はウイルス．細菌との戦いの世紀と言われ

ています．細菌等の微生物を滅菌する技術は医療や食

品産業等の広い分野で用いられ，我々を感染症のリス

クから守っています．現在，医療分野では医療器材等

の滅菌にエチレンオキサイドや過酢酸等の劇薬が主

に使用されています．これらの滅菌法にかわって，人

と環境に安全かつ無害な酸素プラズマを用いた滅菌

法を考案し実用化に向けて研究開発を行っています．

酸素プラズマ滅菌法では，空気から酸素を取り出して

プラズマを発生させますので，プラズマの原材料を用

意する必要は無く，あとは電源のみで使用できます．

従って，病院内でも非常に安全に使用することが可能です．また，薬剤が入手困難な災害地

や未開地でも太陽電池のみで使用可能です．酸素プラズマは 1000 分の 1 気圧の状態でのみ発

生し，大気圧では酸素分子に戻るため，酸化力の強い酸素プラズマが人に触れることはあり

ません．このことから，換気の出来ない場所で使用でき，将来的には宇宙船や宇宙ステーシ

ョンでも使用可能です． 

酸素プラズマを用いた医療器材用滅菌器の開発について

滅菌をなぜ行うのか、ご存知でしょうか？　　　佐賀大学医学部付属病院材料部HPより

使用する医療器材からの感染を防止し、患者さんはもちろんこれを取り扱う医療従事者が

安心して安全な医療を行うことが出来るようにするためです。正しい滅菌を行うためには、そ

の前段階と附属病院材料部で行っている滅菌の方法としては、目的によって高圧蒸気滅菌、

エチレンオキサイドガス滅菌法などを行っています。

プラズマ・ラジカル滅菌器の開発

　これまで，エチレンオキサイドガス滅菌器や過酸化水素プラズマ滅菌器が

主に用いられてきた．しかしながら，医療従事者の健康被害が懸念されます．

　本研究では，安全，コンパクトかつ低コストなプラズマ・ラジカル滅菌器を開

発することを目的とします．特に、人体に影響が無い滅菌法を確立させるため、

酸素を用いた低圧高周波プラズマによる滅菌法の構築を試みています．

Air plasma Oxygen radical
滅菌処理前 プラズマ滅菌処理後
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・酸素プラズマを用いた PET ボトル滅菌器の開発．－大切な水資源を守るために－ 

・マイクロ波電力：100W～300W
・処理時間：5分、10分
・圧力：200Pa一定

・供給ガス：空気

Antenn
a

Scroll dry pump

Shielding  
plate

Gas inlet 
(Air)

Glass 
pipe

120mm

Microwave
power supply

(2.45GHz)

402m
m

256mm

Gas (Air) Radical
sPlasma generation 

area

Quartz  window

Gas outlet

Microwav
e

① PETボトル内に菌の付着した試験紙及びCIを装着

② PETボトルを処理チェンバーの底部に設置し、
　 滅菌処理を行う

実験条件

③ BIを用いて滅菌の可否を判定し、
CIによりラジカル生成の確認を行う

※上記条件でPETボトルの配置を
　 変化させ、再現性を取得した 図4. 実験装置図

マイクロ波プラズマトーチを用いた容器滅菌システムの研究開発

空気供給時の軸
方向からの写真

飲料を PET ボトルに詰める際には PET ボトルを滅

菌する必要があります．一本あたり 1.5 リットルの洗

浄水を用いて滅菌がなされています．現在 PET ボトル

は一分間に 800 本が製造され，一日では一つの飲料工

場で数千トンの水を使うことになります．プラズマを

使うことにより水を使用しないドライプロセスで

PET ボトルの滅菌が可能です．我々はマイクロ波トー

チプラズマを用いた PET ボトルの高速滅菌法を開発

しています．酸素ラジカルにより 50℃以下の低温で，



一本あたり 10 秒以下で滅菌が実現されています．現在，実用化に向けた研究を琉球大学と国

内外の飲料メーカーと共同で行っています． 
 
 
・大気圧放電を用いた有害ガス，温室効果ガスの分解および無害化 

 二酸化炭素，フルオロカーボン（フロン），メタン

は温室効果ガスですが，人間や動物の活動の結果，

常に大量に大気中に排出されています．その排出量

は年間 6000 万トンにも及び，現在も年々増加してい

ます．地球の温暖化を食い止めるためには，温室効

果ガスを排出する前に分解しなければなりません．

大気圧プラズマは温室効果ガスを効率的に分解可能

です．フロンガスは温室効果係数（二酸化炭素を 1
とする）が３６，０００もありますが，プラズマに

より二酸化炭素とフッ化水素に分解すれば，温室効

果係数は１に激減するのです．また，プラズマは有害な有機化合物（トルエン等）も分解し，

無害な二酸化炭素と水に還元します． 

《色々なガスからの発光》

フロンガスのプラズマ
（CF4低密度）

窒素ガスのプラズマ

フロンガスのプラズマ
（CF4高密度）

Open shutter photograph of CF4 streamer corona discharge.

