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紫外線保健指導マニュアル�

日頃から地域で環境問題や保健活動に御尽力をいた

だいている皆様に、御礼を申し上げます。

このマニュアルは、保健師など保健活動にかかわる

方々に、紫外線に係る現時点での最新の科学的知見や

関連情報を紹介し、活動に利用していただくことを期

待して作成されました。

紫外線には、骨をつくるために必要な成分であるビ

タミンＤを私たちの体内で作るのを助ける働きがあります。また、日常生活

においても昔からの生活の知恵として、細菌やカビに対する殺菌効果を利用

して洗濯物や布団を日干しにするなどしてきました。ところが、このように

私たちの生活に必要な紫外線であっても浴びすぎてしまうと、かえって有害

であることが多くの研究で明らかになってきています。私たちは普通に生活

していれば、多かれ少なかれ、紫外線にさらされており、紫外線を浴びずに

暮らしていくことはできません。そこで、どのようにして紫外線と上手につ

きあっていくのかを考えることが大切です。

このマニュアルが、保健師の方々はもとより、多くの関係者の方々に広く

活用され、皆様が紫外線と上手につきあうための参考になることを期待いた

します。

環境大臣 　小池 百合子
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紫外線保健指導マニュアル�

紫外線に対する関心は日本でも少しずつ高まってきています。オゾン層破壊による紫外線増加とい

った環境問題としての関心だけでなく、紫外線の浴びすぎによる健康への影響についても同様です。

特に、日頃皆さんの行っている保健活動の対象となる小さな子供さんをかかえるお母さんなどから、

地域での保健活動の現場で、あるいは保健所への問い合わせといった形で、多くの質問や相談が寄せ

られることと思います。

しかしながら、日本では、紫外線や紫外線の健康影響に関して、信頼できる情報を手に入れること

は必ずしも簡単ではありません。そこで、地域の人々への保健指導にこの「紫外線保健指導マニュア

ル」を役立ててくださることを希望します。

次のような点について、正しい知識を持っていただくことが重要です。そのためには、まず２ペー

ジから４ページに示したような資料を使うなど、紫外線に興味を持っていただくことも重要です。

①紫外線についての正しい知識

紫外線についての誤った情報も少なくありません。晴れた日だけでなく、曇った日にも相当量の

紫外線が降り注いでいることや、日焼けサロンでも大量の紫外線を浴びることなど、紫外線につい

ての正しい情報を提供することを第一に心がけるようにして下さい。
②紫外線の健康影響についての正しい知識

紫外線を浴びすぎると、様々な悪影響があります。日差しの強いところへ赤ちゃんを無防備に連

れ出すことは決して良いことではありません。紫外線を浴びすぎないよう、しかしながら、過剰に

反応しないよう、適切な指導を行って下さい。正しい知識をもって行動すれば、紫外線は決して恐

ろしいものではありません。
③紫外線防御についての正しい知識

紫外線の性質を知ることが紫外線防御の第一歩です。どんな時（時間、場所、行動）に紫外線が

強いのか、またどんなことに気をつければ紫外線の浴びすぎを防げるのか、を中心に指導してあげ

て下さい。
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　天気の良い日には赤ちゃんを日光浴させたくなります。しかし最近では、日光の浴びすぎが有害であることがわかって

きました。赤ちゃんを散歩に連れていく時などには日光を浴びすぎないように注意しましょう。赤ちゃんの皮膚は大人よ

りデリケートだということを忘れないでください。�

　赤ちゃんや幼児は自分では自分を守れません。紫外線は地域差も大きく、その健康影響には個人差も非常に大きいので、

お母さんや保護者の配慮がとくに必要です。子供にとっては、日光浴というよりも外気浴が大事だということを知ってく

ださい。日光は季節を問わず浴びるものです。戸外で過ごせばいやでも浴びますし、少々曇っていても同じことです。赤

ちゃんを散歩に連れて行く時は、直接日光を浴びすぎないようにすることが大切です。5月から9月までは、比較的日中

の紫外線が強いので、赤ちゃんの散歩は出来るだけ朝夕の時間帯にするように心がけましょう。�

赤ちゃんの散歩�
�

コラム�



＜紫外線が増えるとどうなるのだろう？＞

妹：おにいちゃん、ハワイって楽しかったよね。

兄：ウン、もっと長くいたかったよなあ。でもさあ、着いた日の午後に、泳ぎに行っただろう。

妹：ウン。

兄：真っ赤に焼けて、シャワーも浴びれなかったし、夜も寝れなかったよ。

妹：それって、焼きすぎだよね。

父：焼きすぎると体によくないから気をつけないとね。

母：真っ黒に日焼けしているのが元気な子、というのはうそなの？

父：日に当たるのは、体内でビタミンＤを作るのを助けるなど役にたつ面もあるけれど、紫外線に当

たりすぎるのはかえって体に悪いんだよ。

母：それでハワイのテレビには紫外線情報がでていたのね。ちゃんと忠告してくれるからいいね。

父：日本でも、インターネットで紫外線情報が手に入るよ。
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妹：人以外にも紫外線は影響があるの？

父：紫外線はあらゆる生物に大きな影響を及ぼすのさ。例えばほとんどの病原菌は強い紫外線に当

たると死んでしまうんだ。

母：日光消毒というわね。洗濯物や布団を日干しすることは昔からの生活の知恵よね。

兄：紫外線は良いこともするんじゃない。

父：良いとか悪いとかは人間の勝手な言い方だけどね。生物にとってなくてはならないものであるこ

とは確かだね。でも浴びすぎは体に悪いよね。

母：ところで最近、オゾン層が減ってきたために有害な紫外線が増えてきたという話を聞いたわ。そ

れってほんとうなの？

父：地球のはるか上空には成層圏があるって話を聞いたことがあるだろう。その成層圏のオゾン層が

有害な紫外線を吸収してくれているのさ。ところが人間が大気中に出したフロンなどが、この成

層圏のオゾン層を壊しているらしいんだ。

母：フロンって、あの冷蔵庫やエアコンに使われているガスでしょ。

父：そう、そのフロンガスが太古の昔から生物を守ってきた成層圏のオゾン層を壊そうとしているん

だよ。

兄：でも、それって本当だとすると大変なことになるんじゃない？　オゾン層が壊されて有害な紫外

線がそのまま地上に降ってくるとなると、もしかして地球上の生物がみんな死んでしまうってこ

とじゃない？

父：そんなことはないだろうけど、このままフロンを使い続けると、いろいろ影響があるだろうね。
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妹：紫外線が増えると、陸の植物や動物はどうなるの？

