新型コロナウイルス変異株に対するストリーマ放電による不活化効果
Effect of streamer technology on inactivation of SARS-CoV-2 variants
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Since SARS-CoV-2 is transmitted by droplet, contagious, and droplet-nucleus infections, controlling of the virus in
the environment is important for infectious control. Streamer discharge, which active substances produced by the
discharge decompose and remove various harmful substances such as pathogens, has been applied to air purifiers
and air conditioners. The efficacy of streamer discharge against the SARS-CoV-2 Wuhan strain has already been
reported, however, it has not been validated against other variants that have emerged since then. In this study, we
report the effect of streamer technology on inactivation of SARS-CoV-2 variants.
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イルス 2 （SARS-CoV-2）を起因ウイルスとした
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２．方法

４．考察

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 変 異 株 と し て 、 hCoV-

本試験結果から、4 時間のストリーマ放電では

19/Japan/QHN002/2020 株（アルファ株）、hCoV-
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変異の影響を受ける可能性があることから、注意
が必要あると思われる。

３．結果
ストリーマ放電を行わなかったものに比較して、 ５．まとめ
ストリーマ放電を行ったものでは、武漢株では 1

ストリーマ照射による SARS-CoV-2 変異株の不

時間の照射で 77.2%、2 時間の照射で 96.9%、4 時

活化は、武漢株同様に 4 時間の照射でアルファ、

間の照射で 99.9%以上の感染価の減少を認めた。
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一方、変異株はアルファ、ベータ、ガンマ、カッ

は 99.8%以上行えることが示された。静電フィル

パ株に関してはそれぞれ、
1 時間の照射で 87.5%、

ター内のウイルスの不活化としては十分な不活化

97.0%、83.3%、94.0%を、2 時間の照射で 99.2%、
99.9%以上、99.8%、96.8%を、4 時間の照射で全て

効率である。

99.9%以上の減少を認めた。デルタ株に関しては、
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