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私たちは不確実な時代を生きています。
世界中で地球規模のパンデミックを切り
抜けようとしている今、有害なバクテリア
やウイルスから人々を守る、迅速で効果
的且つ科学的に証明された解決策が、急
ぎ必要とされています。

バクテリアとウイルスは、新型コロナウイルス感染症を含め
たさまざまな病気を引き起こす場合があります。私たちが普
段使用している日用品や吸い込む空気がバクテリアやウイル
スに侵されていると、私たちの健康に著しい影響を及ぼす可
能性があります。

当然ながら、殺菌された清潔な環境を維持するとなると、事
業主やそのスタッフには数多くの難題が突きつけられること
になります。クリーニングのための機器や洗浄剤の入手、ス
タッフのトレーニング、コストの管理、そして何より忙しいスケ
ジュールの中でこれらを実行するための十分な時間を確保し
なくてはなりません。それらはみな必要なことではあります
が、かかる負担は計り知れないのです。

UV-C光源による
空気と物体表面の殺菌
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紫外線（UV）照射によるウイルス性病原菌の不活性化は、大規模な試験を繰り返した
うえで幅広く使用されている、非接触式の方法です［1–3］。地球規模のパンデミックに
直面している現在、紫外線（UV）照射技術はバクテリアやウイルスによるさまざまな
影響に対して、これまでよりもはるかに幅広い範囲で活用することができます。

紫外線（UV）とは何か?

太陽からの日射は、波長により、赤外線、可視光線および紫外線
（UV）に分けられます。可視光線よりも波長の短いものを紫外線
（UV）と呼び、その光は人の目には見えません。紫外線のスペク
トル領域は100nmから400nm（1nm＝10-9m）と定義さ
れていて、波長の長い方からUV-A、UV-B、UV-Cと大別さ
れています。

UV-A（長波）315～400 nm
UV-B（中波）280～315 nm
UV-C（短波）100～280 nm

UV-C光による殺菌の仕組み

バクテリア、カビ、酵母、原生動物などの微生物は、物理的、生物
学的、そして化学的な方法で死滅させることができます。
UV-Cは光分解の効果を利用して微生物を不活性化し増殖を
防ぎます。

UV-Cは微生物のDNAに干渉し、隣接するチミン塩基を化学
結合させて二量体を形成させます。十分な量の二量体が形成さ
れるとDNAは細胞分裂が阻害され、本来の機能を失います。

UV-Cとして知られている光生物学的紫外線スペクトル帯にお
ける波長は、バクテリア、胞子およびウイルスを不活性化するこ
とが示されています。フィリップスの殺菌ランプ（253.7nm）の
最大出力はUV-Cの有効性の上限（265nm）に近い（80～
85 %）ものとなっています。 これまでに試験の対象となったバクテリアとウイルス（長年にわ

たる研究により、対象となった微生物の数は何百にも及びます。
その中にはさまざまな種類のコロナウイルスを含みます）は、
すべてUV-Cによる殺菌に反応を示しています［4］。新型コロナ
ウイルス感染症に対する防衛戦略において、UV-C光源が価値
ある役割を果たしていることは明らかです。

［5］NEIDLは、バイオセーフティーレベル2、3、4の封じ込めの研究所を含む最先端の研究機関です。
［6］Nadia Storm et al., Rapid and complete inactivation of SARS-CoV-2 by ultraviolet-C irradiation, 2020. Subject to peer 
　　review and available only as a pre-print at https://www.researchsquare.com/article/rs-65742/v2

「私たちのテスト結果は、一定線量以上
のUV-C放射線が、ウイルスを完全に
不活性化したことを示しています。
わずか数秒で、ウイルスを検出できな
くなりました」

アンソニー・グリフィス博士
ボストン大学医学部 微生物学准教授

新型コロナウイルス感染症を引き起こす
ウイルスを不活性化するUV-C光源の
有効性の実証
弊社は米国ボストン大学の国立新興感染症研究所（NEIDL）［5］

と共に、新型コロナウイルス感染症を引き起こすウイルスであ
る、SARS CoV-2の不活性化に対するフィリップスブランドの
UV-C光源の有効性を実証する研究を行ってきました。

