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　新型コロナのパンデミックにより、
人々は感染症とその感染経路に関心を
持つようになった。疾病感染は、急性
医療においては常に重要な検討事項だ
ったが、教育、商業、屋内娯楽、小売
の施設など、医療以外の現場での重要
性が増している。最も有効な緩和策は
ワクチンだが、物理的なバリア（マス
ク）、距離（ソーシャルディスタンス）、
感染リスクの高い場所での滞在時間の
制限といった他の予防策も、効果的で
あることが実証されている。汚染され
た表面や空気を介した疾病感染におけ
る環境の役割は、十分に確立されてい
る。最初にこれに気づいたのは、「空
気ではなく、空気中の何かだ」と述べ
た、現代外科の父ジョゼフ・リスター

（Joseph Lister）だった。その後、フ
ローレンス・ナイチンゲール（Florence 
Nightingale）が1863年に、戦傷病兵
に対する日光療法の効果を確認し、ロ
ベルト・コッホ（Robert Koch）が1890
年に、結核（TB）に対する日光の殺菌
作用を発見したことが、現在の紫外線

（UV）消毒の一般的に理解されている
原理の基礎となった。
　一時期、多くの病院で手術室や病室
などの占有空間にUV照明が使用され
た。手術創傷やカテーテルなどのポー
タルを通して、疾患を引き起こす細菌
が侵入し、患者が感染するリスクを抑
えるためである。これは、疾病感染に
おける占有者（医療従事者や患者自身）

の役割をも認識するものだった。
　しかし、そのような利用における
UV照明の安全面での潜在的危険性に
ついては、十分に理解されておらず、
考慮されていなかった。手術スタッフ
による皮膚の紅斑や光線角膜炎の報告
を受けて、個人用防具（Personal Pro
tec tive Equipment：PPE）が使用され
るようになったが、その着用は煩わし
く、作業の邪魔になるものだった。現
在は、手術部位感染（Surgical Site In
fection：SSI）を抑えるように設計され
た、より安全な介入方法が多くの病院
で採用されており、使用中の手術室で
のUV光の利用はなくなっている。
上層空気UVは、室内に向けてUVが
照射されるが、その大半が天井付近の
室内空間にとどまるもので、特に結核
患者が占有する、有人の病室で使用さ
れている（1）。残念ながら、製品の不適
切な設置や部屋の設計に起因する室内
占有者への曝露や、天井近くの照明や
その他の装置を点検する保守スタッフ
への曝露が、数多くの報告書で詳述さ
れている。

部屋全体のアプローチ
　技術の進歩と医療費還付制度の改訂
により、 医 療 関 連 感 染（Healthcare 
Acquired Infection：HAI）を低減する
ために部屋全体を消毒する技術を導入
する場合に、経済的支援が受けられる
ようになった。しかし、UV光の使用は、

無人の居室や、光源が内部に閉じ込め
られた空間（換気システムなど）に、一
般的に限定されていた（2）。可視光や過
酸化水素を使用する方法も、その後導
入されている（3）、（4）。
　消毒方法にかかわらず、すべてのシ
ステムが特定の用途を対象に設計及び
最適化されているが、それぞれに利点
と欠点が存在する。最も明らかな制約
は、消毒中は部屋を使用できないこと
である。
　感染症の伝播性質に基づき、人間は
最大の感染源であり、皮膚微生物叢と
呼吸活動を通して病原菌が伝播する。
従って、室内に人がいるときに消毒を
行うのが望ましいが、可視光や、より
最近の乾燥過酸化水素を使用するシス
テムを除き、消毒剤は一般的に人体に
も有害で、無人の居室にのみ使用され
る。その結果、部屋全体消毒システム
は特効薬にはならず、環境衛生、無菌
処理、個人的対策（ワクチン接種、マ
スクの着用、ソーシャルディスタンス
の確保など）に関連するベストプラク
ティスに置き換えることはできない。
　二部構成記事の前編である本稿では、
部屋全体消毒システムを選択する際に、
潜在的利用者が考慮する必要のある重
要な項目として、安全性と業界規格に
ついて、以下で解説する。後編では、
光源の寿命、環境及び運用上の影響、
有効性について解説する予定である。

安全性
　占有者の安全性は、部屋全体消毒シ
ステムの最も重要な検討事項である。

クリフォード・ヤーンケ

二部構成記事の前編として、UV照明の課題、標準規格と測定基準の必要性、
部屋全体を消毒する方法の比較について解説する。

環境消毒に求められる
部屋全体に対する視点
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それがその他すべての判断を左右し、
無人の時間帯にのみ使用を限定すると
いうのは、1つの選択肢である。米国
には現在、UVや可視光を消毒剤とし
て使用するシステムの安全性を監視す
る政府当局は存在しない。米食品医薬
品局（FDA）は、人間の治療を主な目
的とした医療機器の使用を規制し、米
環境保護庁（EPA）は、化学消毒剤の
使 用 を 規 制 し、 労 働 安 全 衛 生 局

（OSHA）は、電離と干渉性放射を規
制している。幸い、国際電気標準会議

（IEC）によるIEC 62471（5）は、十分に
確立された国際規格で、人間と動物の
負傷データに基づくUVと可視光の安
全性が規定されている。
　 この規 格 は、図1に示 すように、
200mmの固定距離における光の波長
とその放射照度（可視光の場合は輝度）
に基づいて、人間の健康に対する光生
物学的リスクを評価する。この距離は、
この評価における重要な要素で、部屋
全体の消毒に適用する場合に、部屋全
体の安全性を確保するものである。
IEC 62471に基づいて試験された製品
は、免除グループとリスクグループ1、2、
3の4つのうちのいずれかに分類される。
免除は、8時間の使用で認識可能なリ
スクは存在しないことを意味し、露光
制御の必要なく、人間に照射可能であ
ることを表す。一方、リスクグループ1、
2、3には、危険の種類（UVC、UVA、
可視光）に応じた、何らかの危険緩和
策が必要である。また、一般的には部
屋の占有時にはシステムの動作を停止
するように設計された連動装置を介し
た、露光制御も必要である。これによ
って、システムの適用は非連続または
一時的となり、全体効率は低下する。
　任意ではあるが有効なこの規格を、
指針として採用することができる。エ
アハンドリングユニットなど、殺菌光