Open shutter photograph of CF4 + N2 discharge.

Open shutter photograph of CF4 streamer corona discharge.

地球温暖化ガス分解処理用ストリーマコロナ放電

 
 
・酸素プラズマによる農産物・海産物の殺菌法． 

【農産物・海産物のプラズマ殺菌】 
 近年，果物や野菜に残留する農薬が大きな問題と

なっています．これまでの化学薬品を用いた農産物

や魚介類の殺菌や防カビ方法の代わりに，毒性・残

留性の無い酸素プラズマ・ラジカルを用いた新しい

殺菌・鮮度維持方法を開発しました．酸素ラジカル

を農産物・海産物に照射することにより，表面の細

菌だけでなくウイルスも不活化できます．現在，九

州・沖縄の特産品であるマンゴーや花卉類を対象と

して，九州内の各大学，農業試験場，装置メーカー

および九州経済産業局と共同で研究開発を進めてい

ます． 
 
【果実の機能性向上】 
 酸素や水素のプラズマを植物，特に果実に照射す

ると，植物の応答として，抗酸化物質や抗還元物質

が生成されます．例えば，ブドウに酸素プラズマを

あてると抗酸化物質であるポリフェノールが増加し

ます．これは私たち人間にとっても機能性食品とし

て健康増進に役立つものです．このようにプラズマ

を用いて，農産物の機能性を向上させる研究を九大

農学部や企業と共同で行っています．この研究成果

を元に，病害虫や気候変化に強い植物の開発も進められています． 

Inactivation of virus RNA

Without
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Atmospheric plasma
irradiation

Plasma irradiation to water with Cucumber mosaic virus RNA.

Power input： 60 W
Gas : oxygen
Gas flow rate : 1.0 L/min
Treatment period : 20 min
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菌形状に変化が認められる．

大気圧プラズマの応用－液面バリア放電による細菌の不活化

水中滅菌メカニズムの検討

大気圧プラズマと液体との相互作用
　　↓
液中長寿命ラジカルの生成（スーパーオ
キシドなど）／ESR等で確認
　　↓
細菌とラジカルとの相互作用／生化学
的分析を行う



・酸素プラズマ照射による植物の成長促進効果． 

 iPS 細胞による治療は画期的な技術ですが，増殖

に長い時間（数ヶ月）を要することが課題でした．

プラズマで細胞に刺激を制御しながら与えることで，

細胞増殖期間が短縮することが期待されます．同様

にウイルスの増殖効果も期待され，製薬などへの応

用が考えられます． 

種子に酸素プラズマを照射した貝割れ大根の撒種後4日目の
様子．本結果は未知の生体反応を示唆していると考えられる．

プラズマ照射未処理

　プラズマがもたらす未だ解明されていない生体反応

物理的刺激
＋化学的反応

プラズマ照射による動植物成長促進プラズマ照射による動植物成長促進

一方，植物に対してプラズマを照射すると植物の発

芽や成長が促進されます．この現象は種苗育成や植

物工場での栽培促進などに応用可能です． 
 
 
・プラズマが生体（動植物・微生物）に与える作用・効果の解明 

プラズマを植物やその種子に照射することによ

り植物の成長が促進することが明らかになってき

ました．この成長促進のメカニズムの探索していま

す．最近，プラズマ中の酸素ラジカルが植物の遺伝

子や転写調節に影響を与えることが分かってきま

した．今後，植物の遺伝子解析等を行うことで，プ

ラズマ・ラジカルによる成長制御のメカニズムを解

明する予定です．また，本技術を植物・農産物の増

産や再生医療の期間短縮へ応用することを予定し

ています．本研究は，農学部，遺伝子資源工学専攻，

システム情報科学府と共同で進めています． 
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1. チオール基，ジスルフィド結合の酸化還元反応をより効率的に行うためのプラズマ

照射パラメーターを模索する．

2. プラズマ照射（＝外部からの刺激）によって成長促進が起こるメカニズムを遺伝子

レベルの解析で調べる．

シロイヌナズナ
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DNA micro array

プラズマｰ生体相互作用の生化学的分析プラズマｰ生体相互作用の生化学的分析

 
同時に，九州大学国際宇宙天気科学・教育センターのメンバーとして，スペースプラズマ，

オーロラの基礎研究も行っています． 
 
 
 
※ 平成 24 年 1 月に正式なホームページが完成します． 