SARS CoV-2によるパンデミックの勃発以来、ボストン大学
医学部微生物学准教授アンソニー・グリフィス博士と博士の研
究チームは、この分野における科学の進歩を支援するための
ツールの開発に取り組んできました。
ボストン大学の国立新興感染症研究所（NEIDL）ではフィリッ
プスブランドのUV-C光源を使い、SARS CoV-2を付着させ
た物品の表面に、放射照度にして0.849 mW/cm2のUV-C
を照射する研究を行いました。その結果フィリップスブランドの
UV-C光源は、乾燥したウイルスに対してはわずか9秒で、湿っ
たウイルスに対しては4秒で、SARS CoV-2の感染性を検出
可能な水準未満まで減少させました［6］。

この試験結果は、UV-C光源が、現在の新型コロナウイルス感
染症のパンデミックと闘う助けとなる、物体表面に付着した
SARS CoV-2を不活性化するための手ごろで効果的なツー
ルであるということを示唆しています。

［1］Darnell, M.E.R. et al. Inactivation of the coronavirus that induces severe acute respiratory syndrome, SARS-CoV. J Virol 
　　Methods 121, 85–91, https://doi.org/10.1016/j.jviromet.2004.06.00 （2004）.
［2］McDevitt, J.J. et al. Aerosol susceptibility of in�uenza virus to UV-C light. Appl Environ Microbiol 78, 1666–1669,  
　　https://doi.org/10.1128/AEM.06960-11 （2012）.
［3］Buonanno, M., et al. Far-UVC light （222 nm） e�ciently and safely inactivates airborne human coronaviruses. Sci Rep 10, 
　　10285, https://doi.org/10.1038/s41598-020-67211-2 （2020）.
［4］Fluence （UV Dose） Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae Revised, updated 
　　and expanded by Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns and James R. Bolton. With earlier contributions by Gabriel 
　　Chevre�ls （2006） and Eric Caron （2006） With peer review by Benoit Barbeau, Harold Wright （1999） and Karl G. Linden
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空気、物品の表面に
最大限の保護

世界保健機関（WHO）の公式見解では、新型コロナウイルス
感染症の感染は直接間接を問わず、汚染された物品の表面に
触れ、そのあとに目、鼻、または口を触るという、呼吸器への接
触によって広がるとされています［7］。現在では空気伝播（非常
に小さい粒子のウイルスであるため、空気中に滞留する）の程
度を確定するための研究も行われています。

フィリップスブランドの一連のUV-Cランプ、照明器具、デバイ
ス、管理システムおよびサービスは、空気や物品表面の殺菌な
どさまざまな用途に使用することができます。

空気殺菌

上層空気殺菌器
多くの人が生活の場、あるいは職場とする室内には、継続的に
部屋全体の空気を殺菌するフィリップスブランドの上層空気殺
菌器を設置することができます。
このシステムは通常2、4mの高さに設置されます。放物面反射
鏡を利用することにより、紫外線殺菌照射（UVGI）を一つの
ゾーン、すなわち部屋の上部に集中させます。室内の空気はそ
れが自然対流によるものでも、機械的換気によるものでも、部
屋の下部から上部へと流れています。そのため対流の途中で
UV-Cが照射されているゾーンを必ず通過することになりま
す。この対流を繰り返すことにより、室内の空気が清浄化される
のです［8］。

表面殺菌

表面殺菌は一般的に高強度のUV-C照明を必要とします。学校、小売店、製造業、オ
フィスおよび公共交通機関において、建物の表面（床、壁等）の大規模な殺菌にUV-C
を利用することができます。

UV-C殺菌 トロリー
UV-C殺菌 トロリーは室内の壁や床、物体表面のウイルスやバクテリアを不活性化
するために、標準サイズの部屋の中央に設置します。UV-Cを照射中に人や動物が紫
外線にさらされるのを防ぐため、人感センサーやリモートコントロール機能、音声ア
ラーム、タイマー機能などを搭載しています。ご使用の際はユーザーマニュアルや設
置指示書をよく確認してください。

