
1
Vol.:(0123456789)

 |   | https://doi.org/10.1038/s41598-020-79600-8

www.nature.com/scientificreports

UV-C照射によるSARS-CoV-2
の迅速かつ完全な不活化
ナディア・ストーム1,4、リンジィ・G.A・マッケイ1,4、シエラ・N・ダウンズ1

レベッカ・I・ジョンソン1、ダニヤチエウ・ビルー2、マーク・デサンバー3

ウォルター・ウィラート3、ジョバンニ・チェニーニ3 & アントニー・グリフィス1

重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2（SARS-CoV-2・新型コロナウイルス）は世界的な広がりを見せ、
現在までに5200万人が感染、100万人が死亡するだけでなく、経済にも大打撃を与えている。
主な感染経路は感染者の呼気やくしゃみ、せきに含まれる飛沫やそれが付いた机や床などの表面に触れ、
体内に取り込んでしまうことであり、机や床などの表面についたウイルスは一定期間存在し続けることが
既にわかっていることから、感染の連鎖を防ぐには表面に残ったウイルスを不活化できるデバイスの開発が
急務であった。この論文では、市販で入手可能なシグニファイ社のUV-C光源を、254nmで照射したときの
新型コロナウイルスの不活化について述べる。濡れているか乾いているか、ウイルスの状態に関わらず、
汚染した表面への数秒の紫外線の照射で完全にウイルスを不活化できたことは除染作業の簡便化を可能にする。

OPEN

2019年の終わりにかけて、中国湖北省1で新しく見つかったコロナウイルスが原因の肺炎が発生した。
ウイルスは、重症急性呼吸器症候群（SARS）の２つ目のコロナウイルス、という意味からSARS-Cov-2と
名がつけられ、複数の島しょ部を除き、世界中に急激なパンデミックを巻き起こした。新型コロナウイルスは
動物原性2のウイルスだと言われているが、ウイルスを含んだ粒子や飛沫の吸入3、及び汚染された表面を介した4、
激しく広範囲なヒトーヒト感染が拡大している。各国の研究機関や医療機関が団結し研究を進めているが、
未だに効果が認められたワクチンや特効薬は見つかっていない。そのため、感染経路を断つことが感染拡大を
抑えるための重要な役割を果たす。

紫外線の照射はウイルス性病原体を不活化目的5-7で、広く使われる効果的な方法の一つだ。紫外線はUV-A
(315-400nm)、UV-B(280-315nm)、UV-C(100-280nm)の３種類に分けられ、殺菌目的ではUV-Cが
使われることが多い。254nmの波長では、UV-Cの光が核酸に吸収され光化学ダメージを与えることでウイルス
の複製が起こらなくなることで不活化する8。UV-Cは広く使われているものの、新型コロナウイルスで汚染
された表面に対しての効果に関する研究は多くない。液体に対してのUV吸収率は完全不活化に至るための
照射量に影響を与える可能性があるため、特に濡れた状態の新型コロナウイルスの不活化に関するUV-Cの
効果が測定される必要がある。

この論文では濡れた状態と乾いた状態の新型コロナウイルスに対して254nmのUV-C照射での急速な不活化に
ついて示す。この結果はUV-Cは入手可能かつ効果的で簡単な新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策
であることを指し示す。
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結果と考察
ウイルス減衰時間の検証　新型コロナウイルスの不活化効果を検証するため、ウイルスをプラスチック容器に
付着させ、ウイルスの状態や量に関わらずUV-Cの照射を0.8秒から120秒の範囲で行った。
0.849 mW/cm2 のUV照射では0.8秒から部分的な不活化が認められた。また感染力に関しても、乾いた
ウイルスでは9秒時点（表1；図1A）で、濡れたウイルスでは4秒時点（表1；図1B）で検知できないレベル
まで減少した。紫外線によるウイルスの不活化は指数関数的9であることが予測されるため、減衰時間の予測には
線形回帰法を用い、指数関数的減衰関数で表した（図1）。τ、τ1 、τ2が減衰時間の時、単一指数関数的減衰
では y＝e-t/τ、二重指数関数的減衰では y＝(1-f) e-t/τ1 + fe-t/τ2、と表される。

(2020) 10:22421

日本語訳：有限会社古谷商店　古谷太嗣
※英語原文の日本語訳なため、実際の意味、ニュアンスとは異なる場合がございます。



2https://doi.org/10.1038/s41598-020-79600-8

www.nature.com/scientificreports/

Seconds 0.8 2 3 4 5 6 9 120

Wet virus 517 170 53 13 13 2 ND NT

Wet virus control 2150 2100 2167 2267 1450 1700 1550 NT

Percent reduction 75.9 91.9 97.6 99.4 99.1 99.9 > 99.9 N/A

Dry virus 85 39 8 1 ND ND ND ND

Dry virus control 513 523 503 563 613 550 563 420

Percent reduction 83.4 92.5 98.4 99.8 > 99.9 > 99.9 > 99.9 > 99.9
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二重指数関数的減衰でのfは最初の減衰で残ったウイルスの割合である。分析のため、データは初期条件、
t=0の時に照射がなく、100%の感染力があるように標準化された。