父：ウ～ン。それってむずかしいね。大豆では紫外線の影響があるけれど、イネではなかったりする

からね。

妹：そんなに簡単ではないんだね。

父：ただ、影響を受ける生物がいることは事実だから、やはり気をつけなければいけないと思うよ。

妹：ところで紫外線はほんとうに増えてるの？

父：日本での今までの観測では、はっきり増えているとはいえないようだよ。

妹：じゃあ安心なのかな。

父：でもね、今のような量の紫外線であっても、浴びすぎると健康に影響があることがわかってきた

んだ。

妹：それじゃ、増えていないからといって安心できないわね。

父：たしかにそうだけど、もっと大事なことは、紫外線について正しい知識を持って、上手につきあ

っていくことだと思うよ。幸い、オゾン層や紫外線の観測は世界中が協力してやっているし、オ

ゾン層保護対策の研究もいろいろされているから、そう悲観することはないんじゃないかな。

兄：そうか、紫外線について、もっと勉強しなくちゃいけないんだ。
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以下は、ＷＨＯの紫外線に関する小冊子（Global Solar UV Index -A Practical Guide-）1）に書

かれている、紫外線に関する間違いやすい考え方をまとめたものです。

なお、ここで使われているサンバーン（sunburn）とサンタン(suntan)は、日本語ではどちらも

“日焼け”と呼ばれていますが、サンバーンは紫外線に曝露した直後に現れる赤い日焼け（紅斑）で、

サンタンは赤い日焼けが消失した数日後に現れ、数週間から数ヶ月続く黒い日焼けです。

詳しいことは20ページを参考にして下さい。
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日焼け（サンタン）は健康的である。�
�
�
�
日焼け（サンタン）は私たちを日光から守ってく
れる。�
�
�
曇った日には日焼け（サンバーン）をしない。�
�
�
�
水の中では日焼け（サンバーン）をしない。�
�
�
冬の間の紫外線は危険ではない。�
�
�
�
日焼け止めクリームは私たちを守ってくれるので、
非常に長い時間日光を浴びて大丈夫である。�
�
�
日光浴の途中で定期的に休憩をとると、日焼け（サ
ンバーン）を起こさない。�
�
太陽の光に暑さを感じない時には、日焼け（サン
バーン）を起こさない。�

日焼け（サンタン）は、私たちの体が紫外線によ
る被害を防ごうとする防衛反応ですが、その効果
は小さく、注意信号と考えるべきです。�
�
白い皮膚に出来た日焼け（サンタン）は、SPF（32
ページのコラム4を参照）が4程度のわずかな日
焼け防止効果しかありません。�
�
薄い雲の場合、紫外線の80％以上が通過します。
大気中の汚れは、紫外線への曝露を増加させるこ
ともあります。�
�
水はわずかな紫外線しか防いでくれません。むしろ、
水面の反射は紫外線の曝露を増やすといえます。�
�
一般的に冬の紫外線は弱いが、雪による反射によ
り２倍近い曝露となります。特に、高い山では注
意が必要です。�
�
日焼け止めクリームは紫外線を浴びることが避け
られない時に、防止効果を高めるものですが、太
陽に長時間あたるために使用するのは間違いです。�
�
紫外線曝露は一日をとおして蓄積されていきます。�
�
�
サンバーンは私たちが感じることのできない紫外
線によるものです。暑さを感じるのは赤外線によ
るもので、紫外線ではありません。�
�
�

間違い�

�

正しい�

�

（WHO : Global solar UV index -A practical guide- 2002より翻訳）�

　紫外線には私たちの体の中でビタミンＤをつくるのを助ける働きがあります。ビタミンＤは骨をつくるために必要な成

分であるため、昔から日光にあたると骨の病気の一つであるクル病が予防できるとして、日光浴が勧められてきました。�

　しかし、最新の知見では、私たちの体の中で、１日に必要とされるビタミンＤがつくられるためには、顔や手への１日

15分間の紫外線曝露で十分とされています。2）�

紫外線とビタミンDコラム�



太陽の光には、図１のように目に見える光（可視光線）のほかに、赤外線や紫外線が含まれていま

す。紫外線は地表に届く光の中で、最も波長の短いものです。

図１　太陽光と紫外線

紫外線は波長によって、Ａ、Ｂ、Ｃの３つにわけられます。Ｃ領域紫外線（UV-C）は空気中の酸

素分子とオゾン層で完全にさえぎられて地表には届きません。生体への影響が強い紫外線のうち、Ｂ

領域紫外線（UV-B）がオゾン層の変化に影響されることから、現在その増加が問題となっています。

紫外線の強さは、時刻や季節、さらに天候によって大きく変わります。太陽が頭上にくるほど強い

紫外線が届きます。一日のうちでは正午ごろ、日本の季節では６月から８月が、最も紫外線の強い時

期になります。

山に登ると空気が薄く、より強い紫外線が届きます。標高の高いところに住む人たちは強い紫外線

を浴びるために、標高の低い土地に暮らす人と比較して大きな影響を受けます。また、雪や砂は紫外

線を強く反射するので、スキーや海水浴のときには、強い日焼けをしやすくなります（17ページ参

照）。
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UVC UVB UVA

UV-C

UV-B

…大気層（オゾンなど）で吸収され、地表には到達しない。�
�
…ほとんどは大気層（オゾンなど）で吸収されるが、一部は地表へ到達し、皮膚や眼に有害�
　である。日焼けを起こしたり、皮膚がんの原因となる。�

赤外線�可視光線�紫外線�

100 280 315 400 770 （ナノメートル：10－9m）�

…UV-Bほど有害ではないが、長時間浴びた場合の健康影響が懸念されている。�UV-A
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１）紫外線の量

紫外線の量を表す方法にはいくつかあり、代表的なものとして、UV-B紫外線量とCIE

（Commission Internationale de l'Eclairage：国際照明委員会）紫外線量があります。UV-B紫外

線量は、B領域（280～315ナノメートル）の紫外線を単純に足し合わせた紫外線量です。一方、人

体に対する影響は波長によって異なります。それぞれの波長ごとの日焼け（サンバーン）への影響の

強さを示す指標の一つにCIE紅斑作用曲線（図２）があります。CIE紅斑作用曲線で重み付けした紫外

線を足し合わせたものがCIE紫外線量となります。

図２　CIE紅斑作用曲線
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CIE：国際照明委員会（Commission Internationale de l’Eclairage）
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２）UVインデックス

前述のとおり、紫外線の人体に与える影響は波長によって異なります。このため国際的にはUVイ

ンデックスという指標が広く用いられています。これは、紫外線の強さを人体への影響についてわか

りやすく示すよう考え出された指標です（前述のCIE紫外線量（単位w/m2）に40をかけて求めます）。

UVインデックスで表される紫外線の強さは下記のように分類されます。

（WHO ; Global solar UV index -A practical guide-2002）1）。

気象庁のデータをもとに、札幌、つくば、鹿児島、那覇の夏と冬の時刻別のUVインデックスを図

８（14ページ）に示しましたので参考にして下さい。
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…安心して戸外で過ごせます。�

…日中は出来るだけ日陰を利用しよう。�
　出来るだけ、長袖シャツ、日焼け止めクリーム、帽子を利用しよう。�
�

…日中の外出は出来るだけ控えよう。�
　必ず、長袖シャツ、日焼け止めクリーム、帽子を利用しよう。�
�

：弱　　　い�

：中　程　度�

：強　　　い�

：非常に強い�

：極端に強い�

�
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１）オゾン層の役割

オゾン層は、「厚さ３ミリメートルの宇宙服」に例えられることがあります。これは、上空に分布

するオゾンを集めて地上と同じ１気圧に圧縮すると約３ミリメートルの厚さになるという意味です

（この厚さをオゾン全量と呼びます）。実際には、オゾンは地上付近から50km以上の高さにまで広く

分布しています。大気中のオゾンは、その90％が地上から約10～50km上空の成層圏と呼ばれる領

域に集まっているため、「成層圏オゾン層」とも呼ばれています。このオゾン層が紫外線をさえぎっ

て、地球上の生命を守っています。

図３　大気中のオゾン濃度とオゾン全量
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オゾン濃度�
（圧力で表す）�

50km
高度�

25km

0km

実際のオゾン層�

１気圧に圧縮された�
オゾン層の厚さ�

３ミリメートル�
オゾン全量�

（厚さで表す）�



２）フロン

フロンは、塩素と炭素、フッ素でできた化合物の総称で、変質しない、燃えない、毒性がない、し

かも役に立つという「夢の物質」ともてはやされ、スプレーの噴射剤、エアコンや冷蔵庫などの冷媒、

断熱材の発泡、半導体の洗浄など、幅広く使われてきました。ところが地上付近の空気中では壊れな

いため、そのまま成層圏に上がってしまい、そこで紫外線（UV-C）を浴びて壊れることがわかりま

した。フロンは壊れるときに塩素原子を放出しますが、これが連鎖反応的にオゾンを破壊します。１

個の塩素が約10万個のオゾンを壊すといわれています。

図４　塩素によるオゾン層破壊

塩素原子を含むフロンなどオゾン層破壊物質の大気中への放出を抑制するため、世界的に協調して、

それらの生産や輸出入を規制する対策がとられています。先進国では1996年からCFC（クロロフル

オロカーボン）などのフロンやその他の主要なオゾン層破壊物質の生産が禁止されています。その後

も、国際的な合意のもとにより厳しい削減計画が進められてきました。その結果、世界気象機関

（WMO）や国連環境計画（ＵＮＥＰ：国連機関の一つで、地球規模で環境を守るための活動を行って

います）などによる最新報告（Scientific Assessment of Ozone Depletion 2002 －オゾン層

破壊の科学アセスメント2002）3）によれば、成層圏中のオゾン層破壊物質（塩素及び臭素）の濃度

の合計は同報告時点でピークかピークに近く、成層圏中のオゾン濃度は今世紀の中頃までに1980年

以前のレベルに戻ると予想されています。
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３）オゾン層の長期変動

オゾン層破壊の科学アセスメント20023）によれば、1997～2001年の期間のオゾン全量の平均

値は、1980年以前の平均値に比べて北半球中緯度（35°N ～ 60°N）で3%、南半球中緯度

（35°S ～ 60°S）で6％低くなっています。また、紫外線（特にUV-B）量は、太陽高度角、天気、

オゾン全量、大気の汚れの程度などに応じて変化します。他の条件が同じ場合、オゾン層の厚さが

１％減ると、地上紫外線量は約1.5％増えるといわれています。

４）日本上空のオゾン全量の長期変動

日本国内では、気象庁が1957年より札幌、つくば、鹿児島、那覇でオゾン全量の観測を行ってい

ます。その結果を見ると、那覇を除いた３地点で減少傾向がみられ、減少割合は札幌が最も大きくな

っています。

図５　日本上空のオゾン全量の年平均値の推移（気象庁：オゾン層観測報告20024）より転載）
○印は札幌、つくば、鹿児島、那覇におけるオゾン全量の観測開始から2002年までの年平均値。

直線は全期間の長期的な傾向。
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現在わが国では、気象庁が札幌、つくば、鹿児島、那覇でオゾン全量とともに、Ｂ領域紫外線

（UV-B）のモニタリング（継続的観測）を行っています。図６は気象庁が作成した日本全国の紫外線

マップです。４ヶ所のモニタリングステーションのデータに基づいて、各地の紫外線量を推定したも

のです。この図から紫外線（UV-B）は、一般に北から南へ行くにしたがって強くなる様子がわかり

ますが、それぞれの地域の高度や日照時間等に左右されるため、微妙に入り組んでいます。年間を通

してみると、沖縄と北海道で２倍程度の違いが見られます。

図６　我が国におけるUV-B紫外線量の全国分布図

（日積算値の年平均値、単位：kJ/m2、気象庁データより作成）
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紫外線は、季節別に見ると、夏に強く冬に弱くなります（図７）。また時刻別に見ると、正午前後、

正確には各地区で太陽が最も高くなるとき（南中時）に紫外線は最も強くなります（図８）。

図７　月別紫外線（UV-B）照射量（気象庁データ2000年5）より作成）

データは日積算値の月平均値を示す。
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図８　時刻別紫外線照射量強度（気象庁データ2000年5）より作成）
データは各時刻の月最大値を示す。気象庁のデータ（290～325ナノメートル）を基に、

TOMS/NASAのデータ6）で325～400ナノメートル領域の補正を行った。

なお、紫外線照射量とオゾン層破壊との関連については、わが国では、観測期間が10年と短いこ

ともあって、紫外線のはっきりとした増加傾向は認められないとする意見が一般的です。しかし、オ

ゾン層破壊の科学アセスメント20023）では南北両半球の中高緯度で最近20年間に年平均の紫外線量

が6～14％増加したと報告しています。その他にも、東海大学の佐々木ら7）をはじめ、国内外で同様

の研究結果がいくつか報告されています。

気象庁による観測とは別に、多くの大学や研究所、自治体で、帯域別紫外線計を使った紫外線の観

測が行われ、データが公表されています（36ページ参照）。
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それでは私たちは日常生活の中で、どの程度の紫外線曝露を受けているのでしょうか。ここでは、

