
  

 

νG7 処理水の「ノロウイルス」抗ウイルス効果 

平成 19 年 11 月 6 日 
急性胃腸炎を引き起こすノロウイルスは、近年冬に猛威を振るうウイルスとして恐れられています。 
感染したヒトの糞便や嘔吐物、それらが乾燥した塵埃を介して経口感染します。 
近年病院や学校、介護施設など世界規模で発生し、その対策が図られています。 
昨年の 12 月に νG7 水がノロウイルス感染症に効果がある旨の連絡があり、この研究を渡来仁博士に依頼し、この度 νG7
がノロウイルスに対して抗ウイルス効果を発揮する事が改めて確認されました。 
ノロウイルスは実験室的に増殖させる技術が見つかっていない為、ノロウイルスの代替ウイルスとしてカリシウイルス科の

ノロウイルス属からネコカリシウイルスを用いて、ウイルス感染力を確認する方法が一般的に採用されています。 
 
＜実験の経過＞ 
渡来 仁 獣医学博士 
〒599-8531 大阪府堺市中区学園町 1-1 大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 
獣医学専攻獣医免疫学教室 TEL＆FAX：072-254-9492 
 
νG7 処理水の抗ウイルス効果を調べるためにネコカリシウイルスを用いて調べた。ウイルスの感染力価は、 
Crandell’s feline kidney（CRFK）細胞を使用し限界希釈法により求め、50％培養細胞感染量（TCID50）として表した。100倍
希釈したウイルス液 500μl に、減菌蒸留水（Cont）もしくは、νG7 で処理した減菌蒸留水を 500μl 加え混合し、細胞培養用

培地で 10 段階希釈を行った。その後、あらかじめ 96 穴の培養プレートで培養しておいた CRFK 細胞に、希釈したウイルス

液を 1穴当たり 0.1ml 加え 37℃で 4日間培養した。培養後、ウイルスにより引き起こされた細胞変性効果（CPE）について顕

微鏡下で観察を行った。TCID50を示す最高希釈の逆数をウイルス力価とした。 
 
＜実験結果＞ 
ネコカリシウイルスに対するνG7 処理水の抗ウイルス活性を確認するために、νG7 処理水と非処理水を用いてネコカリシ

ウイルスのTCID50を比較した。ウイルスのTCID50はνG7処理水において減少し、その値は 200以下であった。一方、非

処理水（Cont）においては 2×105 TCID50のウイルス力価を示した。この結果は、νG7処理水がネコカリシウイルスに対して

不活化効果を持つことを示している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜緒言＞ 
今回の実験結果から、νG7水はすでにご利用いただいている皆様からの体験報告の通り、予想された結果を得ることが出来

ました。昨年ノロウイルスが猛威を振るった折に、νG7水をお飲みになることで、速やかな改善が得られた経緯も、この実

験結果からなるほどと思われるケースが見受けられました。 
 
＜ノロウイルス感染予防の対処方法＞ 
ノロウイルスは経口感染しますから、手洗いは勿論のこと、厨房の衛生管理、感染者の糞便や嘔吐物を正しく処理する必要

があります。νG7 水を頻繁にお使いいただくことや飲用として摂取いただくほか、νG7 水を超音波加湿器などで施設内を

エアレーションすることで、院内感染の予防に役立ちます。勿論ご家庭でも水道水をνG7水に切り替え、加湿器で噴霧し続

けることがノロウイルスなどの感染から身を守るための簡易で効果的な方法と言えます。 

ネコカリシウイルスに対するνG7処理水の効果 
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    Anti-Norovirus Effect of νG7-Treated Water                                                                                  November 6, 2007 

    Norovirus, which causes acute gastroenteritis, has been feared recently as a type of virus that becomes rampant 
    during winter. 
    It is transmitted by touching feces or vomit of contracted individuals or transmitted orally via dust from their dry feces or 
    vomit. Its outbreak is observed around the globe at for example hospitals, schools, and nursing facilities, and 
    countermeasures have been implemented. 
    In December 2006, a vG7 user informed a WELLNESS distributor of the effect of νG7-treated water on norovirus infection. 
    This led WELLNESS to request Dr. Hitoshi Watarai to conduct research on this effect. The study confirmed that 
    νG7-treated water had an anti-norovirus effect. 
    Note that, since no techniques have been found to grow human norovirus in a lab, feline calicivirus from the norovirus 
    genus of the family Caliciviridae is commonly used as a substitute to study the infectability.  

    < Method >
    Hitoshi Watarai, Ph.D in veterinary science 
    1-1 Gakuen-cho, Naka-ku, Sakai, Osaka 599-8531, Japan
    Veterinary Immunology, Graduate School of Life and Environmental Sciences, Osaka Prefectural University
    Phone/Fax: 072-254-9492

    Feline calicivirus was used to examine the antiviral effect of νG7-treated water. To obtain the infectious titer using the 
    median tissue culture infectious dose (TCID50), limiting dilution was conducted to Crandell Rees feline kidney (CRFK) 
    cells. To a 500μl sample of 100-times diluted liquid containing norovirus ("virus liquid"), 500μl of sterilized distilled water 
    ("Cont") and νG7-treated sterilized distilled water were added, respectively. Ten-fold serial dilution was then conducted 
    to these obtained solutions in a cell culture media. 
    To the CRFK cells incubated in a 96-well plate beforehand, 0.1ml of the virus liquid was added to each well. 
    The plate was then incubated at 37°C for four days. After the incubation period ended, the cytopathic effect (CPE) 
    was observed under a microscope. The reciprocal number of the end-point dilution producing TCID50 was obtained as 
    the virus titer.

    < Result > 
    To confirm the antiviral activity of νG7-treated water against feline calicivirus, νG7-treated water and untreated water was 
    used to compare the TCID50 of feline calicivirus. The TCID50 of the virus liquid decreased when νG7-treated water was 
    added. The resulting value was 200 or lower. When untreated sterilized distilled water ("Cont") was added, on the other 
    hand, the virus titer was 2×105 TCID50. 
    This shows that νG7-treated water had an inactivation effect on feline calicivirus.   

                                              Effect of νG7-treated water on feline calicivirus

< Comment > 
As reported by νG7-treated water users, the experiment produced the expected result. This result seems to explain some 
cases in which users experienced quick improvement in their norovirus symptoms by drinking νG7-treated water when the 
virus went rampant last winter.

< Prevention of norovirus infection >  
Since norovirus is transmitted orally, it is necessary to not only wash the hands thoroughly but also follow proper kitchen 
hygiene and correctly dispose of feces and vomit of contracted individuals. νG7-treated water can help hospitals prevent 
hospital infection if it is used frequently, used as drinking water, and used to aerate inside the facility with an ultrasound 
humidifier. In a house, of course, switching from tap water to νG7-treated water and keeping it sprayed from a humidifier 
are easy and effective ways to protect yourself from being infected by viruses such as norovirus.