が内蔵型製品の中で使用されて、人間
への曝露があり得ないものは、この規
格の対象外である。上層空気殺菌器も、
適用対象外である。これらの製品は、
占有者を避けて部屋の上部（一般的に
天井から2フィート[約60cm]の範囲）
に光を向けることによって、危険を緩
和することができる。ただし当然なが
ら、この上部空間に（通常は保守目的
で）アクセスする必要のある人の危険
や、誤った製品が選択または出荷され
たり、設置が不適切であったりした場
合の危険は、回避できない。
　パンデミックの発生を受けて、殺菌
灯など、新型コロナウイルス（SARS
CoV2）を抑制できる製品に対する関
心は非常に高まっている。本質的な抵
抗感や危険性が伴う技術であるにもか
かわらず、多くの照明メーカーがそこ

に機会を見出して、IEC 62471の下で
は危険と分類される可能性のあるさま
ざまなUV製品の提供に参入している。
基準を満たさない状態を解消するため
に、光生物学的評価を行う方法に変更
を加えて、既存の安全基準を改変した
り、新たに基準を設けたりするメーカ
ーもある。しかし、実験室でのUV光
の試験と、無数の可変要素がある実環
境での試験は、同じではない。UV光は、
計算や測定をどのように行うにして
も、危険であることに変わりはない。

規格試験の具体的な規定
　光生物学的安全性評価のための現行
規格であるIEC 62471では、評価を行
う際の放射量に加えて、光源からの距離
を200mm（約8インチ）と規定している。
　最近のある規格案では、床から7フ

天井裏 UV器具
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図１　国際電気標準
会議の規格IEC 62 
471には、人間の健
康に対する紫外線照
射と可視光の波長の
光生物学的リスクを、
照明器具からの固定
距離において4つの
区分で評価及び特性
化する方法が規定さ
れている（図はすべ
て、ケノール社提供
／ヤーンケが作成）。

距離の二乗に比例して放射量は低下していく―「逆2乗の法則」
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図２　放射量と光源か
らの距離の関係は、放射
照度を測定する断面積の
変化に依存する。
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ィート（約2.1m）での測定が提案され
ている。天井が9フィート（約2.7m）の
部屋では、光源から約8インチではな
く24インチ（約60cm）の距離で評価が
行われることになる。放射照度（可視光
の場合は光源輝度）は、光源からの距
離の二乗に比例して低下するため（1/
R2）、この基準で測定すると、人間に
対する露光の影響は約1/9に低下する
ことになる。この様子を図2に示す。
　計算はわかりにくいかもしれない
が、簡単な図によって、この規格案の
意図せぬ影響を明確に示すことができ
る。図3は、この規格案では、室内に
潜在的に危険なゾーンが生じる可能性
があることを示している。そのゾーン
は、通常は無人空間だが、保守担当者
はアクセスが必要になる可能性があ
る。また、教育施設や精神科病院では、

誰かが机や椅子やベッドの上に立っ
て、UV照射を浴びる可能性がある。
　UV製品に対する責任あるアプロー
チは、部屋全体に存在する危険性に対
する完全な特性評価を行って、結果を
ユーザーに明示することであり、ユー
ザーは占有者に潜在的リスクを伝える
必要がある。
　この問題を回避するための最も簡単
な方法は、商業的に推進されている規
格案ではなく、科学的見地から客観的
なIEC 62471規格全体を基準とした試
験認証を求めることである。そうする
ことでユーザーは、どのようなリスク
ならば許容して占有者に伝えられるか
を、判断することができる。それによ
り、請負業者、ビル所有者、仕様定義
者、試験機関、製品メーカーの間の潜
在的混乱と責任転嫁が排除される。

まとめ
　多くの殺菌照明が市場に投入されて
いるが、そのすべてが人体に安全で、
空気感染病原菌に対して最適な形で有
効というわけではない。どのような技
術についても言えることだが、啓蒙が
重要である。特にUV光は潜在的危険
性を伴うため、その利点と欠点を十分
に理解することが、問題の回避につな
がる。
　本稿は、消毒と405nm技術を取り
上げる二部構成記事の前編である。後
編では、光源の寿命、環境／運用上の
影響、有効性について解説する予定で
ある。
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どのようにして部屋全体の安全性を判断するのか？
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図３　測定距離
によ っ て、 放 射
照度の測定値は
低くなる可能性
がある。 部 屋 の
天井の高さによ
っ ては、 評 価エ
リアが光源から遠
くなるためであ
る。

IEC 62471規格を改変すると、室内に危険ゾーンが生じる

天井裏 UV器具
高リスク = RG3

中リスク = RG2

低リスク = RG1

<0.001 W/m2 = 危険

目の高さ <0.001 W/m2

2.1m ~ 7 ft非標準の測定ポイント

図４　放射照度測
定の規定距離を操
作 す る こ と に 伴
う、意図に反した
影響として、占有
エリアに潜在的に
危険なゾーンが生
じることが挙げら
れる。例えば、保
守担当者が梯子に
上って作業を行う
場合などに危険が
生じる。