［7］IES Committee Report CR-2-20-V1a（IES Photobiology Committee, 
 　　2020）
［8］ 空気の自然対流は、UV-C上部空気殺菌照明器具ソリューションの必須

条件です。通常シグニファイは、最低必要条件として、2 ACH（時間当た
りの換気回数）を考慮したUV-C上部空気殺菌照明器具ソリューション
の策定を推奨しています。

2件の臨床比較試験［9,10］により、UV-C光源による空気の殺菌
が結核菌に対しても最大値約80％の効果を上げ、結核のまん
延防止に対する有効性を示しました。UV-Cの放射が部屋の上
部に限定されていても、良好な空気混合（低速の天井ファンが
理想的だが、その他の種類の強制換気でも簡単に実現できま
す）により、非常に高い換気回数（ACH）が達成されるため、高
い殺菌効果が得られるのです。（南アフリカの研究では付加的
な24ACHと推定されています）［9］。

室内空気殺菌器
本体下部の吸気口から室内の空気を取り込み、内部で殺菌した
清浄な空気を本体上部の排気口から排出します。UV-Cが外
部に漏れないので、人が多い場所でも安心して使用できます。

［9］Mphaphlele M, Dharmadhikari AS, Jensen PA, Rudnick SN, van Reenen TH, Pagano MA, Leuschner W, Sears TA, Milonova 
　　 SP, van der Walt M, et al. Institutional tuberculosis transmission. Controlled trial of upper room ultraviolet air disinfection: A 
　　 basis for new dosing guidelines. Amer J Respir Crit Care Med. 2015;192（4）:477-84.
［10］Miller SL. Upper room germicidal ultraviolet systems for air disinfection are ready for wide implementation （editorial）. Am 
　　 J Respir Crit Care Med. 2015;192（4）:407-9. 
［ 1 1］Ultraviolet air and surface treatment （American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers）, available 
　　 at https://www.ashrae.org
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床上 2.4m
以上に設置

※上記は一例であり、導入の際は現場調査の上、取付タイプや台数、配置を決定します。

殺菌された上層空気が
自然対流することで、
室内空気全体をカバー

上層空気を常に
UV-C の光で照射



小物殺菌

ウイルスは付着した物体の表面で最大5日間生きることができ
るため［12］、定期的に使用する、または人々が共有するデバイス
への接触は、感染のリスクを高めます。

UV-C殺菌庫は日常的に使用する物品の殺菌用に設計された
ものです。生活雑貨や小物はもちろん、大量の書類や業務用の
調理器具、食器などが収納できるのでオフィスや飲食店での使
用にも適しています。

UV-C殺菌庫はフィリップスブランドの、UV-C光源と組み合
わせて、表面の（新型コロナウイルス感染症を引き起こすウイ
ルスである）SARS  CoV-2を、検出可能な水準未満まで
99％以上不活性化します［13］。

有毒な化学薬品は不使用

フィリップスブランドのUV-C殺菌は、紫外線の放射という物理
的なプロセスによって実行されます。そのため有毒で危険な薬
物、腐食性の化学薬品の製造、取り扱い、輸送または保管が不
要です。シンプルで持続可能で安全性に配慮したソリューショ
ンなのです。殺菌効果は直接的にUV-C線量に関連しており、
液剤による洗浄プロセスとは異なり、化学残留物を残しません。

安全な消毒剤による手や物体の表面の洗浄を含む、殺菌戦略
の一部としてUV-C殺菌を使用することを強く推奨します。

［12］Source: World Health Organization
［13］ シグニファイのUV-C光源は研究室の試験において、表面のSARS CoV-2ウイルスの感染性をわずか9秒で検出可能な水準未満まで減少させました

（Nadia Storm et al.,2020,accessible at https://www.researchsquare.com/article/rs-65742/v2）。この研究において、
0.849mW/cm2のUV-C照射への9秒間の暴露が行われ、 7.64 mJ/cm2のUV-C線量という結果になりました。（フィリップスのUV-C光源と組み
合わせた）フィリップスのUV-C表面殺菌製品は、同等の水準のウイルスの感染性の減少を達成し、照射される表面の各部分において同等のUV-C線量
が達成されます。

［14］ Nadia Storm et al, Rapid and complete inactivation of SARS-CoV-2 by ultraviolet-C irradiation, 2020. Subject 
to peer review and available only as a pre-print at https://www.researchsquare.com/article/rs-65742/v2. The 
UV-C irradiance used in this study was 0.849 mW/cm2.