我が国の日常生活での紫外線曝露について見ていきます。

前述のとおり、私たちが浴びる紫外線量は、以下のような特徴をもっています。

①　南に行くほど強い。

②　1年のうちでは春から秋にかけて強い（4～9月に１年間のおよそ70～80％、図９）。

③　1日のうちでは正午をはさむ数時間が強い（夏、冬それぞれ午前10時～午後２時に1日の60％、

70～75％、図10）。

このことは私たちの生活にとって非常に重要なことです。住む場所は別として、季節や時刻を考え

て戸外での活動を行えば、紫外線への曝露量を大幅に少なくすることが可能になります。

図９　季節別紫外線照射量と年間照射量に占める割合（気象庁データ2000年5）より作成）
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図１０　時間帯別紫外線照射量と日照射量に占める割合（気象庁データ2000年5）より作成）
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紫外線は私たちの目には見えませんが、太陽光（日射）の一部であり、基本的な性質は可視光線と

同じです。もちろん、季節や時刻、天候などにより紫外線の絶対量や日射量に占める割合は変化しま

すが、可視光線と同じように、建物や衣類などでその大部分が遮断されます。一方、日中は日陰でも

明るいように、大気中での散乱も相当に大きいことがわかっています。

人体に有害といわれているＢ領域紫外線（UV-B）の性質をまとめると、以下のようになります。

①　薄い雲では紫外線の80％以上が透過し、屋外では太陽から直接届く紫外線量と空気中で散

乱して届く紫外線量がほぼ同程度である。

②　地表面の種類により紫外線の反射率は大きく異なる（新雪：80％、砂浜：10～25％、コ

ンクリート・アスファルト：10％、水面：10～20％、草地・芝生、土面：10％以下）。

③　標高が1000ｍ上昇するごとに紫外線は10～12％増加する。

④　建物の中では屋外の10％以下の紫外線がある。

（ＷＨＯ：Protection against exposure to ultraviolet radiation 1995）8）

また、目への曝露に限ってみると、

⑤　帽子の着用で20％減少する。

⑥　UVカット機能を持った眼鏡やサングラスの着用で90％減少する。

実際にどの程度紫外線を浴びるかは一人一人の行動によって異なります。日常生活中の紫外線曝露

量を正確に測ることはそれほど簡単ではなく、実験的に測定されたデータや少数の人を対象にした調

査しかありません。

1994年から1997年に環境省（当時、環境庁）が小学生、主婦などを対象に行った調査によると、

同じ地域でも一人一人の生活スタイル（戸外活動）によって紫外線曝露量は大きく異なっていること

がわかっています9）。

図１１　紫外線の反射と透過
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紫外線が増加すると、水上・陸上の生態系や農業生産への影響のほかに、人へのさまざまな悪影響

も見逃せません。

多くの研究により、紫外線を浴びすぎると人の健康に影響があることがわかってきました。国連環

境計画がまとめた、紫外線による人の健康への影響を表１、表２に示します。これらの推計はアメリ

カのデータに基づくものです。皮膚がんに関しては、日本人をはじめ有色人種は白色人種に比べて紫

外線の影響が少ないことがわかっています。

表１　紫外線が関係していると考えられている病気

表２　紫外線増加による健康への影響

＊皮膚がんについては、いずれもアメリカ人のデータに基づく推定。なお、その他の皮膚がんについ

ては、全世界ではアメリカの3倍、年間4.8万人の増加と推定されている。

（UNEP : Environmental Effects Panel Report.）10)
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皮膚は生きています。目に見えないほど少しずつですが、古い皮膚ははがれ、新しい皮膚に生まれ

かわっています。

皮膚は表皮と真皮から出来ています。表皮は、外側から順に、角質層、顆粒層、有棘層、基底層と

いう４つの細胞層に分かれています（図12）。厚さわずか0.05～1.5mmの表皮のなかは、これら角

化細胞の４つの層がびっしり詰まって重なっています。真皮に接しているいちばん下の層が基底層で

す。基底層の基底細胞は細胞分裂をしています。一部の基底細胞は増え、外に向かって有棘層の細胞

になります。次に顆粒層の細胞になり、分化しながら皮膚の表面に向かって移動を続け、完全に成熟

して角質層の細胞となります。そして死んだ細胞が最後にアカとなってはがれ落ちます。これが角化

細胞の短い一生です。

図１２　皮膚の構造（市橋199611）より転載）
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人間の皮膚の色はさまざまです。それは赤色と黒褐色のメラニン色素のせいで、メラニンが多いと

肌の色は黒くなります。メラニンの量は白人は少なく、黒人は多く、日本人を含む黄色人種のメラニ

ンの量は、白人と黒人の中間ぐらいです。

太陽に肌をさらしていると、日焼けして赤くなった皮膚がだんだん褐色に変わっていきますが、こ

れは色素細胞が新しいメラニンを作ったためです。紫外線が当たると、数日後から色素細胞はメラニ

ンをどんどん作りだして、まわりの角化細胞にも分配します。色素細胞からメラニンをもらった周り

の角化細胞が、メラニンを基底細胞の核の上にちょうど帽子をかぶせたようにのせ、基底細胞の核に

ある大切な遺伝子が紫外線で傷を負わないように守ります。このようにメラニンは、太陽光のなかに

ある有害な紫外線を吸収したり散乱させてりして、皮膚への害をくいとめようとしているのです。

日焼けをすると皮膚が褐色になるのは、皮膚を紫外線から守るという目的をもった色素細胞の働きで

す。赤道近くに住む人びとの皮膚の色が黒に近いのは、色素細胞がメラニンをたくさん作って太陽光

線の害から皮膚を守っているのです。しかしながら、メラニンによる皮膚を守る力は実際に浴びる紫

外線と比べてとても弱いものです。

遺伝情報をつかさどるDNAはUV-Bを吸収し、吸収したUV-BのエネルギーによりDNAが傷つけら

れます。私たちの体の中には傷ついたDNAを修復する機構が備わっていますが、DNAの傷害が度重

なると、修復過程でエラーを起こし修復しきれない遺伝子情報（突然変異）を持った細胞が作られる

ことになります。このような突然変異が長い期間を経て、皮膚での発がんを引き起こすと考えられて

います。

皮膚への影響は、紫外線照射直後に現れる急性影響と、長い時間を経て現れる慢性影響に分けて考

えることが出来ます。

１）急性影響

急性影響としては、サンバーン（Sunburn）とサンタン（Suntan）があります。日本語ではどち

らも“日焼け”と呼んで区別していませんが、異なるものです。サンバーンは紫外線に曝露した数時

間後に現れ、８時間から24時間でピークとなり、２、３日で消失する赤い日焼け（紅斑）で、サン

タンは赤い日焼けが消失した数日後に現れ、数週間から数ヶ月続く黒い日焼けです。サンタンは色素

細胞がメラニンをふやし、皮膚に色素沈着が起きたものです。

サンバーン、サンタンの現れ方によって皮膚のタイプが分けられます。日本人に関しては、一般に次

の３つのタイプに分けられます。

タイプⅠ：すぐに赤くなり（サンバーン ＋＋）、後に残らないか、わずかに着色する（サンタン ±）。

タイプⅢ：ほとんど赤くならず（サンバーン ±）、あとで強く着色する（サンタン ＋＋）。

タイプⅡ：両者の中間で、ほどほどに赤くなり（サンバーン＋）、徐々に着色が起きる（サンタン＋）。

皮膚のタイプは皮膚がんの発症と強く関連していると考えられており、白人を対象とした疫学研究

においては、タイプⅠの人ほど皮膚がんに罹りやすいことが示されています12）。また日本人を対象と

した研究では、タイプⅠの人ほど前がん症状の一つである日光角化症に罹りやすいという結果が報告

されています13）。
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図１３　日焼けとスキンタイプ（市橋199611）より転載）
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２）慢性影響