乾いたウイルスの二重指数関数的減衰の線形回帰分析結果ではReducedχ2（χ2を自由度νで割ったもの）
の数値(0.36)は単一指数関数的減衰の数値（0.52）より低かった。またR2の数値に関しても二重の方が
単一の場合より高かったため、減衰時間の予測には二重指数関数的減衰が用いられ、τ1
τ2

濡れたウイルスの場合、逆の結果が得られた：Reducedχ2は二重の場合1.0で単一の場合の0.8より高く、
R2に関してはどちらも同じ0.9だった。そのため、濡れたウイルスの分析には単一指数関数的減衰が回帰

時間は1標準偏差内で合致した。これは測定結果の精度によるものの可能性が高い。また限られた観測から
ではあるものの、254nmのウイルス不活化プロセスでは、容器等の媒体の構成物によるUV-Cの吸収は有意な
影響を与えなかったことがわかる。

ここで、この研究がいかに制御された限定的な環境で行われたかについて注記しないといけない。湿度、表面
の特性、埃を含めた粒子などの因子は紫外線照射の効果や不活化に必要な照射量に影響を与える可能性がある6。
さらに飛沫の構成もUV-C照射の効果を評価するには重要な因子である。実際の飛沫には粘膜など多様な溶媒も
含まれており、それらに含まれるウイルス性糖タンパク質がUV-Cを吸収することで目的のウイルスの不活化の
効果を下げる可能性がある。そのためこの研究で挙げられた結果はSARS-Cov-2の不活化に要する最低照射量
として解釈されるべきである。将来的には湿度や表面の特性、生物的因子も含めたUV-C照射量に関する研究も
されるべきであると考える。

先般の研究では、SARS-CoV-2に対するUV-A/UV-Cの複合照射と、UV-AまたはUV-C単独での商社の効果とを比較
調査を行なった10。この研究で、UV-Aは、1.94mW/cm2UV-Cに夜不活化と比べ、SARS-CoV-2を不活化する手段
としては不十分であることがわかった。

図1.　UV-C照射曝露後のSARS-CoV-2の感染力の低下。ウイルスは、乾いた飛沫（A）または濡れた飛沫（B）
　としてUV-Cに曝露した。各データ（乾燥サンプルと湿潤サンプル）は、1に正規化された、時間の経過と
　感染力の減少の相関を示す。青い線は単一指数関数的減衰関数を示し、赤い線は二重指数関数的減衰
　関数を示す。

表1　異なる照射時間でのウイルス力価（PFU / ml）の減少。
PFU/ml : 単位ミリリットルあたりのプラークの形成、ND :検出されず、NT : テストせず、 N/A : 適用せず。
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注目すべきは、この結果はより低い線量のUV-C（0.849 mW / cm2）とより速い時間（9分ではなく
4～9秒：UV-Cのみの場合）を使用して得られた。これは、SARS-CoV-2の完全な不活化に必要な最小限
のUV-C放射照度と時間を示す結果を裏付けている。また別の研究では、湿った飛沫中のSARS-CoV-2の
不活化における発光ダイオード（LED）UV-C照射（280 nm）11の有効性が調査された。私たちの発見と
同様に、これらの結果は、3.75 mW / cm2のUV線量で10秒以内に湿ったウイルスが不活化されること
を示す。線形回帰分析法を使用して、私たちのデータは、湿ったウイルス（4秒）と乾燥したウイルス
（9秒）の両方の時間の関数としてのウイルス崩壊の概要を示す。紙幣やガラス、ステンレス14の延長を
考えると、汚染された表面のウイルスを不活化するUVデバイスなどの対策が非常に重要であり、本研究
では乾燥ウイルスを使用して実証した。

この研究では考慮しなかったが、今後の研究においては、湿度、表面コンフォメーション、およびUV-C
不活化線下でもウイルスが生存することができる自然マトリックスの影響に対処する必要があると考える。
また、254nmのUV-Cの光は肌や目に直接されると健康に重大な影響12,13を与えるため、専門家がいる場所や
直接照射を受けることがない適切な場所でのみ照射されるべきである。このため、今後は254nmより安全
な選択肢7であると言われている、深UV-Cの波長(207-222nm)でのウイルス不活化の研究も行っていく。