［15］ Fluence （UV Dose） Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae 
Revised, updated and expanded by Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns and James R. Bolton. With 
earlier contributions by Gabriel Chevrefils （2006） and Eric Caron （2006） With peer review by Benoit Barbeau, 
Harold Wright （1999） and Karl G. Linden

フィリップスUV-C照明器具の利点

信頼性
フィリップスブランドのUV-C光源は米国ボ
ストン大学の国立新興感染症研究所
（NEIDL）の研究において、表面のSARS 
CoV-2ウイルスの感染性をわずか9秒で検
出可能な水準未満まで減少させました［14］。

有効性
これまでに試験されたバクテリアとウイルス
は、すべてUV-C殺菌への反応を示してい
ます［15］。

効率性
多重バリア戦略の一部として、あらゆる用途
において、空気、表面および物品を殺菌し、
洗浄時間と殺菌剤のコストを削減します。

安全性の考慮
フィリップスブランドのUV-C照明器具は、
物理的に統合された装置または時間に関す
る安全装置を搭載しています。または、安全
な運転のために封じ込めの安全装置と共に
設置されます。さらに、フィリップスのUV-C
製品の正確な設置、使用および保守管理に
関する教育の助けになるように、トレーニン
グ資料を提供します。

環境への配慮
フィリップスのUV-Cソリューションはすべ
て、使用中または使用後にオゾンガスを発生
しません。

多目的
広範囲の用途に適している革新的で高品質
のソリューションです。
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殺菌ソリューションは用途にあったさまざまな量のUV-C光を
放射します。これは状況によりとても有害なものとなります。そ
のためフィリップスブランドのUV-C照明器具は、安全性を最
優先に設計されています。目や皮膚を損傷する可能性のある
UV-C光への暴露を防ぐために、非常に明確な設置・使用に関
するマニュアルを備えています。

専門家およびUV-Cに関する経験を有する人々によって使用
される場合、フィリップスのUV-C照明器具のリスクは最小とな
るでしょう。しかし専門知識を持たない一般ユーザーのために、
フィリップスのUV-C製品には音声によるガイドやモーション検
出センサーまたはタイマーなどさまざまな安全装置とマニュア
ルが搭載されているのです。
フィリップスブランドのUV-C照明器具を安全にご使用いただ
くための支援ツール（プログラム）は以下になります。

 正確な運転、使用および保守管理に関するユーザーマニュ
アル。

以下の場所にいる人々を守るのに役立ちます

フィリップスはお客様のために以下をご用意しております：
フィリップスUV-C専用サイト（日本）。

詳細についてはsignifyjapan.co.jpをご覧いただき、
最適な製品をお選びください。

何よりも安全性を最優先に
  安全な設置基準および順守に関するトレーニング資料（警
報システム、BMSまたは制御システムとの統合を含む）

  特定の微生物に対する線量の範囲、距離および時間を指定
する殺菌レシピ

  デザイン・インおよび仕様から設置、使用および保守管理ま
で、徹底したサポートのための経験を積んだ専門家の支援。

これらの安全対策に加えて、第三者のウェブサイト、情報および
指示に関する資料、ならびに対面の会議や安全性に関するブリー
フィングにおいて、警告をすべて伝えることを強く推奨します。

UV-C光は、人間や動物がさらされて皮膚や目に損傷を負うこ
とがないように、安全性に関する要件および指示に従って、つね
に専門家が使用しなければなりません。

小売業
店舗内の棚やカウンターを
汚染から守ります。

公共交通機関
客車、コンパートメント、シート
およびひじ掛けを殺菌します。

学校
教室の壁、床、机および表面を

殺菌します。

飲食施設
調理施設の表面や器具の
病原体を取り除きます。

オフィス
執務室、休憩所、会議スペース
および廊下を殺菌します。

ホスピタリティ
客室、ヘルスクラブおよび

レセプションエリアを殺菌します。
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