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第１章 技術審査基準 

 

１ 目的 

耐塩素性病原生物対策として位置づけられた紫外線処理における「紫外線照射装置が備

えるべき要件」について、具体的な判断基準及び試験方法等を「JWRC 技術審査基準」と

して定めることにより、水道事業体における紫外線照射装置の導入を支援することを目的

とする。 

 

２ 適用範囲 

 クリプトスポリジウム等の耐塩素性病原生物対策として使用する紫外線照射装置のうち、

低圧ランプ等を使用した装置、中圧ランプ等を使用した装置並びに殺菌紫外線を発する発

光ダイオード（以下、UV-LED という。）を使用した装置について適用する。 

 

３ 用語の定義 

1）JWRC 技術審査基準 

公益財団法人水道技術研究センターが紫外線照射装置に係る技術上の審査基準とし

て定める「紫外線照射装置 JWRC 技術審査基準」をいう。 

2）紫外線照射装置 

紫外線照射の機能を発揮させるために必要な装置であり、紫外線ランプ・紫外線セ

ンサが設置された紫外線照射槽及び安定器・紫外線モニタ等を組み込んだ付属制御盤

をいう。 

3）審査対象紫外線照射装置 

技術審査の対象とされる紫外線照射装置で、実装置として用いられることを目的と

したものをいう。 

4）低圧ランプ等 

主として 253.7 nm 付近の単波長を発するランプで、低圧水銀ランプなどをいう。 

5）中圧ランプ等 

200 nm～300 nm を含む多波長を発するランプで、中圧水銀ランプなどをいう。 

6）RED（換算紫外線照射量：Reduction Equivalent UV Dose） 

紫外線照射槽内で実際に与えられた紫外線照射量を表す指標をいう。化学線量計や

生物線量計によって求めることができる。 

7）CFD（数値流体力学：Computational Fluid Dynamics） 

流体の運動に関する方程式（オイラー方程式、ナビエ-ストークス方程式、またはそ

の派生式）をコンピュータで解くことによって流れを観察する数値解析・シミュレー

ション手法をいう。 

 

8）CFD-I（紫外線照射量を考慮した CFD：Computational Fluid Dynamics-Intensity） 
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CFD の計算に紫外線強度の計算を加味して紫外線照射量を求めることを目的とした数

値解析・シミュレーション手法をいう。 

9）UV-LED 

ピーク波長が 250～300 nm で半値幅が概ね 15 nm 以下の発光ダイオードパッケージ

をいう。 

［解説］ 

ピーク波長を 250 nm 以上とした理由は、これ未満の波長では被照射液中の溶解物

の影響で透過率が低下する場合が多く、かつ、その透過率の値が原水によって大き

く異なるためである。 

10）LED チップ 

LED の発光に寄与する半導体の部分をいう。 

11）LED パッケージ 

LED チップをプリント配線板などに取りつけられるよう外部接続用端子と一体化す

ること及び一体化したものをいう。 

12）LED モジュール 

一つの光源として扱えるよう、1 個以上の LED パッケージをプリント配線板などに

平面的又は立体的に配列して、機械的、電気的及び光学的構造部品を含む多数の要素

で光源とするユニット又はその集合体をいう。 

13）単位モジュール 

LED モジュールを構成する 1 個の LED パッケージとリフレクターおよびレンズな

どの光学的構造部品を組み合わせたものをいう。 

14）ジャンクション温度 

LED チップの pn 接合部の温度をいう。 

 

以上に示した以外の用語については、巻末に添付する「参考６ 用語集」を参照のこと。 
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図 1-3-1 UV-LED の模式図 
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４ 装置基準 

 

４．１ 照射能力等 

紫外線照射装置は、紫外線照射槽を通過する水に対して、クリプトスポリジウム等を常

時 99.9%以上不活化できるように紫外線の照射量を確保できるものでなければならない。

そのための具体的な審査基準は次のとおりである。 

 

４．１．１ 照射性能等 

紫外線照射装置の照射性能は、図 1-4-1 紫外線照射性能確認方法のフローチャートに従

い、CFD-I を使用しない場合はⅠ）を、CFD-I を使用する場合は以下のⅡ）を満足するこ

と。 

Ⅰ）「第２、３、４章の３ 紫外線照射量試験」により求めた審査対象紫外線照射装置の補

正後の REDが 24 mJ/cm2以上である場合。補正後の REDとは RED 実測に補正係数 fを

乗じた値である。使用する供試微生物の紫外線耐性は MS2 と同等以下とする。 

Ⅱ）「第２、３、４章５ CFD 解析モデルによるシミュレーション」に示す CFD-I による解析

の結果、RED 実測≧REDCFD を示した上で、クリプトスポリジウム REDCFD が 12 mJ/cm2 以上

である場合。クリプトスポリジウム REDCFDとは、紫外線耐性としてクリプトスポリジ

ウムを 99.9％不活化するために必要な紫外線照射量が 12 mJ/cm²で、紫外線照射量に

対する生残率が対数比例する条件で CFD-I にて算出した値である。 

 