新型コロナウイルスを不活化すると言われている技術はさまざまあるが、その効果を示すツールの不足や
介入により技術を活かすことができず、ウイルスは蔓延し続けている。我々の研究結果はUV-Cが新型
コロナウイルスの不活化に有効である上病院、老人ホーム、職場、学校、空港や商業施設に至るまでの広く
さまざまな施設で使うことができる、感染症拡大を防ぐ有用な除染ツールであることを示した。

UV-C機器　実験はサンプルに正確なUV処置を行うために最適に設計された装置を使って行われた（図2）。
二空間設計(double chamber construction)を応用した平行ビーム構造(collimated beam setup)を設計し、
上の空間にはUV-C光源、電子伝達用の機構と照射量を安定させつつ照射時間を操作するためのシャッター
設備が整備されていた。サンプルは下の空間に設置され、水銀仕様で最高254nmの紫外線を発生させる
TUV PLL 35W光源で生成されたUV-Cで処理された。UV-Cを扱う上で危険にさらされないよう、
多センサーに基づく安全措置に則り実験は安全に行われた。UV-C測定装置（Spectroradiometer GL 
Optic Spectis 5.0 Touch with detector GL Opti Probe 5.1.50）を使って、三つの光源の照射が
測定された。実験はその照射力や照射パターン（図3）から最適な照射位置を推測し行われた。

研究方法

ウイルス不活化プロセス　全ての実験はボストン大学の国立新興感染症研究所(National Emerging 
Infectious Diseases Laboratories)内のバイオセーフティレベル4の実験室で行われた。合計100µLの
SARS-Cov-2(7.33 x 103 PFU/ml)15が用意され、5µLずつ60mmのプラスチック製細胞培養容器(TPP)の
表面に付着させた。ウイルスの一部は約2時間乾燥され、残りの濡れたウイルスに関してはすぐにUV-C照射装置
での実験に取り掛かった。UV照射群は照射装置の中央に、対照群（アルミホイルで厳重に包まれていた）は光源側
に置かれ、0.849 mW/cm2の照射力で照射した。照射時間は0.8、 2、 3、 4、 5、 6、 9、 15、 30、120秒で、
それぞれ3回ずつ計測された。乾いたウイルスに関しても同様に計測された。次の実験では濡れたウイルスは
1.9mLの、乾いたウイルスは2.0 mLの高グルコースダルベッコ改変イーグル培地（DMEM）で最懸濁された。
DMEMには0.04 mM フェノールレッド, 1 x 抗真菌抗生剤 (Gibco), 1 x 非必須アミノ酸(Gibco), 
1 x GlutaMAX-I (Gibco), 1 mM ピルビン酸ナトリウム (Gibco) と2% ウシ胎児血清(FBS)(Gibco)が
含まれていた。再懸濁されたウイルスはクリスタルバイオレットプラークアッセイ用と抗SARS-Cov-2抗体
プラークアッセイ用にそれぞれ希釈された。クリスタルバイオレットプラークアッセイ用では片対数的に

0 -2.5 0 -5の範囲で１０倍希釈
された。それぞれの実験ではウイルスの逆滴定もされた。
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プラークアッセイによるウイルス不活化の立証　DMEMに加えて1 x GlutaMAX-I, 1 mMピルビン酸
ナトリウム, 10% FBS (Gibco) と1 x 非必須アミノ酸(Gibco)の溶液中で保持されたベロE6細胞は6ウェルで

5の密度で蒔かれた。細胞は37℃、5% CO2の環境で一晩培養された。
それぞれのウェルから培地が取り出され、ウイルスを再懸濁した溶液200µLが６ウェル容器の対応するウェルに
足された。DMEMとFBSだけを含むウェルも対照群として加えられた。60mm容器を用意するために行われた

-2 -6倍のウイルス希釈率
で植え付けられた。ウェル容器はその後37℃、5% CO2の環境で1時間断続的に揺らしながら培養された。
培養後、細胞は1:1の2.5%Avicel RC-591溶液(DuPont Nutrition and Health) 2mLとフェノールレッドを
含まない2 x Temin's Modified Eagle Medium (Gibco)、増補として10% FBS(Gibco)、 2 x 抗真菌抗生剤
(Gibco) と 2 x GlutaMAX-I (Gibco)を加えた溶液で覆われさらに2日間37℃、5% CO2の環境で培養された。
容器はその後10%中性緩衝ホルマリン溶液で固定され、それに含まれる0.2%クリスタルバイオレット溶液
で染色された。ウイルスの希釈率にあたりのプラークの数が目視で測定され、下記に示すウイルス力価を
求める式に代入された。

ウイルス力価(PFU/ml)＝プラークの数/{ウェル内のウイルス希釈率×容器に注がれた容積(mL)}
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図2.　UV-C照射装置

図3.　UV-Cデバイス内のポイントにて3つのランプをテストして得られた放射照度（a）と標準偏差（b）の
平均値（mW / cm）。
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