慢性影響には後述する皮膚がんの他、シミやシワといった皮膚の老化があります。基本的に紫外線

曝露によって増えたメラニンは、やがて表皮の角化とともに角質層から脱落し皮膚の色も元に戻りま

すが、紫外線を大量に浴び続けると、一部の色素細胞はメラニンを作り続けるようになり皮膚が黒い

ままの部分ができます。これがシミです。また急激で強い日焼けを何年も繰り返していくと、シミが

できるだけではなく、皮膚の弾力性がなくなりシワが多く出来てきます。これらを総称して光老化と

呼んでいます。

その他、ソバカスやホクロ、日光角化症（あるいは老人性角化症：皮膚における主要な前がん状態

の一つで、老人の日光露出部に出現する常色から褐色までの小さな角質増殖：南山堂医学大辞典第１

８版より抜粋）など、皮膚がんの危険因子と考えられている症状もあり、効果的な防御を心掛ける必

要があります。

３）皮膚がん

過度の紫外線（UV-B）曝露と皮膚がんの一種、有棘細胞がん発生に関連があることはよく知られ

ていますが、その他の皮膚がんに関しては明確な証拠はありません。皮膚がんは、非黒色腫型皮膚が

ん（ノンメラノーマスキンキャンサー：non melanoma skin cancer）と悪性黒色腫（メラノー

マ：melanoma）に分けられます。

【非黒色腫型皮膚がん】

有棘細胞がんと基底細胞がんに分類されます。非黒色腫型皮膚がんに関してはいくつかの国で近年

増加が報告されています。紫外線曝露は非黒色腫型皮膚がんの重要な危険因子で、特に有棘細胞がん

の発生には生涯曝露量（一生のうちに浴びる量）が関係すると考えられています。一方、基底細胞が

んに関しては、紫外線の間歇的な大量曝露が誘因であると考えられています。

○ 発生部位

基底細胞がんの75％、有棘細胞がんの半分以上が、頭部や首といった日光に強く曝される部

位に発生します。さらに、前腕部や手などふだん日光に曝される部位にも多く発生します。

○ 感受性

皮膚や眼、髪の色の淡い人、サンバーンを起こしやすい人のリスクが高いと言われています。

○ 地理的分布

緯度との間に負の相関関係が認められ、緯度が10度低くなると非黒色腫型皮膚がんの罹患率

はおよそ２倍になると言われています。日本のデータでこのように明瞭な関係を示すものはない

ため、オーストラリアの例を図１４に示します。
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図１４　オーストラリアにおける皮膚がんと紫外線の関係

（出典：Anti-Cancer Council Victria, Australia（1995）Canstat, 20.14））

【悪性黒色腫】

非黒色腫型皮膚がんに比べると罹患率は低いものの、がん転移による致命率が高く、死亡に占める

割合は大きくなります。オーストラリアやニュージランドなどを筆頭に、全世界的に増加しています。

○ 発生部位

紫外線は悪性黒色腫の発生要因の一つと考えられていますが、非黒色腫型皮膚がんと異なり、

日光に曝されることの少ない部位にも発生します。

○感受性

欧米の白人を対象にした疫学調査では皮膚の色の淡い人やサンバーンを起こしやすい人、ほく

ろやあざが出来やすい人のリスクが高いと言われています。

○ 地理的分布

緯度との間には負の相関関係があり、赤道に近い地域ほど罹患率が高くなります。例外的に、

ヨーロッパの白人では、スカンジナビア諸国の罹患率が地中海諸国より高くなっています

（IARC1997）。15）

○ その他

ヨーロッパで生まれて子供の頃を過ぎてからオーストラリアへ移住した人たちは、オーストラリ

アで生まれた同じヨーロッパ系の人たちと比べて悪性黒色腫に罹るリスクがおよそ1/4です。一方、

ヨーロッパで生まれて子供の頃にオーストラリアへ移住した人たちのリスクは、現地で生まれた人

たちとそれほど変わらず、子供の頃の紫外線曝露が重要な要因であるとされています。12)

23

基底細胞がん：男性1358（1106-1610）�

＜29°Ｓ�

＞37°Ｓ�

29°Ｓ－37°Ｓ�

有棘細胞がん：男性  596（431-761）�
女性  956（783-1209）�

女性  242（139-346）�

基底細胞がん：男性  421（309-532）�

有棘細胞がん：男性    80（35-125）�
女性  230（151-309）�

女性    13（0-30）�

基底細胞がん：男性  907（793-1022）�

有棘細胞がん：男性  384（311-457）�

女性  681（583-779）�

女性  210（157-264）�

オーストラリアにおける日積算�
CIE紫外線量の年平均値の分布�
（Barton&Paltridge）�
�

数値は性別・緯度帯別の年齢調整罹患率の推定値と95％信頼区間。�

3000

2500

2000

1500

1000

緯度�



人の眼は、結膜、角膜などの眼球表面と、眼球内部の組織からできています。波長が280ナノメー

トル以下の光は眼球表面の角膜で吸収されます。この波長を超える光（６ページの図１参照）が眼内

へ侵入しますが、大半が角膜で吸収されます。角膜を通過した紫外線のほとんどが水晶体で吸収され、

残りの1～2％の紫外線が水晶体を通過して眼底（網膜）まで到達します（図１５）。

紫外線曝露による眼への影響については、以下のようなものがあります。

１）紫外線角膜炎

紫外線に強く曝露した時に見られる急性の角膜の炎症で、曝露後30分から24時間たって角膜の多

発性上皮びらんを生じます。異物感、眼痛、流涙、結膜充血がみられます（南山堂医学大辞典第18

版）。雪面など特に反射の強い場所で起きる“雪目（ゆきめ）”が有名です。症状は数時間で現れ、大

部分は24～48時間で自然治癒します。
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２）翼状片（写真1）