装置に備えるランプ、即ち「第２章３．２、第３章３．２ 紫外線照射装置の通水試

験」で使用するランプについては、「第２章２、第３章２ ランプの紫外線強度試験」を

行い、次の条件を満足すること。 

① 装置に備えるランプの紫外線強度設計値を提示すること。 

② 装置に備えるランプ寿命時の維持率設計値を提示すること。 

③ ランプの紫外線強度測定値が、設計値以上であること。 

 

装置に備える UV-LED、即ち「第４章４．２ 紫外線照射装置の通水試験」で使用す

る UV-LED については、「第４章２ UV-LED の光学試験」を行い、次の条件を満足す

ること。 

① 装置に備える UV-LED の紫外線強度設計値を提示すること。 

② 装置に備える UV-LED の配光特性設計値を提示すること。 

③ 装置に備える UV-LED のスペクトル分布を提示すること。 

④ 装置に備える UV-LED 寿命時の維持率設計値を提示すること。 

⑤ UV-LED の紫外線強度測定値が、設計値以上であること。 
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S：CFD-I を使用する。 

Ⅰ：MS2 と同等以下の紫外線耐性を有する供試微生物を用いて得られる

補正後の REDが 24 mJ/cm²以上であること。 

Ⅱ：クリプトスポリジウム REDCFD が 12 mJ/cm²以上であること 

 

図 1-4-1 紫外線照射性能確認方法のフローチャート 

 

[解説]  ４．１．１ 

1）Ⅰについて 

 RED は、紫外線耐性が高い微生物を用いれば値が大きくなる。クリプトスポリジウム

RED が 12 mJ/cm²となる条件で Qβ、MS2 の RED を過去の認定装置で調べた。微生物

の紫外線耐性を表現する一つである 90%不活化に必要な照射量と、クリプトスポリジウ

ムに対する供試微生物の RED 比を意味する RED bias の関係を図 1-4-2 に示した。図中

の Qβと MS2 が認定装置の性能で、USEPA が USEPA（2006）1)で報告されているクリ

プトスポリジウム REDが 12 mJ/cm²となる条件で波長 253.7 nm の透過率が 95%の場合

における同関係である。この結果、クリプトスポリジウムの 2 倍にすれば安全であること

がわかった。ゆえに、供試微生物は MS2 と同等以下の紫外線耐性であることを条件とす

る。 

2）Ⅱについて 

 補正係数 f を含めた紫外線照射量分布を CFD-I にて求め、その計算データから算出され

るクリプトスポリジウム REDCFDが 12 mJ/cm2以上であれば、適合条件を満足する。 
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図 1-4-2 認定装置および USEPA の 90%不活化に必要な照射量に対する RED bias 

 

４．１．２ 処理水量の異なる一連の照射装置（同系列照射装置）に関する特記事項 

前項４．１．１に従って試験を行う照射装置（審査対象紫外線照射装置）で用いられて

いる紫外線ランプと同一のランプ、同一の分光分布注１）を持つランプ（中圧ランプ等の場

合）、若しくは UV-LED 単位モジュールと同一の UV-LED 単位モジュールを持つ UV-LED

モジュールが配備され、設計水量としておよそ 0.1 倍から 10 倍の範囲内にある照射装置で

あり、かつ、既に審査基準を合格したものと同じ設計思想注２）で製造される照射装置（同系

列照射装置）は、下記条件を満たすことによって照射性能は適合とすることができる。 

１）審査対象紫外線照射装置が前項Ⅰ）の条件により適合となった場合 

同系列照射装置の試験結果が以下のいずれかを満足すること。 

（ⅰ）「第２、３、４章３ 紫外線照射量試験」により求めた補正後の REDが 24 mJ/cm2以

上。 

（ⅱ）「第２、３、４章５ CFD 解析モデルによるシミュレーション」に示す CFD-I によ

る審査対象紫外線照射装置の解析を行い、通水試験時の条件において RED 実測≧REDCFD で

あり、且つクリプトスポリジウム REDCFDが 12 mJ/cm2以上であることを示した上で、同

系列照射装置の CFD-I による解析の結果、クリプトスポリジウム REDCFDが 12 mJ/cm2以

上であることを示すことができること。 

 

