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光老化を防御する―光に関する基本知識から最新のサンケア製品まで―

紫外線防止効果測定について
―SPF・PA測定法の現状と課題―
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Abstract
When our skin is exposed to the solar light, perceptible skin reactions are induced by ultraviolet A ray (UVA) and ultra-

violet B ray (UVB). UVB causes erythema after several hours followed by pigmentation called delayed tanning after a few 
days. On the other hand, the skin exposed to UVA exhibits grayish brown colored pigmentation immediately after UVA ex-
posure without causing erythema. The pigmentation persists more than several hours and the color gradually changes to 
brown. This persistent pigmentation is called persistent pigment darkening (PPD) reaction. To indicate the UV protection 
level of sunscreen, SPF and PA labeling are used. SPF stands for “Sun Protection Factor” and PA stands for “Protection Grade 
of UVA.” The number of SPF means the number of times longer that you will be protected from getting erythema, which is 
mainly induced by UVB, with sunscreen than you will be without sunscreen. PA grade is determined based on the protection 
level of PPD reaction induced by UVA. In the case of PA labeling, the degree of protection is labeled as PA+, PA++, PA+++ 
or PA++++ on a sunscreen product. The more plus (+) mark means the more protection level against UVA. The current test 
methods related to UV protection are harmonized globally. Global standard ISO24444 is adopted as Japanese standard test 
method for SPF measurement and ISO24442 is adopted as Japanese standard test method for UVA protection measurement.
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1.　は じ め に

夏のよく晴れた日に屋外で活動することによって，肌
が赤くなってほてり，その後いわゆる褐色の日焼けした
肌になることは幼少の頃に多くの人が経験する。その主
たる原因が太陽光に含まれる紫外線であることは，一般
の人にも広く認知されており，さらには，一過性の皮膚
反応だけでなく，繰り返し紫外線を浴びることによって
シワやシミといった美容上のトラブルが発生し，将来的
には皮膚がんにつながることがあることも徐々に認識さ
れるようになってきている。
このような作用をもたらす紫外線が皮膚に到達するの
を抑制する機能を持つ化粧品が「紫外線防止用化粧品」
であり，その機能を示す表示として Sun Protection Factor 
（SPF）と Protection grade of UVA （PA） の二つの表示が用
いられている。ここでは，それらの二つの指標の測定方
法と表示の現状について解説するとともに，それらを取

り巻く課題についても述べる。

2.　紫外線と皮膚反応

紫外線は可視光線より短い波長領域（200～400 nm）
の電磁波で，さらに，その波長が長い領域から，長波長
紫外線 UVA （320～400 nm），中波長紫外線 UVB （280～
320 nm），短波長紫外線 UVC （200～280 nm）に分類さ
れる（Fig. 1）。太陽光から放射された紫外線のうち，
290 nmより短い波長領域は成層圏にあるオゾン層を通
過できないため，地上には UVA （320～400 nm）と UVB
の一部（290～320 nm）のみが到達する。したがって，
日々の生活において紫外線に対する防御を考えるとき，
UVAと UVBの 2種類の紫外線に対する対策を考えるこ
とになる。
紫外線は長期的な作用によってシワやシミといったト
ラブルを引き起こすが，日常の比較的短時間の紫外線暴
露によっても，浴びた本人が知覚できる明らかな皮膚反
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