眼球結膜（白目）が翼状に角膜（黒目）に侵入する線維性の増殖組織で、通常は鼻側に好発します。

異物感、充血、乱視を生じ、瞳孔領近くまで伸展すると視力障害をきたしますが、進行は早くありま

せん。戸外で活動する者に多発し、紫外線曝露を含めた外的刺激がその発症に関係すると考えられて

います。

また、翼状片は紫外線の強い地域で発生頻度の高いことが知られています（表３）。

顔面外側方から眼に入る光線が鼻側の角膜近辺に集光しやすいことも、紫外線と翼状片発生の関係

を強く疑わせる理由の一つです。さらに、同じ地域でも、紫外線曝露量の多い人ほど翼状片に罹る割

合が高いことが明らかになっています16）。

写真１　翼状片（提供：佐々木一之）

表３　気象条件の異なる３地域での翼状片有所見率
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３）白内障（写真2）

白内障は眼科疾患の中で最も多い病気のひとつで、加齢によるものが大部分を占めています。水晶

体本来の加齢変化の上に複数の原因（危険因子）が加わって、水晶体が混濁して（にごって）物が見

えにくくなってきます。白内障は進行するとやがて失明に至り、手術以外では視力は元に戻りません。

そのため、手術を受ける機会の少ない途上国を中心に失明者は増加しており、白内障は全世界でみて

も失明の第一原因となっています。紫外線もこの白内障の危険因子の一つと考えられており、紫外線

量の多い地域に住む人と少ない地域に住む人の間で白内障の有病率や進行度が異なることが、疫学調

査で明らかになっています。（図１６）。眼（虹彩）の色が白内障発症と関係するかどうかについては、

はっきりしていません。

写真２　白内障（提供：佐々木一之）

図１６　能登、レイキャビク、シンガポールの白内障有所見率（K. Sasaki, et al. 1999）17）

４）その他

網膜まで達する紫外線量はわずかですが、これも長年にわたって曝露すると加齢黄斑変性症等の網

膜病変の発生につながる可能性があり、国内外で研究が進められています。
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皮膚は人を外界（環境）から直接守る大事なバリアーとしての役割を果たしており、皮膚には多く

の免疫細胞が存在しています。そのため、紫外線を浴び過ぎると免疫機能が抑制されると考えられて

います。身近な例としては、強い日射しを浴びた後などにくちびるやその周辺に小さな水疱が多発す

る単純性疱疹などがあげられます。また最近では、過度の紫外線曝露が帯状疱疹の引き金になるとい

う研究成果も報告されています18）。

動物実験では、紫外線照射により免疫機能が抑制されることが示されています。UV-Bを１回照射

されたマウスは、移植された“がん”を拒絶できなくなることがわかりました19）。これは紫外線照射

によってマウスの免疫反応が正常に働かなくなったためと考えられます。また、マウスを使ったマラ

リア感染実験で、紫外線を照射されたマウスは紫外線を照射されていないマウスに比べて死亡率が高

くなるといった研究結果もあります20）。

このように、動物実験では、紫外線照射が皮膚がんの進展や重症度、さらには感染症の増悪に影響

することが示されています。

人に関する疫学調査等の知見は十分とはいえませんが、様々な感染症や自己免疫疾患への影響、さ

らにはワクチンが効きにくくなるといった影響も懸念されています。
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紫外線曝露をうける職業には大きく分けて、太陽光からの紫外線の曝露をうけるものと人工光源に

よるものがあります。太陽光からの紫外線の曝露をうける職業としては、ほとんどの屋外作業が該当

し、とくに農業、漁業、土木建設業、雪・氷上作業で曝露が多くなります。

太陽以外の人工光源から紫外線をうける作業としては、アーク溶接・溶断作業（写真３）、紫外線

殺菌灯下での作業、遺伝子検査作業などがあります。例えば、紫外線殺菌灯の使用にあたっては、点

灯中の殺菌灯を直視したり、皮膚に紫外線を直接当てたりすることがないように注意しなければなり

ません。また、溶接熱源から放射される紫外線量は、溶接法や溶接電流等により大きく異なり、太陽

光からの紫外線量より低い場合から数十倍になる場合まであります。さらに、太陽光からの紫外線と

は異なり、UV-Cも含まれています21）。このため、アーク溶接などの作業では、発生する紫外線で電

気性眼炎（角膜炎）を起こす危険性があります。曝露数時間後から、激しい痛みと異物感を生じます。

角膜上皮の剥離が主症状で眼瞼の発赤、結膜の充血を伴います。適切な治療を行えば、これらの症状

は12～24時間で消失します22）。

職場での紫外線曝露に対しては、被害を防ぐためにさまざまな対策が講じられています。まず、溶

接作業の場所など紫外線発生源の周囲を遮光カーテンまたは遮光板で囲い、紫外線の外部への漏洩を

防止します。また保護具としては、遮光眼鏡、遮光面、溶接用保護面、遮光板、日焼け止めクリーム

などがあります。アーク溶接などをおこなう作業者は、溶接用保護面、防塵マスク（国家検定）をつ

けて作業を行う必要があります（写真４）。遮光保護具、溶接用保護面については、日本工業規格

（JIS）が定められています。広い作業場でアーク溶接がおこなわれる場合には、溶接をする作業者の

みならず、その周囲で働く人たちにも、ゴーグル型またはスペクトル型でサイドシールド付きの紫外

線カット眼鏡が必要です。最近では、このような保護具の着用の励行や、自動溶接装置の導入なども

あり、電気性眼炎の発生率は低くなる傾向にあります。なお健康管理面では紫外線にさらされる業務

に携わる人を対象に、行政指導（昭和31年5月18日付け基発第308号）に基づき、定期的に健康診

断を行うこととなっています。

紫外線の許容基準については、日本では決められていませんが、アメリカではACGIH（アメリカ産

業衛生専門家会議）が、紫外線に対する限度値（TLV Threshold Limit Value）を勧告しています。

詳しいことは、巻末の参考文献（ACGIH、2002）23）をご参照下さい。
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日焼けしてからの治療では遅い

日焼けしてからローションなどで肌の手入れをすることは、ひりひりとした日焼けの痛みを押さえ

るなどの効果はあるとされています。しかし、DNAについた傷を元に戻す効果はないため、皮膚の老

化を防ぐなどの長期的な予防効果は少ないといわれています。

長期的な健康への悪影響予防のためには、紫外線の浴びすぎを防止することが重要です。

紫外線の影響は、地域や個人によって異なりますが、紫外線の影響が強いと考えられる場合には、

直射日光下での活動はできるだけひかえるとともに、状況に応じて、次のような対策を行うことが効

果的です。

なお、紫外線は、時刻別にみると正午前後に最も強くなります（14ページの図８参照）。紫外線の

強い時間帯を避けて戸外生活を楽しめば、紫外線への曝露量を少なくすることができます。

＜対策＞

①しっかりした生地の衣服を着る。

②帽子をかぶる。

③サングラスを利用する。

④日傘を使う。

⑤日陰を利用する。

⑥日焼け止めクリームを上手に使う。
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もう少し詳しく説明していきましょう。