２）審査対象照射装置が前項Ⅱ）の条件により適合となった場合。 

「第２、３、４章５ CFD 解析モデルによるシミュレーション」に示す CFD-I による

同系列照射装置の解析の結果、クリプトスポリジウム REDCFDが 12 mJ/cm2以上であるこ

とを示すことができること。 
注１） 同一の分光分布の判断は、波長ごと（切り幅 10 nm 以下）の紫外線出力（相対
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出力）が審査対象紫外線照射装置の紫外線ランプに対して±10％以内を目安とする。 

    注２） 同じ設計思想とは、照射槽の構造・材質・監視制御等が同じ設計思想で設計・製

造されていること。 

   

４．２ モニタリング性能 

紫外線照射装置に設置する紫外線モニタは、「第２章 ７ モニタリング性能試験」にお

いて次の条件を満足すること。 

１）紫外線モニタの測定値は、「第２章 ２．１ 紫外線強度計」で規定する紫外線強度計

に比べて変化率の誤差が 10％以内であること。 

２）１ヶ月間の連続曝露劣化は、紫外線モニタのセンサ取り付け位置において 10％以内で

あること。 

既に適合認定を受けた紫外線モニタと同一型式の紫外線モニタを配備した紫外線照

射装置については、適合認定を受けた紫外線モニタの試験結果を用いることができる

ものとする。 

 

４．３ 浸出性 

審査対象紫外線照射槽の浸出性は、資機材等の材質に関する試験（厚生省告示第 45 号）

に従って得られた分析値が、水道施設の技術的基準を定める省令（厚生省令第 15 号）第 1

条第 17 号ハの規定に適合していること。 

 ⅰ）浸出性試験は、審査対象紫外線照射槽で実施することを原則とする。ただし、同様

の構造・型式かつ同一の接液部材質を用いた照射槽については、「第２章 ６ 浸出

性試験」の手法によって、既に適合認定を受けた紫外線照射槽で行った浸出試験結

果を用いることができるものとする。 

ⅱ）水質分析は、水道法第 20 条に基づく登録水質検査機関で行うものとする。 

ⅲ）浸出試料水の採取は、水道法第 20 条に基づく登録水質検査機関に依頼し、そこに所

属する専門の担当者が浸出試料水の採取を行うものとする。 

（留意事項） 水道施設の技術的基準を定める省令（厚生省令 15 号）第 1 条第 17

号ハの別表二は、水質基準の改正に伴う内容変更が逐次実施される。本適合認定で

は、認定時点における基準を満足する必要がある。 

 

４．４ 耐圧性 

審査対象紫外線照射槽の耐圧性は、あらかじめ照射槽内に水を満たした状態とし、二次

側を閉じ、次いで一次側より水圧を加え、当該照射槽の最高使用条件における1.5倍以上

の圧力を１分間加えて状態を観察し、漏れその他の異常がないこと。 

 

４．５ その他の性能 

１）構造一般 
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ⅰ）管路密閉型で外部からの汚染の心配がなく、また紫外線が外部に漏れないこと。 

 ⅱ）ランプまたは LED モジュールの取り付け、取り外しが容易なこと。 

 ⅲ）紫外線強度や水質の紫外線透過率変動などを示す紫外線モニタを設けること。 

 ⅳ）LED モジュールを構成する LED パッケージの内、一部のみの点灯不良を検知でき

る機能を設けること。 

２）付属制御盤 

ⅰ）付属制御盤の絶縁抵抗は JEM 1021.4 を満足すること。 

ⅱ）付属制御盤の耐電圧は JEM 1021.5 制御回路の耐電圧値で試験を行い、試験前後で絶

縁抵抗が JEM 1021 4. を満足すること。また、付属制御盤の定格及び試験は JEM 

1460 による。 

ⅲ）付属制御盤の仕様に含まれる機能が正常に動作すること。 

３）紫外線照射装置の主要部寸法公差 

図面寸法に（）書きがない場合は JISB0405 記号 v の規格値内にあること。（）書きが

ある場合は JISB0401-2 4. IT18 の規格値内にあること。 

 

５ 大規模装置の技術審査申請に関する特記事項 

 審査対象紫外線照射装置の製造や試験に際して、大規模装置ではコストなどの面から

技術審査申請することが困難になる場合がある。既に、同様の形式かつ同一の紫外線ラ

ンプまたは同一の UV-LED 単位モジュールを用いた照射装置を用いた照射装置で適合認

定を受けている場合に限り、実施設の納入（設置）後に行う性能試験等のデータとして

「第１章 ４．１．２ 処理水量の異なる一連の照射装置（同系列照射装置）に関する

特記事項」に示された条件による試験結果を用いて大規模装置の技術審査申請を行って

もよい。また、同様な理由により、同系列紫外線照射装置については「第１章 ４．４ 

耐圧性」「４．５ その他の性能」を証明する試験結果を省略して技術審査申請を行って

もよい。 
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