①しっかりした生地の衣服を着る。

紫外線を減らすための衣服の選び方で大事なことは、しっかりした織目あるいは編目を持つものを

選ぶことです。しっかりした織目や編目の生地であるほど皮膚に到達する紫外線は少なくなります。

しっかりしているかどうかは生地を透かして太陽を見てみれば簡単にわかります。また、濃い色調の

生地のほうが、淡い色調あるいは白い色調のものよりも着ている人に反射させる紫外線が少なくなり

ます。木綿、およびポリエステル・木綿混紡の生地は、紫外線防止の目的に適しています。また、七

分袖や襟付きのシャツのように、体を覆う部分の多い物の方が、首や腕、肩を紫外線から守ってくれ

ます。

②帽子をかぶる。

帽子は直射日光をさえぎってくれます。特に、幅の広いつばのある帽子は、より大きな効果があり

ます。オーストラリアなどではフラップが首や耳を保護するタイプの帽子も広く使われています。ま

た、わが国で古くから使用されている麦わら帽子などつばの幅が広い帽子は、日差しの強いときの外

出時における紫外線防止に非常に効果的です。

写真５　肩まで隠れる紫外線防止用の帽子を着用している子どもたち（提供：山本一哉）
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③サングラスを利用する。

最近、紫外線から眼を守ることにも関心が向けられるようになってきました。紫外線を防ぐために

サングラスやゴーグルがよく使われますが、使用する場合は紫外線防止効果のはっきり示されたもの

を選ぶことが大切です。

サングラスをかけた場合、眼に入る太陽の光が少なくなるため瞳孔が普段より大きく開きます。そ

のため、紫外線カットの不十分なサングラスは、たくさんの紫外線が眼の中へ侵入し、かえって危険

な場合があります。

また、最近では普通のメガネにも紫外線カットのレンズが多く使われるようになってきています。

眼に照射される太陽光は正面方向からの光だけではありません。上方、側方、下方、さらには後方

からの光も目を直接、間接に照射しています。強い太陽光線を避ける手段としては、紫外線カット眼

鏡（サングラスを含む）の装用が最も効果的ですが、これも紫外線を100％遮断できるわけではあり

ません。正面からの紫外線は効果的に遮断されますが、レンズサイズの小さな眼鏡や顔の骨格にあわ

ない眼鏡では、正面以外からの紫外線に対しては十分な防止効果を期待できません。強い太陽光の下

では、ゴーグルタイプとまではいかなくても、顔にフィットした、ある程度の大きさを持つ眼鏡をか

け、帽子をかぶることがすすめられます。（写真６）

写真６

（提供：ヴィクトリア州対がん協会）

④日傘を使う。

夏の日中など、日差しの強いときの外出には、日傘の利用も効果的です。最近は紫外線防御機能を

高めた日傘も出てきました。

⑤日陰を利用する。

外出したときなどには、日陰を利用するのもよいでしょう。しかし、日陰では紫外線の曝露量は減

りますが、体に当たる紫外線には、太陽からの直接のものだけではなく、空気中で散乱されたものや、

地面や建物から反射したものもあります。直接日光の当たらない日陰であっても紫外線を浴びるとい

うことは忘れないようにして下さい。
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⑥日焼け止めクリームを上手に使う。

太陽の光と上手につきあっていくために、日焼け止めクリームの使用は効果的です。外出する前に、

汚れなどをとった皮膚に塗って使用します。湿疹などがあれば、必要な外用剤を塗った上に重ねて使

用します。また、乳児では「水で洗い落とし可能（ただし水遊び程度では落ちない）」のタイプが便

利です。

日焼け止めクリームには、大きく分けて、吸収剤（紫外線を吸収して肌に届かないようにする）タ

イプと反射剤（紫外線を反射し、肌に届かないようにする）タイプがありますが、最近では両者を組

み合わせたものが主流になっています。日焼け止めクリームには、SPF（コラム４参照）で示された

効果がありますが、長時間にわたって屋外作業・活動をする場合などには、汗で溶け落ちることも考

えられるので適宜塗り直すことが必要です。その他、最近では、水泳をしたり、大量に汗をかくスポ

ーツを楽しむ時などに使える耐水性のものや、見た目に日焼け止めクリームを塗っているとはわから

ないような製品も出てきています。それぞれの目的に応じて選ぶことが大切です。

日本人の場合、充分な日焼け防止効果を得るための目安はSPF15程度ですが、肌の敏感な人の場

合にはより少ない紫外線で日焼けを起こす場合があります。日焼け止めクリームを使用する場合にも、

紫外線を浴び過ぎないよう心がけることが大切です。

　紫外線に曝露して2、3時間後から翌日にかけて皮膚がうっすらと赤く（紅斑）なります。この紅斑をもとにして日焼

け止めクリームの紫外線防御効果（SPF: Sun Protection Factor）が決められています。�

　SPF＝（日焼け止めクリームを塗った時の紅斑が現れるまでの紫外線量（時間））�

　      ÷（日焼け止めクリームを塗らなかった時の紅斑が現れるまでの紫外線量（時間））�

　言いかえると、�

　　　　（日焼け止めクリームを塗った時の紅斑が現れるまでの時間）�

　　　＝（日焼け止めクリームを塗らなかった時の紅斑が現れるまでの時間）×SPF　となります。�

　平均的な日本人の場合、素肌を真夏の日差しの強い時間帯に紫外線にさらすと、紅斑が現れるまでに15分から25分程

度かかります。従って、SPF15の日焼け止めクリームを塗った場合にはその15倍の時間、つまり、紅斑が現れるまでの

時間は4時間から6時間程度となります。�

　また、日焼け止めクリームのSPFは1㎝2あたり2㎎塗ったときの効果を表していますので、塗り方によっては十分な

効果が得られないこともあります。決められた指示に従って使用するよう心がけて下さい。�

��

　SPFの指標となる紅斑は主にUV-Bによって起こりますが、UV-Aによっても皮膚の黒化が起こります。皮膚の黒化を

指標としてUV-Aの防御効果（PFA：SPFと同様の方法で算出）を求め、求められたPFAを基にPAという指標が作られ

ています。日本化粧品工業界分類ではPAは次の3段階に分けています。�

　　PA+    ：PFA2以上4未満・UV-A防御効果がある。�

　　PA++  ：PFA4以上8未満・UV-A防御効果がかなりある。�

　　PA+++：PFA8以上・UV-A防御効果が非常にある。�

SPF（紫外線防御指数）とPA（UV-A防御指数）�コラム�
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国内では、気象庁が全国４ヵ所（札幌、つくば、鹿児島、那覇）で観測した紫外線のデータ（速報

値）を毎月公表しています。また、数値モデルで上空のオゾン量を予測し、それをもとにした翌日の

有害紫外線量をＵＶインデックスの形で 公表するよう準備をしています。

民間の気象サービス会社の中には毎日の紫外線情報を提供しているところがあり、その他、いくつ

かの大学や研究機関が独自に観測した紫外線データをインターネット上で公開しています。（36ペー

ジ参照）

最近になって、紫外線の影響を研究し、その成果についてシンポジウム等を通じて一般市民に伝え、

紫外線防御の大切さを訴える、といった活動も始まっています。
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世界に目を向けると、多くの機関で、紫外線による障害を防ぐための活動が行われています。ここ

では、そのうちのいくつかを紹介します。

①紫外線予報

紫外線予報は、天気予報と同様にある程度の不確実性はありますが、欧米や豪州ではすでに広く実

施されており、当日あるいは翌日の紫外線の強さをテレビ、新聞等を通じて広く国民に情報提供して

います。紫外線対策が進んでいる国の例を挙げると、オーストラリアでは、気象庁が天気予報の一環

として紫外線予報を行っており、人々はその情報をその日の行動を決める参考に出来るようになって

います。また小学校などでは、紫外線の強い日には、戸外での学級活動を考慮する、などの措置がと

られています。（36ページ参照）

図１７　オーストラリアにおける紫外線予報

（http://www.bom.gov.au/weather/national/charts/UV.shtml）

紫外線予報 － ○月○日の正午における�
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②紫外線防御のための各種プログラム

同じくオーストラリアを例に見ていきましょう。オーストラリアはニュージランドとともに皮膚が

ん発生率が世界一高く、紫外線の影響、とくに皮膚がんに対して非常に強い関心をもっています。こ

のような事情からオーストラリアでは政府機関や民間機関による様々な啓発・教育活動が盛んに行わ

れています。各州にはそれぞれ対がん基金があり、皮膚がん予防のための様々な活動を展開していま

す（http://www.sunsmart.com.au）。具体的な活動としては、日焼け防止を教えるプログラムの

実施、様々な紫外線防御のためのガイドライン（子ども向け、親向けなど）の作成、紫外線と皮膚が

んの関係を紹介するパンフレット・小冊子の発行、各種紫外線防御グッズ（帽子、サングラス・ゴー

グル、衣類、日焼け止めクリーム）の販売などを行っています。また、サングラスについてはオース

トラリア放射線研究所が紫外線カットの性能評価をおこない、不良製品の防止に努めています。

Slip !   Slop !   Slap !
オーストラリアで使われている紫外線防止の合い言葉です。

Slip on a shirt ！　　 長袖のシャツを着よう！
Slop on sunscreen ！　 日焼け止めクリームを塗ろう！
Slap on a hat ！　　　　 つばの広い帽子をかぶろう！

③世界保健機関（WHO）

世界保健機関は、単独で、あるいは他の機関と共同で紫外線の健康影響に関する調査研究を実施し

ています。最近では、新たにインターサン（ Intersun, The global UV project） というプロジェ

クトを開始し、紫外線および紫外線による健康影響に関するワークショップや専門家会議を積極的に

開催しており、その一部は報告書となっています1）, 8）, 24）。

④その他

紫外線の観測、影響評価に関わる国際機関としては、世界保健機関（WHO）以外にも、世界気象

機関（WMO）、国連環境計画（UNEP）、国際がん研究機関（IARC）、国際非電離放射線防御委員会

（ICNIRP）などがあります。

WMOでは紫外線の監視に関する特別委員会を設置するとともに、トロント（カナダ）にある

WOUDC（World Ozone and Ultraviolet Radiation Data Center：世界オゾン・紫外線データセ

ンター）で日本の気象庁をはじめ世界中で観測された紫外線データの収集を行っています。その他、

NASA（アメリカ航空宇宙局）などが衛星を使って全地球の紫外線観測を行い、インターネット上で

公開、データ提供を行っています。
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紫外線関連のホームページ

１． 国内の紫外線関連ホームページ
（1）全国の紫外線情報

○　紫外線の予報

（2）一部地域の紫外線情報

①紫外線の測定結果（随時更新）

②過去の紫外線の測定結果（オゾン層の測定を含む）

（3）紫外線の基礎知識

２．海外の紫外線関連ホームページ
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http://www.wni.co.jp/cww/docs/uv/index.html�

http://www.bioweather.net/

(株)ウェザーニューズ�

国土環境株式会社�

全国各地の紫外線の予報�

全国各地の紫外線の予報�

掲載機関� ホームページ� 主な内容�

掲載機関� ホームページ� 主な内容�

東京・大阪・沖縄及び世界各
地の紫外線の測定結果�

北海道・つくば・沖縄の紫外
線の測定結果�
ＵＶインデックス�

湘南海岸の紫外線の測定結果�

http://www.shiseido.co.jp/uv-info/html/index.htm

http://www.shonan-it.ac.jp/each_science/info/uvobs/

http://www-cger2.nies.go.jp/ozone/uv/uv_index/index.html

(株)資生堂�

湘南工科大学�

国立環境研究所�

札幌・つくば・鹿児島・那覇等
の紫外線・オゾン層の測定結果�

http://www.jma.go.jp/JMA_HP/jma/press/ozone.html気象庁�

全国20ヶ所の紫外線の測定結
果の概要�http://www-cger2.nies.go.jp/ozone/uv/uv.html

国立環境研究所�
有害紫外線�
モニタリングネットワーク�

http://kcs.kanebo.co.jp/KC/KCBF/UV/uvmenu.html�

http://www.uv-edu.jp

カネボウ化粧品研究所�

紫外線教育研究所�

紫外線の基礎知識�

紫外線の基礎知識�

掲載機関� ホームページ� 主な内容�

http://www.who.int/peh-uv/�

http://toms.gsfc.nasa.gov/ery_uv/euv.html�

http://www.srrb.noaa.gov�

http://www.epa.gov/sunwise/uvindex.html�

http://www.bom.gov.au/weather/national/charts/UV.shtml　�

http://www.sunsmart.com.au�

http://www.knmi.nl/gome_fd/tm3/uv.html�

�

世界保健機関�

アメリカ航空宇宙局�

アメリカ海洋大気局�

アメリカ環境保護庁�

オーストラリア気象庁�

ヴィクトリア州対がん協会（オーストラリア）�

オランダ気象研究所�

掲載機関� ホームページ�
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なお、本マニュアルの策定にあたりまして、（社）日本医師会の櫻井秀也常任理事、羽生田俊常任理事

をはじめ、多くの方々から暖かいご指導をいただきましたことに御礼申し上げます。
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